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第 55回東京都公民館研究大会 

ど う な る ？ ど う す る ？ 社 会 教 育 
～連携・協働・参加の成果を発信しよう～ 

１ 開催趣旨 

今大会では、特に東京三多摩地域からあらためて社会教育の今日的な意味を考える機 

会にしようと、「どうなる？どうする？社会教育〜連携・協働・参加の成果を発信しよ 

う〜」というテーマを設定しました。 

教育の力をどのように発揮するのか、任せる地域づくりから、住民が自ら参画する力に 

学びの力をどのように結びつけるのかを探る大会にしたいと思います。 

文部科学省の組織の再編、中央教育審議会の新しい答申へと向かっていく中で、2017 

年、18年の２年間、都公連も参画して『学習都市を支えるダイアローグセッション東 

京コンファレンス』が開催され、参考になる解決策の糸口がいくつかあったように確信 

しています。 

今大会では、それらの成果も継承しつつ、これからの東京の社会教育について語り合 

い、これまでの社会教育の取り組みの成果を発信していくことによって、社会教育を支 

える動きをつくり出しましょう。（開催要項の前段省略） 

２ 開催日時  平成 31年２月３日 （日） 午前 10時～午後４時 

３ プログラム 全体会 午前 10時～11時 30分 課題別集会 午後０時 30分～４時 

全体会 

会場：中央公民館

ホール 

どうなる？どう

する？社会教育 

～連携・協働・参

加の成果を発信

しよう～ 

基 調 講 演：牧野 篤氏（東京大学大学院教育学研究科教授） 

第一課題別集会 

（福生市） 

会場：会議棟第

６,７,８会議室 

社会教育関係団

体に“地域への

貢献”は求めら

れるべきか 

助 言 者：荒井文昭氏（首都大学東京人文社会学部教授） 

 

第二課題別集会 

（西東京市） 

会場：会議棟第

１,２会議室 

地域づくり事業

の実践～多摩コ

ンファレンス～ 

助 言 者：髙井 正氏（立教大学特任准教授） 

      新藤浩伸氏（東京大学大学院准教授） 

事例報告者：齋藤尚久氏（特別区社会教育主事会会長、杉並 

区教育委員会事務局社会教育主事） 

新堀彰子氏（西東京市柳沢公民館専門員） 

第三課題別集会 

（都公連職員部会） 

会場：中央公民館

301学習室 

市民と職員の相

互作用を考える 

助 言 者：井口啓太郎氏（国立市職員・文部科学省派遣） 

事例報告者：東郷征雄氏（国分寺市ハワイアン・メレ・フラ 

同好会） 

      藤川喜久男氏（小平市中央公民館事業企画委員長） 

      八木直樹氏（小平市中央公民館） 

第四課題別集会 

（都公連委員部会） 

会場：中央公民館

ホール 

公民館講座受講

後の展開～学び

を活かして活動

するには～ 

助 言 者：倉持伸江氏（東京学芸大学准教授） 

事例報告者：鈴木麻里氏（西東京市田無公民館専門員） 

石田里佳氏・加藤ゆう子氏・山下智子氏 

（国分寺市「防災グループたんぽぽ」メンバー） 

ポスター発表 ：都公連委員部会運営委員等 

４ 主 催 東京都公民館連絡協議会 
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５ 後 援 東京都教育委員会、東京都市長会、東京都町村会、東京都市教育長会、 

東京都町村教育長会、東京都市町村教育委員会連合会、東大和市教育委員会 

 

東京都公民館研究大会の開催にあたって 

 

第 55 回東京都公民館研究大会に多数の方のご参加をいただきました事を厚く御礼申し上げます。 

今年度の研究大会は、全体テーマを「どうなる？どうする？社会教育～連携・協働・参加の成果

を発信しよう～」と掲げ、基調講演及び４つの課題別集会により、有意義で実りのある研究大会と

なることを期待いたします。 

 各市の公民館は、地域住民の交流の場、学びの場として地域課題の解決に向けて積極的に取り組

み、社会教育活動の拠点としてその役割を果たしてきました。 

 しかし、社会情勢の変化により、ライフスタイルもその形を変え、社会的課題も大きく変わって

きています。このような中、課題解決に向けて、学びを保障し、住民の文化・学習活動が豊かに発

展していくための取り組みについて、あらためて公民館から地域に発信することの重要性を感じて

います。 

 2018年は、文部科学省の大幅な組織改編、さらに文部科学大臣から中央教育審議会に「人口減少

時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」を諮問し、その答申が出された年

でした。開催趣旨にもあるように、教育の力をどのように発揮するのか、任せる地域づくりから、

住民自ら参画する地域づくりに学びの力をどのように結びつけるのか、本大会に参加された皆様と

共に考えていきたいと思います。 

結びに、本大会の事務局をお引き受けいただいた東大和市立公民館の皆様、課題別集会の準備に

ご尽力いただいた、西東京市、福生市並びに東京都公民館連絡協議会の委員部会、職員部会の企画

運営委員の皆様、また、お忙しい中、基調講演の講師、課題別集会の助言者及び事例報告者をお引

き受けいただいた皆様、そして、本大会開催にご支援ご協力をいただいた関係機関、関係者の皆様

に、東京都公民館連絡協議会を代表して、心より感謝を申し上げると共に、今大会の成果が、公民

館活動に活かされることを願って挨拶とさせていただきます。 

 

平成 31年２月３日 

 

東京都公民館連絡協議会 

会長 佐 藤 克 年 

 

 

 

 

 

 

 

全体会 

会場：中央公民館

ホール 

どうなる？どうす

る？社会教育 

～連携・協働・参

加の成果を発信し

よう～ 

基 調 講 演：牧野 篤氏（東京大学大学院教育学研究科教授） 

第一課題別集会 

（福生市） 

会場：会議棟第

６,７,８会議室 

社会教育関係団体

に“地域への貢献”

は求められるべき

か 

助 言 者：荒井文昭氏（首都大学東京人文社会学部教授） 

 

第二課題別集会 

（西東京市） 

会場：会議棟第

１,２会議室 

地域づくり事業の

実践～多摩コンフ

ァレンス～ 

助 言 者：髙井 正氏（立教大学特任准教授） 

      新藤浩伸氏（東京大学大学院准教授） 

事例報告者：齋藤尚久氏（特別区社会教育主事会会長、杉並 

区教育委員会事務局社会教育主事） 

新堀彰子氏（西東京市柳沢公民館専門員） 

第三課題別集会 

（都公連職員部会） 

会場：中央公民館

301学習室 

市民と職員の相互

作用を考える 

助 言 者：井口啓太郎氏（国立市職員・文部科学省派遣） 

事例報告者：東郷征雄氏（国分寺市ハワイアン・メレ・フラ 

同好会） 

      藤川喜久男氏（小平市中央公民館事業企画委員長） 

      八木直樹氏（小平市中央公民館） 

第四課題別集会 

（都公連委員部会） 

会場：中央公民館

ホール 

公民館講座受講後

の展開～学びを活

かして活動するに

は～ 

助 言 者：倉持伸江氏（東京学芸大学准教授） 

事例報告者：鈴木麻里氏（西東京市田無公民館専門員） 

石田里佳氏・加藤ゆう子氏・山下智子氏 

（国分寺市「防災グループたんぽぽ」メンバー） 

ポスター発表：都公連委員部会運営委員等 
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挨 拶 

 

第 55 回東京都公民館研究大会が、開催市の東大和市の皆様をはじめ、東京都公民館連絡協議会

の関係者の方々の御尽力により、盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。   

また、本研究大会に御参加の皆様方は、日々、都内各地の公民館等におきまして、地域住民の教

養の向上や生活文化の振興や地域の課題解決など様々な活動に取り組まれていることに対しまし

て敬意を表します。  

 公民館は地域における生涯学習･社会教育の中核施設として、設立当初から住民主体の理念を掲

げ、社会の変化にも柔軟に対応しながら、活力とうるおいのある豊かな地域社会の実現に寄与して

きました。 

 しかし、近年の少子・高齢化、情報技術の高度化、ライフスタイルや価値観の多様化など、社会

を取り巻く状況が急速に変化し、これまでに経験したことがない社会的課題に直面しています。こ

れらの現代的課題に対応するため、公民館においては、「地域づくり」の観点から、住民相互の絆

づくりを通したコミュニティの活性化などの取組を進めることが求められております。   

本研究大会の成果を生かした活動が公民館をはじめとした都内の社会教育施設に広がっていく

ことを期待しております。 

最後に、本研究大会が実り多いものになりますことと、皆様方の御健勝と御活躍を祈念申し上げ

ます。 

 

平成 31年２月３日 

 

東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課 

課長 大 木 琢 
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歓迎のことば 

  

第55回東京都公民館研究大会がここに開催されますことを、心よりお慶び申し上げます。 

本日ご参加の皆様方におかれましては、日々、公民館活動を通じ、市民の皆様相互の教養の向上

や生活文化の振興及び地域活動に取組まれていることに対し、改めて敬意を表するものでありま

す。 

これまで各自治体の公民館は、地域の人たちが集い・学び・交流する機会や場の提供をすること

を通じ、地域における生涯学習の中核的な拠点として、活力とうるおいのある地域社会の実現に大

きく貢献してきました。 

しかしながら、少子高齢化に伴う核家族化の進展や生活様式の多様化など、社会が大きく変化す

る中、公民館に求められる役割や事業のあり方なども大きく変化しております。 

こうした中、東京都公民館連絡協議会は1951年に結成され、多摩・島しょほとんどの加盟であっ

た時期がありましたものの、時代の変遷とともに公民館のあり方が変わり、本年度の加盟団体は、

奇しくも結成当初と同じ11の自治体となりながらも、精力的な活動を継続されていると伺っており

ます。 

本日のような場に、日々情熱をもって公民館活動に活発に取りくまれている皆様が一同に介し、

公民館のこれまでの成果を踏まえつつ、今後の役割や課題への取組を参加者相互に意見を交わすこ

とは、大変意義深いことであると認識しております。 

 本日行われる全体会や課題別の集会では、様々な視点から活発な議論が行われ、それらの成果が、

今後の公民館活動の推進に資するものになり、公民館の魅力が更に広がることを期待するものであ

ります。 

結びに、本大会の開催にあたり、基調講演をお引き受けいただきました牧野先生を始め、ご協力

をいただきました関係者の皆様に深く感謝を申し上げますとともに、本大会の成功を祈念申し上げ

ましてご挨拶とさせていただきます。 

 

                             東大和市長   
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尾 崎 保 夫 

 

 

 

 本大会の記録集につきましては、2019年６月頃に東大和市公式ホームページに掲載 

する予定です。下記よりダウンロードをお願い致します。 

 

東大和市＞魅力いっぱい！東大和＞公民館事業＞主催講座・イベント 
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全体会 
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１ 主催者挨拶 

   東京都公民館連絡協議会会長 福生市公民館長 佐藤克年 

   東京都公民館研究大会の開催にあたって（プログラム掲載） ※4 ページ参照 

 

２ 来賓祝辞 

東大和市長   

尾崎 保夫 

 

皆様、おはようございます。東大和市長の尾崎でございます。第 55 回東京都公民館研究

大会の開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

本日ご参加の皆様方におかれましては、日々公民館活動を通じ生活文化の振興や地域活

動に取り組まれている事に対し、改めて敬意を表するものでございます。 

さて、近年核家族化の伸展や生活様式の多様化など社会が大きく変化する中、公民館に求

められている役割や在り方も変わりつつあります。私ども東大和市は「人と自然が調和した

町」を目指しているわけであります。人同士そして、人と自然が調和して、時代が大きく変

わるなかで、どのような形で関係をもっていくべきなのかということをいつも考えている

わけですけれども、人口が減少し、そういうなかにありましても人口が増えている、そうい

う世代もあるわけであります。 

隣の小平市で、かつて名誉市民でありました、矢口英佑氏がおっしゃられた言葉というの

が、非常に私自身は心に残っているのでありますが、「60・70 はハナタレ小僧、俺がやらね

ば誰がやる。」98、9 の時にお話しされたというふうな事を聞いております。まさにその通

りだと思います。これから人口が増えていくであろうシニア世代の方々が、自分たちはどう

のように行動していくのか。そして、主体的にどう行動していくのか。これは生涯、自分自

身への勉強だとそのように思います。そういった意味では、生涯学習の場である公民館、そ

の活動というのは非常に大切なもの、重要なものに益々なっていくのではないかなと思い

ます。 

そして、一番大切なのは主体的に考え行動するという事です。誰かに、ではなく俺がやら

ねば誰がやるという気持ちを持って、色んな事に挑戦していく。その為に東大和市の公民館、

一所懸命事業を進めていきたい、その様に思っております。 

ぜひ、皆様方のご協力の方、宜しくお願いいたします。本日行われる全体会・課題別の集

会では様々な視点から活発な議論が行われ、その成果が今後の公民館活動の推進や公民館

の魅力が更に広がることを期待するものであります。それにあたりまして、今大会の開催に

あたり基調講演をお引き受け頂きました牧野先生をはじめ、ご協力を頂きました関係者の

皆様に深く感謝いたしますとともに、今大会の成功を御祈念申し上げまして、挨拶とさせて

頂きます。有難うございます。 
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東京都教育庁地域教育支援部主任社会教育主事   

梶野 光信 

 

皆様おはようございます。ただいまご紹介にあずかりました、東京都教育庁地域支援部主

任社会教育主事をつとめております、梶野と申します。本日は、第 55 回東京都公民館研究

大会が関係者の皆様のご尽力により盛大に開催されますこと、お喜び申し上げます。 

皆様方既にご承知のように、現在、社会教育行政の枠組み自体、大きな見直しを迫られて

くる時代となってまいりました。今大会のチラシにもあるように、先程、福生の公民館長さ

んからもお話がありましたが、文部科学省は昨年 10 月、大幅な組織改定を行い生涯学習政

策局が総合教育政策局に。そして、社会教育と冠に掲げた課の名前というのが一切無くなっ

てしまいました。 

また、現在中教審の生涯学習分科会でも社会教育の機関施設である公民館を始めとした

社会教育施設の所管部局を市長部局に移管する事を認める動きも進んでいるという事でご

ざいます。私たち社会教育関係者というのがどのように捉えて誰に対して何を発信してい

くのか。その主体的な行動・在り方というのが問われてきている状況かと思います。 

今回設定された開会のテーマを見ると、皆さま方の問題意識というものがひしひしと伝

わってまいります。そういった意味で今回基調講演頂く東京大学の牧野先生におかれまし

ては、そういった激動のこの政策が動く渦中の中で中央教育審議会の議論にも参画して頂

いている方でありますので今後の公民館の在り方を考えていくうえで資産に富んだご講演

を戴く事ができるのではないかと思っております。 

ちょっと話は変わってしまうのですが実は私が所属している東京都教育委員会で 15年以

上前になるのですが、一度、社会教育部門というものを教育委員会から外そうではないかと

いう議論がなされた事がございます。きっかけは、文化協会一元化施策ということで教育委

員会が所管していた文化施設を生活文化部局に移管する方針が出された後に、有楽町にあ

った生涯学習センター、成年の家が廃止になったという状況がございます。その当時、私自

身は部の計画担当におりまして、社会教育部門というのが教育委員会の中に教育行政の中

で存在する事の意義というものを考えて教育長に提案していたという時がございまして、

その時に自問自答したのが、教育委員会というのは、学校教育委員会となってしまっていい

のかという事でございます。子どもの育ちは必ずしも学校教育のみに担保されるものでは

ございません。地域の中で沢山の大人と交流すると共に異年齢集団の中で自由に遊びを作

りだしていくという、機会が不可欠であり、社会教育がいい意味で学校教育との橋渡しを担

う事によって、次代を担う子どもたちを育てる事が重要だって事を、ずいぶん教育長に伝え

た事を思い出しました。その提案は、その後教育長に受け入れられる事になり、社会教育を

教育委員会の事務としてなんとか残す事ができました。15 年前の取り組みがすごく今の都

の社会教育行政に生きています。今、教育委員会の中で社会教育部門は必要かなんていう声

が東京都の中で変わっておりません。なぜかと言いますと、教員のブラック化、ブラック企
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業化がよく指摘されていますが、毎年教員志望者が減少し続けています。そういった中で子

どもの教育に関する全ての事柄というものを、学校教育任せにできないのではないかとい

う風潮が生まれてきました。そこで改めて地域の役割に注目が集まってきました。 

本格的な人口減少社会が進行すると共に行政がカバーできる範囲というのが、どんどん

縮小されていくという状況がおそらく予想されます。近年、ソーシャルキャプタルという考

え方に注目が集まっています。この考え方を世に広めたのが、アメリカの政治学者ロバー

ト・ファクトンという方です。そこでファクトンが重視しているのが、社会的な繋がりと、

そこから生まれる信頼感。協調・目的に向けて協調へ導く社会組織を作っていこうという事

を言っていますが、このソーシャルキャピタルというものを、どう調整していくか。そうい

った意味で持続可能な地域作り、ソーシャルキャピュタル、地域調整していく公民館、公民

館と社会教育施設に期待されるところが大だと思います。公民館が地域の人々の交流にと

ってプラットホームになる事がこれから求められてくるのではないでしょうか。地域住民

からその役割を期待される存在になる為に今後の公民館活動に何が必要なのか、もう一度

公民館の活動の原点に立ち返った議論が本日の研究大会で議論される事を期待しておりま

す。以上で私の挨拶とさせて頂きます。どうも有難うございました。 

 

 

３ 祝辞披露 

  東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課長大木琢様からの祝辞（プログラム掲載）の紹

介 ※5 ページ参照 

 

４ 主催者紹介 

  東京都公民館連絡協議会副会長 狛江市公民館長 安江真人 

  第 55 回東京都公民館研究大会事務局長・東大和市立中央公民館長 尾又恵子 

 

５ 閉会挨拶 

 

東京都公民館連絡協議会副会長   

 狛江市公民館長 安江 真人 

ただいまご紹介いただきました東京都公民館連絡協議会 副会長の狛江市公民館長安江

でございます。 

 本日は、この様に多くの皆様方に「第55回東京都公民館研究大会」にご参加いただきま

して誠にありがとうございます。 

 この後は「どうなる？どうする？社会教育～連携・協働・参加の成果を発信しよう」を

テーマに東京大学大学院教授、牧野篤先生より基調講演をいただき、午後からは第１から

第４の４つに分かれて課題別集会が行われます。なお、平成31年度「第56回東京都公民館



12 

 

研究大会」につきましては、昭島市が会場となり実施する予定でございます。 

 皆さまにとって本日の基調講演そして課題別集会が実りあるものになるよう願っており

ます。また、本日得たものを公民館活動の益々の発展のためにご活用いただければと思いま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

６ 基調講演講師紹介 

 本日の講師である牧野先生は、1992 年に名古屋大学大学院を修了され、その後、名

古屋大学教育学部教授を経て、現在は東京大学教育学研究科教授、ならびに東京大学

高齢社会総合研究機構副機構長を併任されております。 

 また、中央教育審議会生涯学習分科会におきまして臨時委員を務められており、文

部科学大臣より平成 30 年 3 月に諮問された「人口減少時代の新しい地域づくりに向

けた社会教育の振興方策について」の答申について、深く関わられております。 

 今回の答申を受け、これから社会教育はどうなっていくのか。社会教育に携わる私

たちはどうすればよいのか。牧野先生の基調講演から、これらの疑問や今後の課題に

ついてのヒントをいただければ、と思います。 

 

７ 基調講演 

東京大学大学院教育学研究科教授  

牧野 篤 

 

皆さんおはようございます。これから 1 時間

ほどお話をさせて頂きますのでよろしくお願

い致します。 

これからお話をさせて頂くのは国でどんな

議論がされてきたのかという事と、一名で文科

省を守らなきゃいけないのですけれども、批判

もしなきゃいけないというところでお話がで

きればと思っております。 

主な内容は、現在の教育政策、ことに社会教育をめぐる大きな政策転換が始まっています

ので、それについて話をさせて頂きながら、今後どうしていったら良いのかといった事を議

論ができればと思っております。 

大きなテーマといたしましては、“はざま”を“間”に組み替えて次の世代の方にひとは

だ脱いでいく、次の世代を育成しましょうという議論ができないかと思います。教育と一般

行政のはざまと言いますか、社会教育と生涯学習をどうとらえていったら良いのか。文科省

の組織再編から実は昨年の 11 月、生涯学習政策局が廃止になり、総合教育政策局に再編を

されたことになっております。いわゆる生涯学習政策、それから社会教育課というのが無く
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なったという事です。それから、昨年 12 月 27 日に出されました中教審の方針の中で第二

部というところですが、社会福祉施設の一般行政の特例的な移管を認める事になりました。

これは、公民館、博物館、美術館、図書館も含めて特例的に移管を認めるという事です。ど

ういう事かと言いますと、社会教育施設としての実質が担保されるかたちで一般行政に移

管することを特例的に認めておこうという議論になっています。既にこの博物館、美術館、

いわゆる郷土資料館ですとか博物館総合施設は昨年の秋に文化庁に移管になっています。

たとえば博物館を文化庁に移管する時にこういう議論が出ました。「じゃあ、社会教育施設

では無くなるのですね。」という話が出ました。そうしましたら「いや、大丈夫です。」と言

われて、なぜかと言いますと文化庁設置法を変えて文化庁に教育機能を持たせるから大丈

夫だという議論になったのですが「それ、危なくないですか。」という話をしました。公民

館を総務省に移管しておいて総務省設置法を変えて総務省に教育機能を持てせたら大丈夫

ですか。となるわけですが、どうもそのあたりまで十分に議論されたかというとそうではな

い。もうちょっと言いますと博物館はさわりませんと言われていたのですが今、さわり始め

ているのです。しかも閣議決定がされていて、これから法令改正にはいる予定になっていま

す。 

社会教育の固有の役割って一体なんなのかといった事が今改めて問いかけなければいけ

なくなっているのではないかと思います。総合教育センター局は大きく 3 つの固まりから

構成される様になっています。簡単に言いますと、財務省との関係で「エビデンスに基づい

て」というのを盛んに言われるのですがエビデンスって何かと言いますと、いわゆる「証拠

を出せ」ということ。これだけ予算請求するのであればその証拠を出せという話なのですが

エビデンスを出すことは可能なのかです。簡単に言えば、ある実践とか政策をやって評価を

するという事は可能なのですけれども、それに基づいて政策を作る事は可能なのかという

と実はあまりそんな簡単な話ではないのではないかと思うのです。これは専門的な話にな

りますので申し上げませんけれども、エビデンスというのは基本的には医療行為です。医療

の分野から出てきた考え方で病気になった時にどの薬が効くか、といった事を確かめるの

にこの薬を与えたら「0」に戻ったとか、この薬を与えたら実はあまり効果がなかったとか

測るためのものとしてあるわけで、教育っていうのは逆です。「0」からプラスにしたり発達

させるといったことを考えながら政策をしなければいけないわけですから、そのエビデン

スに基づいてそれをやれるかというとなかなかそうはいかないと思います。逆に言えば一

般行政はそれでいい、となる訳ですけれども教育はそうはいかないのではないかと議論が

あるのですが、どうしても予算を通すためにはこれが必要だということで作られたのです。 

地域学習推進課、これが従来社会教育課にあたるところになります。多分文科省の職員も

全部自分で言える人はいないと思いますけども「男女共同参画共生社会学習・安全課」とい

うのができ、ここで社会教育をやることになりました。随分議論になりまして、私たちも随

分批判をしたのです。その結果ここには書いてありませんが、この社会教育のこの私たちが

言う「学習、学習、学習」とついているので、これを統括するのに「社会教育振興統括官」
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というポストができて、そのポストがこの 3 つを差配する事になった。教育人材政策課と

いういわゆる人材育成、これは教員養成も含めてあと社会教育主事、それから 2020 年度か

ら始まる社会教育士という称号を与える事になりましたけれども、それの人材育成のため

の政策課を作った。この 3 つの塊で新しい総合教育政策課っていうのができたという事で

す。これでいいかというと、また議論になるのですが、その意味では改めてここのところ「社

会教育って一体何なのか」といったことを私たち自身が問い返さなければいけない時期に

はなってきているという事です。 

いくつかのこの大きな背景としてこういうものがあるって事なのです。人生 100 年時代

であると盛んに言われるようになったという事です。そして、全国的に見て東京の近郊にい

ますと分かりにくい事でもあるのですが、この少子高齢人口減少社会というのは日本全体

でどんどん進行していまして、私も今各地を周っていますけれども相当厳しい状況に置か

れている自治体がたくさんあるのです。その中で人口減少していくっていった事にものす

ごく危機意識を持っている。しかも、少子化と高齢化が同時進行しながら人口減少が進むと

いう事の中で次の担い手どうするのだという異論が各地であるという事なのです。そして、

悲観論が主流であったものをもう少し人生 100 年社会希望論という形に組み替えられない

かというので、2017 年に、国に人生 100 年時代構想会議という会議がつくられました。そ

こで議論がなされて確か一昨年ですかね、方針が出されたのです。いわゆるこれが人づくり

革命と言われているものになるのですが、その時に出ていた議論がこの議論なのです。大学

の再活用といったものを含めて、みんなが人生 60 年～70 年と考えて、みんなが小・中・高

校・大学と上がって就職をして、そして定年まで勤め上げて退職をして年金をもらいながら

余生を過ごすというみんなが同じような生活をする事が良い事だという議論ではなくて学

び直しをしていきながらマルチステージな人生を歩いていく必要があるのではないか。例

えば、学び直して自分の舞台を切り替えていきながら自分の人生を自分で設計しながら歩

いていく力をつけてもらう必要があるのではないかという議論になってきた。そうなると、

今度はステージって一体何なのか、どうあったらいいのかといった事が考えられる必要が

ある。日本全体が総サラリーマン社会みたいになっていて、いわゆる学校を経由して就職を

して、企業に就職をしてそこで勤め上げてっていう議論があったわけですけれども、それだ

けでは終わらなくなってきてしまっている。60 年で定年を迎えてもあと 25 年とか 30 年あ

る時代がやってくるわけですから、その中でどう考えたらいいかって事が議論になった。さ

らに中公審の日本の教育行政の本丸と言われているのが、この過程行政なのです。特に学校

教育のカリキュラム行政ですけれども、2015 年の 8 月ですが中間報告を出して今のこの学

校の中だけで子供たちに教えるべき教育課程が完結をしないと言い切ってしまいました。

その結果、社会に開かれた教育課程、社会と連携をとりながら子供たちの教育カリキュラム

そのものを社会と連携をとりながら社会と一緒になって子供を教えていくっていうふうに

切り替えないと、とてもじゃないけどもう無理だ、という議論になってきたのです。そして、

この地域学校共同活動という社会教育と生涯学習更には学校教育が一緒になって子供たち
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を地域と学校が一緒に共同して、今迄は学校を地域が支えるといってきたのですが、もうそ

うではなくて、一緒になって子供を育て上げていくっていう仕組みにしないとこれから厳

しいのではないかという議論になった。 

大きくこの 3 つのものが出されたのですが、学校に対して皆さんご存知の通りで学校に

協議会をつくり、地域のそれぞれの方々が関わりながら、学校の経営等も地域で責任を負っ

ていくというようになるのですけれど、やっぱり学校の先生方はまだ嫌がるというか、負担

が増えると思ってらっしゃる方が多い。今日の意図は地域が関わった以上は地域もちゃん

と責任を持ってくださいという事です。地域は学校に対してはあれこれ要求を出して「ああ

せよ、こうせよ」とか、「こうしたらいい」とか子供に対して「こうせよ」というのではな

くて関わる以上は地域がちゃんと子供を引き受けて、地域で子供を育てるような事をして

くださいという議論であるわけですが、なかなかまだうまくできていないところがありま

す。 

そして 2015 年の、今からちょうど 3 年前ぐらいに 12 月に教員の在り方を変えるという

答申が出されました。もうひとつが学校の経営の在り方を変えるという方針が時を同じく

して出されました。それから 3 つめにこの地域学校共同の在り方を問う答申が出されてい

て学校教育と社会教育また社会福祉の在り方を組み替えようという方向性が示された事に

なります。アクティブラーニング、直訳すれば「活動的な学び」となりますけれど、主体的

で対話的な介護なりができるような学校の実践の在り方に組み替える必要がある。そのた

めに先生方の「知識を伝える先生」ということではなくて、むしろ子供たちに寄り添いなが

ら知識や価値を探求できる力をつけて下さい、という事で免許法ですとか全部今改正が終

わっていて、再来年度からそういう力を持った先生方を育成するように教育課程が組み替

えられます。私たちの大学も教職課程がありますので、それに沿ったかたちでしくみを変え

る事になっています。 

2 つめはこのチーム学校という事ですが、学校は様々な問題を抱え込みすぎているので、

ある程度専門の方とか地域に色んな事を返していきながら、チームとして学校を支えて経

営していけるような構図をとりませんかという話です。これは働き方改革等も関わってい

て、先生方の過労化の一つの大きな要因である生活指導が大きな要因を占めている。例えば

スクールソーシャルワーカーを入れて、そちらの方々に任せていきながら教育の専門職と

して力を発揮できるようにできない。更には部活の指導員なんかも地域やその他の所から

求めていきながら、先生方の指導の在り方をもう少し教育中心に組み替えられないかとい

ったことが、ここで議論になってチーム学校答申というのが出されました。 

更に 3 つめとしてこの「地域学校共同本部」を作るような議論で、先ほど申し上げたよう

に地域と学校が一緒になって子供を育てていくような仕組み作りが出来ませんかという事

で、今迄は「学校支援地域本部」という言い方をしていて、学校を地域が支えるという話を

してきたのですが、今度は地域と学校が共同するような形の本部機能を持ったような組織、

またプラットホームを作りませんかという議論になりました。その中に社会教育法が改正
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になっていますけれども「地域学校共同推進員」という形でコーディネーターを置きません

かという議論になりました。 

更に学校の中にも「地域学校共同推進員」という形で置いても良い事になっていまして、こ

れは法律ではなくて運用規定が今改正になって運用出来るようになってきています。何で

こんな事議論になったのかと言いますと、当時私も関わっていましたが 2015 年当時にこう

いう事が言われていて今も言われているって事になります。 

例えば、将来の予測が出始めていて特に皆さんも気になると思いますが、今年は、年を越

えてからどんどん人工知能に議論が盛んになっていて、特に車の自動化の問題ですとか無

人のスーパーとかコンビニが出てきたり、色んな事がある訳です。そういう事の中で予測が

出たのが、2015 年当時で小学校にあがった子供たちが大学を出る頃、16 年後だいたい 2030

年ぐらいで 65％の卒業生が今ない職に就く事になるという予測が出始めた。更に 2030 年

ぐらいには、今ある仕事の役 50％、自動化されて人を雇わなくなると言われています。例

えば今申し上げたタクシーやバスは無くならないけど運転手がいらなくなるのではないか

です。教員も、私たちもなかなか厳しいのですが、小学校の教師は必要であるが中学校と高

校の教師は要らなくなるというような議論が出始めています。戦後特化した「知識を伝達す

る教師」は要らないという論が出始めたりしているのです。簡単に言えばお父さんみたいに

生きなさいとか親の背を見て生きなさいとか、親が言うとおりに生きていれば大丈夫なの

だと言えない時代がやってきたのではないか。そうすると子供たちが、自分で自分の人生を

設計できる力をつけていく様々な社会体験を積んでいきながら自分で、自分たちで一緒に

なって、既に世界的には特にヨーロッパの先進国の方では競争して打ち勝つというような

議論はほとんどなされていません。競走して一緒にやっていく、その中でとても大事な力と

いうのが、人の意見を聞く力であったりとか言われ始めたりしています。その意味では一緒

になって自分たちで新しい社会を作り自分の人生を切り開いていく力をつけてもらう必要

があるだろう。様々な豊かな学びの機会といったものを保障しなければいけない。 

特に人口知能は自分で自ら学ぶ力を持ち始めているので、たとえば囲碁なんかではなか

なか人間が勝てなくなってきたりしているわけです。私の知り合いに言わせると「ちょっと

それは無いでしょう」と言うのです。簡単に言えば東大に受かる人工知能を作ってやろうと

いうので、日本全国の 100 人を超える人たちが組織をされてプログラムを作ってきたので

すが、もうじきやめるとおっしゃっています。なにが解らなかったかと言いますと、東大に

は受からない事がわかった。ただ数学とか世界史では偏差値 76 をとったことがあるけど、

国語や英語でちょっと厳しくなる。なかなかとれない。ただここは毎年確実に偏差値 60 前

後の大学の入試問題をクリアして受かってしまうようになったと言われています。 

マーチ、ご存知ですよね。最近スマートと言うらしいのですが、マーチからスマートにか

わったらしく、スマートの S は上智なのです。中央・法政で今スマートですと上智・明治・

青山・立教・東京理科らしいのですが、東京理科大学レベルはクリアする様になった。 

問題はここです。偏差値 60 前後だと日本のホワイトカラー層の 8 割がこの中に入ってい
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ると言われます。そうするともし全体で AI がとってかわってしまうと今のホワイトカラー

の 8 割以上の人が失業するかもしれない。また、職がなくかる、雇用がなくなってしまうか

もしれないと言われているのです。ただ AI にできない事がいっぱいあって、実はこれ解け

たと言うのですが、文章問題を渡して読んでとか言って読んで解かせたのではないのです。

読めないのです。プログラム化して解かせているのです。以前は AI に手が付いていなかっ

たので字が書けなかったのですが、最近手がついて字が書けるようになり答えを書くらし

いのですけど、文章をちゃんと読んで行間を読み込んで交流できて価値を作り出す力をつ

けていかなければまずいのではないかと言われ始めている。 

また、中教審の方に全国の教育長にきて頂いてヒヤリングをしました。その時にほとんど

の教育長がおっしゃるのが、学校をこのまま 15 年間放置しておいたら教育機能を失います

とおしゃっているのです。どういうことですかと聞いたら福祉機関化してしまっているの

ではないかと言っています。これは文科省ではなく経済省が作っているグラフですが、貧困

問題を学校が抱え込みすぎてしまっていると言われています。少なくても 1 校は校長先生

が校長室にパンやバナナやお菓子を買っておいて、「お腹がへったら食べにいらっしゃい」

と言っている学校が必ずあります。というふうにおっしゃっています。広島県のある市では、

朝、給食を出し始めているのです。希望者でということですが、朝ご飯を食べてこられない

子たちが沢山でてきたので、朝、給食を出し始めた。ただこれは、教育委員会が学校教育を

使って行うものなので福祉行為ではないという事で理由がついています。朝食を食べてき

た子供の方の学力が高いという理由がついていて、朝、希望者に出すようになっています。 

それから全国に子供食堂を経営されている方が増えてきていて、2300 か所くらいはある

だろうと言われています。貧困家庭に子供の 6 人に 1 人くらいはいるということがわかっ

ています。まず“子供”ってどういう事かって言いますと、統計上の子供です。0 歳から中

学校が終わるまで、14 歳の子供たちが統計上の“子供”です。相対的貧困、これ計算式が

あるのですが、各国で生活水準がちがいますから、それを統一するための貧困の計算式があ

ります。いま日本ではどの位かと言うと、収入から税金とか光熱費とか色んなものを取った

後の自由に使えるお金で計算して、年間 122 万円以下で生活している家庭を貧困家庭と呼

ぶことになっています。年間 120 万少し以下で生活をしている家庭を総体的貧困、そうい

う家庭が子供の 6 人に 1 人、それが母子家庭とかひとり親家庭になりますと約 6 割になる

と言われています。子供たちが学校に来る前の段階で生活が成り立たないような生活にな

ってしまっているのではないかということです。 

貧困ってなかなか見えにくい、例えば服がボロボロだったりつぎはぎだったりそんな事

はありませんのでどんな事かって言いますと、お父さんお母さんが仕事で忙しくて、朝、子

供が学校に行く前にうちを出てしまう。子供には「500 円置いておくからこれで食べてきて」

と言って出ていってしまう。子供は 500 円玉握って学校に行って、給食を食べてですね、

夕飯はどっかで買い食いしたりして、家に帰ってまたお父さんお母さん帰ってないという

生活をしている子供がとても増えているということなのです。その意味で単にお金がない
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ということだけではなくて、むしろ人間関係が貧困になってきているという問題がありま

す。じゃあどうするのかという議論なのです。 

最近も夏休みが終わると子供が痩せているという報告が上がり始めていて、どうやら子

供たちは給食で栄養をとっていたのではないかという議論になっていたのです。ちょっと

これお金の関わり方が偏ってる議論、高齢の方々には平均で年間 250 万円ぐらいのお金が

廻っていて所得も少しあるので年間 300 万円ぐらいで生活しているけれども、母子家庭に

関してはお母さんがパートで 200 万円ぐらい収入があるのですが、児童手当が 50 万ぐらい

しかついていない。ここの分配の仕方を変える必要があるのではないかという議論を始め

ています。ただもう一つ私たちにとって厳しいのが、「貧困は連鎖する」と言われていて、

しかも学校教育を通して連鎖すると言われています。学歴社会ですから簡単に言えば貧困

家庭で子供たちが十分な高い教育を受ける事ができなくて学歴が高くできない。孫世代に

も同じことがおこる。世代間で連鎖していく。どこで楔をうつかっていうことが問われてき

ているっていう問題があります。さらに読解力が低下していることが指摘されはじめてい

て、教科書そのものが読めていないのではないか。読まなくてえんぴつ転がししたくらいし

か当たってないと言われている。そのくらい子供はきっちりと文章を読む力を失いつつあ

るのではないかという指摘がある。 

そういうことの中で 2015 年に先ほど申し上げたように、子供たちが新しい時代を生きて

いく中でどうしたらいいのか。学校の中だけでカリキュラムは完結しませんと言われはじ

めて、地域で関わって子供を育てて下さいっていうのが出たので、2015 年に 3 つの大きな

方針が出されて、とにかく地域社会と学校、当然指摘や批判があったのです。何かと言うと、

家庭が入ってないじゃないかという批判があったのです。議論になったのですが、家庭に任

せる事は厳しいのではないか。いわゆる“声の大きい方々”がおっしゃる様な伝統的家庭と

いうのは、今はもうほとんど崩壊してしまってありません。ほとんどは共働きですし、若い

世代は片親家庭、ひとり親家庭もたくさんいらっしゃるのです。むしろ学校と地域社会が連

携を取りながら、子供たちを育て上げるような社会的仕組みを作っておかないと厳しいの

ではないかという議論になった事も確かなのです。子供達をどう育てるか、新しい社会に対

してどう育てるか。ひとつは AI の時代、もうひとつは貧困が大きな問題になっている時代

に子供をどう育てるかで、2015 年にこの方針が掲げられた。さらに人口減少にどう対応す

るのか。社会教育のありかたを少し組み替えて、もう少し一般行政の中にも組み込めるよう

な仕組みを作っておかないと、一般行政そのものが持ちこたえられなくなってきているの

ではないかという事です。 

社会教育施設を一般行政に特例的に移管するという事をどう考えたらいいのか。社会教

育を基盤とした人づくり・つながりづくり・地域づくり。これは私たちも議論した結果、こ

うなったのですが、ここで問い返しをしました。どういうことかと言いますと、文科省の職

員が私たちの議論を基にして社会教育を基盤とした人づくり・つながりづくり・地域づく

り・社会教育というところです。総務省がやっている地域運営組織、なかなかこの近辺です
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とわかりにくいかもしれませんが、平成の大合併は失敗だと思っているのです、総務省は。

それを立て直す為に小学校区レベルで地域運営組織みたいな新しい組織を作って、住民が

自分たちで街をもう一回作り直して下さいと言い始めているのです。各地で様々な取り組

みが始まっていて特に地方と呼ばれている所はこうやって分ける所が大きいのですが、こ

ういうものと置き換えてもあまり変わらない事を言っているのです、総務省は。更に厚労省

は、あと 30 年ちょっと、前ぐらいに、認知症を患う方が全国民の 1 割を超える事が予測さ

れていて、1,000 万人を超える事になっています。厚労省も「人づくりに繋がる地域づくり」

更に国交省がここのところ災害が多いので地域防災計画やお互いを守り合う地域防災訓練

を考えているのですが、これはここの事を言っているのです。人づくりや繋がりづくりがな

きゃだめと言っている。 

更に経産省は、IT 企業をこの中に持ち込みながら学校を通して地域に対して管理をしよ

うという動きを強めていて経産省も同じような事を言っているのです。更にこの内閣官房

の町と仕事と政界の小さな拠点づくりというのを言っていて同じような事を言っているの

です。もっと言うと厚労省は最近、ここ 2、3 年ですが地域包括に加えて社会教育と同じよ

うな事言い始めていまして、地域共生社会づくりと言い始めています。その研究班が立ち上

がっていて関わっているのですけれど、社会教育は大事だと言い始めているのです。もうち

ょっと言いますと総務省なんかで盛り上げた話もしていて地域運営組織をあちこち作ろう

と色々働きかけをしていくのですが、なかなかうまく動かない。ただ全国で調べてみるとう

まくいっている所があるというので、「いや公民館がちゃんとしているとこでしょ」と言う

と「その通りなのです」という。それで今、総務省は「公民館、公民館」って言っているの

です。我々は公民館を持っちゃいけませんかと言われるので、いや文科省がやっているのだ

から一緒にやったらどうですかというとあなた方みたいな形で使われると公民館が壊れち

ゃうから上から降ろすのではなくて、人々がそこで学びながらお互いの関係を作っていっ

て下から持ち上げていく仕掛けをしていかないと地域が壊れます。この間聞いたら地域運

営組織になっている部門があるのですが、そこに「社会教育部」というのを作る計画があっ

て、そのような事をするのなら文科省と一緒にやってくださいよと言いましたが「いや文科

省はねー」みたいな話が出てくるのです。厚労省の関係者で、厚労省も今「公民館、公民館」

と言っていて、社会教育は大事ですと言うので「だから文科省と一緒にやったらどうですか」

と言うと「いや、うちがやりたいのです」って話が出てくる。国交省はどうかっていうと国

交省もなかなか防災訓練で、私も町内会長やった事がありますが、なかなか疲れちゃって来

ないです。2～3 回やるとなかなか地震来ないし、良いやみたいな話になるのですが、今「楽

しい防災」って言っているのです。北海道の地震で避難所がとてもうまく経営ができている

所を調べてみたら、ほとんど間違いなく地震が来る前から公民館活動が活発で、みんなが避

難した所で住民がお互い助け合いながら手順が合った避難所経営ができていました。今、国

交省も「公民館大事です」と言い始めているのです。 

経産省は、学校を通して何やるかって聞いたら「半径 50 センチ革命」。子供の手が届く範
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囲の人間に影響力を及ぼしていく。学校から家庭、家庭から地域へと考えているって言うの

です。その時に彼らが言うのは、地域で活動している所って公民館ですよとか言われます。

地域の仕事もそう。この間ヒアリングに来られたのですが、何と仰ったかと言うと、小さな

拠点づくりに動いているところでうまくいっているのは、公民館活動が活発な所でそこを

ベースに人々が結びついている所がとてもうまく動いている。だから我々も公民館を活用

したいと仰る。そうなると全部のところがここを言い始めていて、一般行政も言い始めて、

この社会教育を基盤として社会教育をここに入れ替えてもほとんど違和感がない。社会教

育の固有性って何ですかって社会教育じゃなければならないのは、一体何でですかという

事を実は中教審で問いてみましたが、あまり明確な答えはなかった。文科省も全体としては

こういう流れの中に置かれてしまっている事がある。 

その中で少し原点に返ってみると後か

ら申し上げますけれども社会教育の教育

って一般行政と違う所にあるのか。ある

程度切り離されてあるのかというと、こ

の社会の次に生き延びるために教育とい

う営みを今成さなければならない事にな

っている訳ですし、言い変えれば、次世

代を育成する事です。文科省が社会教育

を持っている事の重要性っていうのは、

学校教育を持っているといった事と関わ

るのではないか。どうしても「地域づくりと社会教育」って発想しかしなくなってしまって

いるので本当は子供たちがそこに在って学校教育と地域社会と家庭とこの社会全体を次に

繋げていく事を考えておかないと、この社会繋がっていかなくなるのではないか。言い方に

語弊があるかもしれませんが、社会教育には目的というもの、ターゲットを決めてそこに集

中的に予算や人を投入して課題を解決する事ではなくて、社会の基盤を作っていく、社会を

連結させていくという役割があって、何かターゲットを決めた上でそこを集中的に何とか

するという議論ではないはずです。そこを何となく街づくりとか社会づくりとか、または課

題解決っていう議論ばかりしていると、一般行政と変わらなくなってしまう。ただ一般行政

は、そこをターゲットとしてお金をつけていくことによって成果がある訳ですから、エビデ

ンスがとれるわけですが、社会教育や教育は社会を連結させるための営みですからそんな

簡単にエビデンスはとれない。どうであったら社会の成果があがったのか、成果とは何かっ

て言われても、それはわからないものです。その意味では社会の基盤を作っておきながら、

その上で様々な問題は解決をされていくし、また問題が起こらなくなるようにしておくと

いうのが、要するに社会教育や障害福祉の役割であり、さらにそこに子供たちが組み込まれ

ていく事によって次の世代を育成していくといった事で、この社会を次に繋げていく事を

しなきゃいけない。そういうものとしてあるのだろうという事です。 
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なぜ、講座を提供して学ぶのかという事です。簡単に言いますと例えば「お茶・お花」を

勉強したいと講座が提供される。これは個人の趣味なのだからそんな事いいのではないか

という議論になりますけれど、私たちの感覚からいうと、徹底的に保障する必要がある。な

ぜかというと個人が学びたいと思うっていうのは生まれた時から持っているものかってい

うとそうじゃないはずです。ご本人が成長してくる過程で様々な社会環境の中で、お茶やお

花を学びたいという風になってくる。そこで学んだ事によって、仲間ができたり、お茶やお

花を通して自然関係に関心が向いていったり、おいしいお茶を飲むためには水がどうのこ

うの、お茶の農薬がどうのこうのといった議論になってく中で様々な社会問題で描かれて

いく事が可能になって人間関係を作っていきながら、自分たちのこの社会機能を作ってい

く事に繋がっていくわけです。これは公共財なのです。みんなの物です。学ぶといった事、

講義そのものが個人のものでなくて、そうしたものをきっちりとしていなきゃいけない。そ

こを金で買えるものとして勘違いしてしまうと「まぁいいよね」って、お金払えば買えるの

だからって議論になってしまうと、社会教育や障害福祉っていらないって話になるのです

が、いや、そうではないだろうって事なのです。 

もう一つの問題は、そういう時に大事になるは「自治がしっかりしている」という事です。

教育委員会がコントロールする事になっていて、一般行政とは切れているって事はどうい

う事かというと、やっぱり自治がしっかりしている事が必要になってくる。ここがなかなか

苦しいところで、そこを保障する必要があるのではないかという事でもある。何が言いたい

かっていいますと、一般行政と違う教育委員会の系列がある中で何がおこるかというと文

科省、都道府県教育委員会って形で縦の系列が出来上がってしまっているので、ちょっとき

つい言い方をすると上から統制かけやすいのです。 

例えば、住民の方々がここで「いや、ちょっと待ってよ。我々はこれでやるのだから口出

すな」と言えなきゃいけないはずですが、教育委員会の傾向でいくとそうでなくなってしま

うところがある。本来分権であれば文科省も認めているのですが、分権なので住民理事がし

っかりしている中で文科省があれこれ言ったって「お茶やりたくないよ」って言った時に、

そこが弱いと上から全部下まで降りていってしまうので「これ教育委員会で使いにくいで

すし、いらない」っていうような議論が出てきたり、また文科省廃止までいってしまうよう

な議論が出てくるのですが、本来この住民理事がしっかりしている事によって教育行政と

一般行政の緊張感を保ちながら次の世代の為にこそこの社会をちゃんと繋げておくという

議論に繋がっていくはずである。 

戦後の日本において新しい公民館を作っていくのですが、今教育機関などで金儲けしち

ゃいけないとか、あれこれ言われていますが、元々こういうものとして構想されていたので

す。民主主義の訓練場であったり、社会教育機関であったり、文化交流の場所だったり郷土

振興の機関、さらにここに村の茶の間一室描いてあって、親睦・友好を深めるという意味で

すが、この絵も私けっこう好きでよく使うのですが、こういう絵になっています。親睦・交

流を深める施設と書かれてあるのですが、おじいちゃんおばあちゃん世代からいがぐり頭
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の小学生でしょうね。ここに乳飲み子も描かれていて、ちゃんと世代を繋げていくという場

所なのだという事も描かれてあるのです。自分たちで村を作りながら、または郷土を作って

いきながら、その郷土をちゃんと次の世代に繋げていくためにこそ公民館はあるのだと。 

例えば、公民館は村興し・郷土振興していくための機関としてある。だけど、ここで金儲

けを考えてもいいし、政治的な議論をしてもいいわけです。あとは何でもありという規定に

なっているはずです。そのあたりを教育機関だからという形で自らどんどん狭めていって

しまっているところがある。その意味ではもう少し、こういう事を考える必要があるのでは

ないか。次世代を育成する為にこそ一般行政に対して働きかけをしていきながら教育的な

ものを振興させていく。そして、住民がそこに関わっていく。今日のこの大会の趣旨に「お

任せではなくて、自分達で関わってやっていくのだ」と書かれていましたけれど、そういう

場所として社会教育を活用していきながら次の育成に努めていく。 

例えば、民間のある企業、ソーシャルコミュニティデザインの会社が「CO 民間」と書く

運動を始めています。これはガンの緩和ケアの医者たちが、「ガン患者を終末期で病院に入

れても苦しむだけだ」という議論が始まっていて、今 2 人に 1 人がガンになる時代なのに

地域社会の根っこを持ちながらみんなと関係をつけながら、自分の人生をどれぐらい価値

豊かなものとして生きるかってことが問われてきている中で、病院はそれに対応できない

って言い始めたのです。それで、何か地域につくれないかと探しているうちに、公民館があ

ることがわかった。それで、公民館あちこち見に行ったのです。当確しないと使わせてもら

えないとか、「使い勝手が悪い」という事が見えてきた。だけど自分たちは「公民館」って

いう言葉に惹かれたって言うのです。 

それで、例えば町の空き家を使ってもいいし、自分の空いている部屋を提供してもいいし、

木の下でもいいし、どこでもいいので公民館を開けるような仕組みを作れないか。その中で

ガン患者も含めて地域の人々が一緒になって交流しながら、自分たちの生活を支え合う関

係を作れないかというので、公民館運動を始めているのです。そこに公民館グッズというの

があって、綺麗な感じのものができる、明るい公民館が作られるようなグッズが準備されて

いるのです。更に沖縄の那覇市若狭公民館は、「パーラー公民館」を始めています。ビーチ

パラソルを持っていってさして、テーブルとイスを並べてそこにお茶でも置いて、道行く人

に声かけては来てもらって一緒に話をしながら公民館活動をするみたいな事を始めている

のです。従来の公民館からみたらちょっと新しい形ではあるわけですけれども、そんな事が

どんどん広がっています。 

公民館を活性していきながら、自分たちで新しい社会を作っていく事をベースにこの社

会の在り方を考える必要があるのではないかと思います。その時にこの社会教育主事って

いう専門職の在り方が問われるだろう。これも前回の平成 15 年の答申を出した時の議論で

専門職養成をどうするかという議論になった。今回の新しい答申を出す時もこれが議論に

なりまして、主事ってなかなか厳しい専門職ですが、私たちの授業を取る学生は、社会教育

主事の資格を取れるのですが、大学にいるときにはまず取ってもなれないと言わないとい
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けない。しかも、法律上は都道府県委員会に 1 人置いておけば良いだけで覇権主義がなく

なってしまいますから、やっている所はありますが法制上はもう規定がないのです。そうす

ると社会教育主事は単位を取れば資格を取れるのではなくて、発令されなければ主事にな

れないという複雑な資格なのです。だけどこれ「やめるか」って話が出たのですが、いっぺ

ん辞めちゃうと今のご時世では復活ができない。国家資格なので残しておこうっていう話

になったが使い勝手が悪い。それでこの「社会教育士」という称号を付与する事になって、

2020 年度から社会教育主事講習を受けることが出来たり、大学で修了課程を終えて社会教

育主事になる資格を取られた方に関しては、もれなくこの「社会教育士」という称号が与え

られる事になっていて、この称号を使って活動してくださいって話になっています。これは

履歴書とか名刺に書く事は可能になっています。一般行政の中に入り込んで、行政の中に社

会教育士がいっぱいいてもいいだろうし、民間企業や様々な団体のなかにいてもいいので

はないか。課題はここなのです。今は指導助言という専門職ですけれど、今後は専門職とし

て地域に展開して下さいという事になります。ですから、現場対応を積んだ後でこの資格、

またはその称号が与えられる事になったということです。 

ひとつはなんでこんな議論になっているかというと、少子高齢人口減少問題。これはずっ

と言われてきて平成が終わってしまいますが、今、急に女性が一人当たり一生涯に 5 人も 6

人も産み始めても、産める女性の数が減っているし女性が産める年令は決まっていますか

ら増えないと言われていて、減るのです。高齢化社会とか悲観論ばかりですが、平均寿命が

こんなに延びて、また延びたのです。平成入ってから 5 年、5 歳延びています。戦後は 50

歳そこそこだったのが男性は 81 歳で女性が 87 歳を超えています。100 年前と比べると 2

倍以上になっています。これっていい社会なのではないかって事です。子供たちはどうかっ

ていうと乳児死亡率、生まれてから 1 歳になるまでの赤ちゃんの亡くなる率ですが、今、日

本は 1.9 ぐらいなのです。ここ 70 年間で 40 分の 1 ぐらい 20 分の 1 になっているのです。

100 年前と比べて 100 分の 1 になっているのです。もっと低い国はありますけども、これ

だけ人口がいる国でこんな低い国はあんまりないのです。皆さんの中にも当然と思います

けども、子供って生まれれば普通に大人になると思い込んでいらっしゃいませんか。お子さ

ん生まれた時に、この子大人になれないかもしれないから、もう一人早く作っておかなきゃ

と思った方いらっしゃいますか。いらっしゃらないかと思います。これも少子化の大きな原

因なのです。 

私の例をあげますと、私の母は 9 人兄弟です。父が 6 人兄弟です。私の祖父母から多産

なのです。9 人も 6 人も兄弟がいる私の両親が子供何人持ったかというと、私と妹の 2 人だ

けです。私も子供 2 人しかいません。少子化ってそういう事です。例えば子供が死にやすい

社会では沢山産んでおこうとするのです。だけどだいたい一世代かかって、30 年くらいか

かって、子供が死なない事がわかってくると産みひかえようとする事がわかってくるので

す。もうちょっと言うと、過去日本が人口急増しているときは、沢山亡くなるつもりで産ん

できた子供たちが生き残ったので、増えたのです。言い方悪いですよ。だけどそういう事で



24 

 

す。みんな死なないとわかってきたから、産まなくなってきたのです。私の母も亡くなり、

生きていれば 80 いくつか 90 ですけれども、亡くなる前に聞いたことがあるのです。「なん

で自分はこんないっぱい兄弟いるのに 2 人しか産まなかったの？」って言ったら、「なんか

社会全体が 2 人でいいよねって感じだった」って言うのです。でも、そういう感覚じゃない

でしょうか。子供って生まれればちゃんと大人になるのだから、もう 2 人くらいでいいよ

ね。私も「なんでこんなにいっぱい産んでいるの？」って言ったら「だって死んだら困るで

しょ」って言われたのです。そういう事なのです。今の段階では産みたくても産めない人が

でてきている事も確かなので、少子化全体の傾向としては、いい社会の結果、少子化になっ

たという事なのです。これは無計算ですけど、こんな事を言い始めています。誰もが健康で

長生きすることを望めば、社会は必然的に高齢化する。だから、高齢化なんて問題じゃない

か。名前が悪い。「超高齢社会」なんて言うから、高齢者ばっかりの社会になってみたいな

感じになってしまっている。 

私の事を言いますと、先程もご紹介ありました様に、教育学部にいますが、もうひとつ、

高齢社会総合研究機構というところにいます。高齢社会を総合的に研究する機関なのに、ほ

とんどの教員は何をやっているかというと、高齢者の問題を研究している。認知症をどうす

るかとか、また、社会のバリアフリー化をどうするかとか、そういう事を研究しているので

す。私たちの方から、「高齢社会の研究」だから、高齢者の研究だけしていたらダメじゃな

いのと言うと、「なんで？」と言われるのです。65 歳以上の方だけ見ると最大で 42％まで

行きますが、これ後継者じゃないのです。だけど高齢者が多くなって人口が減る社会に生き

ているので、過去のようにイケイケドンドンではないので、そこで子供達ってどういう人生

を歩まなければいけないか研究しなくていいのですかと言うと、「なんで？」って言う人、

とても多いのです。多分、高齢社会だからなのです。そこをもう少し健康長寿社会にしてみ

んながいきいきと自立できる社会に変えたらどうかと経産省が言っている。私の祖父母が

子供を産んでいた時期はこういう時期です。子供が沢山いて、なんで 50で切るかと言うと、

例えば私の母方の祖母の話をしますと、16 で結婚して 17 で最初の子供を産んで、だいたい

毎年か 1 年おきに子供を産み続けて、30 位で最後の子を産んでいるのです。そうすると、

最後の子が成人するくらいで一息つくのです。家庭を維持する為に一所懸命になる年代は

50 歳位まで。50 歳で一仕事終えて、特に家族の事を終えて、これから自分の人生と社会に

貢献できる人がこんなに増えたと思ったら、いい社会なのではないかと彼らは言うのです。 

年金受給年齢を引き上げたい気持ちがありますから、そうすると今の年金制度はあと 30

年位持ちそうなので、こういう方々が元気で過ごせる社会を作った方がいいのではないか

という事でもあるのです。まずは高齢者に対応する事を一所懸命に考えてきたのですが、こ

れからは子供たちを主役にしていく社会をつくっていく必要があるのだろうってことです。 

この中で、じゃあ何が問題なのか。例えばですね、特に貧困問題をあげます。貧困もお金

をどう回したらいいのかという議論ですとか、貧困家庭の保護者がお金をもらうとお金を

使ってしまうという議論が色々あって批判されたりするのですが、実はお金だけじゃない
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事もわかってきています。お金の問題と自己肯定感、例えば貧困家庭の子供の方が自己肯定

感は低い。親も実は肯定感が低い。子供の学力が低い事もわかっていますし、さらに生活習

慣が乱れていることもわかってきている。その中で先ほどの社会的な教育と資本ってもう

少し何とかできないかと言われて、自己肯定感みたいなものを非認知能力というふうに呼

んだりしますけれども、こんな事がわかっています。医学部の連中が言っていたのですが、

虫歯の多い子は自己肯定感が低いと言うのです。虫歯の多い子ってこういう精神的な傾向

がある。ボロボロの歯と言われているわけですけど、あまり肯定的な精神状態ではない事が

わかってきている。更に生活習慣全般に依存する。虫歯というのは意思が弱いとかあまりに

も我慢できない。そういう事がある。さらに、ご飯の食べ方が不規則であったり、噛む事を

好まない子供たちが多いこともわかってきているのです。さらに、ご飯を美味しいと思って

いない。無理に食べているので、口腔ケアがうまくいかなくなって体を壊す。そして、生活

習慣が乱れていく中で学力低下がおこるのではないか。 

埼玉県が調査により、規範意識や自尊意識が国語とか算数の学力に影響を与える事がわ

かってきたと言われています。学校の中で先生方が言われているのが、どういう学級を作ろ

う、先生はみんなと一緒になってどんな学級を作ろうと思っているか説明をした上で、子供

たちに寄り添っていきながら、一方で今迄の教育・教科書通りやっていきながら、もう一方

で寄り添って知識を探求したり褒めていったりする事、それから生活を立て直す事を支援

したりしていきながら教育をしていくと、子供達、うまく学力といったものが上がっていく

という事がわかってきました。 

そうした事を、これからは考えて行かなきゃいけないのではないか。そうした事は、公運

審にも係わっていて、3 つの大きな長生き・健康長寿の要因があるのですが、これにあんま

り関心無い生活を送っている方の死亡率を 100 とすると、関心を持った生活をしている方

の死亡率は 3 割下がって、これ社会参加となると 5 割下がるというふうに結果が出てきて

います。ご飯を美味しいと思えない高齢者の誤嚥が多い、これは医療の現場では常識だと伺

っています。医者から言われました。ご飯が美味しい高齢者は誤嚥が少ない。我々は食品を

とっているのか、食事を食べているのかって事なのです。美味しいって何かと言ったら、味

付けの問題だけではなく、人間関係で決まるものなのだ。「美味しいね」って言う関係の中

で一緒にご飯を食べている人たちは、ご飯が美味しいのです。そうすると一所懸命噛んで飲

み込もうとするので、誤嚥が少ないのですが、「時間だから早く食べなさい」と義務的に食

べさせられていると、クチャクチャ噛んでいるうちに、つい呼吸してしまって、肺に入った

りする。それで誤嚥が起こったりするのですが、さっきの子供の問題と同じ事なのです。ご

飯が美味しくない子供たちも義務的に食べさせられたりして、簡単に言えば「美味しいね」

っていうふうにしてご飯を食べる関係がない子供たちが増えているのではないか。 

その中で私たちはお互いにもう少し生活の基盤のところで承認関係を作っていきながら

社会基盤を作っていく。その時に社会教育や公民館が関わっていきながら、さらに一般行政

の基盤を作らなきゃいけない時代に入っているという事です。 
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例えばさっきの貧困ですけども、一般行政が専門化すればするほど、はざまはいっぱい出

来てしまいます。例えば子供食堂ですが、こんなことが今、見えてきます。何がおこるかっ

ていうと、近隣の人達は「もうあの子たちは大丈夫だね。」と言ってちょっと関心が薄れて

いってしまう。しかも、子供食堂の人達は食事では終わらなくなってしまう。その子の生活

習慣が乱れていることがわかってくるので、朝起こしに行ったり関わり始めます。そうする

とまた周りの人たちは「もう大丈夫だよね」と言って、また関心が薄れる。さらに学力問題

とか生活習慣のことがわかってくるので、今度はじゃあ、いわゆる学習指導とか始めたりす

ると、「ああ、もう大丈夫だね。」と、また関心が薄れていってしまう。そこで何がおこって

いるかと言いますと、子供食堂に行っている子供たちは貧乏人の子供だと言って噂をされ

始めるようになる。そうすると、その子たちは行けなくなってしまいます。そうすると、来

なくなってしまうので、子供食堂の関係者から見えなくなってしまいます。さらに、オーバ

ーワークになったりまた、予算がカットになって子供食堂が維持できなくなり、子供たちは

どうなるかというと、都内の例ですけれども、男の子も女の子も、SNS 上に逃げていって

しまう。女の子に何があるかと言うと、「神待ち掲示板」っていう、神を待っている書き込

みが出来る掲示板があって、そこに「今夜、お父さんお母さん帰って来ないの。ご飯食べら

れないの。誰か泊めて。」って言うと、「うちにいらっしゃい」というのがいっぱい出てくる

のです。その中かから誰か選んで待ち合わせすると、だいたい女の子に対して男の人が出て

きて、レストランでお呼ばれをしてから、家に連れて行ってもらって泊めてもらうのですが、

その後何が起こるかっていうのは、ご想像の通りです。その子たちが風俗に流れていって、

社会から見えなくなってしまいます。表面上は綺麗な社会が出来上がるのですけども、次に

把握されるのは保健所なのです。妊娠した時に把握されます。そういう風に引きあげられな

くてそのまま行ってしまって、次に把握されるのは警察です。虐待問題でつかまって保護さ

れてことがおこる。男の子はどこに行っちゃうか。SNS に流れて行きながら薬物の方に行

ってしまう事が多く把握されているのです。そういう事は見えるようにしておかなくては

いけない。とにかく、私たちも実践でやっていますけれども、その意味では曖昧でゆるやか

で、関心を持つ人々がたくさんこの社会にいるような状態を作っておかないとそこからこ

ぼれちゃったり、見えなくなる子供たちや高齢者が沢山いるという事なのです。 

そこでやはり、社会教育や公民館で拾いあげるのではなくて、落ちないようにしておかな

くてはいけないって事だろうと思います。その為には一人に対してぼやっとした関心でい

いので、みんなが関心を持っていきながら、「ちょっとあの子おかしいよね。ちょっと大変

じゃない？」と言いながら、じゃあ声かけようかって関係を、作る事が社会教育や公民館の

大きな役割なのではないかと思います。こういう言い方をよくするのですが、ぼやっと繋が

って間がはざまを埋めていく。 

また、はざまは間に変えていくっていった事をしておかなければいけないのではないか

と思います。繋がったり相互承認の関係を作ったりしながら、それが自分に返ってきて楽し

いという関係を作っていって、次へ行こうね。一緒にやろうね。自分たちにもやれるのだよ
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っていう気持ちを持てるようになっていくって事なのではないかというふうに思います。

それが日本の言葉であるのです。「恩を送っていく」恩を返してもらうとか返すのではなく、

自分が受けた恩を誰か違う人に贈り合っていくって事をするなかで、社会全体が繋がって

いくのです。そうした形でこれからの社会教育が一般行政に移管するって言いますけれど

も、一般行政そのものを教育的に振り返るっていう発想を持っていかないと、大変な事にな

るのではないかと思うのです。 

どうもありがとうございました。 
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第一課題別集会 「社会教育関係団体に“地域への貢献”は求められるべきか」  

日時：平成 31 年２月３日（日）午後０時 30 分～４時 

会場：東大和市役所会議棟２階 第６・７・８会議室 

講師：首都大学東京人文社会学部教授  荒井文昭 氏 

企画委員：福生市公民館松林分館 島田基美香（進行）、 

福生市公民館本館 小笠原雄二、福生市公民館白梅分館 石野拓司 

 

１ 開会あいさつ及び第一課題別集会の趣旨、配布資料確認  

 

２ 講師紹介 首都大学東京人文社会学部教授 荒井文昭氏 

 

３ 講義 

〇はじめにこの第一分科会のテーマは、「社会教育関係

団体に“地域への貢献”は求められるべきか」です。最初

に依頼の話を頂いたときにスリリングなテーマだと思い

ました。なぜスリリングかと言うことをはじめに申し上げ

ます。 

開催要項の第一課題別集会の内容を確認のために読み

上げます。 

「近い将来に公民館等の社会教育関係機関が教育委員会

制度の枠組みから外れる可能性について議論されています。近年、公民館や社会

教育センター、生涯学習施設等の社会教育関連施設を利用する団体に対して、“受

益者負担の原則”の観点から使用料無料や減免の見直し、無料や減免使用の条件

として“地域への貢献”や“公共的活動”を求める動きも出てきています。学ぶ

側が主体となる『社会教育関係団体（公民館サークル等）』の本来あるべき姿や、

住民自治の実現を目指す社会教育の理念をどのように維持すべきか考え合いま

す」という文言です。この文章には、難しい問いが複数組み込まれています。  

例えば、「教育委員会制度の枠組みから外れる可能性」とありますが、そもそも

「教育委員会とは何か」という問題があります。あるいは、「受益者負担の原則」

とは何かという問題もあります。日本では、1980 年代から「受益者負担の原則」

が広がっていますが、「受益者負担の原則」とは何かということにきちんと答え

ることは簡単ではありません。利益を得る人がその分を負担するという意味です

が、その線引きは考えると難しいものです。あるいは、「地域への貢献」とは何

かということも簡単ではありません。 
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「住民自治の実現を目指す社会教育の理念」でもひっかかります。社会教育の目

的と、住民自治の実現はイコールではないですが、密接に関係しています。この

関係をどう理解したらよいのでしょうか。  

今日のグループ議論で使ってほしい１番の概念は「学ぶ」という言葉です。学

ぶことは「基本的人権」なのだということです。「社会教育とは何か」「公民館と

は何か」ということを考える場合に、土台になるものが学ぶことは権利なのだと

いうことです。 

２番目の概念は、「地方自治を発展させる」ということです。日本国憲法がで

きてから、国民主権の原理ができ、憲法８章に地方自治の章が設けられました。

憲法 26 条の学ぶ権利はこの憲法８章の地方自治に密接に関係しています。しか

し、地方自治と学ぶ権利は同じものではありません。学ぶ権利の実現と地方自治

の発展を現在の状況の下でどのように進めていくのか、グループ議論で使って欲

しい言葉です。 

通常、社会教育関係の研修会では「学ぶ権利」についてはやりますが、地方自

治の実現や財政民主主義について議論することは、あまりなかったと思います。

少子高齢化の一つの現れ方として財源が減ってきて、権利はわかりますが、きれ

いごとだけではいかず、実際金はどうするのかという話が必ず出てきます。その

ときに、趣味のものは有料で、公共性が高いものや自治体が課題として掲げてい

るものを学習することは無料で何が悪い、という発想が出てきます。私は、それ

は違うと思います。地方自治を発展させるという点では、財政問題は当然住民一

人一人が担って解決すべき課題ではありますが、そのことと社会教育の柱である

「学ぶことが権利である」ということが混同されてはならないと思います。ぜひ

とも、グループ議論をするときに、この２番目の概念も使ってほしいと思います。 

 これから、学ぶ権利、地方自治の順に、話をさせていただきます。  

（１）基本的人権として学習権 : 社会教育活動とは何か 

 ①学習する権利 

学習する権利は、それぞれの自

治体で研修されていると思いま

すが、改めて確認しておきたい

と思います。1976 年に最高裁判

所から出された、憲法 26 条の解

釈は、次のものでした。「国民各

自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完

成、実現するために必要な学習をする固有の権利」、がそものです。  
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教育というのは、子どもの学校だけが教育ではない、というのはここに書いてあ

る通りです。国民一人一人が一個の人間として、そして一市民として生涯にわた

って自己の人格を完成、実現するために学習することは、国民の権利である、と

いうことです。だから「子どもには学校を」「大人には社会教育を」ということ

が大前提です。社会教育関係団体にしろ、社会教育とは何かという概念にしろ、

突き詰めていけば、学ぶことが権利として認められているということが土台とな

ります。 

②教育目的としての「人格の完成」 

教育には地域貢献や様々な役割が期待されます。しかし、法律上の教育目的はシ

ンプルで、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成

者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなけ

ればならない」となっています(教育基本法第１条)。 

「人格」とは何かについてはいろいろな議論がありますが、基本的には一人一人

が自由、平等、幸福を追求する権利があり、生涯にわたって学びながら、  そう

いうことを追求することが人格の完成であると言われています。  

③教育の力による、平和と国民主権の実現。  

 なぜ今、学習することを生涯にわたって権利として認めるかについては、戦前

の日本の歴史を振り返って、平和と国民主権を実現させるためには、教育の力に

待つほかはない、と宣言しているからです。  

④あらゆる機会と場所で、学習権を実現させる。   

 あらゆる機会と場所で、学習権を実現させる、というのが現在の日本の社会の

到達点です。教育基本法第３条に「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな

人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる

場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の

実現が図られなければならない」と書かれています。“学ぶ”ことは基本的人権

であり、その学ぶことの目的は、幸福追求権も含めた一人一人の「人格の完成」

にあります。私も人格の完成を目指して努力はしていて、私が目指す人格の完成

像は、憲法で書かれたことを自分も担えるような人間になりたいけれど、私自身

の目標もある。私の夢もあります。 

皆さん一人一人自分が大事だと思うこと、自分が幸せになるために自分が大事

だと思うことがあると思います。それを、一人一人が自分で定めて、それを権利

として、生涯にわたって学んでいくことを社会が支えます。これが、社会教育と

は何か、社会教育関係団体とは何か、の一番のエッセンスであることを憲法上か

ら確認したいと思います。 
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 なぜ学習することを権利として認めるかというと、「国民主権と平和、自由、

平等を実現させるためには、権利としての学習がなくては実現できない」、と宣

言したからです。 

（２）地方自治の実現と財政民主主義 :“地域貢献”とは何か 

 様々な社会問題が深刻化する中で、社会教育が生き残りをかけて、存在証明を

示さなければいけない状況に置かれています。そのような状況の中で、社会教育

が色々な所で目をつけられている、というのが午前中の牧野先生の話です。総務

省やらどこやらが、みんな社会教育が大事と言い始めている、という不思議な状

況があります。 

①地方自治 

憲法の規定が分かりにくいので、少し難しいのですが、憲法には「地方公共団

体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定

める」と書かれています。 

地方自治の本旨とは何かということが、憲法学者などでいろいろと議論されてい

ますが、はっきり言えることは、戦前の憲法には、地方自治の規定がなかったと

いうことです。今、沖縄の問題などで国と地方自治体が対立していますが、戦前

であればこんな対立は起こりようがありませんでした。地方自治の本旨が規定さ

れていなかったからです。 

②財政民主主義の原則 

 国民主権と合わせて、地方自治が認められた現在において、お金の問題がどの

ようなことになっているか、ということが、財政民主主義の原則です。  

 総務省の 2010 年の報告書の一節を引用します。「財政民主主義の観点から、地

方公共団体の予算に関しては、議会による統制が確保される必要があり、その前

提として、予算・決算制度は明確でわかりやすいものであること、住民に対して

財政状況等の説明責任を十分に果たすものであることを（地方自治法は―引用者）

求めている」。 

 財政民主主義というのは、あまり聞かれない言葉だと思いますが、その根拠と

なっている法律は日本国憲法の 83 条で、「国の財政を処理する権限は、国会の議

決に基づいて、これを行使しなければならない」と規定されています。単純に言

うと、税を取るのを勝手に行政府は決めてはいけない、必ず主権者国民が OK と

言わなければ、税を徴収してはいけない、という当たり前の原則です。  

地方自治についても、同様に総務省の審議会が言っている通り、自治体で財政

についての決定をする場合は、必ず主権者住民の代表である議会によるコントロ

ールが効かなければならず、勝手に行政が課税したり、勝手に予算を決定したり
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してはいけません。これも当たり前のことです。  

公民館などの有料化を決めるのは、だれが決めるのかという点にも関わります

が、平たく言えば、民主主義で決めなければならず、勝手に行政が執行してはい

けない、というのは大原則です。 

③地方自治の主権者をめぐる課題 

しかし、同じ政策文書の中では次のように地方自治の課題が指摘されています。 

「現実には、地方公共団体の行政運営に対する地域の住民の関心は、都市部を中

心として低いと言わざるを得ない。例えば、地方選挙の投票率は国政選挙より総

じて低く、全体として見れば低下傾向にある。この様な状況を克服し、自らの暮

らす地域のあり方について地域の住民一人一人が自ら考え、主体的に行動し、そ

の行動と選択に責任を負うようにする改革が求められている」。  

確かに、1950 年ころは、市区町村議員選挙の投票率は 91.2％ありましたが、

その後どんどん下がり、2015 年の統一地方選挙は 47.33％と投票率が激減してい

ます。戦後から一貫して下がっているのは深刻です。  

自治体が今置かれている状況の一端を示すデータとしては、先ほど牧野先生も使

われていましたが、国土交通省が人口のシュミレーションを 10 年位前に発表し

ました。これは衝撃的なもので、明治以降急激に増えた人口が、明治が始まる前

にこれから戻っていくと、2010 年くらいに国が突然発表しました。 

④解決が求められている諸課題に、主権者として向きあう。  

 日本ではどこの自治体でも、急激な少子高齢化に伴っていろいろな問題が生ま

れています。典型の一つが、財政の問題です。民生費が増えて、税収は横ばい。

このままでは財政が硬直化するから、公共施設の改変、有料化が必要であるとし

て持ち出されるのが、受益者負担です。  

 あるいは、先ほど、牧野先生がおっしゃいましたが、子どもの貧困が相当深刻

なのは、だれが見ても明らかです。貧困格差が行き過ぎて、どうやったらそれを

縮小できるか、という問題が当然出ています。ただ、貧困格差が日本でなぜここ

までひどくなったか、という議論抜きに、貧困格差を是正しなければいけないと

いう議論がでてくること自体が、私は、おかしいと思います。あるいは、ジェン

ダーの格差が、なかなか縮まらないというのも相当深刻です。あるいは、500 年

単位で考えたら、エネルギーを今のような使い方をしていたら、地球環境が持た

ないというのは、みんなが感じていても、その問題を横に置いておいて、財政問

題だけをとりあえずどうするか話をしていくことが危険だとも思います。 

財政問題を含めた地方自治の発展、すなわち、地方自治を発展させるためには、

さまざまな課題があることは間違いありません。問題は、こういった財政問題、
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環境問題、貧困格差の問題を含めた地方自治の発展というものを一人一人の住民

が主権者として担うことがなければ解決できません。  

これらの問題を解決するのは、行政や議員にも担ってもらうのは当然ですが、

それは、主権者が担うしかありません。議会や首長は主権者の代表なので、主権

者ではありません。 

（３）“学び”を通して、地方自治の発展を支えていくための仕組み 

「学ぶ」ということは基本的人権なのだ、ということと、日本社会は今、さまざ

まな課題に直面している中で、地方自治を担う主権者として住民一人一人がそれ

にどう向き合うか、どう関係させるか、ということの２つが大切になります。  

 学びの側面から地方自治を発展させるということに対して、次にどのような仕

組みができているかということについて確認しておきます。  

題名にもある通り、「“学び”を通して、地方自治の発展を支えていくこと」が

社会教育には、求められてきた訳ですが、それを実現するための仕組みを、日本

は戦後つくってきました。 

①公民館、図書館、博物館、美術館などや学校(教育機関)が自治体に設置され

ていることの意味 

 戦後、教育機関をつくったというのは、日本の財産だと思います。教育機関と

は何か、ということについては、公民館、図書館、博物館、美術館、学校もそう

です。学校だけが教育機関ではありません。憲法 26 条を実現させ、学ぶ権利を

生涯にわたって実現するために、教育機関がつくられました。  

②教育委員会が自治体に設置されていることの意味  

もう一つ大事なことは、教育機関というものを、学習する権利を実現させるため

に、誰が設置し管理するかというところで教育委員会があります。  

 首長さんは執行機関だが、首長さんだけを執行機関にしてしまうと、教育が不

当な支配にさらされる危険が高まります。具体的に言うと、政治家が教育に関わ

ろうとすると、自分に批判的な意見や学びは、やって欲しくない、というのが心

情です。選挙になったら、具体的にそれが票になるからです。日本だけではあり

ませんが、教育の管轄については、首長から距離を置く仕組みをどこの国でもつ

くっていて、日本の場合はそれを教育委員会制度、すなわち、首長も執行機関で

すが、教育委員会も執行機関となって権力を分散させています。 

首長は住民、主権者の代表であっても、教育に関する決定権限は予算以外には

ありません。これが、大事なところです。教育委員会が決定をしないと、教育機

関は何も動きません、お金以外は。教育委員会法の第１条には、教育委員会の趣

旨が次のように書かれていました。 



35 

 

「教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行わ

れるべきであるという自覚のもとに、公正な民意により、地方の実情に即した教

育行政を行うために、教育委員会を設け、教育本来の目的を達成することを目的

とする」と書かれていました。 

 一人一人が大事だと思うことを、生涯にわたって追求することが、人格の完成

という教育の目的です。その教育の目的を達成するためにも、公正な民意、地方

の実情に即した教育行政をめざし、首長や議会で決定できないように、政治から

一定の距離を取って、不当な支配ができないようして、教育委員会を設けました。 

総務省の職員の方が社会教育をやらせてくれ、という気持ちは分かるがそんな

ことをやったら、総務省の職員は内閣総理大臣の直属、議院内閣制なので戦前の

教育に逆戻りしてしまうことは明らかです。  

③求められる社会教育職員の専門性とその身分保障 

教育機関をつくって、教育機関の管理を首長が決定できないようにしているだけ

では弱いと思います。子どもも大人も学ぶ権利について、「自分で学びなさい」

と言うだけでは権利にはなりません。それを支える職員が必要です。学校であれ

ば教員ですが、社会教育では社会教育職員です。  

教育公務員特例法という法律があり、公務員の中でも教育公務員にだけ認めら

れている大事な権利があります。それは何かというと、「研究と修養」をその職

を遂行する限り、追求しなくてはいけないという規定です。公務員には研修が義

務付けられていますが、「研究と修養」と書いてあるのは、教育の職員だけです。  

公務員の中での教育にかかわる公務員は、研究ができないと住民の学習権を支

援する仕事をしてはいけない、というのが法律の主旨です。  

ただし、教員や専門的教育職員は限定されています。専門的教育職員とは何か

というと、教育長や社会教育主事です。公民館主事は、法律上教育公務員として

は規定されていません。このような都公連に研修費としてお金を工面して出して

いる自治体は、社会教育職員として、研修の大事さということを、理解している

はずです。 

④一人一人の学びを、社会で支えていく 

「社会全体であなたの学びを支えます」。これは、2010 年高校教育が無償化され

たときに文部科学省がつくったキャッチフレーズです。社会教育でも同じですが、

学ぶということが権利だと認めるということは、「好きに勉強しなさいよ、その

代わり自己責任で」ということではありません。  
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わたしの学び、ここに来ている人の一人一人の学び、公民館を利用している方

の一人ひとりの学び、子どもの一人一人の学びを権利として認めることは、自己

責任ではなく、社会でそれらを

支えていくという決意表明です。 

個人の学びを自己責任ではな

く、社会で支えていくことが、

憲法 26 条に書いてある生存権

としての学習権保障です。ご存

知の通り、25 条は最低限度の生

活を保障する生存権保障の規定です。「人間は自由である」という規定は 13 条に

書いてありますが、社会権は社会が支えるより高度な基本的人権です。  

〇おわりに 

 これから職員と公運審委員のグループに分かれてテーマについて議論してい

ただきますが、その議論の材料の一つとして、次のようなことも使ってほしいと

思います。 

 その問いは、『限られた財源で、いかにして学習権を実現させていくか、と同

時にこの困難な状況の中でいかに地方自治を発展させていくのか』です。学ぶこ

とが基本的人権であるということと、地方自治を発展させるために主権者として

住民が今の困難な課題にどう向き合うか、を二つ合わせて私なりに考えたフレー

ズです。この二つを混同しないでください。  

金がないから学習権を保障できません、というのは違います。金の問題は、財

政民主主義を含めて、地方自治をどう発展させていくかという議論として取り組

むべき課題ですが、 限られた財源の中でいかにして、学習権を実現させていく

か、という課題も重要です。地方自治をどのようにしたら発展させていくことが

できるかという課題は、社会教育関係者だけでは解決できません。しかし社会教

育関係者も住民の一人として、主権者として、当然担わなくてはいけない課題で

す。 

（１）住民自治の発展と、学習する権利の実現の相互関係。  

 住民自治の発展と、学習する権利の実現は切り離せない相互関係になっていま

す。自治の質が低いと学習の質も下がる、そして学習が低いと自治も下がる、鶏

と卵の関係です。 

 私の見立てでは、今の日本は、自治のシステムが先ほどの投票率の低下からも

わかる通り質が下がっていて、学習の質も下がらざるを得ないという悪循環にお

ちいっています。社会教育を土台にして、反転を図る必要があります。さまざま
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な課題に主権者として向き合う、ということが大切です。  

 例えば、議会や首長さんが、「うちは財政がこれだけ大変です、高齢化で税収

も伸び悩んで硬直化し、職員の給料も下げてこれ以上何もできません、住民の人

も動いてください」と言っていることも多いと思います。主権者は住民一人一人

なので、そういった財政問題に対して、本当に実際に金がないのか、国との関係

はどうなっているのかなどの問題も出ますが、いずれにせよ、財政の問題は知ら

ない、では全然解決しません。 

 同時に、金がないからあきらめましょう、金がないので特に趣味的なものは負

担してください、というのはちょっと待って、という話です。主権者として学ぶ、

ということは絶対に譲り渡してはいけないものです。金がないなら、その中でど

うやって学ぶことを権利として、すべての人に保障するかという議論をきちんと

しなければ、主権者として生活することもできません。主権者として学ぶことと

主権者として生活することが混同されてしまいます。それは、絶対分けなくては

いけません。 

（２）“身近な施設”と“信頼できる職員”の現代的価値。  

権利として学ぶということを主権者として考えたときに、具体的に言うと、住民

にとって身近な施設があるかどうかが重要です。そして、ハコモノだけあっても、

学ぶ権利は発展しません。牧野先生もおっしゃっていましたが、最初から予定し

ていた人とだけ関わるのではなく、今まで予定していなかった人と出会ったり、

今まであった関係がもっと深まったりするような関係は、放っておいてもできる

わけではなく、信頼できる職員がそこにいてくれるから実現できます。  

しかしながら、すぐに異動したり、研修を積んでいない職員ばかりでは、住民

の問いかけに対応できません。例えば、エネルギーの問題で「太陽光発電は公民

館に設置するのは大変なのかな？」と住民の人が言ったときに、職員に専門性が

あれば、自分の街のエネルギー政策や自然エネルギーについて多少の知識を伝え

たり、参考文献や専門の人とつないだりでき、住民にとっては学びになります。

そうではなく、ただ貸館だけをやっていると、住民の側は相談に行く気がしなく

なります。 

住民として、金がないから統廃合はしかたがない、人件費も高すぎるから下げ

ろと言っているだけでは、信頼できる職員はいなくなるし、身近な施設は遠くな

る、ということが起こります。 

（３）思想・信条による不公正な取り扱いの禁止。  

さいたま市三橋公民館の俳句掲載をめぐる判決が最高裁によって確定し、原告や

住民の取り組みによって、教育長が謝罪をして、俳句が公民館だよりに掲載され
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るということがニュースになりました。この事件が私たちに示唆していることは

重要です。裁判所は何を言っているかというと、「公民館の中立性確保を理由と

して、９条俳句を『公民館だより』に掲載しなかったことは、『思想・信条を理

由に不公正な取扱い』をしたことになる」というものでした。  

世論が分かれる憲法９条を改正するかどうかは、今、政治問題になっています。

そのときに、公民館は中立でなければいけないために、「９条俳句を取り上げる

と、一方の政治的主張をとりあげたことになるから、不掲載にした」と教育長は

主張しました。しかし判決は、「中立性の理由はあったとしても、世論が割れる

から、片方の意見は載せられない」という理由によっては、思想・信条によって

差別したことを正当化させることにはならない、と判断しました。  

これは、よく考えると、今日のテーマである、財政事情を理由にして、住民の

学習内容によって行政が対応を分ける―片方を無料にして、片方を有料にするこ

とは当然のようにやっている事例があるが、これは実は深刻な問題になりうるこ

とを示唆しています。このように、これからグループで議論していただくテーマ

は、深刻だけれどもとても大事で、楽しく議論して、皆さんの知恵を出し合って

いただきたいと思います。 

 

４ 調査結果（別添資料） 

 「東京都内区市町の社会教育関連施設（公民館類似施設）における社会教育関

係団体（公民館サークル等）の利用条件などに関する実態調査について」  

 ※次ページからの表参照 
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５ グループ話し合い 

 話し合いのテーマ ※グループでアまたはイどちらかを選択 

ア 今後の利用者（サークル等）の在り方について  

 （ア）自由な学びが保障されていれば、自分の趣味に没頭するだけでもよいか  

（イ）利用者同士が相互に関わり合い、地域への貢献や公共的活動を求めるべ

きか 

（ウ）会の運営が講師に依存してい

る「教室」的活動を看過してよいか 

（エ）その他 

イ 今後の職員の在り方について 

 （ア）住民の自由な学習活動を保障

するだけでよいか 

 （イ）公共サービスの利用者には見返りとして地域への貢献等を求めるべきか  

（ウ）会の運営が講師に依存している「教室」的活動を排除できるか  

（エ）その他 

 

６ グループ話し合いのまとめ及び報告（発表）  

  ※次ページからの記録用紙（写し）を投影して各グループから報告がアロマ

した。 

 

 

 

 

 

 

 

                 ▲▼グループ報告のようす 
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７ 講師まとめ 

 各グループの発言を聞かせていただ

いて、考えたいと思ったことを４点報告

します。 

（１）「教室的活動について」というの

は、公民館職員にとっては切実な課題だ

と思います。 

 公民館の運営では、「教室的活動」に

どう関わるかは、とても大事なテーマでありますが、研究者は明確な答えは出せ

ないテーマだと、改めて思いました。  

私が考えたいと思ったのは、「教室的活動」がどうこうと言うのは、「公民館とは

何か」という捉え方と、公民館をどうやってその地区、自治体で運営していくの

か、誰がその運営を決定していくのか、ということによって変わってくることで

す。 

例えば、「教室的活動」について、個人の宣伝のためにやっているのか、それ

ともそれが結果的に地域貢献できるのかは簡単ではない、とＢグループの方がお

っしゃっていました。それを決めるのは、市民であり、公運審である、とおっし

ゃっていました。私はこの意見に賛成です。  

別のグループでは、職員が本来決めるべきことだ、という発言もありました。

この発言を条例なり、法なりをきちんと作って、その法を専門家として職員が判

断すべきいう意味であると私は理解しましたが、いずれにしても、一概的に、国

レベルで法を規定して、というふうにはならないだろう、と思います。  

ただ、学習者中心であるか、講師がそれを生業としているか、ということについ

て、どちらかのグループが東京都に問い合わせをした話を聞いて、私はカチンと

きました。 

1999 年に成立した地方分権一括法以降は、東京都が何と言おうと、地区町村

自治体の判断事項であります。文科省に電話をして、「文科省がこう言っていた

からこう決まりました」ということがないように、自治事務を広げました。他の

自治体の情報や他の情報を知っているだろう都の情報を取り寄せることは大事

なことですが、この点は注意すべきだと思います。いずれにしても、「教室的活

動」についての判断は、引き続き議論するしかないと思います。その原則は、そ

もそも公民館とは何かということを常に確認しながら、議論が分かれたときには、

私は公民館運営審議会で最終的に決定して、責任を負うしかないと思います。  

（２）「趣味に没頭してもいいじゃない」というフレーズは、学習権保障として
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当然のことであり大賛成です。しかし主権者住民としては、財政の話もしなけれ

ばいけないと思います。あの難しい財政を職員の中でも、しゃべれる方はかなり

限られていますが、限られた人しか分からない財政はおかしいと思います。財政

白書づくりというのを、まさに公民館を通じて、市民が主権者として行うべきで

す。みんな関心はないわけではないのですが、分からないだけです。それこそ学

習課題が広がっていきます。 

グループから発言のあった通り、３人水彩画グループも１人水彩画グループも

当然ありだと私は思います。ただ公民館のロビーはフリースペースであり、広場

だというのが、本来東京都の公民館が蓄積した歴史のはずなのですが、有料化し

たとたんに雰囲気が変わりました。 

キャンパス大学が八王子にありますが、八王子は公民館をなくして、生涯学習

センターに変えました。ロビーに入って、資料を見たり、ぼーっとしていると、

「何か御用ですか」と言われます。有料化してからは部屋を借りていない人が出

入りしていると、不審者だと思われます。変だなぁと思いますが、誰もがそこに

集って話し合ったり、話し合う中で、お互いサークルを紹介し合ったり、出会い

の場を作るという意味ではとても大事です。一人でも複数でも、趣味でもなんで

も文化が交流できる場所は本来の公民館の特にロビーの役割なのではないでし

ょうか。それが有料化したときに、部屋が空いていても使えない、となります。

有料化するといろいろな弊害が出てきます。  

（３）「公民館の職員に求められる役割とは何か」ということについては、今日

参加の職員の方が、一番関心があることだと思います。利用者の声に答えること

も必要ですが、働きかけをしていくというのが、一番求められていることです。

この働きかけを間違えると、行政による市民の自主的活動に対する不当な支配に

なりかねません。慎重なのはわかるが、教師が慎重すぎて、子どもに働きかけし

なければ教師はやっていられないわけですが、社会教育主事も実は同じはずです。 

プラスアルファの話という発言は、とても大事で、地域に出ていくきっかけづ

くりは必要です。その代わり、「地域に出ていかないと公民館を貸さない」とい

うのは、絶対にやってはいけないことです。きっかけづくりをどう進めるかが難

しいことです。 

（４）これからの公民館の可能性について、さまざまな示唆がありました。そも

そも自由な学習活動が現状では保障できていないところがあるのではないか、と

いうのは重い問いかけです。社会教育関係団体の活動が盛んな所は、それだけで

手一杯かもしれませんが、そこから落ちている方がたくさんいることも同じよう

に意識して、働きかけることもとても大事だと思います。  
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最後の発言にあったように、夜間中学に対しての法的な整備が、遅まきながら

進んで、「教育機会確保法」がなんとかできましたが、非常に制限があります。

本来この法律は、多様な教育機会を憲法 26 条に基づいて、保障しようという動

きでした。 

子どもの学習権を保障するために、既存の学校が合わなければ、フリースクー

ルなどその他も当然認めるべきだという議論で始まったのですが、やはり学校は

学校指導要領を教えなければ学校とは認められない、という議論が強くなりまし

た。 

色々申し上げましたが、学校だけが子どもの学習権を保障する場所ではありま

せん。公民館も支える必要が当然あります。公民館も学校と上手く関われば、学

習権を生涯にわたって支え合う仕組みができるのです。日本ではまだそこが弱い

と思っています。 

 

８ 第一課題別集会担当者あいさつ 

この第一課題別集会では「社会教育関係団体に“地域への貢献”は求められる

べきか」について取り組みました。 

 荒井教授からのご講演のとおり、学ぶ権利の保障する中で、社会教育法にも規

定されていますが、社会教育職員は、利用者や団体の活動に対して、「不当な統

制や支配」「干渉」をしてはいけないことを改めて確認できました。  

 したがって、（現行の社会教育法のもとでは）職員は利用者の活動に対して“地

域への貢献”やボランティア等の“公共的な活動”を押し付けたり、強制したり

してはいけないことがよくわかりました。  

 しかしながら、公民館や社会教育センターや、生涯学習施設等は、使用料無料

の見直しや有料化する動きが進む中では、社会教育における主体的な学びの成果

としての“地域への貢献”や“公共的活動”はむしろ積極的にアピールしなくて

はいけない状況になっていると言えます。  

 今後、現行の社会教育法がこのまま変わらない保障もないと思います。  

 現存する公民館や社会教育関連施設を残すために、学びを保障するためには、

職員側も利用者である市民側も、連携し、協働し、参画し、その学びの成果を発

信し続けなければならない。このことは社会教育の職員側だけでなく、利用者で

ある市民側にも求められますので、今一度、皆様方それぞれの所属の団体に持ち

帰って、今後について、考え合っていただけると幸いに思います。（「連携・協働・

参加の成果を発信しよう」は本日の基調講演のサブテーマにもなっています。）  
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第 55回東京都公民館研究大会・第 2課題別集会の記録 

「地域づくり事業の実践 ～多摩コンファレンス～」 

 

○日時    2019年 2月３日 日曜日 12時 30分～16時 

○場所    東京都東大和市市役所（会議棟第１、第２） 

○参加人数  55人「助言者 2人、発表者 2人含む」 

 

１ 第２課題別集会開催について 

司会運営 「小笠原東生（西東京市柳沢公民館）」    

配布資料の確認、タイムスケジュールの説明、当課題別集会開催主旨の説明。 

各グループリーダーの紹介、事例発表者の紹介、助言者の紹介。 

 

（１）第２課題別集会開催主旨説明 

当課題別集会では、様々な立場、経験等を持つ人たちが、一同に集まり語り

合い、学習できる貴重な機会であり、現在の社会教育の重要な課題である「学

びを通した地域づくり」をより具体的に解決できる共通の糸口、キッカケとな

る集会としたいと思っています。 

一方、それぞれの所属、市町村、公民館等の条件、状況が異なることから、

より具体性を求めることは、大きな共有化から外れる恐れもあるかもしれませ

ん。そこで、今回の西東京市公民館、ゲストの杉並区社会教育の地域づくり事

業の事例はあくまで素材として数例取り上げることに留め、参加者全員がそこ

から共有化できる事項を、議論を通じて整理し紡ぎながら、地域づくり事業を

実践に活かせるための課題別集会になるよう実施したいと考えています。 

 

２ 関係者の紹介 

（１）討議運営グループリーダーの紹介 

山本裕美子（柳沢公民館）、星野美津子（ひばりが丘公民館）、大江正子（芝

久保公民館）、片桐優子（保谷駅前公民館）、小池素子（ひばりが丘公民館）、 

伊勢郁美（谷戸公民館）、小林佳子（谷戸公民館）、新堀彰子（柳沢公民館・

事例発表者）、齋藤尚久（杉並区職員・事例発表者）    

 

（２）事例発表者の紹介 

 「新堀 彰子（西東京市柳沢公民館専門員）」 

 西東京市公民館専門員として、平成 25 年度から保谷駅前公民館を経て柳

沢公民館に勤務中。現在、地域づくり未来大学などを担当。 

 

（３）事例発表者の紹介 
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 「齋藤 尚久（杉並区教育委員会事務局生涯学習推進課・社会教育主事）」 

  杉並区社会教育センター（セシオン）の勤務を経て、現職。担当として、

杉並区の生涯学習のまちづくり事業担当。現在、特別区社会教育主事会長。 

 

（４）助言者の紹介 

「髙井正（立教大学特任准教授）」 

  立教大学の文学部特任准教授「社会教育計画」、「社会教育演習」、「現代社

会と社会教育」等の科目を担当。 

著書としては、「大都市・東京の社会教育～歴史と現在～ エイデル研究所」 

◎平成 28年 29年に、文部科学省委託事業として、学びを通じた地方創生コ

ンファレンス「東京コンファレンス」が、東京大学を会場に実施。大会実行

委員会の事務局長。 

 

（５）助言者の紹介 

「新藤浩伸（東京大学大学院准教授）」 

 東京大学大学院教育学研究科准教授。生涯学習論の研究。 

  西東京市公民館運営審議会委員として活躍。（2011年～2015年） 

  著書としては、「地域学習の創造―地域再生への学びを拓く（共著、東京大

学出版会）」ほか 

◎元西東京市公民館運営審議会の学識経験者委員。 

西東京市田無公民館 40周年記念事業「今後の公民館の役割」講演会講師 

 

３ 事例発表（西東京市） 

西東京市の地域づくり講座～地域づくり未来大学開設までの流れ～ 

西東京市柳沢公民館 専門員 新堀 彰子 

1  はじめに 

(１) 西東京市の概要 

 平成 13年 1月 21日に田無市と保谷市が合併。昨年 4月人口 20万人を超える。 

(２) 西東京市の公民館（平成 31年１月現在） 

柳沢公民館（登録団体数 316）、ひばりが丘公民館（登録団体数 278）、 

田無公民館（登録団体数 493）、芝久保公民館（登録団体数 185）、 

谷戸公民館（登録団体数 282）、保谷駅前公民館（登録団体数 343） 

 

２ 柳沢公民館のまちづくり講座（平成 25年度～28年度） 

（１）目的･･･公民館での「学び」を通した地域づくりと市内の関係機関が連

携し、受講者同士の相互学習と交流により、主体的に自ら行動・実践できる地
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域づくりの担い手となる住民の支援を目指す。 

 (２) 実施内容 

平成 25年度【10月～1月 木曜日 10時～12時 13回 参加者：21人】 

人にやさしいまちをつくる チャレンジ講座 ―学ぶ・つながる・活かす― 

平成 26年度【9月～12月 木曜日 10時～12時 14回 参加者：31人】 

みんなで考えよう！わたしたちの未来 まちづくりステップアップ講座 

平成 27年度【9月～ 1月 日曜日 10時～12時 15回 参加者：25人】 

 みんなで考えよう！わたしたちの未来 まちづくりチャレンジ講座 

平成 28年度【9月～ 1月  木曜日 10時～12時 7回 参加者：36人】 

みんなで考えよう！わたしたちの未来 いきいき超高齢社会チャレンジ講座 

（参考）内容詳細については、「月刊社会教育」2017年 9月号に掲載 

 

３ まちづくり円卓会議との連携 

（１）28年度まちづくり講座の中で「まちづくり円卓会議」を開催 

市民協働推進センター「ゆめこらぼ」と公民館が連携し、相互に循環・協働

する動きにつなげる試みとして、初めて公民館の連続講座と連携・共催で「ま

ちづくり円卓会議」を開催。「いきいき超高齢社会～西東京市でピンチをチャン

スに変えよう～」を話し合い、元気なシニアである潜在アクティブ層が、アク

ティブ層になることが必要であるとの学びから「70 歳代からの地域デビューを

考える」とテーマを絞りました。 

 

■円卓会議メンバー（７人）■ファシリテ－ター：市内の武蔵野大学の教授 

メンバー：市民：講座受講生３人：シニア世代、子育て世代、事業主 

行政：３人：高齢者支援課、社会福祉協議会、地域包括支援センター、 

■まちづくり円卓会議とは 

■西東京市協働コミュニティ課・市民協働推進センター「ゆめこらぼ」が、平

成 24年度の新規事業として、多様な立場の関係者（自治体、企業、大学、市民

など異なる立場の主体）が集い地域課題の解決に向けて取り組む「まちづくり

円卓会議」を重点事業として実施、継続中。 

（参考）テーマ・内容詳細については、ホームページ参照 

 

  

（２）29年度も「まちづくり円卓会議」を継続開催 

引き続き「70 歳代からの地域デビューを考える」をテーマに、「ゆめこらぼ」

と公民館が連携・共催でまちづくり円卓会議を開催し、その話合いを、公民館

講座につなげ、地域と人をつなぐ担い手を増やす取り組みを目指すことを確認
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しました。（６月～７月に３回開催。延べ参加者数：87人） 

 

「地域デビュー」につながる３つの重要なポイントについて 

① 地域デビューの意味・目的を明確にする 

② 公民館の親しみやすさを活かして市民の「はじめの一歩」の場にする 

③ 情報提供の工夫する  

 

 

＊まちづくり円卓会議メンバーと、参観者が共に「地域デビューわっはっは！」

として、緩やかにつながり可能なことに関わっていくことを共有。まちづくり

円卓会議の参観者４人が公民館講座準備会へ引き続き参画し、「地域デビュー」

につながる３つの重要なポイントを実践につなげることを確認しました。 

 

４ 平成 29年度 まちづくり講座 

 部活「地域デビューわっはっは！」 

～地域デビューイベントを一緒に企画しませんか～ 

【11月～3月 土曜日 10時～12時 10回 参加者：21人】 

「地域デビューわっはっは」通信 

 毎回「ふりかえりシート」を記入。通信として次回配布を行う。                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

(1) 成 果 

 

 

 

≪受講者企画イベント≫ 

 地域で伝統行事を共に楽しむ  『パパもあそぼう！ひなまつり』 

◆来場者 146人（大人 94・子ども 52） ◆出演運営協力者 11人 

◆講座参加者 15人  

◇工作・体験 （折り紙、ぬり絵、福笑い、お手玉） 

◇発表 （ハーモニカコンサート、落語、みんなで歌おう、絵本読み聞かせ） 

◇はじめて将棋体験 

◇おひなさま顔出しパネル写真撮影 

◇ワークショップ （ハートバックづくり、エコ紙とんぼ） 

≪講座のねらい≫ 

いきいきと元気に豊かな生活を送るために地域とつながる「地域デビュー」の

きっかけを支援する人づくり、場づくりを目指す。 

【知識編】３回  【実践編】７回 
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(１) 成果 

① 参加者同士のつながる場 

シニアがいきいきと元気に豊かな生活を送るために地域との関わりを持つこと

の重要性を様々なデータで理解を深めました。地域デビューの多様さを各自の

経験を交えた意見交換を通して課題を共有。講座終了後も月１回の交流会を継

続しながら、ゆるやかなつながりを続けます。 

② 地域デビューの幅広さと地域活動団体の活発さを実感 

西東京市の活動団体、地域の居場所づくりの実践から、サードプレイスの重要

性や地域のニーズの多様化、複雑化などが理解出来ました。団体間のつながり

はどうか、今後、団体間をつなぐことで新たな取り組みが出来るのではなど問

題提起がされました。 

③ イベント参加者、運営参加者を巻き込みながら交流の場を実現 

イベント企画のノウハウを学び、短い準備期間の中、話し合いを重ね、イベン

ト実践へつなげました。シニアの地域デビューは、シニアだけに目を向けるの

ではなく、地域全体を巻き込むことが重要との話し合いから、多世代交流を目

的に実施。各自の得意分野を活かし、協力しあいながら、地域の団体や個人へ

声掛けも行い、運営ボランティアを募るなど新たなつながりも生まれました。 

④ 「様々な場」・「地域のつながり」の重要性を改めて確認 

『楽しむ』ことを大事にしながら、地域の人材を巻き込み活動を継続。多世代

交流企画（30年 8月に夏まつりイベントを開催）、子どもと将棋を楽しむ会（H30

年 5 月から児童館で月 1 回）など実施。加えて、個々人の活動につながりが生

まれました。 

⑤ 多様な関係機関や市民団体との連携・協力 

「まちづくり円卓会議」メンバーが講師や受講者として参画し、市民協働推進

センター「ゆめこらぼ」、社会福祉協議会、地域包括支援センター、市内活動団

体などが、ゆるやかにつながり、地域デビューを支援する人づくり、場づくり

の機会になりました。 

 

（２）今後へ向けて 

①今回の受講者は、60 代・70代・80代が中心の既に様々な場で活動の実践をし

ている地域の担い手が多かったので、今後は、「学び」を通じた地域づくりにつ

なげる新たな担い手づくりに向けての取り組みや、支援の在り方を検討します。 

 

②受講者同士が学び合う場（時間）をもっと欲しいとの声が多く、主体的に学

び、地域の課題を共有し、解決に向けた学び合いの場を提供します。学びを実

践につなげるために何が必要か、話し合いを進め、新たな講座を企画・展開し
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ます。  

５ 「学び」を今後の展開へつなげる 

① 公民館の役割である「つどう」「学ぶ」「むすぶ」の実践を行います。従来の

講座の流れを活かしつつ、新たな地域づくり、人づくりに西東京市の中央館

として柳沢公民館が再チャレンジします。 

② 新たな利用者の掘り起こし、公民館の特色である教育機能を活かした人材の

育成を目指し、ネーミングは大学としました。 

③ 西東京市中期計画（H31年から５年）の中で「地域づくり」の内容を展開し

ます。 

＊５年後には、政策提案を含め、成果物を作成（西東京市第２次総合計画後 

期基本計画（５箇年実施計画）「主体的な学びの促進」に掲載。） 

 

④ 地域づくりの三要素を講座内容に盛り込む 

１ 地域の再発見をする 

２ 地域から学ぶ 

３ 学びの循環を支援する 

  「学ぶ（学習）」⇒「わかる（理解）」⇒「変われる（変容）」⇒「実践」 

   ⇒「より深めるために学ぶ」⇒ …  

 

 

 

平成 30年度 「地域づくり未来大学 ～学びで地域を豊かにする第一歩～」 

    【10月～3月 土曜日 10時～12時 11回 参加者：21人】 

 

《講座のねらい》 

１ 地域とつながり、豊かに暮らしていくためには何が必要か考え、「おとなの

学び」の取り組み方を学ぶ。 

 

２ 講座の学びをグループで実践し、参加者同士の交流を図りながら、課題の

共有、情報収集、分析、解決に向け自分たちに何が出来るか検討する機会と

する。 

 

３ 西東京市のイベントに参加し、地域を知り、様々な取り組みとそこに関わ

る団体・人を知る。 
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４ 事例発表（杉並区） 

特別区における学び支援の実践例・・・「学びのクリエイターになる！」実施の

背景と問題意識‐共に学び共に支え共に創る‐ 

 特別区社会教育主事会会長 齋藤 尚久（杉並区教育委員会） 

 

 多様な「担い手」が司る社会教育関連施設群が台頭する中で、「公民館」のな

い東京 23 区で社会教育はどうなっているのか。 

社会教育行政を拡散する生涯学習関連行政を進める中で、行政課題に関わる

学びの展開は地域を活性化しているのか。 

見えにくい存在である「社会教育主事」の位置づけが多様になる中で、減少

する「社会教育主事」たちは何をしているか。 

 東京 23 区の地域づくりは、いまどうなっているのか・・・。 

本レポートは、特別区社会教育主事会（以下「主事会」という。）の活動から

はじまった「学びのクリエイターになる！」についての実践を報告するもので

す。 

 

１ 企画の背景-社会教育主事の減少や職務の変化- 

2018年 4月 1日現在、主事会の会員は 54名です。発足時の 1960年度が 21名

であったところから徐々に増加し、1990 年代の 103 名をピークに減少に転じて

きています。ある区では、社会教育施設に配置されていた複数の社教主事たち

が、本庁の教育委員会事務局や関係首長部局への配置に切り替わり、社教主事

が不在となった社会教育施設には、指定管理者制度や委託化、職員の非常勤化

等が導入されています。また、当該施設や社会教育を所管する部署を、教育委

員会から首長部局に変更する区も増え、社会教育主事の配属先も多様化の様相

を呈しているところです。 

一方で、他部署事業への助言活動や NPO 法人等との事業の協働実施、福祉分

野での相互扶助を促す地域福祉活動や学校支援活動の活発化など、社会教育行

政や社会教育主事が担ってきた役割に広がりも生まれ、主事会が果たすべき役

割もそれに応じていかざるを得なくなりました。主として各区の分担金により

運営する会務にこれまで職務として携わってきましたが、今後は、確かな力量

形成につながる効果的な研究・研修・情報交換等の活動に努めるため、当該職

員や関係組織・住民と共に学びの支援者としての力量を高めあっていく機会の

創出が必要ではないかと考えたのでした。今回の取組には、そうした背景があ

りました。 
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２ 「学びのクリエイターになる！」実践概要 

 2015 年度の主事会総会において「能動的な研修を関係団体との連携を図り行

う」という方針が承認され、それに基づく有志の会員での語らいや、この動き

に関心を持っていた関係者との調整も行い、その結果、会員や社会教育の研究

者や雑誌編集者、社会教育調査官などによる実行委員会を９月に発足しました。 

 なお、これがきっかけとなって文部科学省委託事業「東京コンファレンス」

(「学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発事業」)の実施にもつながっ

ていったことを付記しておきます。 

（１）取組の概要 

事業の対象としては、行政職員や指定管理者の担当者ほか、各区の地域人材

育成講座修了生や NPO等を想定し、地域づくりの総合的な力を育てる学びの場

を目指しました。また、任意ではあるものの特別区の社会教育主事たちが連携

しながらかかわることを前面に出し、学んだことをそれぞれが活動ですぐに生

かせるようにし、学習者の関心に応じた現場へのつなぎなどを心がけて準備し

ました。 

具体的には、この取組に関心を持っていただけた研究者の協力を得て、数回

のプレ事業を展開しながら環境を整備し、23 区内の大学を巡回しつつ毎月一

回原則第三土曜日の午後 1～5 時に開催する一年間の講座として実施しました。

併せて、関連する実践現場に出かけて学ぶオプション企画なども設定に加えま

した。 

（２）学習の様子 

学習者は、単発での参加を含めて約 60名となり、20～70代までの幅広い世

代が集まりました。内訳は、特別区在住者が全体の約 2/3、行政職員は約 1/6、

学校と地域をつなぐコーディネーターをされている方をはじめ NPO や地域活

動にかかわっている方でした。応募動機からは、「コミュニティ NPO づくりを

勉強中」、「学びにより自分の思いを整理・再構築したい」、「講座運営者や参加

者との出会いに期待」、「いろいろな事例報告や情報が聞きたい」などの期待が

読み取れました。 

講座の進行にあたっては、話し合いやワークショップなどを取り入れ、要所

では通信の発行なども行いました。また、最終回には、学習者がそれぞれ作成

した「私がやりたい！クリエイターのアイデアプレゼン」シートを冊子として

まとめたりしながら、今後の取組に向けた≪宣言≫を発表し合いました。さら

には、こうした内容を、学習者有志と語らいを交えたふりかえりをしつつ報告

書を作成し、出版するまでに至っています。 
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３ 今後の展望 

冒頭に記した、各区の社会教育主事が置かれている状況を考える時、地域の

中で学びの支援者として「学びのクリエイター」で共に学んだ学習者が、社会

教育主事と連携しながら活躍されることを願いたいと思います。私たち社会教

育主事も、引き続き主事会が蓄積してきたことを広く提供する機会をつくるこ

と、「東京コンファレンス」への参画を通じて得られた三多摩地域の社会教育関

係者や地域福祉・NPO等の多くの関係者と協働する機会をつくること、さらには、

この取組にご協力いただいた大学をはじめ、多くの社会教育主事養成課程をも

つ教育機関とも連携しながら、引き続き「共に学び共に支え共に創る」学びの

支援者の力量形成に寄与していきたいと考えています。 

※本稿は、前会長の中曽根聡(杉並区教育委員会)が日本社会教育学会の年報に

掲載のため作成した原稿に、齋藤が加筆したものである。 

 

４ 再提言・まとめ 

○杉並区の状況を公民館で例えるならば、地域館も分館もなく中央館だけしか

なく、地域へは館外に出向いて実施するアウトリーチ型(区では、旧科学館廃止

後の事業を地域に出向く「出前型・ネットワーク型」による社会教育として展

開)方法で活路を見出すことになります。 

○その際、実施場所に意味合いを持たせようとするならば、社会教育職員が出

張して事業を行うだけではなく、その地域の住民が自ら学びの実践者・支援者

となる展開をして人材育成のような支援にもつなげ、そこで同じ社会教育を担

う仲間を見出していくことになります。そうした仲間たちと共に学び合う機会

として具体的に展開したのが「学びのクリエイターになる！」でした。 

○この「学びのクリエイターになる！」にも参加した方に特別区社会教育主事

会研修会で実践報告をしてもらいました。その時に素敵なキーワードを紹介し

てくれています。「変に恋する」。自分とは異なるちょっと「変」なこだわり

のある人たちに関心を持ち、やたら社会教育にこだわるという「変」なところ

が自分たちにもあるけど、共通するのは「変」。「変」には、学びの時間を共

有することで変化していくという意味の「変」とか変わった一面があるという

ことで「変」もあり、意味合いも変化しますが、それが大切なところでもあり

ます。その「変」が力にもなり、人を引きつける魅力にもつながるのです。変

わったこと、不思議なこと、変化に富んでいるもの、常に変化し続けるものに

こそ人々の関心が集まるのではないかということでした。 

一緒に学び合った人が、こうしてその後も地域で多様な取組にチャレンジし

て、その活動を通して学びをクリエイトし続けている。だからこそのキーワー
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ドだと思います。こうした関係をこれからも大切にしていきたいという思いを

込めて紹介させていただきました。 

■東京コンファレンスの記録映像ＤＶＤの上映 

（平成 28年度、29年度開催） 28年度実施の 6分間バージョン 

 

５ 助言者・髙井正立教大学特任准教授、新藤浩伸東京大学大学院准教授から

の課題提起 

 

（１）学びの主体は住民である。では、具体的にどのように公民館では、そう

した状況をつくっていくのか。 

（２）そのために、社会教育の職員の力量とはどういうものなのかを考えてい 

きたい。 

（３）実践をどのように計画・政策に結び付けていくのか。 

（４）都市の中で「学びの場」は、どのようになっているのか、どのように存

在しているのか。 

（５）公民館は、都市の中で学びの実空間が実感できる場であること。 

（６）公民館は、日常お互いの顔が見えない中で、つどいの場であること。 

（７）公民館は、その学びを支える力量のある職員の存在がいること。 

（８）西東京市の事例から、地域づくりとは、長い期間、時間をかけて事業を
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つくりあげていること、実践の継続性の大切さを再確認した。 

（９）もう一つは、職員だけではなく、市民とともに一緒につくること。さら

に挑戦することである。当然、失敗も重ねることもあるが、試行錯誤の中

から、様々な学びの「気づき」、「変容」が生まれていくと思う。 

（10）さらに、仲間で集まることで「楽しさ」が生じ、困難を乗り越えること 

 の原動力になるのではないかと核心している。 

（11）「地域づくり」の地域をどのようにとらえるか。地域づくりというマジッ

クワードをカタチにしていくプロセスが、二人の事例発表であったと思う。 

今回は、「地域」をどのようにとらえるのか、具体的にどのように地域の課

題を見つけていくのか。 

併せて、地域という個人個人がイメージしているものを、地域のつどいの

場・空間のつくり方をどうするのかを、様々な立場から意見交換をしていけ

る集会にできたらなあと思う。 

 

６ 各グループの話合いからのキーワード発表 

 

 

（１）まちづくりの拠点公民館（２）多世代（３）企画する職員の力量形成 

（４）子ども達への先行投資（５）地域づくり ゆっくり各自のスペースで 
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（６）地域づくり 説教くさい（７）つなぐ（８）世代間交流 

（９）楽しくなければ公民館じゃない（10）居場所であり、集える場所 

（11）集まるだけでＯＫ（12）地域づくり（13）相互承認、関係づくり 

（14）経済格差・教育格差（15）持続可能、ゆるーい「つ・な・が・り」 

（16）豊かさ（名前や顔の見える関係つながりが大切）（17）お互いを思いやる

気持ちが大切（18）2か月に一度集まる（19）集まる 

（20）公民館のどこが人につながるのか？（21）面倒くさいを超える 

（22）子どもも大人も好奇心を大切に（23）自主管理 市民で 

（24）公民館の職場が楽しいこと（25）オンライン化の落とし穴に注意 

（26）大掃除をする（27）楽しい おいしい（28）顔の見える関係づくり 

（29）建物の大掃除（30）依存から相互協力へ（31）楽しい 

 

７ 参加者からの質疑と応答（Q＆A） 

(１)「新堀彰子氏への質問」 

   ※集会当日は時間の関係から、質問すべてに答えることができ

ませんでした。よって、質問すべてについては、この記録誌上

で応答しました。（新堀・小笠原） 

 

（Ｑ）まちづくりをテーマにすることはとても良いと思う。私自身色々な行政

部署で、景観、環境福祉、緑の保全など関わってきているが、各部署（行政の

縦割り）で行われているが、横の連携が難しい。 

 地域づくり未来大学では、原課の組織や委員会、検討会との関わりはどのよ

うにしたのでしょうか。 

（Ａ）確かに、タテ割り行政の制度は今までも、これからも大きな課題です。

まちづくりの企画を担う企画調整課の職員を講師に招聘してお話を伺うこと。

併せて、公民館の地域づくり未来大学受講者の地域づくりの提案・意見を互い

に双方で話し合う場の機会を意識的に設定しました。このような機会を継続的

に設定していきたいと思っています。 

 また、プログラム作成の段階で、例えば市民協働推進センターとの共催事業

として実施する、社会福祉協議会の職員との協働企画実施などの工夫を行なっ

ています。 

 さらに、地域づくり未来大学の企画は、毎月開催されている公民館運営審議

会で審議をしていただき、終了時には、報告書を提出して、年度毎に課題など

を委員の皆さんと共有しています。 

 昨年度の地域づくり講座の受講者の方々にも希望する方には、今年度の受講

者として参加していただいています。結果的に、継続性の確保、相互学習によ
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る学びの重層化に役立っていると思われます。 

 

（Ｑ）地域づくり未来大学は大変いい事業と思います。色々とご苦労があると

思いますが、以下のことをご教授いただければと思います。 

１つは、職員がファシリテーターとして、講座進行やとりまとめなどすること

が多いと思いますが、一番大変なことは何ですか？ 

（Ａ）私自身がこの講座に関わったのは昨年からですので、その範囲でお話し

ます。年度毎の受講者の経験、学びの積み上げに差があり、受講者 1 年生と継

続受講者の差が、グループワークに影響を与えることもあります。 

もちろん、「教える・教わる」の関係性が、その後の受講者同志に有効なつなが

りが持てるよう、職員がその都度、両者をうまくつなぐように努力しています。 

 

（Ｑ）４年連続で企画されていますが、成果や効果はどのような状況でしょう

か？簡単に教えていただければ幸いです。 

（Ａ）この講座の過去の流れ（25 年度～28 年度のまちづくり講座）、成果・効

果などは、前任者が、月刊社会教育 2017年 9月号に原稿の形でまとめて掲載し

ていますので、そちらを参照していただければと思います。 

 

（Ｑ）講座設定の曜日、日数の変化についてどのような意見があったのか。 

（Ａ）講座の土曜日の午前中の設定にした理由は、以下の通りです。平日の午

前もしくは午後開催にしてしまうと、勤労者・学生の参加が望めないため、基

本は様々な世代間の学習の場としたいために今回土曜日、日曜日の選択肢から、 

土曜日の午前中に設定しました。 

 

（Ｑ）講座参加者の「地域」とは、どのくらいの範囲を考えているか。 

（Ａ）西東京市の中央公民館である柳沢公民館で開催する当講座の「地域づく

り未来大学」で捉える地域とは、西東京市全体の行政エリアを地域として明確

に位置づけました。 

 西東京市の公民館は、分室を含め 6館設置されています。概ね、中学校区に 1 

館の設置が理想と考えていますが、実態はそうなっていません。 

きめ細やかな地域を設定する場合は、地域を生活圏の地域、防災エリアの範囲 

としての地域すなわち緊急時に徒歩圏で高齢者や障害者も含め移動できる地域、 

など地域が複層されて定義されていると思います。 

 2019 年度からは、西東京市公民館全体としての「地域づくり講座」の展望、

戦略として以下の通り考えています。 

中央公民館である柳沢公民館が、地域全体の地域づくりの担い手支援、学習
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の支援として、総合的なプログラムを作成し実施する。各公民館では、その地

域特性のテーマについて、関連の地域づくり講座を開催する。このような各公

民館が地域特性を生かした有機的な地域づくり事業展開を実施していくこと、

見える化していくことを考えています。 

 

（Ｑ）新たな担い手づくりは、言うに易し行うが難しと実感している。（困って

いる）解決の糸口は？ 

（Ａ） 地域づくりの担い手として、学習を行った住民（講座受講者）がその

まま地域活動を実践していく住民イコールでもありません。また、すでに実践

活動を行っている住民が、学び直しとして公民館の講座を受講しての学びを通

じての気づきと変容から、協働・多様性・他者を受け入れる学びの実現には中々

繋がらないことも事実です。 

 即効性のある効果的な解決の糸口はないと思っています。継続的に学習機会

の提供し、住民同士のつながりの場づくり、講座内容の充実・工夫をしていく

しかないのではないでしょうか。 

 そのためには、当たり前ですが、私たち公民館職員自身の学習が不可欠だと

強く思っています。このような場、すなわち公民館研究大会の課題別集会の学

習は、まさにその重要なひとつだと思います。 

 

（Ｑ）年齢層を限定することはいくらか企画・運営しやすくなると思う。その

場合に「多様」「共生」との並存は如何か？ 

（Ａ）「地域づくり未来大学」では、年齢層を限定することはしていません。実 

際に 20歳代の青年が 2名参加していますが、一方で実態としては、60歳代後

半、70歳代の住民の方たちが大半です。 

  一般的には講座受講者の世代が共通ですと、共感・共有する部分が多く運

営しやすいこともありますが、それはやはり「テーマ」によると思います。 

  どのまちでも住民は、基本的に世代毎に構成されています。「地域づくり未

来大学」でも、理想は各世代が偏らずに参加していただけたらと思っていま

した。高齢者に偏りがちな編成ですが、一人一人が発言できる場と時間を、

プログラムの中に意識的に多く設定し、世代間交流の機会として、共感力と

他者への理解への空間を共有しています。一般論としての世代の課題を知識

として理解するのではなく、具体的に一人の生身の人間を通じて世代の課題

を理解・実感してもらうことが何より必要だと思っています。 

   

（Ｑ）数年前に昭島市民大学の受講生と同伴して公民館を訪れました。その受

講生は子どもの貧困問題に関心を持っていたからです。当時、西東京市の公
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民館では、そうした問題－社会問題の講座を取り組んでいたと思います。そ

れと今回の講座との関係はありますか。要するに、社会問題の講座の反省か

ら生まれたのか、それとも無関係なのか。 

（Ａ）確かに、西東京市公民館では社会問題の講座を実施しています。 

  それと今回の講座（「地域づくり未来大学」）との関係はありますかとの質

問ですが、もちろん関係があり、すなわち継続性を持っています。 

  今までの公民館が実施した社会問題の講座の反省、課題の積み残しとして、

結論としては、その問題・課題解決には、早急な結論、特効薬を探すのでは

なく、解決のプロセスの中で、地域住民がどのように関わるか、関係性をど

のように作り出していくのか、そのための当事者である地域住民の学びとは

何が必要なのかを、公民館職員も住民と一緒になり、創りだすこと、また支

援することだと考えています。 

 当地域づくりの講座は、学びを通じて、地域の課題、地域社会の問題を自ら

発見して、受講者同士のつながりや、関連機関との連携・協働をしながら、課

題解決に向けて行動できる担い手となる住民を支援する事業となっています。 

 

（２）「齊藤尚久氏への質問」 

（Ｑ）「1 年間の講座」学習者 20 代～70 代とありますが、20 代の方はどのよう

な人々でしょうか。また、どのように声を掛けられたのでしょうか。 

（Ａ）23 区で働く社会教育主事以外の非常勤職の若手や社会教育施設に関わる

指定管理者の若手たちです。また、大学が会場でしたので、その学生に無料

で参加もしてもらいました。呼びかけは、一般的なやり方に加えて、実行委

員会のメンバーがそれぞれ一緒に学びたいと思うところに直接声をかけまし

た。呼びかけも学びの機会にしたいということで自ら工夫しました。 

（Ｑ）学びのクリエィター、シブヤ大学、アクティブリスニングなど内容豊富

ですが、有料ですね。 

公民館のすべての人に無料の教育の提供という流れとは違うのですか。センタ

ーの予算では難しいのでしょうか。 

（Ａ） 「学びのクリエイターになる！」は、公的な社会教育という範囲ではで

きないことを中味にして、ある財団の助成を受けて任意の活動という位置づ

けで行ったものです。この取組を通してやりたかったのは、無料か有料かで

はなく、住民がそれぞれの持ち場をクリエイトしていくうえで必要な学びづ

くりをし続けられるように。ノウハウを私たちが提供しつつ、学びたい人が

学び、養成されるのではなく自らクリエイターになるきっかけを提供したい

ということでした。結果として実費がかかることも、学びにコスト感覚を含

めて理解する観点から、あえて有料での実施にしました。私たち特別区社会
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教育主事会でも、メンバーは公務として扱うのは難しいので、あえて実行委

員会形式にして有志が任意で参加することにしました。 

ご指摘のように無料の提供の意味ということもきちっと伝えていかなけれ

ばならない立場にあると思います。今の状況としては、有料を原則とした流れ

にあり、無料にする場合は相当な主張をしなければできなくなっています。逆

に無料で行うのは、それが行政施策の目的に沿っていれば可能になる部分もあ

ります。生涯学習政策として 23 区全体では、区政にとって必要な地域課題を

学ぶ設定は無料でも、そうでない場合のものは有料になる。その学びの利益が

個人に帰結するという理屈です。言い方変えれば行政に言う地域課題解決のた

めの学びは、テーマがしんどくて、難しくて、厳しいものばかりだから無料。

そうでないものは有料ということでしょうか。元来、人々の学びに行政コスト

の話しが持ち出されるのはどうかと思うのですが、現在の状況はそのような事

情もあって、私たち社会教育主事仲間も悩んでいます。 

 

（３）「新藤浩伸先生への質問」 

(Ｑ) 公民館で講座を企画する時、参加者の自主性を引き出せるよう

な企画のわく組みを考える課題解決アプローチに四苦八苦してい

ます。何か良いアドバイスを頂けますでしょうか。 

(Ａ) 参加者の自主性を引き出せるような企画のわく組みを考える課題解決ア

プローチについての質問がありました。これは非常に難しいですことですが、

自主性・自発性を引き出すには、1つは諦めないこと。私自身が経験したことで

すが、何度講座を開催しても、市民の自主的行動が引き出せないとの苦労も味

わいました。３年間継続をして、どうにか結果が出せた、少しずつ動いていっ

た。 

その時に振り返って、諦めないで良かったなと思いました。それから、活動す

る市民の中にキーパーソンを見つけることです。 

 さらに、過去の失敗を丁寧に率直に振り返ることも。 

自主性を引き出し課題解決アプローチについては、50 年前の有名な本ですが、

アウロ・フレイレの被抑圧者の教育学という本を紹介したいと思います。 

課題解決型の教育学が記載されています。現在でも十分通用する内容です。 

 

(Ｑ)地域づくり、色々な切り口から言葉が出てくるでしょうが、あえて一番コ

アにあるキーワード、何をつくるのか一番大切だとお考えですか。 

(Ａ)地域づくりは人であると思います。人を大事にする。公民館の現場であれ

ば、地域の人たちとの会話を大事にする。 

もう一つは、関心分野を掘り下げるということです。自分の関心分野から、お
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互いの得意分野から地域の特性を降り下げていくことから地域の姿を掘り下げ

ていくことです。 

さらには、よそ者、外部から転入してきた人たちの意見をよく聞くことです。 

一番コアにあるキーワードは、「人・時間・信頼関係」の３つだと。今回の発表

事例でも、これらはすべて時間をかけて実施されているものです。信頼関係が

ないと会話が成り立たない、信頼関係のないところでは、一番の本音が引き出

せない。 

 

(Ｑ)社会教育、地域住民にとって一番プライオリティのあること、大事な分野・

広報は何でしょうか。 

(Ａ)人に役に立ちたいとか、そのような人と人との関係性が社会教育にとって

のプライオリティではないかと思っています。 

 

(Ｑ)公民館とは市民が学びあうことで繋がって行くものと考え、思っていまし

たが、学び合う市民（年齢問わず･･･）が主導していくものですか？ 

 現在、公民館からの色々な制圧があっての活動に疑問を感じています。子育

ても終り、自分の人生、生き方を考えると公民館での自分に生きがいを感じて

いましたが、何をどう動いていいやら。社会教育に不安を感じています。 

 

(Ａ)学びを主導するのは、公民館なのか市民なのかとの質問ですが、端的には

市民です。公民館を含めて社会教育は、市民の学びを支援することが肝要です。 

だからと言って、市民のすべての要求をのみ込んでいくのかという関係にはな

らないですね。そこには、対話が介在していく訳です。 

 

（４）「髙井正先生への質問」 

(Ｑ)千代田区の講座について。参加者は在住の区民ではなく（千代田区の夜間

人口は 4 万人）在勤、在学の区民も含まれているのでしょうか。在勤在学の区

民が入っているとすれば、どのような意義・特質があるのでしょうか。 

(Ａ)在住の区民ではなく、在勤在学者も含まれています。それら多様な人たち

多様な立場の人たちが集い、意見を交換して、学び合うことで、より学びが広

がり深まることが意義のあることと思っています。 

 

(Ｑ)長期講座と出席率の関係はどう考えれば良いのでしょうか。 

(Ａ)現在も荒川区で、80 歳の車いすの方、若い勤労者、様々な年齢層の参加す

る長期講座が開催されています。その講座の紹介ですが、その担当職員は、常

日頃、欠席者に対しては連絡を取り合い、講座記録を送付するなど、受講者の
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講座継続のためにさまざまな支援をしています。非常に頭の下がる努力だと思

います。 

そのような支援があるからこそ、しばらく病気や仕事、また、親の介護などで

講座を欠席しても、途中からでも講座に復帰できるということになります。受

講者の居場所の確保は、社会教育職員の重要や役割ではないかと考えています。 

 丸の内朝大学では、多くの区民の方々が受講料を支払いながら、学んでいま

す。ほとんどの方々が、在勤者です。企業が運営をしているため財政的には有

料です。 

 

(Ｑ)公民館は主な利用者層である高齢者をメインターゲットにした講座・イベ

ントに力を入れるべきか？それとも次世代を担う若い世代向けの企画をもっと

実施していくべきなのか？両方大事にすべきだとは思いますが、そのバラン

ス？すみわけ？について少し難しいものを感じます。この問題についての向き

合い方、ご意見などあれば知りたいです。 

(Ａ)西東京市公民館の事例にもありましたが、高齢者の方々が、若い世代の人

たちに何ができるのかとか、子どもと何ができるのかをテーマに企画すると、

高齢者世代と次世代を担う若い世代が旨く繋がるのではないでしょうか。 

 また、「子どものために」という合言葉で、地域の方たちが子どもたちを支援

することを呼びかけると、多くの地域の大人、シルバー世代はひと肌脱いでく

れるのではないかと思います。 

 

(Ｑ)サラリーマンから定年となり、地域を全く知らない男性を引き出すのはと

てもハードルが高いと思うが～。家の中でパソコン相手で充分満足している現

状がある。楽しいことを仕掛けても興味がわかないこういう男性をどうする

か？今までのキャリアを地域に活かしてほしいのですが。 

(Ｑ)（午前の全体集会での）牧野篤先生の考え方に賛成です。「楽観的すぎるで

しょうか」しかし、65～70位の年齢の方たちは仕事優先ではないかと思います。 

「年金 75歳とかって話もあるし」。 

どうやって地域のためにボランタリーな活動をして頂けるか、どのようにリサ

ーチしたらよいか方法はどのようなものがあるとお考えでしょうか。 

(Ａ)65～70 位の年齢の方たちは仕事優先ではないかとのことですが、地域貢献

や市民活動という仕事もあります。給料が支払われる仕事だけではなく、アン

ペイドワーク、賃金が支払われない仕事もあります。今後は、そのバランスを

どのように取っていくのかが社会教育の課題だと思っています。 

 自殺者の約 7 割が男性です。男性の中には、中高年になるとひねくれた人が

増えてくる（笑）。そのような人たちに講座や活動等に参加してもらうにはどう
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するか。工夫が必要ですね。その人に合う言葉、呼びかけを考えることが必要

です。例えば、「誰でもできるボランティア」と言われても、ひねくれています

ので「誰でもできることはやらない」。具体的に「パソコンで経理をできる人が

必要」ということであれば、「じゃあ やってやるか」ということになります。

コトバを生み出さないと、前に進めないと思います。 

 「公民館のイメージ革命大作戦」とか、事業名も大切な参加者への呼びかけ

のキーワードです。 

 また、小学生対象の事業では地域探訪の取り組みとして、図書館訪問などが

実施されていますが、総合学習の授業に絡めて、公民館等の活用を呼びかける

などのＰＲを公民館職員が工夫していく必要があるかなと考えます。 

 長野県飯田市の例ですが、新規職員採用時や人事異動時で市民と共に学んだ

公民館勤務の経験のある職員が、異動して役所の中に広がっていくと、どんど

ん役所が変わってきていくという報告もあります。公民館で働くことが、職員

にとって大きな意義を持つことに着目したいと思います。 

 皆さんの討議を聞きながら、社会教育の４つの喜びを思い出しました。一つ

は、学ぶ喜び。学んで解ると嬉しくなり、ワクワクします。 

二つ目は教える喜び。教える事で、感謝される喜びも生まれます。 

三つ目はつくる喜び。講座をつくることで、参加者からとても良い事業だった

有難うと言われると嬉しくなります。 

四つ目は、支える喜び。保育やパソコンテイクなどがあるから学ぶことができ

る人がいます。 

これらの喜びを誰もが味わえるのが、社会教育です。様々な役割を体験・実現

できる場が公民館ではないでしょうか。 

最後に私のキーワードを皆さんに伝えたいと思います。[夢－現実＝生きる力] 

 

８ 第 2課題別集会実施による結果の評価 

 ※アンケート集計は、大会事務局による集計結果を参照して下さい。 

（１）運営者から評価 

 参加者によるグループ討議の発表から、地域づくりの様々なキーワードが数

多く活発に提起されました。 

 一方、社会教育を担う職員、関係者の声として、地域の再生に向けて地域づ

くりの事業の必要性、重要性を認識しながらも、その実施に躊躇し、実施をし

ても具体的な手ごたえが得られず、また、その運営の仕方に悩んでいる社会教

育担当者の声が出されていました。 

 それぞれの所属、市町村、公民館等の条件、状況が異なる参加者全員が、今

回の学習から共有化できる事項を議論し整理し紡ぎながら、地域づくり事業の
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実践に活かせるためのより具体的に解決できる共通の糸口、キッカケとなる機

会は提供できたのではと思われますが、様々な関係機関と協力・連携して地域

の課題解決に向けたつながり、方法等の話し合いまではできませんでした。 

また、ゲストの杉並区社会教育の地域づくり事業の事例発表からは、多摩地域

のみではなく、なかなか情報を得る機会の少ない東京都 23区の社会教育の実践

状況の学びで、さらなる地域課題解決の参考・刺激になったのではと考えます。 

 以上のとおり、今回の集会の成果と共に残された課題もありました。 

                文責 小笠原 東生（西東京市柳沢公民館） 
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第三課題別集会「市民と職員の相互作用を考える」 

 

助 言 者 国立市職員・文部科学省派遣 井口啓太郎氏 

事例報告者 国分寺市ハワイアン・メレ・フラ同好会 東郷征雄氏 

      小平市中央公民館事業企画委員会委員長 藤川喜久男氏 

      小平市中央公民館 八木直樹氏 

司   会 昭島市公民館 梶芳久美子氏 

企画運営  東京都公民館連絡協議会職員部会運営委員 

 

司会 

職員部会は東京都公民館連絡協議会加盟市 11市の公民館職員の代表が集まり、情報交換

や研修会を行ったりしています。本日の第三課題別集会テーマ「市民と職員の相互作用を

考える」は職員部会の中で課題に感じていることを出し合い、市民と職員との関わり方に

ついて考えていきたいという結論に達しました。 

 

１．事例報告 

(１)｢公民館との関わり｣ 

国分寺市立並木公民館ハワイアン・メレ・フラ同好会 東郷征雄氏  

私は、並木公民館を利用するようになってからま

だ６年しか経っていません。 

その前はサラリーマンでほとんど自宅と会社を往

復するだけの味気ない生活でした。定年を迎え、四

国八十八箇所巡りをやり、そこで私の人生観が変わ

り、「ありがとう」という感謝の気持ちと、｢人の為

に何かできないか｣という奉仕の気持ちがぐっと芽

生えてきました。 

暫くしてスケッチの講座の募集が光公民館であり、申し込みました。スケッチ講座受講

中にウクレレの音が聞こえ、ハワイアン音楽をやってみたいと思っていた私は、スケッチ

講座が終わると同時にウクレレ・クラブに入会しました。 

約１年後、職員に「利用者懇談会に出てくれ」と言われ出席しましたが、借りてきた猫

のように座っているだけでした。公民館の方々とも事務的な話だけでした。ウクレレ・ク

ラブの活動は楽しかったのですが、歌謡曲が主でハワイアン音楽をやりたかった私は並木

公民館の方にハワイアンバンドのグループがあるという情報を得て公民館まつりを見に行

き「これだ」と思い、「ハワイアン・メレ・フラ」に入会しました。レベルが高いグループ

でしたが、バンドの人達が一生懸命に教えてくれ、私もステージに立つようになりました。 
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そのうちハワイアン・メレ・フラのバンドマスターに「公民館の利用者懇談会に出てく

れ」と言われ出席するようになりました。最初はおとなしくしていましたが、だんだん発

言させられるようになり、司会の職員の視線がくるとぱっと手を挙げてしまい、公民館の

中にはまり込んできた感じです。 

公民館の人達とよく話すようになったきっかけは、自分で作った全国市町村のマンホー

ルの写真集を公民館の職員に見せたことです。誰かに見てもらいたくて公民館に持って行

くと職員の方はいろいろな感想を言ってくださいました。そのとき｢この人何かに使える

な｣という気を起こさせたのではないかなという気がします。 

このころから私の公民館での立場が劇的に変化してきます。並木公民館運営サポート会

議第２期委員選出に手を挙げました。公民館講座の企画実施や地域連携に関すること、公

民館の運営について職員も一緒に協議しています。何もわかりませんでしたが、第一期か

らの方についていこうという気持ちでした。会長の人柄もあってか、まとまっていて意見

もよく出ますし、良い経験をさせてもらったと思います。これもさきほどの「ありがとう」

と「ひとのために」という気持ちが若干ありました。 

2018年、並木公民館まつりの実行委員長という大役がまわってきました。前年のまつり

で代表委員はやりましたが、実行委員長となりますと一瞬躊躇しましたが、みんなのヤレ

ヤレということばと職員の方々の後押しのおかげでやりました。公民館まつりは実行委員

会と図書館と公民館の共催ですが、主役は実行委員会、利用者なのです。職員はサブです

が、みんなが力を合わさないとできません。準備会、実行委員会、代表委員会を含め 11回

会合を重ねてやっと５月に盛大に開催できました。おまつり後には交流会を行い、いつも

曜日や時間が違って会えないグループの人達ともいい交流の機会が持てました。 

まつりの前後にこの地域に伝わるお囃子で盛り上げたいという話がサポート会議であり、

やってみようということになりました。メンバーは徐々に増えて 14名になり、これからま

すます増えてくると思っています。お囃子をもじり「Ｏｈ！はやし」というグループ名に

しました。昨年空調工事で休館だった並木公民館の再開とお囃子の事始をかけて 12 月 15

日に東京学芸大学の学生さん達の和太鼓サークルにも参加して頂き演奏会をやりました。

小さい子から高齢者の方まで約 50名が参加してくれました。これが１回限りで終わらない

よう努力しようと思っています。 

今年も並木公民館まつりの実行委員長に選ばれました。また、30周年記念誌編集長とい

う肩書きがつきました。「ありがとう」と「ひとのために何かしたい」という思いでやれる

までは一生懸命頑張ろうと思っています。リーダーなど一緒にやっている人達がけっこう

高齢になっています。公民館の方々と話しながら若いリーダーになれる人達を探し出して

いかなければいけないなと思っています。 

質問  

本日の資料に、「『公共施設予約システム』の普及により、『地域と強いつながりのある公
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民館』が変化してしまうのではないか」と書かれていますが、どのようなことでしょうか。 

回答  

昨年６月から予約システムが始まり、国分寺市で活動しているグループで登録すると国

分寺市内の公民館どこでも申し込めます。今までは並木公民館利用サークルが一堂に会し、

申し込みをしていました。「このグループはこの曜日」「このグループはこの場所」とお互

い分かり合って申し込んでいましたが、それがなくなりました。どこでも申し込めるよう

になると今までの半分しか会場が取れなくなりました。他の人に聞いてみても、｢半分以下

に減った｣「活動の場所を移さないといけない」とか「やめようか」なんて話を聞いていま

す。これまでの公民館利用者ではなく、全く違うところから来た人達が練習しているわけ

です。今まで「私たちの地域はここでやるから」ということで連携を保っていましたが、

だんだん薄れていくという危惧を抱いています。 

 

（２）小平市公民館事業企画委員会 

   ～ここから始まる市民と職員のつながり～ 

小平市中央公民館事業担当 八木直樹氏 

 小平市の公民館条例制定は昭和 24年。多摩地域の

中でも、かなり早くから社会教育に力を入れていま

した。公民館設置数は 11館(中央１・分館 10)。正規

職員は 23 人。中央 13 人、分館 10 人(各館分館担当

係長１人および嘱託職員２人)です。平成 29 年度の

公民館利用者数は約 50万人。市民約 20万人なので、

一人あたり年間約 2.5 回利用しています。昨年度の

講座数は 119コース(681回)ありました。 

公民館の目標は公民館を単なる学習施設としてだけでなく、「地域のコミュニティづくり

の拠点、市民との協働の拠点としての機能強化」を図り、「学習活動を通じた相互信頼の高

い地域社会の形成」を目指しています。 

 公民館を拠点として、地域住民と共に地域の課題を解決する仕組みとして、事業企画委

員会を設置しました。目的は、地域のコミュニティづくりの拠点とするために、地域のリ

ーダーと継続的につながり、地域住民の意向を適切に反映した公民館の講座等を企画する

ことです。委員は公民館利用団体代表者、自治会関係者、ＮＰＯ法人、民生委員・児童委

員、地域福祉関係機関、学校関係者(校長、副校長、学校支援コーディネーター、青少年対

策地区委員等)の方々で公募ではなく任意選出です。無報酬、任期２年で再任は妨げません。 

 平成 26 年度にモデル館１館から始め、４年かけて全 11 館に設置しました。４月から始

まり予算編成の為、10月末までには企画講座案をまとめます。開催は月１回、年度内に５

～10 回。平成 29 年度に企画した平成 30 年度の講座数は中央公民館で 10 コース、８分館
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で 76コースです。事業企画委員会で出された企画案を公民館予算の範囲内で調整・選定し

ますが、漏れた企画案も来年度以降の参考に活用します。 

 委員の役割は企画のみで、当初実際に企画された事業を実行する組織をつくろうとしま

したが、まだできていません。ただ、企画の具体化に当たっては、企画に携わった委員に

相談し、講座の企画の意図がぶれないようにしています。館によって、企画後の運用はさ

まざまです。自発的に講師を紹介してもらったり、当日運営も含め協力している館もあり

ます。公民館運営審議会は、オブザーバーとして委員会に参加することもあります。 

企画に関する講座のテーマは①地域支援に関すること②防災・生活安全に関すること③

健康づくりに関すること④子育て支援に関すること⑤ジュニアに関すること⑥シニアに関

すること⑦文化・教養に関することの７区分になります。ポイントは地域の課題解決、地

域の特性を活かす、社会資源の活用（ヒト・モノ・バショ）です。 

 事業企画委員会の企画講座の特徴・成果をあげますと①講座内容の充実・多様化という

ことで、職員が一人で企画するより、地域の声を反映できました。②交流を意識した講座

が企画され、多世代交流・地域交流の場の創出となりました。③地域課題をまず始めに考

えたので、学びの成果が地域に還元しやすい内容になりました。④委員の紹介で、地域や

人材の情報が集まりやすくなりました。⑤観光資源や場所など、地域を改めて見直して活

用したものが増えました。⑥土日開催事業が増え、利用者が増えました。 

事業企画委員会を設けて変わったことは、地域の沢山の課題を解決しようとした結果、

講座数が増えました。ただ、講座受講の敷居を下げようと１講座の回数を減らす傾向があ

り、その結果サークル化が難しくなっています。そして、各館に共通する課題が多く、類

似する講座が増えました。 

職員の視点からのまとめとしては、地域のリーダーと継続的につながることで、地域と

のネットワークができました。職員はファシリテート・コーディネートといった資質を求

められます。委員の継続性の確保と新たな人材発掘が必要です。さらに、無償のため委員

の負担軽減、モチベーションを保つことが大事です。 

 

小平市中央公民館事業企画委員会 委員長 藤川喜久男氏 

公民館との出会いについては、定年退職して、地

元で何をしようかなと考えたときに、公民館の職員

に誘っていただいたのが、中央公民館主催講座「ふ

るさと冊子づくり」です。この講座は、地域で活躍

している方や団体にインタビューに行って、文章に

まとめてワードで起こすいわゆるパソコン講座でし

た。しかし、これに参加することで地域の人脈を知

ることができました。公民館職員の紹介で、「あそこ
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に行ったらどう？」、「ここにいってごらん」と言われ、連絡も職員に付けて頂いて当日行

くという形で、関係がつくられていきました。二つ目の講座は「シルバー大学」です。当

時のカリキュラムが、「アクティブシニアライフ」ということで、地域の課題を見つけて、

地域で何かイベントを企画しなさいという市民活動体験がプログラムに盛り込まれた講座

でした。この二つを受けることによって、一年間で効率よく地域の方と知り合うことがで

き、さらに市民活動の入り口を知ることができたなと思いました。 

事業企画委員会に入ったきっかけは、中央公民館の館長に「委員をやってくれない？」

と言われたもので、ここがポイントかなと思いますが、「公民館で育てていただいたので何

かお役に立てることがあれば恩返しを」ということで、お受けしました。 

最初は｢公民館とは何か｣というところから始まり、地域の課題や小平の良いところを出

し合いながら、それを講座にもっていけないかということを、グループで話し合いました。

２年目は実施された企画について検討し、グループの力でこれらを基にして、企画を作り

ました。そして次には、個人が作った企画をグループで修正して、グループの企画にしま

した。それぞれの回で委員会の皆さんが、発想力、作成力、修正力を養うことで、いわゆ

る「企画力をつける」ということを意識して進めました。 

私が委員長として心がけてきたのは、一番目は各分野で活躍している方が選ばれていま

すのでその力を活かし、自分の分野や人脈、知識をこの企画に活かしてもらおうというこ

とでした。職員の方には、今までの企画してきた体験から毎回 10分程話をしてもらい、実

体験から学ぶことができました。二番目は、「企画力をつける」ための企画を練りました。

三番目は、分かり難いことを分かりやすく説明していこうということで、ビジュアル化や

図解を試みました。 

次に事業企画のポイントとして考えたのは、①中央公民館ならでは、小平ならではで、

タイムリーなもの ②市民の求めているものは何か ③公民館の学びの成果を活用して人材

育成につながるものなどでした。最終的には、新たな発想で「おもしろそうだな」、「わく

わくするな」という講座をみんなで考えようと努めてきました。 

苦労したことは、公民館とわれわれの「こうしたい」がたまにぶつかることです。そこ

はお互い話し合って、折り合いをつけました。 

成果としては、公民館の方と一緒に取り組むことで、「こんなことを考えているんだな」

ということがわかり、公民館とは何をしなければならないか、企画をしながら理解してい

きました。職員の方も、市民がこういうことを希望しているのかということがわかり、今

まで公民館としての使命を考えていたけれども、市民目線で公民館の使命を考えることが

できたのでは。はじめは距離感があったけど、一緒に企画を練ることで、お互いの力を発

揮できたのかなと思います。また、事業企画委員会で委員同士もお互いに活動している情

報を交換し合うなどの交流も生まれました。委員と職員の距離感がなくなったり、相互作

用が生まれたりしました。 
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要望としては、公民館の職員の方は地域にどんどん出て行って欲しいということです。

われわれも、やりながら公民館職員の働きの大きさをすごく感じました。公民館職員の肩

書きを最大限に活かして、地域の市民活動団体や地域の方々に、ふれあっていただければ

と思います。そうすることによって、市民も職員の考え方や公民館のあり方や使命もわか

ってくるし、職員も市民の声を聞いて、市民の期待やそれを踏まえた公民館の使命が理解

できてきます。対委員から対市民に広げることで、公民館からまちづくりに発展していく

のかなと思いました。 

最後に、先程基調講演の中で「恩送り」という話しがありました。私も公民館から恩を

受けたので、返すつもりで委員を引き受けました。職員の方も大変だと思うかもしれませ

んが、公民館とそんな市民とが一緒になって、社会教育の一端を担っていければなと思い

ました。 

 

質問 

・「公民館生き残り対策として」とはどういう意味ですか。 

・事業企画委員会の企画と職員企画との内容はどう違うのですか。 

・事業企画委員会の委員はどのように選出していますか。 

回答 

「公民館生き残り対策として」についてですが、現在他市で「公民館」の名称が「文化

センター」や「生涯学習センター」等に変更されるとか、市長部局に移されるなどの動き

があります。そのような中、地域の課題を地域の住民とともに解決する公民館の役割をよ

り強化していくという視点で、事業企画委員会を立ち上げた経緯があります。 

職員企画との内容の違いですが、委員企画から出なくてもこれは取り上げるべきという

課題については、中央公民館で職員が企画するなどしています。 

事業企画委員の選出方法は、公募ではなく、公民館で選ばせていただき、団体の代表や

個人の方にもお願いしています。全体のバランスを考えながら構成するように配慮してい

ます。 

 

２．助言者による論点整理 助言者 井口啓太郎氏 

今回のテーマ「市民と職員の相互作用を考える」

を考える上で、あらためて社会教育施設としての公

民館とは何かを押さえ直しておきたいと思います。 

今後は特例的ですが、公民館を首長部局に移管す

ることができることになる可能性が高いですし、す

でに公民館をコミュニティセンターなどにしてしま

う動きもあるのが現実です。でも、私自身は公民館
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には固有の存在意義があると考えています。 

例えば市役所のイベントと公民館がやるイベントでは何が違うのでしょうか。私は、主

体と目的が違うのではないかと思っています。今日では、市役所など首長部局でも環境教

育の取組みや、ごみ問題の講座、人権課題など、さまざまなイベント等をやっています。

公民館でも同じような趣旨の事業をやる場合もありますが、市役所の場合は様々な施策の

普及・啓発が目的であって、常に主体は市役所です。   

また、コミュニティセンターや他の集会施設と公民館はどこに違いがあるのでしょうか。

それは職員がいるかいないかだと思っています。コミュニティセンターにも職員はいます

が、基本的に貸館の事務以上に踏み込んではきません。一方、公民館の職員には、社会教

育施設としての教育的な役割が期待されています。その意味で公民館において、職員は重

要な役割を果たさなければいけないと考えています。その意味で市民と職員の相互作用が

生まれるというのは、公民館ならではだと思っています。  

それを踏まえて、本日の二つの事例についての視点を提示してみます。 

 一つ目は国分寺市の公民館の東郷さんのお話を聞きながら考えたことです。公民館には

東郷さんのように非常に積極的に参加をされる方と、自分の活動はするけれど、公民館運

営には無関心という方がいらっしゃいます。 

今回は東郷さんに積極的な公民館活動に至ったプロセスを伺いながら、なぜ東郷さんが

このような道筋を歩まれたのかについても、考えてみる必要があると思います。その際、

東郷さんは公民館職員とどのような関係性をつくってこられたのだろうか、また、公民館

職員は東郷さんにどのような働きかけをしていったのだろうか、それを私は問いの一つと

して立てたいと思っています。 

発言：東郷氏（国分寺） 

 職員の方々とお話しするようになったのは、並木公民館を利用するようになって３年ほ

どしてからでした。最初は事務室にもちょっと入りづらかったのですが、思い切って実際

に入って話してみるとそうでもありませんでした。 

そのうち、職員の方からいろいろふられるようになって、頼まれたらどんどん引き受け

てしまって。そうしてつながりができていきました。 

発言：南波氏（国分寺） 

これはちょっと反省点ですが、公民館の中で「お願いしやすい人」というのが決まって

いるようなところがあり、ついその方々に声をかけてしまいます。その辺はもう少し考え

ていかなければいけないと思っています。 

（助言者に戻る） 

信頼関係のようなものが少しずつ醸成されていき、ものごとを頼める関係になるとか、

そういった変化があったのだということですね。お話しするとか出会う場がないとなかな

かそういう関係はできないものです。まずは職員と利用者とが話ができるような関係をつ
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くっていくというのが、最初の入り口なのだと思いますし、その後の相互作用によって関

係性が変わって、公民館の事業にもだんだんと市民が関わるようになるといったプロセス

があるのだと思います。 

二つ目の事例、小平市の公民館の八木さんと藤川さんにお話しいただいた事業企画委員

会の件、これはどちらかというと仕組みの話になりますが、職員と市民がともに事業をつ

くっていく方法をご紹介いただいた上で、どんな相互作用が生まれているのかというお話

でした。 

このように社会教育や公民館の講座で、市民有志や地域諸団体のメンバーが参加するよ

うな企画運営方式は、多摩地域の公民館では以前からさまざまな形で取り組まれてきたよ

うに思います。 

例えば、小金井市には企画実行委員制度があります。小金井市の公民館には開館当初、

職員が配置されていなかったので、市民が事業をつくる仕組みがあって、それがそのまま

形を変えながら残っているということです。 

このように、市民が実行委員会とか準備会とか企画委員会などに関わりながら、公民館

事業がつくられてきたということはこれまでもあったのかなと思います。    

もちろん、実際には職員だけで講座を企画することもかなりあると思います。それをだ

めだとは言えませんが、机上での思い付きや根拠も裏付けもない企画は問題があるのでは

ないかと思います。職員だけで企画する場合も、これまでに行った講座でこんな声があっ

たとか、さまざまな社会問題にアンテナを張っていて、それをこの地域でも学ぶ必要があ

ると考えたといったような根拠は、必要だと考えます。 

市民と職員が協働してつくる上で、小平市のような制度や仕組みは非常に重要ですし、

新しい取組みとして重要なチャレンジをされていると感じました。事業企画委員会のプロ

セスで、市民と職員の間にどのような相互作用が生まれているかが大事なポイントだと思

います。 

お話の中にもありましたが、公民館の意向と企画委員のみなさんの意向がぶつかる時も

あると思います。当然のことですが、いろんな意見をお持ちの市民の方が来れば意見の違

いや対立もあると思いますし、それをどう議論を深めて信頼関係をつくりながら、結論を

どう出していくのかというのは、さまざまな困難もありますが、非常に大事な取組みでも

あると思います。 

また、こうした仕組みを導入する時に「どうやって委員を決めるか」という問題があり

ます。職員が声掛けをしてバランスをとりながら人選をする方法もあるでしょう。それは

現実的な方法の一つだとは思いますが、そうして選んだ方が、市民全員を代表するわけで

はないと思います。あまり仕組みばかりにこだわってしまうと会議を回すことが目的化し

てしまう可能性もあるし、お互いに負担が増えてしまうことにもなりかねません。形骸化

しないための工夫や努力が必要になっていきます。 
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藤川さんは講座参加者の立場からさまざまな市民活動に関わるようになり、事業企画委

員会においては委員長として活躍され、といったステップアップをされていくお話でもあ

りました。そのような人材をどのように見つけ、公民館としてどのように協働し、相互作

用を生み出す主体になっていくか、それをどう豊かにしていくかが課題だと思いました。 

 以上を踏まえ、これからみなさんにグループワークをしていただくのですが、職員の方

は市民・公運審の方と、市民や公運審の方は職員と、こんな場面でこんなふうに関わるこ

とができてとても良かったというような経験がきっとあると思います。そんなエピソード

を出し合ってみませんか、というのが私からの提案です。 

もちろん、さまざまな課題もあるし、話すべき論点もあるとは思いますが、そもそも職

員と市民が良好な関係がつくれなければ、相互作用は生まれないと思うからです。 

補足：八木氏（小平） 

一つ大事なことをお伝え忘れていました。事業企画委員会は市民と職員の協働の事業で

すが、小平市では市民と職員が対等の立場でやっていますので、委員も職員も意見を出し

合います。そこで職員側の意見をすり合わせて委員長に事前に話しておいて、委員長から

市民に伝えていただく場合もあります。そうしてうまく回ることもあります。 

 

３．事例報告を踏まえてのグループワーク 

（１）意見交換 

国分寺市、小平市の事例報告、助言者による論点整理を踏まえ、参加者が４～６名程度

８グループに分かれ、グループ討議を行った。 

討議内容は、 

① 自己紹介、研究大会・課題別集会に参加した理由 

② 事例報告の感想 

③ 市民と職員相互に「こんな場面で、こんな風に関わることができてとても良かった！」

エピソードを出し合ってみる 

とし、全体で 40 分間の時間を用意した。予定よりグループ討議の時間が短縮されてしま

ったが、どのグループも白熱し、活発な意見交換が見られた。 
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（２）発表 

 発表順は、司会者の発案でアトランダムに行われたが、記録では１グループから順番に

記載する。 

１グループ 

・市民の中には、自分だけの活動をしている人と運営にも関わる人がいる。まわりが年

配者だったから自分がやるしかないと思い関わってきた。 

・運営に関わるまでの人が増えると良い。 

エピソード 

・職員と話しやすい。コミュニケーションを取りやすいからやっている。 

・認知症の映画会から始まり実行委員会を立ち上げた。 

・職員が若いため利用者の方がいろいろな知識があるので、アイデアを出している。市

民の知識を職員がうまく活用することも必要。 

２グループ 

事例報告の感想 

【国分寺市の事例について】 

・東郷さんのような人材が公民館活動の活性化に

つながっている。 

・各市このような人材がほしい。人材に感謝する。 

・ひとりに負担をかけすぎると継続性が担保でき

ないのではないか。 

・人材を発掘することで、すそ野を広げていくことが必要。 

【小平市の事例について】 

・市民が企画に入るような講座・事業は、各市似たようなことをしている。 

・実際にはうまく機能していなく、職員がやっているような現状もある。 

エピソード 

・丁寧に関わりをもちながら、コミュニケーションを取っている。 

・市民と一緒に取り組むことで、事業の充実につながったり、施設の整備につながった。 

・地域に出て、市民の方と話すことで良い相互作用が生まれる。また、ニーズを知るこ

とができ、新たな発見や学び、公民館を知ってもらうきっかけにもなる。地域に出る、

話をすることが大事。 

３グループ 

・主に公民館の役割とその職員目線について話し合った。 

・職員はカウンターから一歩前に出て市民の目線で話し合う姿が良い。 

・例えば、「人を集めたい」ため、募集のチラシについて相談したところ、普段から声

掛けをしてもらえたり、スマホの操作方法について、お店に行かなくても若い職員に
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教えてもらえたりした。 

・職員は、職員以外の方にも人をつなげてくれている。そういった役割を担っていると

いう目線を持っている人がたくさんいる。 

４グループ 

・公民館数は各市様々。１館体制では、機能が集約しているし、職員数も多い。複数館

体制では、地域密着、顔がつながりやすい、と利点や展開が違う。 

・利用者の名前を呼び、距離を近づける。 

・若年層をどう取り込むかが課題。 

・市民目線に立った講座運営ができているか公運審で指摘を受ける。 

・市民と近い距離を保つことで、相互作用が高まる。受講者が利用者になる。 

・講座の地域展開、地域のみなさんと交流を深め

ると公民館の機能が深まり、相互作用が築けて

いける。 

５グループ 

・職員の異動が激しいと、ベテラン利用者の方が

知っていることがある。そのことでうまくいく

ことと、いかないことがある。 

・企画委員会などで、対等の立場になれず苦労し

ている。職員としてどう対応したらよいのか。 

・昔からの利用者は「自分たちの公民館」として積極的に取り組む姿勢があるが、最近

の利用者は公民館から「何を提供されるのか」待っている姿勢がみられる。公民館事

業でも、話し合い主体の講座には参加しないが、講師から学ぶ講座には参加する。「お

客さま化」している。 

・（東郷さんのように）市民として公民館に大いに利用されている立場。 

・意識が高い人がいると自分たちで運営してくれる。 

６グループ 

事例報告の感想 

【国分寺市の事例について】 

・東郷さんのような方がいらっしゃると、とても良い。公民館運営の本当の形のひとつ

ではないか。利用者との関係性、市民の方との関係性を良好に保つのが非常に重要で

ある。 

・公民館という場は、市民の方から感謝される場。その関係性の中で（東郷さんのよう

な）市民の方を見出していく。そういう方が必要になってくる。 

【小平市の事例について】 

・複数の市で、小平市の事例のように、市民の声を仕組みとして事業企画に活かすこと
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を持っている。 

【その他】 

・地域の課題を解決することが公民館に求められる。ICT の力を借りて解決していくこ

とができるのではないか。 

７グループ 

・農業講座、外国人交流、環境講座など、地域を一番よく知っている専門分野に詳しい

市民の力を借りてやっている。 

・市民企画講座では、企画、運営方法などは公民館の力を借りている。また話し合いな

がら進めていけるのは良い講座を作る秘訣。 

・お任せではなく、お互いに向き合って話すことで、市民の力を大きく引き出せる。 

・公民館の講座は、地域が抱える問題を考える学習の機会となっている。 

８グループ 

事例報告の感想 

【国分寺市の事例について】 

・素晴らしいリーダーを発掘した。とても良い成功例だった。 

【小平市の事例について】 

・協力的な市民の存在が素晴らしい。うらやましい。 

・市民参加はとても良いが、一部の意見に振り回されないかという懸念がある。 

・小平市ではそのようなことはない。話し合って納得して進めている。 

【その他】 

・職員、特に嘱託職員はどこまで責任をもって企画をすることができるのか。 

・市民全体ニーズにどう応えて企画するか、難しい。 

 ・講座からサークル化することについて、増えすぎても大変ではないか。場所取りも大

変。サークルの人数が減っているところは一緒に活動すれば良いと思うが、なかなか

言えない。 

・定年を迎えた人にターゲットを絞ってはどうか。 

 

４．助言者講評・まとめ 助言者 井口啓太郎氏 

みなさんいろんな関わりをお持ちで、職員は自分

なりに受け止めて講座の運営とか公民館運営に活か

しているし、公運審の方は職員と丁寧に関係をつく

って、市民の代表としてさまざまな活動をされてい

るということなどに、つながっていると思いました。

すでにされていることとは思いますが、やはり職員

はカウンターの中にいるだけでなく、その先に一歩
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踏み出して、日常的な会話を通じて関係性をつくっていくということが、ますます重要だ

と感じました。 

 職員の方々も非常に熱心に活動されている方とはすでに関係を築かれていると思います

が、公民館を利用したばかりとか、サークルとして活動しているだけで職員との接点を持

たない方もたくさんいると思われます。そういう方々とどういう関係をつくっていけるの

かは、大きな課題かと考えます。   

もう一つは、公民館を使っていない人、これから使うかもしれないけれど、今はまだ公

民館に出会えていないような市民の方々の声はどうしたらいいのだろうかということも議

論の一部に出ていたように思います。公民館の利用者や職員はどうしても自分目線になっ

てしまいがちかもしれませんが、そうした視点に立つことも大切かなと思いました。 

 その意味で、広報など周知の方法を問い直していく必要もあると思いますし、課題は他

にもたくさんあって、職員はどこまでやるのかという悩みを持っていらっしゃる方もいる

でしょう。やればやるほど仕事が増えていくというのも公民館の仕事です。来館する市民

のお話をじっくり聞くのはいいが、その分ほかの仕事ができなかったりということがあっ

たりということで悩まれている方もいます。  

確かにある程度のバランス感覚は必要だと思います。生活の上で「公」と「私」とが混

じってきてしまうところがあり、それを「面白さ」と感じるか「苦痛」と感じるかが、公

民館の仕事の本質に関わる問題だと私は思っています。 

そこに私なりの答えを返すなら、「公民館に来た以上、どっぷり一回浸かってみませんか。」

です。「どっぷり」といっても子育てや介護だとか、それぞれの職員には限界があると思わ

れます。それを犠牲にしてまでではなく、バランス感覚をどんなふうに見つけていくか、

というのがポイントだと思います。 

何もかも職員がやらなければとか、東郷さんや藤川さんのような積極的に参画される

方々だけにいつもお願いするというのではなく、もう一歩関係性を深めるために乗り越え

てみる試みは必要だと思います。もちろん失敗することもあるかもしれませんが、新たな

コラボレーションに発展する可能性もあると思います。 

また、今は正規職員には頻繁な人事異動があることが一般的ですが、市民は 10 年、20

年と、さらに長く関わっていて、職員よりも公民館の歴史を知っているとか、特定分野の

専門性がとても高い市民も中にはいらっしゃいます。私も市民の方と一緒に企画するなか

で、講師の情報などもいただけたりした経験もあります。その講師の候補がどんな方かに

ついては自分でも勉強するしかありません。でも、市民とともに学ぶというのは、まさに

公民館職員の醍醐味ではないかと思います。そしてそれが相互作用といえるのではないか

と考えます。 

 また、職員の専門性をいかに培っていくかについても考えていくべき課題だと思ってい

ます。そういう意味で、「社会教育士」という資格が動き出すことになって、今後、公民館
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に社会教育士の資格を持つ人がもっと増えていく必要があるかもしれません。 

さらに、公運審や企画実行委員会の委員の方々も長く続けるとか、世代交代ができるよ

うな仕組みのために工夫がいるかなど、考えるべきことはたくさん残されたと思いますの

で、今後の職員部会などでも、この課題を引き継いでいっていただきたいと思っています。 

 

質問 

東村山市の中央公民館では、平成 27 年に耐震工事を含めた施設改修をしました。公民館

の利用者が高年齢化している中、トイレの改修はやっていかなくてはならないだろうと思

います。高齢の利用者や障がい者の意見なども聞きながら、施設改修に活かしていくとい

ったような話もできれば良かったと思いますし、市民の意見を活かした施設改修計画を進

めていけたらいいなという感想を持ちました。 

回答 

 ありがとうございます。非常に大事なご指摘をいただいたと思います。実際に公民館が

建てられた時期は 70 年代、80 年代が多く、だんだんと改修、建て直しの時期を迎え、総

合的な公共施設整備計画の見直しの問題もあるので、今後、公民館がどういう形で施設を

残していくかを市民と行政が一緒になって考えていく必要があると思っています。公民館

の施設改修はまさに市民とともに考えていかなくてはならないテーマだと思いますので、

重要なご意見をいただきました。ありがとうございました。 

 

司会 

３時間以上にわたりまして、職員部会の課題別集会

にご参加いただき、ありがとうございました。今日話

し合ったことをぜひみなさん持ち帰っていただき、市

民の方は今後の公民館活動に、職員は公民館運営に活

かしていただければと思います。 
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第四課題別集会「公民館講座受講後の展開～学びを活かして活動するには～」 

 

討 議 内 容：公民館講座を受講したあと、多くの学習者に、学びを活かして次を目指し

た活動をしてもらいたいですね。そのためにはどのような支援をしたらよいのでしょうか。 

市民が学習を通じて身につけた知識や技術を、社会参画や地域貢献活動に繋げていける

ように、学習者を支援していくことが公民館職員や公運審などの委員に求められています。 

この課題別集会では、２市の事例発表と７市のパネル掲示によるポスター発表を行いま

す。 

他市の「学びを活かして活動している事例」を聞いて、見て、話合い、どのように自分

たちの活動に活かしていけるかを考えます。 

 

助 言 者   倉持伸江氏（東京学芸大学准教授） 

事例報告者   鈴木麻里（西東京市田無公民館専門員） 

         石田里佳・加藤ゆう子・山下智子（国分寺市「防災グループたんぽぽ」

メンバー） 

ポスター発表   都公連委員部会運営委員等 

司   会   菅沼 七三雄（小金井市・委員部会副部会長） 

企画・運営   東京都公民館連絡協議会委員部会運営委員 
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◎事例発表１ 

 

講座からできたサークルとともに学びあう「場」をつくる試行錯誤 

「女性や若者の生きづらさ、働きづらさをなんとかしたい」 

事例報告者   鈴木麻里（西東京市田無公民館専門員） 

 

はじめに 

2013年西東京市公民館に転職し、保谷駅前公民館に配属、2018年4月に田無公民館に

異動になりました。 

 生きづらさ、働きづらさを抱えている女性や若者がいるということ、また自分の課題で

もあったので、何とかしたいという思いで講座をやってきた話をします。 

 

１．サークル化を目指した試行錯誤 

それで講座運営に全く自信が持てなかったのですけれども、2014年度は「私の“もの

がたり”を紡ぎましょう」という講座をしまして、「紡ぐ」というサークルができまし

た。全 8 回の講座で延 60 人が参加しました。その時のサークルは７人から始まって今

２人に減ってしまっています。 

次の年（2015年度）「困難を生きる力に変えるヒントⅡ」という講座を開き、その時

に出来たサークルが「バロッコ」です。色々な困難を抱える方（家にひきこもっている

という母親・精神障害のある方・家族問題について課題を抱えている方）が参加され、

集まってサークルができました。このサークルも最初 10 人から始めて今は 5 人になっ

てしまっています。 

その次の年（2016年度）は「困難を抱える若者を支える場をつくろう」という講座を

しました。全７回でやって述べ223人の方が参加してくれました。この時は不登校のお

子さんのいるお母さんのお話会をしたいということで、不登校の母親が話し合う場「ひ

なたぼっこカフェ」が立ち上がりました。この時のサークルは公民館でないところで活

動したいということで、公民館でないところで活動していて、今毎回 10 人程度の方が

参加しています。 

今年（2018年度）田無公民館に異動になってから「地域から孤立をなくすヒント」と

いう講座をしまして、全 3 回だったのですがだいたい延 120 人で、毎回 40 人とか 50

人とか参加下さって、今も継続学習としてサークルができるかできないかはわからない

のですけど、継続学習みたいなことで引き続いてやっております。 

 

２．コミュニティ相関図 

サークルができた講座は４つです。ここに「自分のトリセツ研究講座」というものも
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書いてあるのは理由があります。矢印は人の流れです。今年田無公民館に私が異動して

「地域から孤立をなくすヒント」という講座をやったところ、「紡ぐ」・「バロック」・「ひ

なたぼっこカフェ」・「共歩」・「自分のトリセツ研究講座」の受講者たちも、また受講し

て参加してくれました。 

「共歩」というサークルは、子どもが30代、40代、親が60代、70代ぐらいの年齢

の高い長期のひきこもっている子どもを持つ親の会です。このサークルはバザーをやり

ます。すると「紡ぐ」・「バロッコ」のメンバーがバザー品を調達してくれています。 

「バロッコ」は市民の人に広く「カフェバロッコ」をやっていて、そこに「紡ぐ」の

メンバーが遊びに来たり、「共歩」のメンバーが話しに来たりしています。 

この２つは講座を通じて「ひきこもり女子会」（表参道でひきこもっている女性が一

か月おきに集まっている会）や「ひきこもりフューチャーセッション」（偶数月の一日

に都内でひきこもっている人が100人くらい集まっていろんな話をする会）といったコ

ミュニティともつながりまして、これだけ人の出入りができるようになりました。 

私の発表の結論はこれなのですが、“学校教育は答えを共有する” “社会教育は問い

を共有する”。これは一緒に学んでいる仲間から教えてもらいましたが、この人たちと

いうのは問いを共有している人たちです。問いを共有する中で、こういうコミュニティ

ができて、それで「女性や若者の生きづらさ・働きづらさをなんとかしたい」と思って

いる人たちが、公民館で一人一人が答え（答えはそれぞれです）を見つけていくもので

す。この人たちは問いを共有するという関係性において、いったり来たり人の往来があ

ったり、いろいろな助け合いがあったり、そういうコミュニティをつくっています。 

6年目でこのくらいの学び合うコミュニティをつくることができたと思います 

 

３．私がどんな働きかけをして、こういうコミュニティができたか 

まず一年目、「私（女性の意味）の“ものがたり”を紡ぎましょう」は、まず声を出

せない人が声を出す、語るということをテーマにした一年間の講座でした。この時の私

の大失敗というのは、聞き書き講座のつもりで始めたことでした。 

聞き書きというのは、話をしてくれる人と書く人がいて、書く人は話をしてくれる人

が納得いくまでその人の物語を聞いて、文章に起して、それを読んでもらって一緒に物

語を作っていく作業です。この時講座に集まった人たちは、家族の中で問題を抱えてい

たりして、女性の語りよりも自分の話を聞いてもらいたい人が実はたくさん参加されて

いました。毎週のように「鈴木さん！こんな大変な講座だったの！私参加しなかった」

といわれました。 

  それでサークルはできないだろうと思っていたら、一人一人の物語が何とか冊子に出

来上がった頃にやっぱりサークルはやりたいというのです。みんな安心・安全の中で、

自分の話を聞いてもらいたい、聞いてもらう事で、なにか一歩踏み出したい人が多いの
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だ、ということに気が付きました。 

次の年の講座が「困難を生きる力に変えるヒントⅡ」。自己責任論といわれるけど、

そうでなくて共に生きる社会を一緒に探しましょう、ということでこの年は色々な懇談

をしました。一回ごとに33人ぐらい参加されるとコアメンバーみたいのが見えてきて、

サークルになんとなく固まっていくようでした。この時はひきこもっているお子さんと

か、障害のあるお子さんを持つ女性の方が参加していて、プラス地域で何か人の役にた

ちたいと思うような方も加わって「バロッコ」というサークルができました。 

次の年の講座「困難を抱える若者を支える場をつくろう」全６回を一回ごとに「バロ

ッコ」のメンバーが推薦する人を講師にして、「バロッコ」のメンバーと一緒に講座を

つくりました。その時に不登校の当事者や「不登校の親の会」の方を講師に招きました。

この時出来たサークルはなぜか不登校の親の会にしたいということで「ひなたぼっこカ

フェ」となりました。公民館ではしたくないよね、ということで「猫の足あとハウス」

（一人一回100円払うと場所を借りられる）で不登校のお子さん（中学生・高校生）の

いるお母さんたちと隔月で「ひなたぼっこカフェ」をやっています。 

その次の年、この前の年に「自分のトリセツ研究講座」をやりました。なぜやったかと

いうと、「バロッコ」の人たちがカフェをしたいという話からです。誰にも話したこと

がないような話ができる場所を地域でつくっていきたいということでした。 

生きづらさを抱えている人は、どういうところに、誰に向けて広報をしたらよいかわか

らない。「自分のトリセツ研究講座」という自分の問題を一緒に考えましょうという講

座をやって、この時集まった人に「カフェバロッコ」にきてもらったらいいということ

からでした。 

「共歩」というサークル（「家族のトリセツ研究講座」からできた）は、あっという

間にバザーをやって資金を稼いで、いろんな働きたいけど働けない若者に出来ることは

何かとか就労支援をやってみたいとか、こういう講座をやるようになりました。 

 

４．学びのＧＯＡＬ 

１つは自己尊重、こうなりたい自分になるための気づきがあるような学びを公民館は

提供しているのではないかと思います。もう１つは共に生きるということで、こうあり

たい社会、いろいろな社会があるけれども、共に生きる社会、人を育てるような社会を

一緒につくっていくという学びを共有しているのではないか思います。 
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◎事例発表２ 

 

防災グループ たんぽぽ ～子どものいのちを守れる親になる～ 

これまでの歩みとこれからに向けて 

事例発表者 石田里佳氏・加藤ゆう子氏・山下智子氏 

（防災グループたんぽぽ（国分寺市立恋ヶ窪公民館活動グループ）） 

 

発表の機会を頂きありがとうございます。本日の課題に少しでも参考になればうれしく

思います。 

まず、はじめに防災グループたんぽぽが誕生した経緯についてお話ししたいと思います。 

 

1．防災グループ たんぽぽの歩み 

2015年2月に恋ケ窪公民館主催の託児付き「子育て防災講座〜子どものいのちを守れ

る親になる〜」に参加しました。実際に避難所生活を送ったママたちの声から、小さい

子どもはお腹がすいていても苦手なものは食べなくて困ったということを聞き、いろい

ろな非常食を試食することで、ただ備えるだけなく、ほんとうに子どもが食べられるも

のは何なのだろうか、実際に食べてみることの重要性を学びました。 

講座終了後、防災について情報交換をしたいという参加者の声に応え、公民館職員の

声かけで数名が集まり、講座の振り返りや幼い子のいる家庭で必要な備えについて情報

交換をしました。引き続き防災について考えていきたい、また講座で学んだことを地域

の人達にも伝えていきたいという思いから、グループ結成を決め、5 月に「防災グルー

プ たんぽぽ」が誕生しました。2人でスタートから「子育て防災講座」に参加していた

他の人達も加わり少しずつメンバーが増えていきました。公民館職員のサポートがなか

ったらグループ結成にはいたらなかったと思います。みな幼い子がいるので余裕があり

ませんでした。公民館職員が間に入って講座終了後も集まる機会や情報交換がしやすい

ようにサポートしてくれたおかげで、また次の集まりにつながって行きました。 

 

２．グループの活動目的と活動内容 

災害が起こる前に避難生活を想定し、準備・実践することで、子どものいのちを守れ

る親になることを目的としています。 

月に 1 回のペースで公民館に親子で集まり、防災リュックや非常食、トイレの備え、

家具の固定等について実践、情報交換しながら、各家庭での備えをすすめてきました。    
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最近では電気・ガス・水道などのライフラインが止まった時も家で食事ができるように、 

パッククッキングという非常時の料理法の実践を行っています。また公民館職員のサポ

ートのもと共催講座や公民館祭等に参加することで、より知識を深めるとともに、子育

て家庭への情報発信を行っています。 

 

３．「防災グループたんぽぽ」と公民館との共催講座について 

公民館との共催講座はだいたい年１回程のペースで行ってきました。私たちのグルー

プの地域の人達とこんなことを行いたいという思いを公民館職員がサポートし、私に言

ってくれました。 

 

第 1 回目 2015 年「防災ピクニックが子どもを守る！」開催（講師：本の制作者 NPO 法

人ママプラグの方） 

避難所生活をイメージしやすいよう近くの小学校の体育館で開催され、各家庭での防

災リックを持ち寄りどういうものが必要か確認したり、缶詰のパンの処方をしたりしま

した。またハイテックス炊飯袋を使った調理法の説明もあり、講座終了後は早速グルー

プで試してみて、時には公民館の中庭で防災ピクニックを行うなど活動が広がりました。 

 

2016年「家族で防災講座」開催 

参加者の方に防災リックを持参してもらい、レジャーシートを敷いてアルファ―米の

試食や各家庭で備えている缶詰や即席スープなどの非常食を実際に食べてみる、防災ピ

クニックを公民館で体験してもらいました。 

 

2017年「ママと地域を繋ぐ防災ワークショップ」開催 

市の防災安全課から「防災ワークショップ」を共催でやってみませんかと声が掛かり

ました。防災シュミレーションゲームや小学校の防災倉庫の見学をし、思った以上に備

蓄品が少なく、自分たちでの備えが必要なことを理解しました。 

また講座のみならず、防災安全課より市が備蓄している非常食のアレンジの依頼を受

け、アルファ―米を飽きずにおいしく食べられるようレシピを検討し、2017 年 10 月に

開催された「アルファ―米のアレンジレシピの試食とレシピを紹介する」というのを行

いました。 

 

2018年「アウトドアから学ぼう！親子防災の知恵」開催 

おんぶやけがの手当てなど応用がきくさらしや、ヘッドライトなどツールがあるとほ

んとに便利なものや、救助における古武術など、すぐに実践したくなる数々の手を紹介

して頂きました。その後の活動でも繰り返し復習したりしています。 
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それぞれの講座で得た情報や知識をグループの活動でさらに深め、次の講座に活かした

り、毎年5月に開催される恋ヶ窪公民館祭で地域の方に紹介したり、情報発信を行って

きました。 

また新たな試みとして 2018年10月には市内の他の公民館で開催された防災講座「地

域で考えるイザという時の備え」での「パッククッキング（非常時の調理法) 」の講師

として声をかけて頂き、メンバー7人で参加しました。今月 11日にも恋ヶ窪公民館の共

催の「親子向け防災講座」で「家族でパッククッキング」の講師を担当する予定です。 

 

４．グループの活動の様子 

次に、グループの活動の様子を、写真を見ながら説明したいと思います。 

こちらが恋ヶ窪公民館で、調理室がないためコンロのある八畳和室が主な活動場所とな

っています。未就園児と一緒に参加される方が多いため、保育室のおもちゃを借りて遊

ばせながら活動しています。これは和室コンロで調理中の様子です。厚手の硬質ポリエ

チレンポリ袋に材料を入れて、口をしっかり結び湯煎しています。子どもたちが遊びに

飽きた頃に調理が終わり、試食という丁度いい流れになっています。ここでやるものが

おいしく食べられて意外な発見でした。公民館の中庭での防災食づくりの様子です。あ

えて 12 月の寒い時期にどんな具合に過ごせるのかというので実践してみました。ちょ

っとしたピクニック気分で偏食の子どもも意外とよく食べてくれました。 

恋ヶ窪公民館祭りに初めて参加した時の様子です。たんぽぽの生い立ちや活動内容を

紹介しました。ハイテックスの炊飯袋というものを使って調理したおむすびの試食です。

味付きのものはみな好評で調理法に興味を持ってもらいました。簡易トイレや防災グッ

ズの展示、子育てママだけでなく様々な年代の方にも興味を持ってもらいました。地域

の方と防災について交流するいい経験になりました。ハイテックス袋からパッククッキ

ングというのに移行した頃のものです。安価で手に入りやすく、火もまんべんなく通る

ということから、ポリ袋を使ったパッククッキングに移行していきました。これはポリ

袋調理のおむすび試食。 

次の年の恋ヶ窪公民館祭りの試食です。試食も進化し、おむすびに加えてオムレツ

や蒸しパンや焼き鳥の缶詰を使った鳥ジャヴァなども出しました。メンバーのお子さん

が折り紙で紙コップを作り、試食をしている様子です。パッククッキング調理のレシピ

を配布しました。身近なポリ袋で調理ができるということでおいでの方で興味を持って

もらいました。今でも公民館においてあります。防災リックの中身をしっかり展示した

ものになります。普段私の自宅玄関にいざという時のためにすぐ持ち出せる状態でおい

てあるものをそのまま持参して展示したものです。 

収穫のエコ祭りの参加に向けて、ねぎを開発しているところの様子です。豆乳でお米

を戻したり、白米をちょっと潰して黄粉おはぎにしたり、おいしく食べられました。エ
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コ祭り当日の様子です。たんぽぽでは防災食を提供しました。五目ちらしずし、きなこ

おはぎ、おやきなども出しました。メンバーのお子さんやおばあさんなど様々な年代の

方が集まりました。これがエコ祭りで配布した防災食アルファ米のアレンジレシピです。 

去年の10月公民館との共催講座で初の帽子やきを話して頂き、講座に向けメニュー

を開発しているところです。これが実際出来上がった料理です。本多公民館で講座を開

催した時の様子です。初の講師役ということでちょっと当日ばたばたこともありました

が、いろいろな面で勉強になりました。こんなに簡単においしくできるのなら家でも試

して実際子どもに食べさせてみたいとの声をたくさんいただきました。 

今月13日と17日で公開講座を開催予定です。たんぽぽは「パッククッキング」を担

当いたします。 

 

５．活動の工夫と特長について 

・毎月の活動日は、皆で参加しやすいようにスケジュール調整し、活動後は、活動報告

や写真をラインで共有し、参加できなかったメンバーにも内容が分かるようにしてい

ます。 

・子連れでも活動しやすいように、公民館の保育室からオモチャを貸出してもらったり、

子どもも一緒に食べられるメニューを中心に調理を行ったり、また、子育ての情報交

換もしながら、親子で一緒に楽しく活動しています。 

・就職等でメンバーが減ることもありましたが、講座を行うごとに参加を呼びかけ、毎

回数名がグループに新規加入し、5 名以上のメンバーを維持しています。現在 7 名で

活動中です。 

・公民館祭等に参加することで、目標をもって活動を続けることができ、活動内容をま

とめ、発信することで、活動の目的を再確認することができます。 

・毎年、共催講座を行うことで、メンバーそれぞれが防災に関する知識を深めることが

でき、活動内容に変化や幅が広がります。 

・他の公民館の防災講座や地域の防災講座の情報をメンバーで共有し、参加した際は内

容を共有しています。 

・公民館職員の手厚いサポートのお陰で、その時々の状況に合わせて、無理なく、様々

なことにチャレンジしながら、活動を継続することができています。 

 

６．これからの活動と課題 

・日常の延長としての防災の備えを、子育て家庭へともっと発信していきます。 

・親と一緒にいない時に自分の命を守れるように、小学生のいる家庭の防災も考えてい

きます。 

・災害後の子どもの心のケアについて学んでいきます。 
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・活動で得た知識や情報はありますが、まだ各家庭で十分実践できていないことが課題

です。 

 

◎ポスター発表（７市）  

 

１．パワポで一言紹介           紹介者 運営委員 新井純孝（東大和市） 

それでは、これからスクリーン上の 7市のポスター発表事例のページを見ていただき、

ひとこと紹介を加えさせていただきます。お配りしているお手元の横書き資料も参考に

して下さい。 

 

１番目は、昭島市の団体名：人形劇サークル「どんぐり」です。 

1984 年、公民館講座「お母さんの人形づくり教室」、そこから自主運営グループ「ど

んぐり」が誕生しました。 

以降、公民館を自分たちの居場所にして、作品作り、仲間づくりと市内外での公演を

楽しんで 34 年になります。学習の一環として自主市民講座の開講や公民館周年事業に

関わってきており、昭島市民文化祭への参加や社会福祉協議会のボランティアに参加す

る等、他の団体との交流を図っています。 

 

２番目は、国立市の団体名：「絆の会」です。 

2013年2月に始まった国立市公民館と国立市高齢者支援課の共同主催による講座「高

齢者を支える地域の絆づくり」から、2015年3月に発足しています。 

居場所ガイドブック「ほっとな広場」を制作し4千部配布、2016年 7月からは月刊情

報誌「絆だより」を発行しています。会員が主導し展開した会は、2016年「えんがわ・

あい」、2017年「ペンギンサロン」、2017年「ひらやの里」が活動中です。 

 

３番目は、小金井市の団体名：「NPO法人 こがねい子ども遊パーク」です。 

2002年、公民館講座・女性学級「子育ては未来育て」に参加したメンバーにより「小

金井にプレイパークを作る会」が発足し、2009 年 NPO 法人の認証を受けました。2015

年6月より小金井冒険遊び場事業の対象になっています。 

東京学芸大学のいけとおがわプレイパークと都立武蔵野公園のくじらやまプレイパ

ークを活動主体として、冒険遊び場事業、親子広場事業、自然文化体験事業、子どもの

居場所事業を展開しています。 

 

４番目は、小平市の団体名：「すずき花カフェ」です。 

2015 年度に小平市鈴木公民館に事業企画委員会が設置され、2016 年度のその企画講
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座「地域に出張カフェするサークルづくり講座」があり、その受講者で結成された市民

サークルです。 

地域の人が気楽に集まって、交流できる場所を鈴木公民館につくろう！将来は地域

に出張できる活動にしよう！と始めた活動で、2017 年度以降は世代を超えた地域のサ

ロンづくり、出張カフェを行っています。 

 

５番目は、狛江市の団体名：「市民センターを考える市民の会」です。 

狛江市の中央公民館と中央図書館が入った市民センターの老朽化に伴う改修計画が

2014 年に発表されましたが、反対が強く、計画案は撤回となります。その過程で「市

民センターを考える市民の会」が結成されました。 

会は市と協定を結び、独自の案を提出しましたが、面積の大幅な増加を望むものとな

っています。その後の市側の反応を含め、展開のポイントがいくつかあります。話し合

いは継続中であり、今後、基本設計、運営についても協議していくこととなっています。 

 

６番目は、福生市の団体名：「くまこ囃子連」です。 

1986年、87年の福生市公民館白梅分館主催講座「お囃子教室」から発足しました。

町会付きのお囃子ではなく、自主団体です。 

発足当時、熊川地区には夏祭りで子どもがお囃子を演じているところがなく、他市の

祭りを見学に行き勉強しました。山車もなく、夏祭りにはレンタカーを借りて手づくり

の飾りつけ、衣装も保護者が縫ってくれたものを使っています。夏祭り以外にも年間で

15 回ほどいろいろな場所で披露し喜ばれています。こうして、30 年以上活動していま

す。 

 

最後の7番目は、町田市の団体名：「NPO法人 市民活動コーディネーターの会」です。 

2010 年度まちだ市民大学 HATS「生涯学習コーディネーター養成講座」に参加した有

志によって、東日本大震災をきっかけに「まちだ生涯学習コーディネーターの会」が設

立されます、その後、2015年9月にNPO法人化しました。 

市民の居場所づくりを支援し、地域のコミュニテイづくりを目指して活動しています。

2015年以降、市民塾を 15回開催してきています。写真は、市民塾第 5回「初夏を歌に

のせて、軽やかに」、第 9 回「カレースパイスの効能と料理実習」、第 11 回「チョコッ

と陶芸体験」、その講座風景です。 

 

以上で、一言紹介を終ります。公民館で学び、交流し、そして地域をよりよくするた

めに前に進む、そういう 7つのグループの事例でした。それでは、参加者の皆さん、各

団体のポスター発表の場所に移っていただきます。よろしくお願い致します。 
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２．ポスタータイム  ポスターを見たり、話を聞いたりする 

紹介者    （都公連委員部会運営委員等） 
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◎事例整理と問題提起          助言者 倉持伸江 氏（東京学芸大学准教授） 

 

本日は、第四課題集会にたくさん集まって頂きましてありがとうございます。 

今回の第四課題別集会は、事例も厳選して2つの事例、プラス7つの市からポスター発

表という形で報告して頂きました。テーマは公民館講座受講後の展開、そして学びを活か

して活動するにはという副題がついています。今日いらっしゃっている皆さんは、委員の

立場の方・職員としてつながる講座とはどういうものかとまさに参考にしようとしている

方・受講する市民（参加者）としての立場の方がいると思います。本日は、みなさんそれ

ぞれご自身の立場で、これから公民館でこうした講座

を受講したあとに、どうやったらその学びを活かして、

広げて、つなげていくことができ 

るか、ということについてぜひこの後に活発に意見交 

換をして頂きたいと思います。 

 

＜事例発表について＞ 

最初の事例発表では西東京市の公民館職員の立場から、講座をどのように苦労されなが

ら企画され、展開を支えているのかという 2014 年度からの 5 年にかけて公民館を移りな

がらのお話しでした。特にコミュニティ相関図にまとめてあったのが印象的でした。 

 鈴木さんは、社会の中で孤立や困難を抱えているというテーマがあって、そうした中で、

鈴木さんは失敗、うまくいかなかったという言い方をしていました。 

サークル・職員の方ならどなたも実感する、講座を企画する、開催するということと、

サークル化する、組織化を支援するといった、更にそれを維持する、発展させることはと

ても難しいことだ、ということの中で、人数ということだけにすると、減ってしまってい

る点が、数字で出ちゃうというのです。 

内容としては、年度を超えてそれぞれの講座で自主サークル化した方々が、サークル同

士でつながっている、公民館外の活動ともつながっていくという様子を伺うことができま

した。きょう午前中社会教育はこれからどうなるか、というお話しを聞いたわけですけど、

公民館での活動というのが、公民館のなかで、あるいはそれを越えて、地域の中で活かし

て、両方でつながっていくというのが少し修得できたかなと思います。 

 

もう１つ後半に伺った「防災グループたんぽぽ」の事例は 市民、講座に参加した立場

の方々のお話でした。子育て中のお母さんたちのサークルが時間のやりくりをしながら、

こちらも 2015 年から数年間の中で、活動を少しずつ広げつつ発展している様子を、ご本

人の言葉で聞けた貴重な機会となりました。 

実際に子育てしている中で、具体的な、実践する、明確な関心を共有する、見えた課題
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を持っていて、その一方で公民館に定期的に集まって話し合いをしながら、継続と発展し

ていくという時に、何が役に立つのかなと思いながら聞いていたのですが、一つキーワー

ドとしてあげていたのが、 

・公民館祭とエコまつりなどに毎年発信するという機会が１つ目標にもなっているし、

やりがいにもなっている。 

・公民館と一緒に講座を企画運営するということを通して、自分たちも学びに行くし、

企画のかかわり方も、最初は自分たちの話を職員さんが受けとめて、企画していまし

たが、だんだん自分たちが中心になって講座をやっている。 

・さらには他の公民館で講師を務めたり、公民館活動以外のところで防災の方でも講師

として呼ばれたり、情報提供をしたりという風に、活動が公民館の外に広がっている。 

負担とやりがいの部分のバランスを取りながら運営をされているので継続されている

ことになると感じました。 

職員さんのサポートがあったからと何度か言っていました。市民の立場からしてみて

も、自分たちだけでは次の展開につながってはいかなかったと、継続していくための

援助をしてもらったという実感もあると思います。 

 

＜ポスター発表について＞ 

ポスター発表は、はじめての試みでした。何一つやめないという贅沢な企画を考えて、

時間的に短く、ちょっと忙しい感じがありました。最初に各市ポスターの紹介があって、

全部のブースを回れなかったけど、どんなものがあったか知ることができてよかったと思

います。 

今回は委員部会の皆さんのご推薦で皆さんご自身がほとんど発表されたということで、

それぞれの地域や公民館の、ほんの１つを紹介頂きました。こうやって改めて話を聞くと、

公民館での講座というのは30年、40年続くのですね、地域の活動を根ざす、そういうも

のになる可能性を持っている、改めて価値というか、意義というものを感じました。同時

に今ある地域の課題に柔軟に対応する市民を支援する、という両方持つ中身かなと思いま

した。 

このあと皆さんと一緒に話し合って頂きたいと思います。 

・大会全体のテーマが「どうなる？どうする？社会教育～連携・協働・参加の成果を発

信しよう～」について、これを単なるお題目だけでなくて、連携・協働・参加って、そ

もそも公民館ってそういうところだなと思うのですが、でも簡単じゃない。今日聞いた

事例発表のそれぞれで公民館内・外あるいは公民館領域以外のところでの連携・協働の

話がありました。どうやって進めていけばよいのか、どうやるとうまくいくのか、とい

うこともぜひ皆さんそれぞれのご関心・ご経験で、考えて頂きたいと思います。 

・参加ということについて、自主サークル化してその後の展開を考えた時に、立ち上げ
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る時の人数と、その後人が出たり入ったりの人数ということで、やはりまだ大きなテー

マかなあと思います。最近皆さんからよくいただくのは、公民館のサークルの数が、利

用者の数が少し減っているのではないかと。サークルを離れていく方がいるのはしょう

がないと思うのですが、その人たちをどうとどめるかというのはありますが、新しい人

たちがどうも入ってこないというところも非常に悩ましいところではないかなと思い

ます。新しい人たちをどうやって加入させるかに工夫が必要です。外から入りにくくな

るのを避けるには、発表例にヒントがあるように思う。その辺探って頂けると面白いか

なと思いました。 

・お祭りで発表・情報を提供している。そういうところを一つの年間活動の山場とか 刺

激に据えているところがあるのかなと思います。公民館のお祭りが地域のサークルの活

動を活性化させるためにどういうふうな場であるべきか、サークルさんたちがまつりに

うまく参加してもらうためにはどうはたらきかけが有効なのか、サークル活動をどうい

う風に発信するのか、見えるようにしていくかに関わっていくのか、考えていきたいと

思います。西東京市のチラシを見せて頂きました。写真を記録に取っているという話も

ありました。今日のポスター発表のように見えるようにすることも大切です。 

・公民館や社会教育の評価、成果はなかなか数字で表しづらい。公的な教育機関公民館

をもっといろいろな人に広げていく、活動を知ってもらうには、このように講座から発

信していく、サークルさんの活動を見えるようにするといったことが、これから話し合

って頂くテーマになるかもしれません。 

 

このあと 60 分程、短いと思いますがこれからグループで話し合う時間があります。

ぜひみなさんにお願いしたいと私から思うことは、事例発表者、ポスター発表者はそれ

ぞれ中に入っていますので、聞きたいことは聞いて下さい。ただ質疑応答だけで終わら

ないで、皆さんそれぞれがご自身の立場で、学びを活かして活動するには、講座受講後

どんな風に展開したらよいのか、職員は職員の、公運審は公運審の、市民は市民の立場

で発信して頂きたいと思います。 

客観的な事実・データはあると思います。皆さんの思い、問題意識をこの場でお話し

して頂きたいと思います。できるだけ具体的に、もちろんべき論も大事ですが、悩み・

問題意識・あるいは取り組み・試みについてもご紹介頂ければ、より実りある討議に、

意見交換になると思います。 
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◎グループ討議 

 

10グループに分かれて、前半は事例発表やポスター発表の参考になった点や感想、自分

の市の活動等についてフリートーク、後半は新しい気づきや持ち帰って今後の活動に生か

したいことを出し合い、グループ発表でのキーワードを探りながら、まとめを行いました。 

今回はグループ毎に用意したホワイトボード 

が使われ、グループ討議とグループ発表時の 

キーワード説明で、その効果を発揮しました。 

 

◎グループ発表 

 

第１グループ：キーワードは、居場所づくり                

講座に参加した人たちがどうしたらサークルとして継続するのかという話から、それ

には人の出会いと交流の場となる拠点・居場所が常にあることが大事ということになっ

た。居場所にはハード面とソフト面があり、ハード面としては公民館が子供から高齢者

まで、用事がなくても誰でも立ち寄れるカフェ的な場所になっていくといいのではない

か、その上で、普段からスタッフや職員からの声がけ・PR ができていると、安心して

また来たいと思う居場所に公民館がなっていく、そんなことを話し合いました。 

 

第２グループ：キーワードは、ワクワク感 

講座への参加のみで終わる、サークル化等への次につながる、その違いは何かという

ことから話し合いました。まず、講座で市民としての当事者意識、課題等につながる危

機感・モヤモヤ感をもってもらい、「さらに学びたい」につなげる。一方でそれはきっ

かけにすぎないので、サークル化にはワクワク感・楽しさを感じてもらうことが大切。

一定の講座の長さや回数、さらにはスタート時の進め方や場所の確保等を通じた職員サ

ポートも不可欠なのではとなった。講座後のサークル化だけが全てではなく、大学での

学び直しや地域での他の活動につながってもよい。公民館は常に市民がゆるやかに集え

る場としてあるべきではとなった。 

 

第３グループ：キーワードは、発信の連鎖 

最初の議論の中でキーワード的には、公民館を知ってもらうこと、公民館に期待する

こと、利用者の課題、講座の課題、地域のつながり、の 5つの項目がでました。その中

で、事例発表・国分寺市のような若い世代のお母さんたちが公民館で活動していること

に多くの人たちが興味を持った。そういう若い世代によく知ってもらうために、公民館

でやっていることを全国に広げていく、知らない人たちへの公民館のイメージを高め、
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その可能性を伝え公民館のファンを増やしていく、そういう広報や発信の仕方を考える。

発信が大事であり、そのことが公民館の課題を解決することにもつながるのではという

ことになりました。 

 

第４グループ：キーワードは、子ども、情報発信、防災、地域づくり(まちづくり) 

議論の主な内容としては、まず事例発表の西東京市の講座のタイトルが非常に魅力的

だった、誰でも参加できる、行ってみようかなという気持ちにさせる、そういう設定の

タイトルに感銘を受けた。２つ目は場の提供、公民館で学習していくということが老若

男女、多くの皆さんの希望の中に入ってくれればいいという話になった。ポスター発表

では、コミュニティ相関図、これは発表する人たちにとっても、聞く人たちにとっても

自分たちの活動の見直しにつながり非常によかった。最後に、学校教育は答、社会教育

は問、問を共有し皆で学んで行くことで公民館の存続を考えていこうと話し合った。 

 

第５グループ：キーワードは、答えではなく問の共有、職員のサポート、対話の大切さ、

継続学習→サークル化 

事例発表の西東京市の話を聞いて、かなり重たいと思われるテーマで講座をやって、

かついくつもサークル化をしていったことは素晴らしい例だ、という意見が多かった。

中でも、発表に出ていた参加者に答えではなく問を共有する、またそこまでできるのか

なと思うくらいの職員のサポートとフォロー(重いテーマでも講座を企画する、サーク

ル化にあたっても講師の方との相談・交渉等にも立ち会う)、さらにサークル化をして

いく中での傾聴と対話の大切さ(語り合いの作法の可視化、資料 P13)、講座後の継続学

習、それらがサークル化につながる、そういうことが大事ではないか、ということを話

し合いました。 

 

第６グループ： キーワードは、継続 

今日の事例発表やポスターセッションはどれもうまくいった事例報告だが、実際には

自主グループの活動が立ち上がっても維持していくのが難しい、継続するためにはどう

すればいいのか、グループ化を進めるコツを知りたい、そんなことから「継続」につい

ての討議が始まった。講座とサークルのテーマ設定で探求心をもってもらう。新しく入

った人たちを古くからの人たちのレベルに引き上げていく工夫。リーダーを持ち回りに

して固定しない。活動は無理をしないで、ゆるく進める。自主グループ化する仕掛けを

つくり、ビジョンを見せて引き上げてゆく等の職員の関りが一番重要。様々な意見が出

て、そんなことがコツになるのではないかと話し合いました。 
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第７グループ：キーワードは、公民館が真ん中(背景・背後)にある 

西東京市の事例発表にあったコミュニティ相関図、様々なコミュニティの真ん中に公

民館がある、よく出来ている図と思いグループ討議に参加していたが、議論の最後の方

になってきて、実は公民館はこういう地域コミュニティの背後や背景にあるものではな

いか、そのように感じた。また、議論の中で、よい活動にはちょっとした音頭取りが必

要という意見が出て印象に残った。それこそが公民館(職員)の役割なのではとも考えた、

自分流の言葉でいうと公民館(職員)とはプロデューサーである、そんなことを感じさせ、

考えさせたグループ討議の内容でした。 

 

第８グループ：キーワードは、つながり、共有、交流の場 

グループ討議のまとめに沿って議論を発展させた結果、このキーワードが得られた。

長続きするようなサークルやグループにはグループを越えたグループ同士のつながり

がある。同じ目的や関心を持つグループ同士が交流し、秘訣や困っていることを共有す

ることで、お互いによいものが得られ相乗効果も生んで長続きしているという意見があ

った。後半は、公民館職員は何をやるべきかという話になり、特に市民の学びたいとい

う思いを受け止め、それをつなげるハブのようなものになる、さらには認知度の低い公

民館の発信方法などの改善に向けて展開を図る、などの話がでてきて職員として種々考

える場にもなった。 

 

第９グループ：キーワードは、公民館は地域の居場所 

地域には素晴らしいサークルや活動が沢山ある、が、そういう活動を地域に広め、ど

う浸透させていくかという話から討議が始まった。そこで、公民館をどのように使って

いくか、若い人にどう入ってきてもらうか、皆に知ってもらうには、という話から東大

和市での事例の紹介があった。異世代交流の講座で、今のニーズにマッチした将棋で、

お父さんと子どもに来てもらい高齢者が教える、若い人とつながって盛り上がっている

ということ。また、知ってもらうということでは、公民館まつりのオープニングイベン

トで近隣保育園の園児にダンスをしてもらい、園児の父母、祖父母等、それを皆が見に

来くることで公民館まつりが大いに賑わったこと。公民館が地域の居場所であるために

は、このようにいろんな人が来て地域が繋がっている必要があるということを話し合い

ました。 

 

第１０グループ：キーワードは、学びを生かした地域連携 

いろいろ話し合ったがキーワードはこの「学びを生かした地域連携」ということに尽

きた。国分寺市の事例の「子育て」を「防災」につなげたことに多くの人が共感した。

防災をテーマにした講座は企画しても、防災関係者の話を聞くというだけではなかなか
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人が集まらない。国分寺市の自分たちの気づきの中から新しい企画をつくり、非常食な

どの「食」につなげることによって多くの人を集めた。そこに共感し、これは自分たち

の公民館に持ち帰れるものではないかという話になった。公民館の存在や役割を地域の

中でどう深めていくか、これには講座のPR、発信の仕方等に未だ問題があるのではない

かというようなことも話し合いました。 

 

◎助言者のまとめ 

 

大変充実した話し合いになりました。各チームからのキーワードをおさらいしながらま

とめをしていきたいと思います。 

居場所作り・危機感・モヤモヤ感・楽しさ・次も学びたい・継続するサークル化・講座

の回数も関係してくるのではないか・発信の連鎖・公民館が真ん中にある？公民館が背景、

背後にある？・継続というシンプルなキーワードもありました。答えではなく問いの共有・

職員のサポート・対話の大切さや、子ども・情報発信・防災・共有と交流の場・公民館は

地域の居場所という表現もありました。学びを活かした地域連携も出てきました。 

一つ多くでたと思うのは、「居場所・場」です。公民館の存在をどのようにとらえるか。

公民館を、かっちりしたと言うより、緩やかな、ふらっと寄れるような場であり、共有し

あえる、情報発信の場ということです。それには発信方法を改善しなければなりません。

公民館を知ってもらうために、今、やっている活動を拡げ、地域に浸透させていく必要性

もあります。 

公民館は利用している人にとっては、なくてはならない場所ですが、利用していない人

もたくさんいるのが現状です。市民調査を行うと「公民館を知らない・使ったことが無い」

という方が圧倒的に多いのです。公民館の大切さをわかっている皆さんは、問題意識をみ

なさんと共有できたのではないでしょうか。せっかく大事なこと、よいことをやっている

のに知られていないし、発信・ＰＲをどうしたらいいかが課題でもあります。継続し、講

座からサークル化へ学びをどう活動につなげていくかも難しい問題です。今回、続けてい

く、つなげていくことの難しさをみなさんで確認されていました。 

公民館が造られた頃とはだいぶ、日本の状況が変化してきています。午前中の講演の中

でも高齢化の問題が話されましたし、今日、生活の変化、多忙化、孤立する人たちが深刻

化し、かつてのようにみんなで集まって話してみたいという時間がとれないのも現実です。

「お金が無い・時間が無い・きっかけが無い」と言われますが、このような時代だからこ

そ、公民館は無料で使える場なのに、公民館の情報が届いていないのです。公民館がいろ

んなことをやっているのに残念ながら、みなさんに届いていないのです。 

今回、全体を通して盛りだくさんの企画でした。それぞれの地域の活動や取り組みを聞

きたい、話したい、それがポスターという形になり、また、グループで話し合う時間も絶
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対確保したい、話し合ったことをもちかえるためにも、ホワイトボードに書き出すしかけ

も試してみました。昨年度までの反省を踏まえて委員部会で練り、今回の形になったので

す。これも、今までの学びを活かしてきた成果であり、次につなげていく場なのです。こ

こで得たもの、気づいたもの、問題意識を何か一つでも持ち帰って実際の活動に活かして

いただきたいと思います。やってみたいと思うことを真似してもいいですし、私達もでき

そう、もしかしたらもっと上手くできるかも…しかけや、考え方を市民、職員、委員とし

て得たものを一つでも持ち帰ってほしいと思います。「実際の具体的な取り組みから学ぶ」

という学び方が、とても重要だと改めて思いました。 

公民館は集う場、学ぶ場です。それは、言葉としては知っていますが、実際、それをど

う展開していくかと言うことです。それぞれの地域で条件が違っていているけれども、社

会教育、公民館活動を展開し、人々の学びを支援し、どう実現するかは、それぞれの状況、

地域によって異なるので柔軟に応じてやっていかなくてはなりません。ここで学んだこと

がそのまま自分の地域や職場で、まるごと活かせるわけではないので、私たちなりの状況

に合わせて練って、試して、みなさんの反応をみて、次の展開に進めていくことが大切だ

と思います。 

ただ、どこで気付きや試したことを確認したらいいのでしょう。なかなか余裕がなく、

次の、その次の話をする機会がないかもしれません。聞くことも語ることもすごく学びに

なります。自分たちの取り組みを聞くこと、語ることで(西東京市の事例でも)反応を得て、

次の活動の励みになる、きっかけになるのです。モヤモヤしている方にとったら、このよ

うなやり方があるのだ、うちではちょっと難しいけれど、これだったらなんとかなるかも

と思ったかもしれません。盗めるものは盗み、試すものは試してみることが大事です。何

度でも試してみる。それを来年度また、持ち寄って、お互いに確認しあって活動や地域を

よりよくするために学びあえるといいですね。 

自分一人の力では、想いを形にするのは簡単なことではないですが、まずはできること

からやってみましょう。また、連携、協働を考えるときにあえて外部、他からひっぱって

きたものと一緒にやってみることも、状況を打開するきっかけになるかもしれません。実

習で大学生等を公民館におくりこみ、現場とコラボ・協働して活動してみることもこれか

らは必要になってきます。公民館は、学生にとっても人生の学びの場であり、現場にとっ

ても価値や意義を考える良いきっかけになるでしょう。公民館の中だけではうまくいかな

かったものを外の風を入れることで活性化するかもしれません。2020年度から社会教育の

教育実習が必修化になります。これをみなさんに上手く利用してもらい、若い人達と公民

館が共に学び、上手く外部の風として媒介するものとして使っていただき、市民活動、公

民館活動を活性化することに利用してもらいたいと考えています。 

公民館の講座のサークル化、自主グループに結びつく条件をますます考えていかなけれ

ばなりません。職員さんの対応、役割、情報の共有化も必要です。いいタイミング、いい
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はたらきかけ、やりたい気持ちにさせられる、続けていきたい気持ちにさせられる上手な

はたらきかけ、これはマニュアル化できないものであり、コツのようなものでもあります。 

公民館は、目標を共有・対象を共有・経験を共有・場所を共有できる場です。何かを共有

することで人と人がつながっていきます。それぞれの立場でＰＲが必要だと思う方は積極

的にＰＲし、継続が大事だと思う方は何かを継続し、来年の研究大会にもちこんでほしい

です。それぞれのお立場で試していただいて、来年、成果、報告をしていただけたらと思

います。 
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第 55回 東京都公民館研究大会 参加アンケート 集計結果 

 

アンケート回収数 総数１９８ 

１．第一課題別集会 ５４ 

２．第二課題別集会 ４２ 

３．第三課題別集会 ３７ 

４．第四課題別集会 ６４ 

５．基調講演のみ参加 １ 

 

Q.1 申込区分 

１．市民 ３０ 

２．公民館職員 ９２ 

３．公運審委員 ５４ 

４．その他 １４ 

５．無回答 ８ 

 

住所、所属・勤務自治体等 内訳 

小金井市 ３２ 狛江市 １１ 日野市 ５ 

西東京市 ３０ 福生市 １１ 東村山市 ４ 

国分寺市 ２２ 町田市 ９ 豊島区 ４ 

東大和市 １７ 昭島市 ７ あきる野市 ２ 

小平市 １２ 国立市 ６ 立川市 ２ 

国立市 １１ 調布市 ５ 無回答 ８ 

 

Q.2 なぜ、この大会に参加しようと思いましたか(複数回答可) 

１．大会自体に興味・関心があった ７７ 

２．大会の内容（テーマ）に興味・関心があった ７４ 

３．講演者に興味・関心があった ３１ 

 「社会教育関係団体に地域貢献」のテーマに荒井先生の話を聞きたいと思っ

た／講師／分科会／新藤先生／基調講演／先月、公運審委員研修で牧野先生

のお話を伺い、その学びを深めたいと思ったから（牧野氏他６あり）／もう一

度聞いてみたかった／西東京市／１１月の東京大会の高井先生の話を聞きた

かった／鈴木麻里／杉並斉藤さん／西東京新堀さん／生きにくさ・若者の講

座・倉持先生の部会のテーマ（倉持氏他１）／地域づくりの著者 

４．その他 ５０ 

 他市の状況を知りたかったため／業務のため／社会教育が変質していくよう

に感じているので／副会長市として／主催者側／公運審の活動の一環／仕事

だから／公民館職員として能力向上のため／課として参加／公運審委員の役

割／職員部会／研修／職務(3)／職員／特になし／事務局です／発言者／自

市の展示がどのようにとらえられるのか興味があった／公運審委員からの連

絡／公運審主催者側／委員／関係者です／勉強の為／委員部会委員／公民館

公運審のため／来年、昭島だから／公民館より 
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Q.3 この大会をどのような方法で知りましたか(複数回答可) 

１．ポスター･チラシ ２４ 

２．ホームページ ２ 

３．各市の広報紙 ７ 

４．職員から １２７ 

５．友人･知人から ７ 

６．その他 ２６ 

 都公連にて／公民館運営審議委員会／業務命令／回覧／公運審の時／公運審

定例会で／毎年出席／市／職員部会／公民館の研修案内(2)／都公連事務局

から／職場で参加するため／久しぶりの東大和を散策したくて／事例報告／

職員部会員のため(3)／東公連より／職場／都公連委員部会／事務局です／

公運審委員からの連絡／公運審委員だから／公運審の会議にて／委員／公運

審／関係者です／公民館審議委員会／委員部会委員／公民館運営審議会のな

かで 

 

Q.4 東京都公民館研究大会への参加は何回目ですか？ 

１．はじめて ６８ 

２．２回目 ３３ 

３．３～９回目 ８３ 

４．１０回以上 １１ 

５．無回答 ３ 

 

Q.5 午前中の全体会（基調講演）について 

（１） 参加した感想 

１．とてもよい ９４ 

２．よい ７７ 

３．普通 １７ 

４．あまりよくない ４ 

５．よくない ３ 

６．不参加 ２ 

７．無回答 １ 

 

（２） （１）の回答の理由（自由意見） 

時間が短かったです。もう少し長くお話しを聞きたかったです 

講師の資料を配布の資料を同じにしてほしかったです 

わかりやすい話で公民館の必要性を具体的に話しをしてくれた 

ポイントがおさえられていてわかりやすかった 

早い口調でしたので聞き取ることが大変でした 

考えさせる内容で、もっと話しを聞きたいと思った 

時間配分は残念な結果になったが、「社会教育」の根幹を押さえた講演だったと思う 

全国の動向や課題など判りやすく説明いただいた 
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非常に理解がしやすかった。願わくば当初の１時間半版の講演を聞いてみたい 

社会教育の国有性について聞くことができてよかった 

現在の社会教育行政が置かれている課題、一般行政とかの関係をわかりやすく解説していただき公

民館職員として今後の課題整理することの助言をいただいた 

基本的なことをお話しいただけ「はざま」を「間」になど印象的な言葉もありました。最後がかけ足で時

間も心配で落ち着けませんでした。残念 

新たな知識を得た 

国、都の状況がよくわかった 

教育という言葉に違和感があったが、わかったような気がする。教育でなく学習推進であると理解した 

プロジェクターの資料などは見えなかった 

たいへん濃い内容であったが、メモを記入するのに忙しくあまり頭の中に入ってこなかった。もっと時

間をかけてゆっくりお話を聴きたかった 

総合教育政策局の役割、AI と貧困の中で子どもをどう育てるのか、公民館は「社会から見えなくなる」

人を拾い上げるのではなく落ちないようにするなど得るもの考えさせられるものが多く、大変刺激的な

講演でした 

間口の広い、ともすれば課題を掴み難い公民館活動の現状を系統的にわかりやすく整理され説明い

ただき大変参考になりました 

とてもおもしろかったですが、ここまでの文科省の動きを知っているのかいないかで何を得たかが違う

かもしれないと思いました 

公運審の課題と採るきっかけとなった 

日本の今、これからを全体視することに必要性と実体がわかりました。ありがとうございます 

もうすこし時間があるとてもよいに印をつけられたのに 

公民館、社会教育行政のきびしい現状がよく理解できました 

話、全般参考になりました。特に国の話で省庁が公民館的活動が地域と結びついているのでとりいれ

たいという話 

公民館の果たすべき役割や今後の方向性について、さまざまなご教示をいただいた 

国の動きに対して何が求められているのか、社会教育の職員として何を考えていかなくてはいけない

のか、考えさせる基調講演でした 

今後の社会教育、公民館の動きとともに課題についてや公民館の役割についてもよくわかりました 

他の一般部局の事業と社会教育のちがいについて理解が深まった 

学校のこともよくわかりました 

牧野さんの語りにはデータ分析による説得力がある。なお時間は不足気味と感じた 

悲観論だけでおられず、現状についても知れてよかった。１時間だけでは短くもっと話を聞きたかっ

た。今後は希望をもって世界をみれてよかった 

基調講演の時間が短すぎる。せっかくの話が中途半端なかたちで、その点は不満足。講師の方がは

しょりながら発表するのは申し訳なく残念。講師との打合せで時間の余裕を持ってほしい 

話が整理されていてよかったです。もう少し長く聞きたかったです 

解りやすい説明であった。問題点がはっきりしており、深くしぼりされていた 

公民館の目指す方向が明確に示された点がよかった 

式典などやめて講演をもっと長くしてほしかった 
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公民館に対する考えが各省によって温度差があること。政権の教育に対する態度をかいま見ることが

できた 

公民館のあり方、公民館の必要性など考えることができた。ただ時間が少なくもう少していねいに具

体的事例を入れて話してもらえるとさらによかったと思う 

公民館活動の基本的な考え方がよくわかりました。時間が短いのでもう少し時間をとってもらいたい 

公民館の可能性に希望します。わかりやすい話であった 

９０分と言われていたので、６０分に納めるために内容を飛ばしていたようで、じっくり聴くことができな

かったのが残念です 

公民館実践の事例がなく公民館活動について具体的なイメージがもてなかった 

時間をも守れないのは大問題。人選の失敗。立場が中途半端な話。社会教育が自由なものでなくな

っています 

現在の国の教育行政で混沌とした昨今の時代背景の中であるべき姿とその方向性に大分迷いがあ

る様に聞こえました。高齢者の問題、子どもたちに対する期待に対し、明確（適確）にお話しされてい

た事に感動しました 

現在の公民館状況と社会現象を把握することができたから 

時間があればもっとお話しを聞きたかった。「子どもを主役とした人づくり」が印象に残りました 

新しい視点を得られたが、時間が中途半端だった 

牧野先生のテーマが良い。「社会学」と「教育学」のバランスが良い 

社会教育の現状と問題についてわかり易く話して頂けた。更に深い関心を持てる内容であったと思う 

超高齢社会になるのであれば、子ども向けの施策を考えるべきというお話は、非常に勉強になった 

大変よい勉強でしたが、時間が短かかったことが残念です 

地域とのつながりをつなぐ公民館として、余裕のある方へも経済的に大変な方へも公平にどうしたら

生きていく力を共に育てていくかのテーマに共感です 

話しが全部聞けなかったのが残念 

時間が足りなかったが、これからの公民館を考える上で良いお話を聞くことができた（参考） 

時間がタイトであった以外はよいと思います 

社会教育の位置づけについて大変参考になった 

とても勉強になったので 

今の社会教育の課題、これからの方向性を考える機会となりました 

健康長寿社会ポジティブに受けとめるという考え方が新鮮 次世代のためにひとはだ脱ぐという言葉

が印象的でした。「間」はざまとあいだについてわかりやすい 

改めて公民館の役割、重要性について学べた 

編成の改革など、堅い内容も分かりやすく説明いただきました 

全体会課題別集会ともに段取りがあまくなく終始時間におわれている印象だった。事例報告などをし

ぼり一つのテーマを深めた方がよかったのではないかと思う 

国の政策の動きも含めて、社会教育、公民館が今後どのように考えていくべきか方向性を示していた

だいたため 

多少はしょっていたが、今の社会教育のあり方がよくわかった 

公民館にかかわる方々の熱心な思いを感じた 

学校教育以前の子供の現状を聴いて驚がくした。切実な問題を感じた 
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すべての子供達が豊かに学べる機会は絶対です。学びなおす自分に力をつける。地域の絆、やっぱ

り必要だと思った。知る事は必要 

スライドも見にくい。ＰＰも細かいので内容には関心があったが説明が前後するので聞きにくかった。

例えば社会教育資本についての説明など的をしぼってほしかった。特にロバートＤパットナムの思想

性は公民館活動の基本の考えになっているのか知りたかった 

社会教育のあり方について政策的なつながりとともに今後の希望がみえてきた 

もっと時間が長ければいいのに、９０分はほしかった 

先生の意見が聞けたこと（現在の文科省の考え方、各省庁間のかけひきなど） 

中央本省の動向（考え）を知れた 

スライドを配るならすべて載せるべき。載ってたり載ってなかったりで少しストレス。すべて載せないな

ら配らなくていい。結局何が言いたいのか伝わって来ないので、よく分からなかった。新しいものを得

られなかったし、時間を超過しすぎ 

三多摩テーゼや市民の学びが全く登場しない 

講師の講演内容がよい 

社会教育が今、どう見直されているかがよく理解できました。今後の子どもたちの子育てに課題がたく

さんあることに改めて気づかされ 

興味深いお話でしたが、時間が足りませんでした。 

非常に分かり易いお話だった（延長でＰｍのスケジュールが･･･） 

牧野先生のお話を伺うのは初めてで、今関心のある議題について専門的な立場から有意義な話を聞

く事ができ、勉強になりました 

もっとくわしくお話をうかがいたかった 

現状のご報告、分析は大変参考になりましたが、先生のお考えには賛同できない所があります 

時間配分不足により、後半の内容が薄くなってしまったことは残念であった 

社会教育の役割やそれぞれが主体的に考え動いていくことの重要性について、再認識する有意義な

機会となった 

タイムリーなお話しでした 

もっともっとお話を伺いたかった。内容はとても興味深く面白く、大事な話であった 

講演会の講演がわかりやすかった 

地方行政から国への政策のビルドＵＰは、なかなかむずかしいと思います。国の制度が変わる事によ

って地方自治体の中で大きく影響が出てくると思います 

“オフレコ”含めて、社会教育への期待や課題がよく整理されていた 

社会教育の固有性と専門職について、もう少しふみこんだお話を伺いたかった。社会教育主事はその

まま社会教育士を名乗れないし、社会教育実習必修といっても１単位。大学での資格取得だけでは

専門職の入口にしかなりえないが、今までとどうちがってくるのか？と思います。（公民館職員からは

資格不要とも断言されることもありますし･･･） 

職員の併任が進んでいそうだが、どう考えたらいいのか知りたい 

分かりやすくかみくだいて話して頂きました。一見こども・高齢者が公民館となんら関係ない様に思え

ますが、たどっていくと、元はつながっていることに気付かされました 

牧野先生：とても細部〓（不明）行き届いた内容で検討ポイントが見えて来た 

事例：公民館運営の利用企画委員の存在、職員市民（利用者）の連携の必要性、役割の重要性 

人間が生きる上で存続する上で社会的つながりの必要性を再認識した 
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目的、対象を細分化することで「はざま」ができ、こぼれおちてしまう層ができてしまうことがよく理解で

きた 

非常に興味深い内容で、大きな学びがあったので。時間がなく残念だった。もっと聞きたかった 

今考えなければならない問題のＰｏｉｎｔがよくわかりました 

わかりやすかった 

結局社会教育をどうしていくのか、講師が、何が言いたいのかわからなかった 

公運審として参加です。市民活動をしていることにも大いに繋がる内容でした。楽しかったです 勉強

になりました 

現在の国の動きを細かく知ることができた 

基調講演が長かった。 

これからの公民館活動の展開を検討する上で参考となった 

一時間半でも良かった気がします（内容は良かったので） 

時間が短くて残念でしたがとても勉強になりました。特に「恩送り」という言葉が心に残りました 

今の状況がわかり、今後、やるべきことのヒントをたくさんいただいた 

たいへん興味深いお話しでした 

最先端のお話が聞けてよかったです。 

今後の公民館の方向性が知りたかった 

テーマ、内容、豊富な話しのネタ、わかりやすく印象的な結論（コピー？） 

分かりやすかった事で一番良かったです 

とても前向きになれ、希望のもてる内容に、やる気がでました 

こども食堂のお話しが、印象に残りました。人まかせにしないよう、心がけたいと思います 

今後の社会教育、公民館のビジョンが見えた点 

とばしたスライドが多かったのでしっかりききたかった 

今後の講座の企画の意欲がわくようなよい講演でした 

牧野先生の講義がこれからの指針になる 

発表者の説明がみなさんそれぞれわかりやすかった 

先生の時間の管理が・・・ 内容が興味があっただけに非常に残念 

分かりやすくお話しくださった 課題が分かった。希望が持てた。もう少し、お聞きしたかった 

わかりやすく内容が深い。もう少し時間がほしかった 

午前中の講演わかりやすかった。午後も事例も含めてとてもよく理解できてこれからに生かしていきた

いと思った 

わかりやすく、後半の子どもを対象にした考えがおもしろくきけた 

「社会教育」とは何か？役割とは何か？について、改めて整理することができた 

時間がなかったと感じる 

貧困に眼を向けているようで、いないのが（出来ないのが）現実なのかもしれませんね 

特になし 

お話しのパーツは興味深いものでしたが、時間が足りず残念です 

興味のある内容でした。時間が無く、もっとじっくりお話しを聞きたかったです 

（基調）講師のお話しが具体的でよかった。もっと時間がほしかった（「子どもの貧困」についてなど） 

公民館のあり方が国レベルで様々にとりあげられていること（最新情報） 
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とても良いと思いましたが、時間延長しすぎたことで、最後の方は聞くのに大変でした。1日通しての

スケジュールなので、配慮してほしかった 

テーマは良かったのですが後半時間が足りなくなった事 

多くの社会問題の解決、地域づくりなどと公民館との関係について社会教育の視点から勉強させてい

ただいた 

「社会教育」がこんな危機的状況にあることがよく判りました 

公民館における社会教育の意義が具体的に理解できました 

講師の方の話が分かりやすく、課題やこの先目指すものがイメージしやすかったです 

かたい内容でしたが非常にわかりやすく講演をされました。ありがとうございました 

内容がわかりやすかった 

地域において、そして今後の社会において、社会教育の必要性を強く感じてきたが、その根拠をあら

ゆる視点からお示しいただくことができ、有意義でした 

地域連携 高齢化の分析 

今後の方向が少し伺えた。ありがとうございました 

お互いに意見を出し合い話し合いができた。それによって学びが深まる 

時間が足りず全部話が聞けず残念 

公民館の基本的なスタンスについて学べた 

牧野先生の講演は考えさせられることが多かった。学校教育と社会教育はつながるもの。コミュニティ

スクールは大事な概念であろう 

もう少しくわしくゆっくり聞きたい とても興味あるお話でした 

今までにない視点でのまとめ 

文科省、その他省庁の動き 

話が交互過ぎて理解しにくかった 

社会教育の背景、課題、使命等大変わかりやすく、興味深い内容であった 

時間内に講演は終るべき。折角の話がポイントがずれてしまう 

子供へつなぐ 学校教育は、答え。社会教育は問い 

公民館から外に出る視点の大切さがわかりました。時間不足が残念です 

内容はとても勉強になり、有意義でした。もう少し詳しくお聞きしたかったです 

基調講演はもう少し時間を割いて欲しかった。話の中身が大変よかっただけに、時間が足りなくて十

分な話が伺えず、残念だった。主催者側で一考をお願いしたい 

目的が明確になった。前段の挨拶が長い。先生の講演をもっと聞きたかった 

話しがわかりやすかった 

公民館の役割の重要性 少子高齢化の時代に合った社会教育の大切さがわかりました 

 

Q.6 課題別集会 

（１） 参加した課題別集会の感想 

 第一課題別集会 第二課題別集会 第三課題別集会 第四課題別集会 

１．とてもよい １８ １７ １７ ２９ 

２．よい １７ １９ １６ ２３ 

３．普通 １１ ３ １ ５ 

４．あまりよくない ３ ２ ０ ０ 
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５．よくない ０ ０ ０ ０ 

６．無回答 ５ １ ３ ７ 

 

（２） ポスター発表（初めての企画）の感想（第四課題別集会参加者のみ） 

１．とてもよい ２９ 

２．よい ２３ 

３．普通 ５ 

４．あまりよくない ０ 

５．よくない ０ 

６．無回答 ７ 

 

（３） 課題別集会を選んだ（参加した）動機や理由（自由意見） 

＜第一課題別集会＞ 

テーマについて興味がありました 

実際に地域へ貢献しているサークルに入っているので、どのような形の貢献があるのか等興味

があったから 

日頃からの課題、頭の片隅にあることに向き合うことで、どう考えるとよいか交流しながら考

えたいと思いました 

タイトルにひかれたため 

地域への貢献を求めること自体ができるのか、社教団体に特出しできるのか、そもそも地域貢

献の定義が知りたかった 

テーマと次年度の課題別集会の担当市として進行について学びたかったため 

全ての集会に参加できるように分散した 

社会教育について知りたかった 

社会教育関係団体とのよい関係づくりについての各市、立場の考え方を聞きたいと考えて、社

会貢献している団体への支援方法など学びたいと考えた 

公民館職員の中では当然と考えていても庁内のほかの部署にはなかなか理解されず、私もうま

く説明できずもどかしい思いでいるためです 

テーマが気になった 

地域への貢献は求められるべきかについて他市の事例が聞きたかった 

他の人の意見を聞きたかった 

選別された。第四を希望したと思います 

公民館と利用する団体との関係性に興味があったため 

荒井先生の講演をベースに他市の方々とグループ討議できるところに魅力を感じました 

「地域貢献」を前提とした「社会教育団体」と定義すれば窮屈な団体になると思い違和感を持

ったが、大集会のテーマとして成立するのか？と関心を持ったため 

公民館の地域貢献について考える機会としてとらえた 

外から求められる地域貢献に対して他はどう思っているのかを知りたかったです 

社会教育について学びたかったため 

勤務している公民館（保谷駅前公民館）のかかえている課題と同じだったので 

「地域への貢献」参加グループとの関わりの中でどう対応すべきかを自分の意識を改めて見つ



113 

 

め直したかった 

首都大学、荒井教授のお話と本テーマに関心があった 

利用団体と公民館の関係づくりについて、他市の状況や課題の共有がしたかったから 

社会教育関係機関の移管や有料化への動きについて学びたいと思ったので 

社会教育の公共益（地域益）としてのあり方について理解を深めたかったため 

課題のテーマに関心があり講師のお話もぜひ聞きたいと思ったので 

関心があった 

以前より社会教育団体に役割をもってもよいのではと考えていたので、ちょうどよい機会だっ

た 

もっとも答えがわかれるテーマだと思った 

となりの市であったから福生に住んでいたから 

テーマに関し興味があったため 

地域への貢献という言葉が気になった 

テーマに関心があった 

公民館などの公共施設の有料無料の問題は以前からある難しい問題で他市の方の意見、考えを

確認したかったため 

今後の利用者（サークル等）のあり方について。他市の活動内容を知りたかった 

「地域への貢献」のキーワードに興味があったから 

 

＜第二課題別集会＞ 

現在西東京市でも問題の「地域づくり」と言うテーマであった為 

今、公民館のテーマで注目されている分野だから 

事例報告に興味があった 

地域づくり講座に興味あり 

地域や市民と公民館のつながりについて、プロセスや成果を具体的に知りたかったので 

社会の動きから、今大事なことは「地域づくり・人づくり」と思いますが、公民館はその役割

があるとされながら、なかなかその実践の企画をどうやったらよいかわからないことがありま

す。この集会で学べればと思い第二としました 

来年度、地域づくり講座を開催するため 

公民館も外へ出ることの必要性を実感している。地域とのつながりを深めるためには、地域へ

顔を見せるため、講座だけでないキッカケが欲しかった 

当市が担当だった為 

多摩コンファレンスの報告等 

事例報告を聞きたかったため 

担当の西東京市職員スタッフでしたので 

特別区の社会教育の状況を知りたかった。杉並区大人塾に地域に関心のある市民が集う訳はな

にか？ 

「多摩コンファレンス」という言葉が新しそうで、あまりなじみのないものであったため、新

しい考えをきくことができそうだったため 

東京コンファレンスと学びのクリエーターともに受講者だったから 

地域と公民館がどのようにつながれるか、具体的事例を知り考えたかったため 
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当市の公運審で審議している内容に関連していたので 

公民館側との意見の相違があり、他の公民館の活動や利用者の対応について学びたかった 

地域づくり事業の実践というテーマだったので、具体的にどうするかを知りたかったので 

地域の人たちが何を求めているのか何に関心があるのか、人との信頼関係をどのようにしたら

いいのか 

公民館と地域作りについて関心がありました 

西東京市の発表があったため 

地域のコミュニティーが求められているにもかかわらず、なかなか地域の特色ある活動は難し

いと思う。実践例をきくことで学びやきづきにつながるとよいと思ったから 

公運審メンバーとして参加 

興味があったから 

地域とのつながりのづくり方を学びたかった。半分満足 

特にない。そうなってしまった 

現に公民館と協力して地域の課題発見そして解決（低減）に向けての活動を展開中。そのため

に参考となると考えたから 

西東京市在住で、西東京の社会教育、公民館について客観的に見てみたいと思ったから 

「公民館における地域づくり」とはどんなものか知りたかった 

学びのクリエーター修了生で西東京市住民が理由か 

公民館のあるべき姿を知る 

 

＜第三課題別集会＞ 

職員部会員として、参加しましたが、一緒に会を作ることができてよかったです 

関心のあるテーマでした。とてもよい気付きがありました 

井口さんの話をうかがいたかったです 

職員部会のため 

現在取組んでいる講座について、他市の状況を知りたいと思い参加 

職員部会員のため 

市民との関係性について深く考えたかったから 

職員は団塊世代周辺が定年になり、職員の世代交代が起きている気がする。一方、ヘビーユー

ザーの市民は団塊世代が多い。事業（講座）内容、企画もむずかしくなっていると思う 

事例発表のため 

市民と職員の「相互作用」は公民館ならではのこと、それこそ公民館に必要であることで、他

市の状況を聞きながら、一緒に考え、今後に生かしていきたいと思ったから 

利用団体とのつながりが年々うすくなってきたと感じているから 

風の噂で聞いていた井口さんのお話を聞いて見ようと思って 

一番自分と関係のあるテーマだったため 

利用者側で作る連絡会への参加率が低い。高齢化の中での活性化、参加率ｕｐに向けた活動と

は、体地域の状況を知るため 

他市の事例を知りたかった。市未と職員との相互作用という言葉にひかれ、実態を知りたかっ

た 

他の市の事や情報が知りたかったです 
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グループ討議の時間を他より多くとっているため 

市民・職員の協働に興味があったので 

公民館職員として、今後に役立つと思い参加しました 

一番おもしろそうだったから 

自分個人のよい経験だけでなく、他市の事例もききたかった 

市民だけではできない、職員の力がどうしても必要 

市民との協働、講座の地域展開など、我々職員と地域で生活する市民との間で協力、良好な関

係性を築くことが、事業の拡がり、市民目線に添った事業運営に反映していくことを常々感じ

ているため 

市民と公民館職員とのかかわり方についての事例を伺いたかった 

職員部会員 

主に家庭教育支援担当として生涯学習センターで働いております。地域のリーダーとなる人を

どのように見つけたらよいか、サークルの活性化を成功例を見ながら考えていきたいと思った

ためです 

 

＜第四課題別集会＞ 

現在公民館の企画実行委員を務めさせていただいていますが、第四課題のテーマが一番身近に

感じました。また、四つの課題の中で一番興味を持ちました 

公民館を利用している立場なので、今後のサークル活動の参考にしたかったため 

講座受講後に、地域へいかに還元するかが重要と考えたから 

自市の展示があったから 

今の立場で一番、関心がありました 

自主サークルの運営、継続していくための方法 

「公民館から地域へ」の働きかけが弱いので、今後の勉強のために参加 

発言者 

「受講後の展開」という内容に興味を持ちました 

事務局です 

特になし 

講座受講後のサークル化への課題 

テーマに興味あり 

タイトルの内容に興味を惹かれた 

自主サークル化に向けてのヒントがあればと思った 

課題に興味あった 

講座終了後のサークル化、地域の仲間同士のつながりを支えるヒントをいただければと思った

から 

グループ化ができていなかったので 

職員が関与せずとも、自主的に動くサークルをくりたい、ふやしたかったため 

防災たんぽぽの発表のかんけいで 

講座後のサークル化等興味があったため 

事例発表 

継続的な学習に結びつけることにハードルを感じることが日々あったため 
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職員として様々な活動をしている団体をどう活かし地域につなげ、学びを還元するか、大きな

テーマである 

他市の事例やノウハウ、苦労話などを多く聞けそうだったので 

値域連携の進め方を勉強したかった為 

学びを生かすということ 

他は、とてもむずかしそうだった。第四は身近に感じた 

「地域への貢献」に興味がある為。 

サークル化し継続してゆくことが大事。継続するには大変な苦労、工夫が必要だが、そのため

のヒントを探したかった 

運営委員の一員だったため 

人は単発ではつながれません。継続的な仕かけが必要 そのツールとしてサークル化が大事。

お客さん（受身）から主体的に継続できるサークルにするにはを知りたかった 

課題で選んだ。自分のボランティア活動につながっているので 

サークル活動が一過性のものにならないよう、本日のキーワードの中であったように「継続」

という大切なものをいかにするか、公民館がいい学びの場となるような手法を学びたいため 

他市で活やくしているサークルの話が聞きたかった 

他市の状況が知りたかったので 

具体的な話がきける実践報告 

委員部会員として 

講座後の学びの継続は地域にとって必要だと思い、そのことについて深く学びたかったから 

公運審の委員として学びたかった 

各市の講座の有り方を学びたいと思い希望しました 

公民館にたずさわるのが未だ浅いので、これからの活動に参考になると思って 

講座を企画する立場（企画実行委員）から、講座終了後の引き続いての学びの場をどうつなげ

て行くべきかに関心があるため 

自分の職務と重なるテーマであり、私自身の課題だったので 

 

（５） 課題別集会についての自由意見 

＜第一課題別集会＞ 

たくさんの意見や他市の情報等がうかがえてよかったです 

学習権の学校のもう一つの公民館の役目がわかった 

タイムスケジュールがあらかじめレジュメに記載頂けるとよいのでは 

公民館職員と公運審等の市民のグループを分けたことによりデメリットとして発表の際に一方側の考

えの意見が出ていた 

他市の職員と情報交換ができてよかった。講義、調査集計、グループワークはそれぞれ良かったと思

う。だが前の二者をグループワークに活かすのが難しいと感じた 

公運審、市民グループと職員グループの話合いのテーマが似かよっていたので、公運審、市民グルー

プにはもう少し利用者皮の視点に立ったテーマの方がよいと思った 

スピーカー(ポータブル)が聞きづらい 

課題設定が変→法令を考えた設問でないと 

行政⇔市民混同は行政側が発言しずらいので別にしてください 
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ディスカッションは活発に意見がでておもしろいものだったが、議題の文言が抽象的で、議論になるま

で時間がかかった 

有意義でした 

荒井先生のまとめありがとうございました。公民館使用料が無料でできている市と有料の市もありそ

の違いが利用のとらえ方差にもなっているように感じました 

講師の荒井先生のお話やまとめとてもよかったです。進行の方もうまく進めていただき感謝します 

他市の人の意見を聞き参考になりましたが、全体としてもやもや感が残り、すっきりしなかった 

他自治体の具体事例がきけてよかった 

難しい、時間が少ない 

グループ討議の調整は難しい（立場の違い、各市の状況など） 

課題別テーマの話合いが難しく、話す人、全く話さない人の差が出てしまった。必ずとはいかないが全

員が活発に話し合えるようにしたい。司会の方がとてもすすめるのが上手でした 

職員ではないのに職員のグループに参加しました。職員の方の悩み、大変さを垣間見ることができ面

白かったです 

学び（の保証）について、一切の制限を加えないことが基本と思います 

他市の状況もうかがうことができ、それぞれに対応している情報が得られてよかった 

各グループの発表が終わってから一括質問の方がおもしろかったです。準備がすばらしいと思いまし

た。資料を見る時間がとれなくてもったいなかった 

はじめフロアからの質問意見がなかったが、後半はあってよかった 

グループの人数（９人）が多すぎて話合いがうまく進まなかった。全グループからの発表が厳しくなって

も４～５人グループの方がよかった。その中でも大事な意見が出し合えた。助言者からのまとめがよ

かった。しかし最後の担当市職員からのまとめで無理矢理感があり、ちょっと余分だったかなとも思い

ました。すみません 

Hグループで話し合いましたが、それぞれの自治体の状況がよくわかりよかったです 

市民と職員で班分けしたので、やむをえないが、同じ市の職員とのグループであった 

各市様々な状況の公民館だったが、頭を悩ますテーマについて情報共有ができた。社会教育機関と

しての意義を改めて認識した 

職員、公運審委員、市民それぞれの発表がきけてよかったです。これからの公民館職員の役割につ

いて深く考える機会がこれからも必要と感じました 

講師のお話をもっと深く聞きたかったです。時間的に難しいと思いますので別の機会で 

職員の方に学習権の保障のあり方に関する議論の内容を質問したが、どの団体の施設利用を認める

かなど事務的な部分に偏っている気がした。もっと学習ニーズの引き出し方など、広い意味で捉える

べきでは 

課題は大きいと認識。それぞれ多様な意見が出てよかった 

学習機会の保障がそもそもできていないのでは？という問いかけにハッとさせられた。ただ現状として

福祉的アプローチも必要となってくるので、職員として館内だけでなく外に目を向けていくべきだと改め

て思った 

非常にチームの人数、時間の配分がよくスムーズに運営ができた 

活発な意見交換ができました。皆さん同じ様な疑問を感じていることを知りました。公民館職員と公運

審が一緒のベースで受講できうれしかった 
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率直な意見が聞けてよかった 

地域貢献を求めるのはやり過ぎだという意見が多数だが、市民の一般的な意見となるかというと疑問

だ 

学習権の問題を改めて深く認識した 

自分の視野に入りきれていない課題を他の人の意見から気づくことができた。ありがたい 

グループ研修で各市の状況がわかってよかった 

公民館の役割が確認できた。社会教育は「公共サービス」なのかとの疑問がわいた 

「地域貢献」は強制しないことは当然。それを法律が変わればやってもよいという最後のまとめは問

題。人の話を聞かない行政の見本のように思いました 

 

＜第二課題別集会＞ 

市民の方々の参加もあり参考になった面もあるが「地域づくり」と言う難しいテーマでしかも

今どこの地域でも取り組まなければならない永遠のテーマであろう 

他の自治体の活動状況と問題を聴くことができたこと 

各公民館、市民の方の貴重な意見が聞けて良かった 

事例報告２本の後、課題整理がわかりにくかった。もっと端的に課題を提起した方が、グルー

プ討議も進めやすかったと思う。グループ討議、焦点がしぼれず、時間切れになった 

室が狭い。マイクがこもっていた。発表者２名の内容はわかりやすかった 

他市の事例や運営の仕方など知ることができて勉強になりました 

毎回研究大会ではグループ討議を行っていますが、必要性を感じない。職員、公運審、委員が

集まれる部屋のｃａｐａｃｉｔｙを超えており、苦痛な時間であった 

活発なグループでの話し合いがあり、よかったと思います 

限られた施設の中で申し訳ないがもう少し広い場所があればなー 

各市より参加した方々の多様な意見を聞くことができた 

グループ討議することで、課題提起に対してそれぞれの立場や経験から様々な話しが聞け、更

に掘り下げた話し合いができた 

２３区の取り組みを知ることができたこと 

大変参考になった 

とてもよかった 

ＧＷの時間が長くあり良かったです 

テーマ設定がなにか良く分からなかった 

グループワークの方法、テーマをもう少しわかりやすく提示していただけるとよりやりやすか

った 

なかなか興味深い話ができた。会場が少しせまかった 

皆さん一生懸命考え、実践されているのを感心しました 

一般的な話で終始し、参考にならなかった。東京コンファレンスの活動が今後全体の公民館活

動にどう関わっていくのか期待したい 

皆さんの意見を聞いて参考になりました。孫の将来、教育の現状から教育格差までつながる話

が面白かった。ポストイットを使ってのグループディスカッションは楽しいです 

充実していたと思う 

若い人が参加していたり、他市の公民館の活動を知ることができたり、職員の考えをきくこと
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ができてよかった 

討論時間が短い 

参考になりました 

居場所づくりと地域の活性化、どのようにつなぐかをもう少し議論したかった 

三多摩、東京だけで考えては、せまい社会になった 

公民館職員の方、公運審の方それから他市の市民の方々と意見交換が出来て良かった。ざっく

ばらんで良かった 

グループ編成がよく、さまざまな立場の方からの意見を聞けて、活発な議論となった。高井先

生と新藤先生のお話を聞けてよかったです 

職員の人と話ができた。色々な市のこころみが知れた 

市民の参加が少なかったのはどういうわけでしょうか 

あつくて、せまかった。もっとゆったりやりたい 

 

＜第三課題別集会＞ 

事例発表や井口さんのお話、グループ討議の中で、「市民の人に声をかけてみる」というこれ

から目標が見えて来たと思います 

グループの話など全体的に時間が短く残念。でも、部会の方からも、今後のヒントをもらえた

と感じた 

東郷さんの事例がとても良かったです。参考にして運営をしていきたいと思います 

運営側として参加しましたが、時間が押してしまいグループワークの時間を取れなくて残念で

した 

他市の講座企画についてお話をきくことができて良かった。エピソード紹介くらいまでで、課

題まで踏み込んだ話ができなかったので、もう少し話合いの時間があると良かった 

グループワークがかけ足だったので、もう少し時間があるとよかった 

企画事項委員制度でも市民の声を十分に吸いあげられている訳ではないので、アンケート活用

等の利用が必要 

他市の方と情報交換できてよかった 

人が公民館へ行くのは事業はともかく職員、仲間、警備、清掃員を含め、出会い、顔を見にし

ゃべりに行くこと。悩み、問題はどの市も類似していた 

時間が足りなかった感じがしま 

職員さんが多かったため、公民館主体の企画、実行の感想から悩みを伺いた 

国分寺市の東郷さんのような人格者をたくさん作れるとよいのかなと思いました。又、小金井

市の「企画実行委員制度」のような制度として、市民と職員が一緒になって地域課題にマッチ

した企画をするのは大変良いことだと感じました。 

市によって色々あるのだな、と思いました。普段聞けない様な話が聞けてよかったです 

「市民と職員の相互作用で良かった点」まで話しあう時間が無く、残念 

もう少し時間に余裕があればと思いました 

他市と情報交換できて、参考になった。もっと市民を頼ろうと思う。井口さんの話もたくさん

ききたかった 

時間がちょっと足りない 

限られた時間の中で、内容の濃い充実した事例発表や助言・ディスカッションであった。改め
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て、他自治体との情報交換の場の必要性を感じた 

公民館が何をするところか、今改めてきちんと周知すべきと思う。｢学習｣の場、社会教育の場

であることを、しっかり意識していかないと、防災や福祉に利用されると思った 

時間が短いと感じました。まだまだ思いのためを伝えたかった 

他の自治体の職員の方といろいろ意見を交わすことで、事業に活かしていくヒントを得ること

ができました 

他市の事例を聞いたことを今後の業務に役立てたい 

他市職員、市民との、協同の話しについて特に情報交換する事ができ、大変良かった 

事例発表、講師共にわかりやすかった 

実際に公民館を利用している方からの生の声を聞けてよかった。又、グループでの話し合いで

は職員が配属替えでいなくなり長く公民館のことをわかっている人が“利用者”ではないか、

昔は利用者がやりたいことを実現する場であったが、今はサービス提供を公民館に求めている

人が多いという意見があった 

 

＜第四課題別集会＞ 

ポスター発表は非常に興味深いものでした（７市各市の特色が出てたと思いました） 

各市によって課題や運営の仕方に違いがあることがわかった。（発表をする時間をなくして）

記録だけにした方が、もっと自由な意見が活発に行なえたのではないかと思います 

短時間のため充分な議論ができず、残念だった 

連携 協働 参加のキーワードはとても大事なのは、みなさん思っているところだと思います

が、実はその実践には戸惑うことが多いのではないでしょうか？その原点がすこし考えられた

かなと思いました 

各班の討議それぞれに視点が参考になりました 

田無公民館の職員が同じグループで事例研究の詳細をきけたことが、今後の地域活動に参考に

なった 

盛りだくさんでした。もう少しテーマをしぼって頂けると良かったと思います 

たくさんの情報をご用意いただき、ありがとうございました。おつかれ様です 

特になし 

ポスター発表は見直しの場としても良かったのでは･･･!! 

参加者の皆さんの意識が高く、いろいろな意見を聴くことができた 

時間がもう少しほしかったが、とても良い意見を聞くことができて本当に為になった 

ポスターセッションで、発表の方の声がよりききとれるようになるとより良いものになると思

います 

個別発表の時間が少なかった。グループ討議ができてよかった 

ポスター発表を複数にわたってみたかったが、説明も途中からになってしまうし、とてももっ

たいないと思った。それぞれ全部、少しずつでもコメントをできる時間を作ってほしかった 

やり方が分かりづらかった。事例をもっとしっかりききたかった 

他市の方との情報共有ができた点、大変良かった 

サークルの継続について改めて学ぶことができました 

とても勉強になりました。事例発表も、ポスターも倉持先生もとても素ばらしかったです 

「もりだくさん」が、良い方にはたらいた集会だったと思います 
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様々な意見が聞けて良かった 

ポスターセッションは初めての試みとのことですが、色々な事例を視覚と、当事者の説明つき

で聞くことができ、大変参考になりました。グループワークもメンバーそれぞれの視点が知れ

て良かったです。特に立場（職員 or市民など）の違いから生じる視点の違いが勉強になりま

した 

グループのメンバーに、とても恵まれた。楽しく、グループでの話が出来ました 

課題別はどんな市でも興味がある。グループディスカッションは参考になる 

他市の方々と率直な意見交換ができて有意義でした 

ある程度の気づきがあった 

時間的制約のある中で、他市の活動の一端を知りえたこと 

事例発表のスズキさんように西東京市の職員の方のフォローやここがダメなら他の課へ！いっ

てみようとフットワークが自由ですばらしかった 

公民館と市民の関係が蜜なところはやはり、違うなと感ずる 

国分寺の防災（非常食）活動に感動 

キーワードや発表の方法などについて工夫が感じられとてもよかった 

グループ討議ではたくさんの意見や感想が出され良かったです 

いろいろな話し合いがありましたが、皆さんとても意見が多く良かったです 

グループ討議がよかった 

グループ別集会ではもう少し時間がほしい 

とてもすばらしい構成・内容でした。たくさんのヒントも得られたので、持ち帰り、自分の地

域で何ができるかを考えていきたいです 

大変勉強になりました 

西東京市、国分寺市の事例発表は講座の有り方、活動がとても参考になりました。職員の方の

努力と地域の方々の協力が講座を成り立たせている事が解り、連携と協働の大切さがわかりま

した 

良かった 

色々な意見があって、よかったです 

充実していました 

 
 

Q.7 大会全体の感想や今後の公民館活動のあり方についてなど、自由に記入してください。 

大会の運営がとても良かったと思います。力が入っていたようで参加してよかったです。関係

者の方々お疲れ様でした。そしてありがとうございました 

企画、運営お疲れさまでした。勉強になりました 

“閉ざされた学び”を地域に開かれた“学び”に変えていく必要がある。「居場所」として市

長部局との連携、協働が必要 

ありがとうございました。牧野先生の講演は勉強になりました。分科会もグループワークより

各市共通課題の講演の方が良い。皆さんグループワークつかれがあるのでは？→全体運営の見

直しが必要ですね 

一日の長い時間があっという間に過ぎたと思います。基調講演及び課題別集会に参加をしまし

たが、様々な気づきを得ることができました 

今後ともよろしくお願いします。公民館が学習権の保障する場であるとともに学んだ成果を活
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かしてさらに活動を展開でき住民自治を確立していくことにつながる公民館になりたいと参加

して感じました 

これだけ多くの人が集まり感動します。事務や設営の方々お疲れ様でした 

スタッフの方、ご苦労さまでした 

教育と一般行政のはざまで社会教育の国有の役割を自問させられました 

プログラムに時間配分を明記したら更によい。ご苦労さまでした 

基調講演、もう少し時間をとってもよいのでは。良い内容ですが、時間の都合なのか講師が早

口？だったかと思い残念でした 

東大和市駅からの案内がなく歩いていて不安になった。会場間近から（りそな銀行）ではなく

もっと駅近くに案内がほしい。駅のロータリーを出て二股にわかれる道で迷う人はいると思い

ます 

公民館とは何か？どう運営していくべきかを改めて考える機会でした大会を運営していただい

た方々にお礼申し上げます 

参加者の熱心な意見開陳光景が好感を持てました 

大変でしょうが今後も続けてください 

各市、他市の職員の方々の生の意見交換をする機会は色々な気づきや同じ悩みを話し合えよい

体験です。 

同じことを大切にしていることを確認できるとうれしく思います 

ありがとうございました。公の情報発信、しっかりしないと予算がどんどんなくなりそう。心

して取り組みたいと思います。 

９：３０スタートや１６：３０終了にしてもよいので、昼休みをもう少し長くとってくださ

い。押してしまって実質４０分もありませんでした。運営に関わった皆様、大変お疲れさまで

した。ありがとうございました 

事務局、担当職員、公運審の方の努力によって、とてもよい大会になったと思います。ご苦労

さまでした 

午前中のお話でもありましたが、研修を受け、自己啓発は大事なことと大会の重要性も再認識

しました 

ただ現実的に課題別集会負担になることは否めない。それをのりこえるだけの気力、体力を常

日頃意識する必要がある 

今後も基調講演（全体会）と分科会課題別集会方式で実施してほしい 

毎年の大会の開催ありがとうございました。役員の方をはじめ東大和市立公民館職員の皆さま

に感謝いたします。とてもきびしい状況にある公民館をどう生き残るようにしていくか、有料

化問題についても考えていかなくてはなりませんが、その結果市民の活動が継続できなくなる

ことがないようにしていきたいです 

とても勉強になりました。またぜひ参加したいです 

とてもより学びになりました。主催団体の方、ありがとうございました 

質問について、利用者の排除を目的にしたのではありません。公民館の利用仕方を知らずして

使っている方々もいると思います。職員の方で知ったときにはわかりやすく説明が必要と思い

ます。講師への説明も必要なのでは？困ったり悩んだりの時、時々には公運審を利用する手も

あると思いま 

新たな情報も入手でき、かつ他の市の方の意見が聞くことができて有意義なものでした。企画
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の皆様ありがとうございました 

参加者の多さにおどろいた。椅子がいたかった 

アンケートによる豊富なデータは説得力があった。これからも様々なケースで活用していきた

い 

記念式典、基調講演との時間配分がよくなかった。牧野先生の十分な話が聞きたかった 

他市の活動内容がわかってよかった 

公民館の真のあり方について考えさせられました。ありがとうございました 

初めての参加で大変難しかったが今後勉強する必要があると思われる 

あいさつや持ち方、やり方が形式的で残念 

課題集会では悩める公民館職員の実態があらわに感じられました 

バランスがいいカリキュラムだったと思う 

基調講演、新たな視点から今日的な課題提起もあったが時間に追われ、やや散まんになった。

特に後半、あちこち話が飛びすぎ、ついていくのが大変だった 

午前中の基調講演の時間をもっと充分に取ってほしい。特に今日は、はしょり過ぎている感じ

と、講演者も時間を気にされている様子が伝わって来た。課題別集会を無くしても基調講演を

充実するべきと考える。業務や研修として参加しているので、土・日の開催は避けていただき

たい 

学び、楽しみ、知るーどこへ行けば公民館があるーという場所にするにはどうしたらを考える 

議論する内容は、各館、共通するものである気がする 

年に一度、自分の意識が高められるので参加させていただいております。ありがとうございま

した 

ポストイットの資料については後ほどＨＰからダウンロードできるので入手できる方法がある

とよいと思う 

公民館（公）と、市民がもっと自由に話し合い、より良い出合いの場であります様に！！高齢

者も子どもたちも一緒に楽しめたらいいと思う 

牧野先生のお話は興味深かった。講演、事例研究はいつもすばらしいものだが･･･。グループ

討議がもうひとつおもしろくなかった 

まちづくりの拠点、地域づくり、世代間の交流、楽しい公民館。顔のみえるつながり、やっぱ

り公民館は楽しくなくては 

国立公民館とはまた違う価値観だったので参考になりました。ここでは教育格差や経済格差を

課題と捉えその解釈について具体的なアイデアを出していました。また違う世代をどうとりこ

むか、そのためのベビーマッサージや子供の遊具を使った遊びなど（スマホ教室）も語られて

いて、場所によっていろいろな考えがあることを知りました。利用者の高齢化、次世代の利用

の少なさはどこも共通のようで大きな問題だと思いました。大学の先生のコメント長すぎ。観

念的で退屈でした。御一考を 

課題＆当日レジュメ（スケジュール）があった方がよいと思う。会場の換気があまりよくなか

った（会場狭かったのか？） 

時間が足りないような･･･。それと発表者や助言者は早口でききとりづらかった 

社会教育の重要性を改めて感じた。市民の求める地域づくりは公民館なしでは考えられない 

とにかく毎年つづけるようにしてください。都公連の組織が再び強化するように、脱会した市

も再加入するようにしてください。開催通知のハード文ですが、一貫性がありません。多様な
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考え方があるので難しいかと思いますが、もう少しまともな文章にブラッシュアップしてくだ

さい 

ＣＬＣ講座にも参加しております。報告書の中で、少子高齢化にふれました。牧野先生と同じ

考え方でうれしかったです 

牧野先生と対論できる人も登場させて欲しい 

公民館という仕事内容にどっぷりつかった一日でした。とても勉強になりました。ありがとう

ございました 

全体的に時間が短いと思います。２日に分けてみてはどうでしょう。運営をされる方は大変だ

と思いますが 

他市の方とグループセッションをして勉強になりました。今後の、運営、企画に努力していき

ます 

社会教育の目的を最初から「地域への貢献」にすべきでないと思う 

地域（及び地方・都市部）によって公民館そのものの機能がちがうと思う。一律に論じられな

い 

ライトユーザーとの関係のつくり方が課題で、いかに公民館運営に関わってくれる人を増やし

ていくかが重要になってくると感じた 

これまで参加した中で一番充実していた良い体感内容だったと思います。公運審の方、市民の

方と職員が意見交換をする場の大切さを改めて感じました。全体的に持間が足りなかったとは

感じましたが･･･ 

基調講演、課題別の発表者みなさん、お話が時間内におさまっていないようでした。話したい

ことがたくさんあるお気持ちは分かりますが、運営者側の皆さんにもそこは厳守してもらうよ

う伝えていただけないでしょうか 

相変わらず公民館内輪の集会になっていた。残念 公費出席者が過半数 

大会で学んだことを今後の仕事に活かしていきたいと思いました 

時間を守ってほしい 

公民館側から地域の活動リーダーの育成を、地道にやる必要を感じた。講座の開催の中からリ

ーダー育成も可能か 

人生 100年時代となり、ますます生涯学習の重要性が高まっているかと思います。公民館活動

が、その一助になれるよう、努めていきたいと思います 

たかが公民館だと思っていたのが公民館って色々工夫して大変なんだなと思いました。違う一

面が見れて良かったです 

社会教育実習に参加する大学生が「次の世代に一肌脱ぐ」職員になる可能性について、ぜひ検

討してほしい 

都公連は三多摩市長会、23区区長会の下の組織として位置づく事により公的組織として認知

されると思います 

お疲れ様でした 

市民や公運審の方の参加が増えると良いと思います 

休憩が１時間では足りないかと･･･ 

午前中の式典は不要。講師の話をその分聞きたかった 

午前中の「敷きｔね」のタイム・テーブル、発言者のお名前などレジュメが欲しかった 

分科会がちがったのですが、ホールに掲示されていた各市のポスター（パネル）は良かったで
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す!!他市の様子がわか （原文ママ） 

市民との関わりを持ち、市民の声に耳を傾ける→講座につなげる 

公民館活動をサークル活動だけでなく、おまつりやロビーを活用し、活動の場を広げられるよ

うな助言をしたい 

難しい時代ではあるが、公民館職員として一歩前進したい 

公民館を利用する人、公民館活動を支えようとする職員側とでグループで話をできた事がとて

も有意義だった。これからは“子育て”を地域で行なっていかなければならない時代になって

きたと思う。公民館でいろんな世代が集い、若い母親とコミュニケーションをとることができ

たら良いと思う。子育てが難しくなった今、公民館ができることはもっとあると思うので、

“予算”もない中、地域をどう盛り上げていくか考えていきたい 

はじめての事で、わからない事も多少ありましたが、非常に勉強になりました。また、もう少

し“学ば”ないといけないと思いました 

「東京都公民館連絡協議会」に参加していない市の関係者・市民の皆様への広報をお願いしま

す 

参加者の数に驚きました。盛会で何よりです 

基調講演、課題別グループで助言、グループ討議、助言者のまとめから、多くを学ぶことがで

きた。これを、地域づくり、まちづくりに活かしたい 

グループで、長く続かないグループが大多数だという意見に触れました。もしかしたら、失敗

学に目をとめるのも必要なのかもしれません 

1日がかりの研究大会への参加で自分の意識に変化がありました。公民館のあり方、地域での

存在理由をより理想へと近づけたいものです。現実の課題は山ほどありそうですが気持ちを切

り替え新しいとりくみにつなげないです 

公民館は、地域の拠点としての役割を重視して、市民への拡がりを、というのが各市の共通の

悩みに思えた。少しづつ芽ばえてきてはいるが中年・若年世代にいかに拡げるかが今後の課題 

特になし 

“運営・企画”とも最高でした。ありがとうございました 

具体的なお話が聞けたことが良かった 

制度的課題についても考えたい。スタッフの構成（シルバー人材とか若手スタッフの状況）貸

し人数の条件や、場所決めのしくみの工夫など 

講座・事業の評価について、話しあえるとよいと考えます 

シンプルに多くの事例を知れて参考になったし、自分が普段もやもやしている部分を言葉にし

て代弁してくれている人がいたり、とても良い気づきの場になりました 

「はざまを埋める（はざまを、あいだに）」印象的でした。グループ討議で、話しながら、自

分の中の幡りもとけたというか、抽出されました 

大会準備、大変だったかと思います。ありがとうございました 

大変良い勉強をさせて頂きました。ありがとうございました。お手伝いをされた方は、ご苦労

だったと思います。お世話様でした 

大会の開始時のアイサツは簡単にし、予定時間内で終わらす。講演と課題別に時間を使って欲

しい 

情報交換の場として今後も開催を楽しみにしています 

企画の狙いに沿った第四課題別集会に〓（不明）たものと思います。得られたいくつかのポイ
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ントを持って帰り、今後に生したいと思います 

学ぶ事（他市公民館の展開）が多かった。“社会教育は問い”は考えさせられる 

午前中の講演が短かい。昼食時間も短かい 

10:00～の 30分を短くして基調講演を増やしてはいかがかと思いました 

グループワークで他市の方と情報交換ができたことや、テーマに沿って討議できたことがよか

ったです。地元ではどの会議や集まりに参加しても顔ぶれが同じなので若い人の意見や気持ち

をけきてよかったです 

ポスターセッションは時間を別けて説明する 

とても真じめな雰囲気でいろいろお話がきけて勉強になりました 

各班に別れての意見の出し合いはそれぞれの感想を聞く事が出来、良かったと思います 

ヒガシヤマトの施設が良くてうらやましい 

冒頭のご挨拶はもっと簡潔にし、基調講演以下に十分な時間を割くようにして欲しい。実質的

な話を聴きたいので 
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