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第56回東京都公民館研究大会 

公民館の役割、再発見 

～新たな広がりを目指して～ 

１ 開催趣旨 

公民館は、地域住民にとって身近な社会教育施設として、また、地域づくり、人づくりの拠点としてそ

の役割を担ってきました。 

  しかし、刻々と社会情勢が変化する中、少子高齢化の進行、高度情報化、地域の国際化、人間関係の希

薄化、貧困と格差社会の拡大等社会的課題が存在し、それに合わせ住民の学習要求や学習課題も変わって

きています。また、平成30年12月に、第９次地方分権一括法が閣議決定し、令和元年５月31日に成立

しました。この法律は、地方公共団体の判断により、公立社会教育施設（公民館、図書館、博物館等）の

所管を教育委員会から首長部局へ移管することを可能とする内容となっており、住民の多様な学びの権利

を保障する社会教育行政を後退させる恐れがあります。今後、行政の動向を注視していく必要があります。 

  この様に公民館を取り巻く環境が厳しい中、これまで住民自治を育む役割を果たしてきた公民館の今後

のあり方が問われています。 

  そこで、今大会は、公民館の担うべき役割を再確認しつつ、今後進むべき方向性を見出す機会として開

催します。 

２ 開催日時  令和２年２月１日（土） 午前９時30分～午後４時 

３ プログラム  

４ 主 催 東京都公民館連絡協議会 

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 

全体会 

会場：KOTORIホール（昭島

市民会館） 

公民館の役割、再発見～

新たな広がりをめざし

て～ 

基 調 講 演：佐藤一子氏（東京大学名誉教授） 

第一課題別集会 

（狛江市） 

会場：公民館集会室（３階） 

公民館における「居場

所」について考える 

助 言 者：萩原建次郎氏（駒澤大学教授） 

事例報告者：安江真人氏（狛江市公民館長） 

内田駿介氏（狛江市公民館） 

第二課題別集会 

（東大和市） 

会場：公民館学習会議室（３

階） 

公民館の新たな利用者

を広げるには？～現代

における公民館の可能

性を考える～ 

助 言 者：柴田彩千子氏（東京学芸大学准教授） 

第三課題別集会 

（都公連職員部会） 

会場：保健福祉センター「あ

いぽっく」（４階） 

人口減少社会での災害

における、公民館と職員

の役割 

助 言 者：岩松真紀氏（明治大学非常勤講師） 

小野修平氏（ジョージ防災研究所代表、防災ア

ドバイザー、事例発表関連助言者） 

事例報告者：長谷部新一氏（西東京市保谷駅前公民館分館長） 

      六反田聖子氏（西東京市保谷駅前公民館専門員） 

第四課題別集会 

（都公連委員部会） 

会場： 公民館小ホール 

（１階） 

公民館講座受講後の活

動の継続と発展～学び

を超えて、さらなるステ

ップアップ～ 

助 言 者：倉持伸江氏（東京学芸大学准教授） 

事例報告者：佐々木千明氏・横山裕美氏・竹本和代氏 

     （町田市「ゆるっとママ」メンバー） 

邦永洋子氏（NPO法人「こがねい子ども遊パーク」） 

（小金井市） 



 

 

 

東京都公民館研究大会の開催にあたり 

 

 第 56 回東京都公民館研究大会に多数のご参加を賜りました事を心より御礼申し上げま

す。 

 昨年度の東大和市での研究大会同様、今年度につきましても全体会と課題別集会の２部

制での開催となりました。 

 今年度の研究大会では、全体テーマを「公民館の役割、再発見～新たな広がりをめざし

て」とし、基調講演及び４つの課題別集会が実施されます。皆さまにとって有意義で実り

のある研究大会となることを期待しております。 

開催趣旨にもあるように、公民館は、地域住民にとって身近な社会教育施設として、地

域づくり、人づくりの拠点として、その役割を果たしてまいりました。 

しかしながら、公民館の設置運営を呼びかけた文部次官通牒（もんぶじかんつうちょう）

「公民館の設置と運営について」が通達されてから 70 年以上が経過し、その間、少子高

齢化、情報技術の目まぐるしい発展、ライフスタイルの多様化による地域コミュニティの

希薄化など、私たちを取り巻く社会環境は刻一刻と変化しております。とりわけ、この東

京では、いよいよオリンピック・パラリンピックイヤーを迎え、グローバル化が益々進ん

でいくものと考えられます。 

そうした中、昨年５月には、公立社会教育施設の所管を教育委員会から首長部局へ移管

することを可能とする「第９次地域分権一括法」が成立いたしました。 

地域住民の多様な学びの権利を保障する社会教育行政が後退しないよう、今後とも動向

を注視していく必要があります。 

このように公民館を取り巻く環境が変化し、公民館が担うべき役割、地域から求められ

る役割も大きく変化しています。 

本大会では、公民館が従来から持っていた役割を再認識するとともに、公民館が進むべ

き方向性をご参加いただいた皆様とともに考えていきたいと思っております。 

結びに、本大会で事務局をお引き受けいただきました昭島市公民館の皆様、課題別集会

の助言者および事例報告者をお引き受けいだいた皆様、また、本大会開催にあたりご支援、

ご協力いただきました関係機関、関係者の皆様に、東京都公民館連絡協議会を代表いたし

まして、心より感謝を申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

令和２年２月１日 

東京都公民館連絡協議会 

会 長 安江 真人 
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挨 拶 

 

第 56 回東京都公民館研究大会が、開催市の昭島市の皆様をはじめ、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、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

ことに敬意を表します。 

 公民館は地域における学習拠点として、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、今日の少子・高齢化、ライフスタイルや価値観の多様化など人々を取り巻く社

会環境の急速な変化を受け、公民館にはこれまでの学習拠点機能の充実に加え、最近多発

する自然災害等により、地域の防災拠点として役割を期待する声などもあります。 

本研究大会では、公民館がこれまで積み重ねてきました実践や経験等を踏まえながら、

これからの公民館が担うべき役割等について活発に協議をしていただき、その成果を今後

の公民館活動に生かす契機となることを期待しています。 

最後に、本研究大会が実り多いものになるとともに、皆様方の御健勝と御活躍を祈念申

し上げます。 

 

 

令和２年２月１日  

東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課長  

      大  木   琢 
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歓迎のことば 

 

第 56 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。

また、ようこそ昭島市にお越しくださいました。 

本日ご参加の皆様方におかれましては、都内各地域で日々、公民館活動を通じ、皆様相互

の教養の向上や地域活動に取組まれていることに対し、あらためて感謝申し上げます。 

これまで各自治体の公民館は地域住民の身近な社会教育施設として、多くの方々の「であ

い・ふれあい・学びあいの場」として、また、地域づくりや人づくりの拠点として、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、少子高齢化に伴う核家族化の進展や生活様式の多様化、情報通信の高度化など

刻々と社会情勢が変化する中、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。 

国では、昨年５月に第９次地方分権一括法が成立し、公民館の在り方について変革を可能

とする内容となっています。また、時代の変遷とともに、多くの市において公民館の在り方

が変わりつつあります。 

そうした中、開催される今回の研究大会においては、今一度、公民館の本来の在り方につ

いて再確認する場となるとともに、公民館の持つ魅力を再発見する機会となることを大いに

期待いたします。 

 本日行われる全体会や課題別の集会では、それぞれの担当者が、現在公民館が置かれてい

る現状を分析し、これからの公民館の進むべき道筋の一助となる内容と伺っております。 

ご参加された皆様におかれましては、活発にご議論いただき、その成果が各地域の公民館

活動に活かされることを切に望みます。 

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佐藤先生を始め、

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。 

 

 

令和２年２月１日 

 

 昭島市長 臼井 伸介 
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１ 主催者挨拶 

   東京都公民館連絡協議会会長  狛江市公民館館長 安江 真人 

   東京都公民館研究大会の開催にあたり（プログラム掲載）  

※４ページ参照 

 

２ 来賓祝辞 

昭島市長 臼井 伸介 

 

 みなさん、おはようございます。正月元旦になったかと思うと、あっという間に２月と

いうことで、本日は第56回東京都公民館研究大会が昭島で開催され、ようこそ昭島市に

来ていただきまして、ありがとうございます。 

今、始まる前にくじらのビデオが流れておりましたが、昭島は水と緑、そしてくじらの

まちというようなイメージでアピールいるところでございます。とくに、昭島の水は、こ

の地域ではない深層地下水150ｍから200ｍのところから取水して、11万３千余りの市民

に水を提供させていただいているところです。ぜひ、昼食を食べるときに、おいしい昭島

の水を飲んでいっていただけたらと思います。 

私は市長になる前は市議会議員６期 23 年させていただいて、その前は役所の職員でも

あり、ちょうど教育委員会にいた時は、社会教育に５年程おりましたので、よく公民館の

ことは存じておりますし、今、会長の方から話がありましたように、今の社会全体がいろ

いろ目まぐるしく変化していく中で、どう公民館として新たな展開を開いていくかという

ことは、大変重要な視点であると思います。生涯学習としても人生100年時代の到来とい

うことで、定年制も60歳とか65歳ということもあり、70歳以上まで働いている方もいら

っしゃいます。まだまだ、100 歳までの時代ということで、いろいろな視点を変えていか

ないと、地域住民、そして、市民に応えることができないと思っているところでございま

す。 

ぜひ、今日、各市いろいろなアイデアを持ちよっていただいて、個別案件を解決してい

ただくとともに、解決までいかないと思いますけれども、提言、提案していただいて、基

調講演をいただきながら、大いに学習して学んで帰っていただき、そして、各市でいろい

ろな展開をしていただければ、ありがたいと思っているところでございます。 

昭島が目指すのは、住んで楽しい、働いて楽しい、そして、お水が美味しい。そして、

市民の皆さんが、「本当に、昭島大好き！」と言ってもらえるように市長としても頑張っ

ているところですので、ぜひ、ぜひ、ご支援ご協力をよろしく申し上げまして、甚だ簡単

ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。本日は、皆さん、頑張りましょ

う。 
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３ 来賓紹介 

   昭島市教育委員会教育長 山下 秀男 

   昭島市教育委員会生涯学習部長 山口 朝子 

    

４ 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 

 

５ 主催者紹介  

東京都公民館連絡協議会会長 狛江市公民館長 安江 真人 

   東京都公民館連絡協議会副会長 東大和市立中央公民館館長 佐伯 芳幸 

   第56回東京都公民館研究大会事務局長 昭島市公民館長 吉村 久実 

 

６ 閉会挨拶  

                東京都公民館連絡協議会副会長  

                 東大和市立中央公民館館長 佐伯 芳幸 

 

 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 佐伯でございます。

本日はこのような多くの皆様に第 56 回東京都公民館研究大会に参加いただきまして、誠

にありがとうございます。また、研究大会事務局の昭島市、企画委員、運営委員の皆様、

大会までの準備、本日のご対応ありがとうございます。 

 この後、「公民館の役割、再発見 ～新たな広がりを目指して～」をテーマに東京大学

名誉教授佐藤一子先生より基調講演をいただき、午後からは第1から第４の四つに分かれ

て課題別集会が行われます。なお、令和２年度第 57 回東京都公民館研究大会につきまし

ては、町田市が会場になります。よろしくお願いいたします。 

 会場の皆様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。本日得たものを今後の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致します。以上です。 

 

７ 基調講演講師紹介 

 本日の講師である佐藤先生は、東京大学名誉教授でいらっしゃいます。ご専門は社会教

育学・生涯学習論です。東京大学大学院教育学研究科博士課程を修了され、埼玉大学、東

京大学、法政大学で教授を歴任されました。現在は国分寺市公民館運営審議会委員長、葛

飾区区民カレッジ理事、蕨市社会教育委員を務めておられます。 

 現代は少子高齢化の進行、高度情報化、地域の国際化、人間関係の希薄化、貧困や格差

の増幅など社会情勢の変化により様々な課題が存在します。同時に公民館を取り巻く環境
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も大きく変わってまいりました。 

 本日は長年社会教育に携わってこられた佐藤先生に、公民館の新たな役割や今後の方向

性についてご講演いただきます。 

 

８ 基調講演 

東京大学名誉教授 佐藤 一子 

 

 ご紹介いただきました佐藤でございます。本日は第56回東京都公民館研究大会の開催、

誠におめでとうございます。ご尽力をいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。同時

に 56 年、つまり半世紀を超える長い歩みをもつこの公民館について、自治体の枠を超え

て語りあうというそういう集いを、この東京都でやってこられ、そして、それが全国へ様々

な影響を及ぼしてきました。その大変貴重な歩みを振り返りながら、でもこの 50 年が次

の 50 年につながるのだろうか。みなさん危機感を感じていると思います。今日は私の問

題提起だけではなくて、ぜひ課題別の各分科会で、そうしたところを各地域の現状を踏ま

えて、しっかりと討論し、充実した一日になることを願いまして私の話に入らせて頂きま

す。よろしくお願いいたします。 

 

はじめに 

 今日、「公民館の役割、再発見 ～新

たな広がりをめざして～」というタイト

ルを与えられたのですが、それぞれの自

治体ごとに非常に個性があるというのが

公民館の特徴でもあります。全体的に見

て、大きく三つの柱で問題提起してみた

いと思います。 

 一つ目は、公民館の歴史、戦後直後か

らの歩みで70年を超えるわけですが、そ

の歴史の歩みの中で本当に大事な価値とは何なのかというところを確認しながら、それを

次の世代にどう継承していくのか。現在、公民館を利用しながら様々な学びをしている市

民にとって、公民館はかけがえのない場所と意識されているかもしれませんが、次世代の

若者あるいは外国人などにとって、公民館は自分たちが築いてきた価値を共有しながら発

展創造させていくような、そういう営みにつながるのだろうか。真に戦後70年を次の50

年へという、そこを考えたいと思います。持続可能性ということが各地で言われておりま

すが、公民館自体も、持続可能性を持ちうるだろうか。そういった原点、一番基本的な課

題を第一の問題にしたいと思います。 
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 二つ目の問題ですが、やはり公民館というのは自発的な学びを育む、もともとやる気の

ある人たちが集まるということなのですが、それは、趣味であれスポーツであれ読書会や

学習会、学級講座であっても、意欲を持つ人たちが集まっています。しかし、今、注目し

なければいけないのは社会的に孤立し困難を抱えて、意欲そのものを持つことができない、

そこまで人間的に疎外されているような、そういった人々が公民館は大事な場所だという

ように足を向けられるようなきっかけ作り、利用者の拡大を図る。今日も分科会のテーマ

の中に「来ていない人たちの利用の拡大」という大事なテーマが設定されていますが、そ

のことを本気で考えなければいけないと思います。公民館には、時間のある人は来ること

ができる。でも、忙しい人、忙しいサラリーマンや学校中心の子どもや若者、あるいは日

本社会のコミュニティに溶け込むことができていない外国人等々、今まで当たり前に公民

館を自発的に自由に利用してきた人々とは違う人々が、どうしたら公民館に足を向けられ

るのでしょうか。そのことを真剣に考えないと、公民館は税金で運用されている公共の場

でありながら、好きな人が好きなことをやっている場所だということになってしまいます。

それでよいのでしょうか。この課題も地域社会で厳しく問われているのではないかと思い

ます。 

 三つ目は、そういうことも踏まえてあらためて社会教育というものが自発的な学び、自

由な学びであるということと、公共性をもっているという両側面を考えることです。これ

は生涯学習という政策ができてから、とても分かりにくくなりました。たまたま「月刊社

会教育」2 月号の座談会で「塾も社会教育機関でしょう」という話題が出ています。学校

以外の場所における組織的な活動であり生涯学習の枠組みではそのように捉えられます。

でも、公民館と塾が同じ次元で並ぶと考えた時に、それとは違う捉え方が必要ではないか

ということで、私自身は社会教育の公共性ということをテーマにしております。『「学びの

公共空間」としての公民館』という本を最近執筆しましたが、「学びの公共空間」とは自

分たちが一緒に作る、行政が支援する、職員や、いろいろな世代・多様な立場・多様な価

値観の人たちが共に作り上げる場です。そこをなくしてしまったら、あれもこれもみんな

生涯学習だということで、一人でテレビを見ていて英会話、これも生涯学習となってしま

うのです。生涯学習という言葉も大事であると思いますが、法律に基づいて公的な制度と

して戦後発展してきた社会教育というものの公共性、これをどうとらえていったらよいの

か。そもそもの本質論も含めて今日のテーマにしたいと思います。 

 

１－１）戦後社会教育の展開 

 戦後の社会教育は、戦前とは全く違います。確かに戦前に文部省社会教育課が設けられ

て公共の社会教育が始まっていますが、それは、要は国民を国家・軍国主義に協力する忠

実な国民の育成のために、教化していくための社会教育であったわけです。   

戦後憲法が制定されたことによって、国家の目的が大きく平和で民主的な社会を築く方
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向に変わり、教育基本法はその憲法の理念を直接体現しています。それに先立ち当時の社

会教育課長寺中作雄が中心になり公民館の建設を 1946 年に始めた時も、公民館というの

は、民主主義を身体で学んでいく所とされています。イデオロギーではなくて、国がそう

言ったら、それに従えといったことではなくて自ら探求する科学、そして平和というもの

を国際社会の中で築いていくお手本になるような国にしようではないか。公民館というの

はそのためになくてはならないと言っています。非常に有名な通牒ですが、それで爆発的

に公民館が各地に広がっていきました。 

教育基本法を受けて社会教育法が1949年に制定されました。社会教育法というのは「国

民が自ら自発的に学ぶことを国や地方公共団体が奨励する」「場を作る」「環境を育む」。

そういう趣旨の法律になっていて非常に新しい形の社会教育が広がったのです。世界で見

ても、ヨーロッパ・アメリカでは大学拡張が盛んですが、成人教育の原形態は識字のため

の学校といってよいと思います。そういったことが広がっていますが、部分的な規定は定

められても、総合的な社会教育あるいは今でいえば生涯学習の総合的な法律を作っている

国は実はあまりないです。この当時、敗戦というものの経験から、人々が自ら主体的に民

主主義というものを考えることが何より重視された。それがいかに大きなもので、それを

背景としてこうした総合的な法体系ができたことを私たちは、まさに日本国民の歴史認識

として、忘れてはいけないと思います。 

 

１－２）社会教育の学びの価値の再認識 

ごく大雑把に社会教育について、どういう学びを価値として再認識するのか、短い時間

では語り切れない事ですが、４点にまとめてみました。 

一つは「自己教育・相互教育」という学び方です。ここが学校教育とは全く違うという

ことです。国の任務というのは、国民が自ら自発的に学ぶことを側面から援助するという

ように寺中作雄は「社会教育法解説」に書いています。決して国家が主導したり、自治体

が命令したり、そういうことをしてはいけないと書かれているのが社会教育法です。 

二つ目は、やはり、憲法26条の「教育を受ける権利」、そのことを踏まえた教育法であ

るということです。ですから憲法、教育基本法、社会教育法というようにその法理念が統

合されていて、したがって、この 26 条にある教育の機会均等、誰でもが、自ら、きちん

とした学びを要求することができる教育権の思想、これは 80 年代に国際的には学習権と

いう用語に、より成人教育にふさわしい用語に展開していきました。実は、子どもの中で

も教育権という用語と同時に、学習権という言葉が使われ、つまり学びの主体性というと

ころを軸にした権利のとらえ方というようになってきました。この思想にもとづき具体的

に国家に対して請求できる大事な原理として、機会均等ということがあるわけです。誰で

もが平等にこの機会に接することができる。ここを社会教育でも忘れてはいけないと思い

ます。今、不登校の問題や、外国人の夜間中学の就学ということで、新しく教育機会確保
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法という法律ができました。義務教育課程の夜間中学なので、その推進も生涯学習という

観点よりは、学校教育という観点になっています。これは、日本的な教育行政の縦割りだ

と思います。ヨーロッパ、中近東、アジアでは、識字教育というのは、成人教育の基礎、

一番大事な内容なのです。ですから機会均等といった時の学校的な意味の義務教育という

ことも含めた社会教育の機会均等なのだということを、あらためて社会教育法にもとづい

て考える自治体の教育行政でなければなりません。 

三つ目の価値として、「共に学びあう共同学習」、これは本当に日本の先進的な伝統と言

えると思います。公民館や青年団が、共同学習をやってきた歴史を、今、アジアの方たち

が学ぼうとしています。アジアにはコミュニティ・ラーニングセンターという地域学習の

センター、まさに公民館と同様の施設が、日本の JICA の支援で広がってきています。戦

後 1950 年代の日本の社会教育といえば共同学習、これを学び取ろうとしています。今の

日本ではあまり「共同学習」という言葉は使われなくて、自主グループ、サークルや小集

団学習という言い方をしますが、この「共同学習」の原点は、生活の問題、地域の問題を

みんなで話し合って解決しなければいけないということです。話し合うことと解決するこ

とがセットになっていた捉え方で、解決に向けての話し合いというプロセスが、学習の中

でも重要であり、身近でありながら高度な学習といえると思います。なぜかというと趣味

やレクリエーションだと、あまり真剣に話し合うということはしませんし、難しい課題を

掲げた時に、講座型の学習でも課題解決まで目指す学習というのが設定しにくい状況にな

っているわけです。皆で楽しく集まることは大事なことですが、そこから先、社会の一員

として一緒に考えあいながら、大変な問題を解決していかなければいけない。そのプロセ

スを育ててきたのが社会教育なのだということを改めて確認しておく必要があると思い

ます。 

そして、最後四つ目に、「生涯学習」という理念が1965年のユネスコ成人教育委員会で

提唱されて、人間というのは生涯発達し続ける存在であり、学校修了後も学び続ける。社

会の必要性あるいは自己自身の年齢段階で高齢期に向きあうとか、若者が社会的な主権者

になるとか、社会の中で発達段階を通じて人間は学び続けるという考え方、生涯に亘る学

びということが提唱されて、いわば、それがあたり前のこととして了解されていると思い

ます。あらためて、私たちが生涯学習者であり続けることが、人生100年時代にますます

重要になっていると思います。現実には 70 代になっても、仕事から引退できず、働くこ

とを中心としたライフスタイルが広がっていると思うのですが、やはり、そこでもう一つ

のコミュニティ、あるいは社会の一員として、自らが職場とは違う社会的な人間関係や趣

味的な人間関係を築くこと、70代から80代の人たちも生涯学習者として人生100年時代

を生きるということを真剣に考えていく必要があります。 

国分寺市の前期の公民館運営審議会のテーマがまさに、もう一回自分自身が地域社会で

再活用できるようなそういう生涯の現役としてスタートし、自己を認識しようという議論
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をしました。今60代、70代の方の多くは、定年が60歳だったから、地域に関わろうとい

う気力も意欲も持っていた世代だったのです。ところが、今は 70 歳で退職して地域に戻

る人が、今までの世代に続く世代かというと少し違うなという感じがします。どうしたら

よいのでしょうか。新たなシニア層の参加を含めて、この生涯学習、人生ずっと生涯学習

者であり続ける、そういった人間発達と学びとうい捉え方も大事にしたいと思います。社

会教育における学びについて、学校教育とは違う視点ということになると思いますが、価

値の再認識が必要であると思います。 

  

２－１）公民館の歴史の継承―平和な社会建設への小さな拠点づくり 

戦後、公民館は非常に新しい社会を作っていくことを期待されて、1946年から1950年

代前半の 10 年間で全国３万館ほどの公民館が設立され、それぐらい津々浦々で求められ

ました。これも寺中作雄によると文部省の指導で広がったのではなくて、「なんとかせね

ばならないと立ち上がる人々の胸の中に期せずして湧き上がる」、そういうことが公民館

を求める心になりました。おそらくその当時の時代状況とは、そういうことだったのでは

ないかと思います。少し歴史を思い起こすという意味で、二つの地域の公民館の事例をご

紹介します。 

一つは東京都杉並区の公民館です。設立されたのが 1953 年です。その前に図書館があ

って、直ぐに公民館が設立されます。ここを中心に 34 団体の婦人団体のネットワークが

できていきました。54 年にビキニ環礁での水爆実験・第五福竜丸の乗組員の被爆があり、

女性たちは杉並区婦人団体協議会を発足させて、公民館の館長室を拠点に原水爆禁止の署

名を開始し、水爆禁止運動を始めました。最終的には原水爆禁止署名が世界的な運動にな

っていき、杉並だけで約20万人の署名、そして最終的に2000万人の署名へと発展してい

き、小さなできたばかりの都会の公民館の女性たちの思いから平和国家を作る、二度と戦

争をしてはいけないという大きな社会運動に発展してきました。その拠点としての公民館

を、私たちは忘れてはいけないと思います。 

 もう1枚の写真のこの荒涼たる風景は、原爆が投下された爆心地広島の風景です。広島

は1945年の投下で、その年の内に14万人が亡くなっています。1949年、ちょうど社会教

育法制定の年ですが、国会で広島平和記念都市建設法が可決されて、広島の復興への歩み

が日本全体の支援の中で始められました。この社会教育法制定の、まさにその年の９月に

爆心地相生橋付近に中央公民館が建設されます。先程、公民館が３万館もの広がりをみた

背景にあるのは、みんなで集まって、とにかく立ち上がらなければいけない、その気持ち

が戦後直後の公民館を生み出したと言いました。そのことがとても象徴的にこの広島の公

民館建設に表れているのではないかと思います。しかも特に印象的なことは、たった二部

屋の小さな公民館に、被爆の資料遺跡や遺物を収集する郷土資料室が併設されたことです。

広島大学の研究員の方が中心になり呼び掛け、ピカドンが焼き付いた石や、焼け焦げた弁
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当箱、焦げて壊れた自転車だとか、そういうものを市民がそれぞれ持ちより郷土資料室に

集めました。この郷土資料室が 1955 年に広島平和記念資料館、現在、全国海外からも年

間百数十万の来館者を集めている施設の礎となりました。世界中への平和の発信の拠点と

なっている博物館といってよいと思います。それを生み出したのが、1949年にこの焼け野

原のど真ん中に建てられた公民館でした。 

私は最近広島調査をしているので、詳しくいろいろな資料を見て非常に衝撃を受けまし

た。広島は市をあげて平和都市建設を追求しているのです。歴代の市長がまさに憲法的な

理念で、それを実現する平和都市、恒久平和ということをうたい、そして、今、国際平和

文化都市ということで日本中の自治体が加入している市長会議、自治体の長の平和会議、

それが世界にも広がっています。憲法の理念を体現するまちになっています。その中で公

民館でも平和・人権学習を必須事業にしていて、年間必ず一つ以上平和事業をやることに

なっています。その内容も非常に面白いので後で紹介したいと思います。この様に広島だ

けではなく、各地の都市が戦争で焼き尽くされました。そういった空襲を受けて、どうや

って地域を復興していくのか、自分たちの暮らしはどうなるのだろう。そういう時に、公

民館という場所は本当に人々の心に響いた、この各地域の動きとともにあった公民館、こ

れは社会教育の歴史として、決して忘れてはいけない事だと思います。 

 

２－２）権利としての社会教育の思想と公民館の発展 

 そして、多摩地域には比較的遅く公民館が広がっていきます。1960 年～70 年代にかけ

て、都市部の公民館では特に社会教育というものを権利としてとらえようとした発想が生

まれていきました。これも大事な歴史の転換になると思います。 

高度成長期、新しいまちづくり、大阪府枚方市の教育委員会、この社会教育委員会議と

公運審が一緒になって答申した文書の中に権利としての社会教育がうたわれています。そ

の文書のタイトルが、「社会教育をすべての市民に」です。「社会教育をすべての市民に」、

何げなく読み過ごしてしまいそうな文章ですが、まさに、先程言いました社会教育という

ものが、本当に機会均等に誰でも、どこでも社会教育に参加することを保証されなければ

いけないという理念です。それを 1963 年の答申のタイトルにしています。そして「社会

教育の主体は市民である。社会教育は市民の権利である。社会教育の本質は憲法学習であ

る」という有名なテーゼをうたっています。戦後何のために社会教育は振興されたのか。

どんどん新住民が流入してくる都市化の著しいベットタウンの中で、原点にたちかえるよ

うな宣言が生まれました。 

公民館関係の人は図書館・博物館の動きをきちんと学ぶ機会はあまりないと思います。

非常に重要なことは、図書館・博物館は公民館とは正反対で、戦後直後は、ほとんど建設

が進んでいなかったということです。図書館は千館以下で、博物館は百数十館しかありま

せんでした。ようやく高度成長期に学校建設が終わり、財源がある程度ゆとりができた時
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に図書館や博物館が少しずつ増設されるようになります。公民館は後でご紹介するように

今どんどん数が減っている時代に入っているのですが、図書館・博物館は実は設置数自体

は現在も増えています。1960年代の日本図書館協会の非常に重要な方針として「中小レポ

ート」が有名です。 

図書館は戦前から大都市にある施設であり、公民館とは対照的に都市的な文化施設だっ

たのです。しかしこれからは、中小の市町村にこそ図書館を作らなければいけない、つま

り、図書館設置がされていない自治体の図書館建設運動を呼び掛けたのです。これが1963

年の「中小レポート」と呼ばれているものです。その動きが多摩地域では公民館建設にと

どまらず、図書館をセットにして建設する動きというようになっていきました。図書館の

中小都市への普及と公民館を都市部に広げることを一体化して、市民のまちづくり・施設

づくり運動として展開されました。このような1960～70年代の動き、そのことが、「この

まちになぜ図書館がないのか」、「なぜ公民館がないのか」、「あるべきではないか」という

ような考え方、権利としての社会教育の思想が市民の中に共有されて、それが、まちづく

りのビジョンの中に位置づいていきました。 

1960～70 年代は、新しい形の公民館・図書館・博物館普

及の時代といえるのではないかと思います。東京都教育庁

「新しい公民館像をめざして」が74年に発表されて、ここ

で「公民館とは」と規定している四つの事項「住民の自由な

たまり場」、「集団活動の拠点」、住民にとって「私の大学」、

「文化創造のひろば」、これ以上の定義ということは出せな

いと思えるほど、しっかりとした公民館とは何かということ

が東京都のレベルでまとめられ、原則化されて、そのことが

多摩地域の公民館設置を促していきました。「多摩地域で公

民館をつくる」、「公民館がないのはおかしい」、という市民の動きが支えになり、それ以

来、多摩地域の公民館活動では、例えば保育室を設置したり、障がい者の自立を支援した

りという、人権思想、みんなが学べなければおかしいという思いが、様々な新しい機能を

生み出していったのではないかと思います。写真は国立市の公民館喫茶室“わいがや”で

す。今、公民館喫茶に限らず、こういった障がい者自立支援ということで、あるいはお年

寄りの居場所といった形のコミュニティ喫茶のような、公共施設を使って開かれるものも

相当数増えています。公民館から発信された公共施設における喫茶室が多摩地域にあった

わけですが、それがいま全国で、まさに学びや話し合いの公共空間としてのカフェという

ものを生み出してきています。多摩地域の発信力を象徴しているのではないかと思います。 

 もう一つ権利としての社会教育を考えるうえで、さいたま市で起きた「九条俳句訴訟」

のことをご紹介しておきたいと思います。「梅雨空に“九条守れ”の女性デモ」。これはさ

いたま市大宮区の地区公民館、三橋公民館の俳句会の指導者の先生が自ら書にしてくださ
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り、どこでも使ってくださってよいとおっしゃっている色紙の写真です。俳句会がその公

民館にできて 20 年ほどになります。公民館主催の俳句講座が開かれて、そして公民館の

自主グループとして俳句会が生まれました。その俳句会の指導者は有名な方ですが、そう

いう方を中心として、公民館の利用団体という形で約 20 年活動しています。ちょうどこ

の事件が起きる３年前位に、「毎月俳句を作っているなら公民館だよりに掲載しますので、

作品を選んでくれませんか」と職員が声をかけて、公民館だよりに毎月一句選ばれた作品

を掲載することになりました。  

公民館だよりは月1回で、それぞれの月の季節があるわけで、俳句の場合季節をうたう

ことは基本ですから、そういう意味で会員も意欲的に創作して3年くらい掲載されてきま

した。しかし、この「九条俳句」が 2014 年６月に出された時に、これは「国会で世論二

分の問題なので、こういう片方の主張を公民館だよりに載せることは公平・中立に反する

ので掲載はできない」と公民館主事と館長が判断し、地域の上部の公民館長にも相談して

俳句会代表代行に不掲載を通告しました。最終的に教育長、市長もその判断が概ね正しい

と発表して、新聞記事にとりあげられる事件になりました。ここでポイントになるのは、

政治的二分の問題の一方の意見として俳句作品をとらえたことです。そして「公平・中立

に反する」根拠として、社会教育法 23 条とさいたま市広報の広告規定などを参照して判

断したということです。1年間位、「その判断はおかしい」と市民の方々が申し入れました

が、市は全く態度を変えませんでした。作者は今77歳の女性です。この当時74歳でした

が、「納得いかない。何故、自分たち俳句会の作品が公民館職員に駄目だといわれるのか。

どうしても納得いかない」という思いで、その作者の方が裁判に踏み切るという決断をさ

れ、2015年6月にさいたま地裁に提訴、そして2017年10月にさいたま地裁判決、そして

東京高裁への控訴、2018年5月に高裁判決、そして最終的に2018年12月に最高裁棄却に

より、東京高裁判決が確定しました。 

結果として、「公平・中立という論拠は成り立たない」という判断が示されました。こ

の俳句のどこが特定政党に関する利害なのかと、一審ではかなりはっきりとさいたま市側

の主張を否定しています。「職員は憲法アレルギーではないのか」と地裁の判決文には書

いてあります。東京高裁は社会教育法に踏み込んで、きっちりとした判決を出していて、

これは、「市民の学習成果の発表である」。学習成果の発表に対して、まず表現の自由とか

思想、信条の自由とか憲法的な権利はきちんと尊重した上で、他の人と差別しない公正に

取り扱う職務上の義務を職員は持っていること。社会教育活動の中の学習成果の発表に対

する職員の公正な取り扱いの義務に違反したということで損害賠償を命じたのが、東京高

裁での判決でした。 

弁護団が大変評価しているのは、この中で大人の学習権があるということを一審も二審

も明記したことです。大人の学習権というのは、弁護団が「権利としての社会教育」とい

う考え方で訴訟を進めるうえで、かつての判例で言及された「子どもの学習権」を発展さ
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せて「大人の学習権」を提起したのですが、これが最高裁まで認められて戦後の日本で初

めて、「大人の学習権」という法的な用語が、判例となりました。非常に重要な勝訴の意

義であると弁護団は言っています。 

二つ目に「学習成果の発表」という用語のところで、そもそも公民館は公的な場である

とか、社会教育法にもとづく施設だという言い方をしています。もし同じことがまちづく

りセンター、つまり社会教育法ではない法律にもとづいて運営されている施設でこういう

事件が起きた時には、この条文は使えないことになるのです。一般のまちづくりセンター

は地方自治法244条の公共の施設という条文がありますが、そこで差別してはいけないと

いうことが書かれています。けれども「学習成果の発表」ということは、まちづくりセン

ターやコミュニティーセンターは関係ありません。地方自治法にそういう規定はありませ

ん。社会教育法があったからこそ、これが「学習成果の発表」として自由でなければいけ

ないということが認められたのです。これは、なぜ公民館が社会教育法に基づいているの

かということを考えるときにも、非常に参考になる判決であると考えることができます。 

  

２－３）成人の学習権保障（大人の学習権） 

今や国際的には、むしろ成人の学習権を保証するという大きな流れで、いろんな条約・

宣言が出ています。国際的な流れの中では学校だけではなくて、大人の学習権も保証する

という方向で、大きく1970年代から2000年代かけて動いていきます。学校教育というの

は、義務ということがあるので分かり易いのですが、世界の流れとしては、全ての人にと

って、大人も学ぶ権利があり、それを保証する義務が国や自治体にはあります。そういう

方向で様々な宣言が採択されてきているということを紹介いたします。一番早かったのは

ヨーロッパの動きから始まり、締結された 1974 年の ILO 有給教育休暇条約です。働いて

いる労働者が、教育のために有給休暇を使って、特に義務教育を履修していない労働者が

休暇を使って職場を早退して、夕方の学校に行くための権利です。私はイタリア成人教育

研究を専門にしておりますが、当時イタリアでは、毎年 10 万人くらいの労働者が職場を

早退して夜間学校に行っています。そういうことが実現しているので、これは分かり易い

権利の保障です。 

ユネスコ学習権宣言は、今まで話してきたようなことを学習権として学ぶ内容、思想、

価値、哲学を文章化している非常に素晴らしい宣言です。読み書きができない、あるいは

貧困問題、人種差別などで困難を抱えながら学ぶ、そういう世界中の成人学習の実践を集

約した考え方、思想にもとづいて制定された規定がユネスコ学習権宣言です。この中で学

習権が個人だけの権利ではなくて、集団の力量を発展させるということを言っています。

つまり、日本の自己教育、相互教育に相当する考え方だと思います。大人が学ぶときに、

個々人が努力して身につけた力だけはなくて、集団として共に学んで身につける力、そう

いう学習観もこの宣言には反映されています。そして最後の文章が重要です。「人々を成
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り行きまかせの客体から、自らの歴史を作る主体に変えていくもの」、これは要するに人

に流される、社会に流される人間ではなくて、自分自身も社会の一員として、主体的にこ

の地域の歴史を創っていくのだ。そういう歴史を変えていく主体となるために、学びが権

利でなければいけないということを言っています。背景には 10 億人の非識字者、読み書

きのできない人も地球上にいるという現実があります。グローバル化の下で、自分の母国

語はできても、移民で別の国に行けば、直ちにその人は非識字者となってしまいます。私

自身もアフリカや中近東の国に行けば非識字者となってしまうわけです。そういう意味で

は世界的に基礎教育も含めて成人・社会人が学ぶ権利の重要性ということは、グローバル

化すればするほど拡大していく状況を見据えながら出された宣言であります。 

 「Education for  All」これもすべての人のための教育ということで、世界会議で宣

言が出され、そしてユネスコで「学習：秘められた宝」の中で共に生きることを学ぶとい

う、これも社会教育・成人教育ならではの思想哲学を表明しています。そして、1997年の

第5回国際成人教育会議（ドイツ、ハンブルグ）では持続可能な生涯を通して教育権と学

習権の承認が必要とうたっています。今まで述べてきたような権利としての社会教育（成

人の学習）というものが、人間が人間としてこのグローバルな社会で生きていくために、

なくてはならないという国際理念がすでに成り立っています。日本の公民館の戦後の歩み

と重ねてこうした世界の動きを照らし合わせてみたときに、いかに学習権という新たな教

育権の思想が重要になっているかが分かると思います。 

 近年2000年代に入ってESD（持続可能な開発のための教育）ということで、後で紹介す

る岡山市では非常に先駆的に環境学習を取り入れています。それから、2015年に出された

国連のSDGs（持続可能な開発目標）です。これも最後に資料をつけてありますが、持続可

能な開発のための地球社会づくりのような、その中で社会教育・生涯学習が大事だという

ことが第４目標にあります。国際的には学校という組織だった教育機会をはるかに超えて

社会・成人教育の必要性を権利としてうたっていく趨勢にある中で、なぜ日本では社会教

育の公共性があいまいになってしまっているのか、対比的な現実があるということを見て

おく必要があると思います。 

 

３－１）社会の変容と社会教育をめぐる現代的課題 

 現代的な課題、地域社会そして日本、国際社会が急激に変動していることで、大きくと

らえると、そもそもコミュニティにあった共同の営みが衰退しているということと、想像

を絶する貧困格差の広がりという問題です。「こんなことがあるの？」というようなこと

が、身の回りの見えない家庭の中で起きています。そして、見える形では人口減少による

公共部門の縮小、教育委員会制度が弱体化し、社会教育施設の再編統合が進んでいます。

一つ一つ丁寧にみないとつかめない変化ですが、人口が急減しています。大きく変わりだ

すのが2010年代で、本当にここ10年なのだということを、認識する必要があります。高
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齢人口はどんどん増えていき、生産人口が減っているという数値になっています。それと

外国人労働者の流入です。昔は在日といわれ、韓国人、中国人が主流でしたが、今は、ベ

トナム、フィリピン、マレーシアというところからも移民が非常に増えていますので、言

語も多様です。そういう状況、そして、おそらくは本当に生産人口の相当部分をこういっ

た外国人に依存しなければ成り立たない日本社会になっています。 

 

３－２）1990年代以降の急激な少子・高齢化、外国人労働者の流入、子どもの貧困 

そして、この状況と並行して同じように急激な増加を示すのが、いじめとか不登校の件

数です。特にいじめは平成14年、15年あたりから急増しており、児童相談所の相談件数

も急増しています。これは虐待の原因として、子どもの貧困が7人に一人といわれる絶対

的貧困、そして、シングルマザーだとか、特に、女性が外で働くことに大きな差別がある

ことに連動する母子家庭の貧困状況が想像を絶する状況になってきていることが背景と

なっています。子どもが安心してこの日本社会で育っていける環境にないことの象徴が、

いじめ、不登校という形になって表れています。不登校から引きこもりの総数が推定 100

万人を超えると言われていますが、年間10万人を超える不登校という実態もこの10年で

急激に進んでいます。今迄、戦後直後ということと、高度成長期を見てきましたが、90年

代からの動きは、それがはっきり身近な暮らしの中で実感できるものとして、この 10 年

の変化が極めて大きいことが分かると思います。  

 

３－３）社会教育施設数と公民館の推移（1990年代末から現在） 

公民館は平成11年度、今から20年程前にピークで1万9千館を記録していますが、以

後減り続け、平成27年のデータで1万5千館を割ったということです。また、公民館の

専門性をもった職員が減り、非常勤職員が増えています。先ほど言ったように図書館は増

設が続いています。博物館はそんなに大きな増設とはなっていません。ただ類似施設は増

えており、今や観光地方再生の集客施設として期待されるといった状況が博物館のあり方

に影響を与えています。図書館の方も民間委託の問題、それから非常勤職員の問題、そう

いった意味では深刻な実態にあります。そういう意味では社会教育施設全体が、安定的に

職員が配置された専門的な施設という実態を失いつつある状況で、これもこの 10 年間で

顕著になってきています。まさに、私たちはこの 10 年間の変化に注目して考えなければ

いけないと思います。 

 

４－１）公民館の明日を拓く学びを創る 

 最後にいくつか実践的に、大きく三つのテーマで学びを創ることをご紹介してみたいと

思います。 

一つは地域というものを変えていく、課題解決型の学習です。ここで持続可能性を探求
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するというテーマで岡山市の事例を紹介したいと思います。二つ目に大事なことは異世代、

異業種、異文化などそういったいろんなものが、公民館で交流されることによって、新た

な地域の共生という実態の人間関係が作られていく。そういうところが大事なテーマにな

ると思われます。さらに三つ目として、そのことが現代的な多文化共生ということや、平

和・人権ということで、明確な公共性をもつ事業を推進する公民館を目指していく方向性

を拓くことにつながると思います。 

 

４－２）持続可能な地域づくりと現代的課題に関する学習 

持続可能な地域づくりというのは、現代的課題に関する学習ということで、実は、1992

年の生涯学習審議会で提起され、中教審でも継続的に提案されています。生命、健康、人

権、まちづくりとか、高齢化、人口・食糧、環境・エネルギー、そういうことをしっかり

学ぶべきだ。社会教育、生涯学習でやるべきだ。そういう意味では国民が問題解決の力量

を、公民館など社会教育の場でどう高めていくかという方向性は、国の施策として出され

ています。それでも、実態は、それをどうやっていくかというところでの職員体制の問題

であったり、人々の多忙さであったり、そうした問題に直面している人々自身の学ぶ時間

がなかったり、非常に地域の複雑な事情があると思います。 

岡山市の公民館は ESD（持続可能な開発のための教育）というものを文科省、ユネスコ

と連携しながら実践的に追及し、国際会議を開いています。公民館全体が持続可能な開発

に取り組むということで、公民館の存在を発信して全国のモデルになり、いろいろな国か

らもたくさんの見学者が訪れる公民館になっています。持続可能な地域づくりとは、実は

どこの公民館も日常的な実践ということでいえば、やっていることなのです。それを岡山

市ではESDプロジェクトということで、全公民館の活動としてアピールしていますし、そ

のことが岡山の環境都市政策ということと非常にうまくミックスしお互いの支援関係を

作り出しています。岡山は自然豊かなまちであり、古着のリサイクルであったり、様々な

子どもの自然観察学習であったり、壊れたおもちゃを直す取り組みであったり、身近で子

どもたちも参加でき、そして楽しく魅力的なまちづくりという面でプラスになるような取

り組みを全公民館がそれぞれに追求しています。ESD と横文字で言われると何か難しいこ

とと感じてしまいますが、一つ一つは非常に身近な事なのです。公民館と連携する岡山県

ユネスコ協会、岡山大学、企業など新しい公民館との連携の枠組みづくりも進んでいます。

ユネスコ協会というのは、国際と国内をつなぐ大事な機関だと思いますが、公民館と連携

している例はあまり多くないと思われます。そういう意味でも、岡山は非常にグローバル

に繋がる取り組みを発展させていると思います。 

先ほど紹介した広島では平和学習が小中学校、公民館すべて義務に近い事業となってい

ます。写真は平和記念資料館がある平和記念公園で中学生が外国人に平和メッセージを語

りかけている場面です。市の教育委員会が募集して中学生300人位が応募してきます。各
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中学校の英語の先生が支援をして平和のメッセージを作りたいという中学生が半年くら

いかけて平和メッセージを英文で作成し、それに対する質疑応答の英語能力も身につけま

す。８月５日に公園で出会う外国人に話しかけて「私の平和メッセージ聞いてくれます

か？」と言ってこれを読み上げて、「何か質問ありますか？」、ディスカッションして、「君

のメセージに感動するよ」というように外国人と対話する、そんな学習がされています。

まさに、原爆という地域の負の遺産を平和メッセージということで海外に語り広げること

によって、子どもたち自身が、国際的視野とか自信とか表現力を習得しています。学校の

先生とかNPO団体も協力し、市をあげて若者がこういう声を出せるような学習となってい

ます。 

もうひとつの例は、地区の公民館とその地区の中学校が連携する平和事業です。その地

区の語り部さんが自分の被爆体験を中学生に伝えるということで、公民館長が何度も被爆

体験者と打ち合わせをして、その方は短歌を詠む方ですが、館長自らがスライドを作って、

短歌と自分の被爆体験を通じて子どもたちに語って聞かせるような集いです。このような

可能性もあるというように感じていただくと、いかに子どもたちが参加する次世代の学び

につなげていけるかということが見えてくると思います。 

埼玉県にあるNPO法人ふじみ野国際交流

センターでは、20年以上にわたって民家を

借りて、外国人支援、そして日本語教室、

国際交流、子ども国際クラブ、外国人の子

どもたちと日本の子どもたちが土曜日一緒

にレクリエーションをする活動や料理教室

の交流などを行っています。規模の大きな

NPO法人で、ボランティアが100人位いて、

半分が外国人のボランティアです。今、特

に重要になっている活動が、同伴支援、つまり、職探しに行くときに同伴する、病院に行

くのに同伴する、学校の子どもたちを取り出して日本語教育をする。そういったボランテ

ィア活動が本当に必要であり、ぴったり寄り添うということが求められているようです。

このNPO法人が生まれるそもそものきっかけは、ここの理事長さんなどが公民館の日本語

教室ボランティアとして活動していたということです。公民館に行って日本語を教えるだ

けでは足りない、もっと全生活支援が必要だということでNPOが立ち上げられた。そのNPO

と公民館がずっと連携しながら、こういう外国人との多文化共生のまちづくりにつなげて

きています。このように様々な可能性、そして新たな課題というものが、提起されている

と思います。 

 

むすび：地域の課題・子どもたちの生きづらさにむきあい、多世代で文化を育み継承する、
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多様性を尊重する社会づくり 

最後に、地域の課題が非常に困難になっているということをあらためて再確認し、共有

しなければなりません。昨今の台風 19 号や、水害であるとか、異常な暖かい冬であると

か、スキー場が運営できないほどの暖冬になっておりますので、そんな気候変動の一つを

とってみても、自分たち一人ひとりの市民の力で何とかなるものではありません。もう自

分には関係ないと思ってしまうような大きな問題を、足元の問題として解決していかなけ

ればなりません。その時に、次世代ということを意識し、今、国連を動かしているのも18

歳の少女ですので、そういう意味で、若い人たちの発想、中高校生・大学生たちの活動力

や発想と地域ということにこだわってやってきた公民館とがいかに連携していくのか。多

世代の知恵を次世代に伝えながら共有する。その営み、そして私は広島に通って実感する

ことは、負の遺産の中にものすごく人類としての知恵が入っていることです。悲しいこと

だから、嫌な事だから語りたくない。だけれど、それは語ることによって、はかりしれな

い大きなパワーを生み出しているという点に注目したいと思います。 

楽しく魅力的なテーマで、音楽だとか、絵画だとか、そういうことで多様な学習が行わ

れています。それらも一つの学び方だと思いますが、嫌な事だとか、困難な事を億劫がら

ずに、きちっと目を向けられるような、そういうことが持続可能な社会づくり、足元から

の探求、共有ということが地域の力になる学びを作り出してくれると思います。そして、

もう一つ小中学校も決して消極的ではない今のコミュニティスクールの動きなども活用

しながら、本当の意味で子どもが地域で学ぶとはどういうことなのだろうということを先

生方も一緒になって考えていくことが可能性を広げると思います。私は大学での授業の時

に大学生に向かって「あなたたち自分を生涯学習者だと思っていますか？」と問いかけま

す。「何ですか、生涯学習者って」と学生たちは思うのですが、自ら学び続ける意欲をも

たないと生涯学習というのは分かったことにならないという話をしていました。小さな子

どもたちが地域でいろんな世代、いろんな職業、いろんな国の人たちと交流しあうことに

よって得られるこの学習体験が、その子どもたちを生涯学習者にしていくし、大きな問題

に取り組む力を身につけることを促すという意味で、私はノンフォーマルな社会教育、公

民館、図書館、博物館さらには市民の社会教育団体とフォーマルな学校の連携の中で、次

世代が育つ、そういった生涯学習というものを、それぞれの地域で、新しい形で創造的に

作り上げていく。その挑戦の時代を迎えているのではないかということを結びに申し上げ

たいと思います。 

最後の参考資料は重要なところだけ抜き出しましたけれども、17の国連の大事なテーマ、

ほとんどが、自然環境、そして地球の危機というところをうたっていますが、目標４に「質

の高い教育をみんなに」ということで生涯学習の機会を促進することが明記されています。

以上のような世界の動き、そして日本の歴史、そしてそれぞれの地域の足元の歴史、それ

らを統合しながら新しい意味での公民館、挑戦の時代を迎えているという期待を申し上げ
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て、私の話を終わらせていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。 
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第一課題別集会  

公民館における「居場所」について考える 

 

助 言 者   萩 原 建次郎（駒澤大学教授） 

事例発表者   小 野 修 平（ジョージ防災研究所代表） 

内 田 駿 介（狛江市教育部公民館事業係職員） 

司 会   刈 田 美江子（狛江市教育部公民館副主幹） 

記 録   髙 橋 公 平（狛江市教育部公民館事業係職員） 

企画運営   狛江市教育部公民館職員 

 

１ 討議内容 

地域や社会における人間関係が希薄になりがちな現代社会において、子どもからお年寄

りまで、様々な世代が集まることができる「居場所」の重要性が増しつつあります。本課

題別集会を通じて、そもそも居場所とは何であるか、また、新たな施設を建設することが

難しい各市の財政状況の中で、どのような居場所づくりを行うことができるかなどを検討

して、公民館における居場所づくりの可能性について考えてみました。 

 

２ 進行表 

（１）12時30分から12時55分まで（約25分） 

事例報告者による狛江市フリースペース事例紹介 

 （２）12時55分から13時50分まで（約55分） 

    助言者による講義 

 （３）14時00分から15時15分まで（約75分） 

    グループワーク「さっそくできる居場所づくり」 

（４）15時15分から15時45分まで（約30分） 

    グループワークの発表 

 （５）15時45分から15時55分まで（約10分） 

    助言者による講評 

 

３ 狛江市公民館のフリースペース事例報告（事例報告者：内田 駿介） 

「居場所」づくりの事例として、狛江市公民館職員である内田より狛江市公民館のフリ

ースペースに関する事例報告がありました。狛江市では、「みんながスペースを分かち合

いながら、自由に過ごすことのできる居場所」を目的として、中央公民館、西河原公民館

の両公民館でフリースペースを設置しています。利用者の方々の利用目的の内訳は、学生

の勉強や小学生の遊び（ゲーム等）にはじまり、ロビーコンサートや展示等、多岐にわた
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ります。できるだけ多くの来館者に快適に利用していただくため、フリースペースにちょ

っとした工夫を以下のとおり取り入れています。 

・幼児連れの親子や小学生のためのマットの設置 

・机を壁に向けて設置することによる個人学習のスペース確保 

・インターネット環境確保のためのフリーWi-Fiの設置 

このような工夫もあり、フリースペースの利用者は導入当初に比べて増加が見られ、あ

る程度過ごしやすい環境にできたのではないかと考えられます。しかしその反面、以下の

ような課題も見られるようになりました。 

 ・置き引きや子どもたちが騒がしい等の利用者同士のトラブル 

 ・学習スペースのさらなる確保、拡充を望む声 

 ・フリーWi-Fiの登録作業が分からない、手間がかかる 

上記の各課題に対して、現在、防犯カメラの設置や学習スペースの拡充等の対応策を検

討しているところです。しかしながら、予算やプライバシーの問題、他スペースとの兼ね

合い等の観点から導入はなかなか難しいため、その他の対応策も含めて職員で考えていく

必要があります。 

フリースペースは文字どおり「自由な空間」

であるため、様々な活用方法が考えられます。

またそれを運営していくにあたっては、利用

者にとってのメリット・デメリット、両方の

視点に立つ必要があります。こういった点も

踏まえ、本課題別集会の講義やグループワー

クで学んだ事例や新しい考え方を参考に、狛

江市に積極的に取り入れていければ良いと

思います。 

 

４ 夏休み子ども・中高生スペースの実施について（事例報告者：安江 真人） 

 狛江市公民館における「居場所」づくりの２つ目の事例として、狛江市公民館長安江よ

り「夏休み子ども・中高生スペースの実施」の事例報告がありました。 

狛江市教育委員会では、平成 29 年度から学校現場における働き方改革の取組みを進め

ており、その過程において、学校だけの単位で取り組むのではく、「オールこまえ」とし

て教育関係機関の全体で取り組んでいく方針が示されました。このため、社会教育の現場

を所管する公民館においては、ボランティア団体にご協力いただき、夏期一斉閉庁期間中

の令和元年８月13日～18日に「子どもの居場所づくり」として「夏休み子ども・中高生

スペース」を中央公民館で実施することとしました。平成 31 年度の具体的な事業内容は

以下のとおりです。 

狛江市フリースペース事例報告① 
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 ・学びのためのフリースペース（第一会議室） 

  利用者が、学習教材を持参して勉強するための空間 

 ・遊びのためのフリースペース（和室） 

  子どもたちがボードゲームや積み木等でくつろぎながら遊べる空間 

 ・参加退出自由の体験事業（講座室） 

  小中学生を対象とした事業で、「気軽に参加できるもの」、「成果物が手元に残るもの」、

「体験後も自分だけで達成できるもの」をテーマとして３つの体験事業（スクラッチ

アート体験、ペーパークラフト体験、紙細工を飛ばそう）を実施 

 ・子ども食堂の実施（料理実習室） 

  「ごはんと居場所連絡会」による実施事業で、来館した子どもたちに無料（大人は有

料）で食事を提供（平成31年度は50食分を用意し、完食） 

 上記の取組みにより、全体の利用者実績は500人以上に上りました。お盆期間中にも関

わらずこれだけの利用者がいたことから、居場所の必要性について一定以上の需要がある

ことが分かります。平成 30 年度に初めて実施した同事業でしたが、昨年度は、事業実施

に向けての準備不足や広報不足もあり、参加者が少ない結果となってしまいました。この

反省点を踏まえ、平成 31 年度は、協力団体との密な連携、開催場所の集約化（中央・西

河原２館から中央１館のみへ）、子どもが楽しめる事業企画、広報活動の注力等により、

想定以上に多くの子どもたちの参加がありました。 

 今後の課題としましては、学びのスペースへの

参加者が低迷していることや、全体的に見て中学

生の年代の参加が少ないことが特に挙げられま

す。このことから、次回開催に向けては、市内中

学校や高等学校への更なるアプローチが必要で

あると考えています。また、中学生・高校生が来

てみたくなるような事業の企画も併せて重要と

なりますので、本課題別集会で出された事例や新

しいアイデア等を参考にしながら、実現可能なも

のは導入していきたいと思います。 

 

【質疑応答】 

問１：昨年度の中央公民館の年間の利用者数及び利用率はどれぐらいでしょうか。 

 答１：現在詳しい数字を持ち合わせていないので、必要があれば後日回答いたします。 

問２：夏期一斉閉庁期間の夏休み子ども・中高生スペースの実施に伴って、その期間に

当該施設を利用できない団体から苦情はなかったでしょうか。 

答２：中央公民館の年間を通じた施設利用率は高いですが、お盆の期間中はそこまで高

狛江市フリースペース事例報告② 
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くないため、本事業を実施するにあたって特段これといった苦情はありませんでした。 

問３：夏休み子ども・中高生スペースを実施するきっかけとなったのが、狛江市教育委

員会の学校現場における働き方改革と伺いましたが、学校との連携はどのような感じだ

ったか教えてください。 

答３：校長会を通じて、すべての小中学生に対してチラシを配布しました。チラシにつ

いては、昨年度文字が多すぎてあまり読んでもらえなかったという反省点から、今年度

は画像やイラストを多めに挿入して、視覚的に興味を引いてもらえるようなレイアウト

にしました。こういった工夫もあってか、参加者アンケートの「何で知りましたか」と

いう問に対しては、「チラシ」と答える回答者が一番多かったです。 

 問４：高校生以上の参加状況はどうだったか教えてください。 

答４：高校生については、あまり多くの参加者を得ることができませんでした。都立狛

江高校が市内にはあるのですが、周知不足を解消するため、次年度以降は狛江高校に対

してもチラシ・ポスター等で周知を働きかけたいと思います。 

問５：狛江市公民館の開館時間を教えてください。また、フリースペースは館内のどこ

に位置しているかを教えてください。 

答５：開館時間ですが、８時40分ごろに開館しまして、21時30分に閉館としています。

またフリースペースの場所についてですが、中央公民館は２階及び地下１階、西河原公

民館は１階にそれぞれ設けています。 

 問６：フリースペースにおいて、電源の使用制限は設けていますでしょうか。 

答６：「電源は使用しないでください。」というアナウンスはしていますが、稀に使用し

ている人がいます。そういった利用者には注意はしていますが、強制的に電源を抜くと

いったところまでは行っていません。 

問７：夏休み子ども・中高生スペースの「学びのスペース」において、子どもの質問に

答えられる常駐スタッフを配置したか教えてください。 

答７：協力団体である学習支援団体（こまえ学習サポートプロジェクト）のスタッフ１

名に常駐してもらいました。また、「遊びのスペース」である和室についても、何かト

ラブル等がないか子どもたちの様子を見てもらうため、シルバー人材センターの方に依

頼して常駐してもらいました。体験事業を実施した講座室につきましては、公民館職員

が対応しました。 

問８：夏期一斉閉庁期間に夏休み子ども・中高生スペースを実施するにあたって、実施

日程等を決めた経緯があれば教えてください。 

答８：平成 30 年度は実施日数を８日間とし、中央公民館・西河原公民館の両館で実施

しましたが、子どもが分散されてしまったこともあり、参加者が少なくなってしまいま

した。この反省を踏まえて、平成 31 年度では実施日数を６日間とし、実施場所を中央

公民館の１つに集約化することで、多くの参加者を集めることができました。また、学
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校の夏期一斉閉庁期間と公民館の休館日が一部重なっていたことから、今回の日程とい

たしました。 

 

５ 助言者による講義（駒澤大学教授 萩原 建次郎） 

狛江市の２つの事例報告の後は、萩原教授による「居場所」に関する講義を実施いたし

ました。本講義において、子どもの事例をきっかけに、社会的背景における「居場所」の

存在・役割の変化や、これから公民館に求められる役割について、萩原教授に分かりやす

く説明していただきました。狛江市職員である高橋（記録者）が講義で学んだこと、感じ

たことをまとめさせていただきましたので、参考までにご一読していただければ幸いです。 

 

（１）社会的背景におけるコミュニティ空間・居場所の変化について 

 「居場所」に関する社会的背景の変化における萩原教授の説明を理解する上で、以下の

２枚の写真の比較は、とても分かりやすく重要であると感じました。 

 

 

 

 まず、左の写真「コミュニティ空間としての小路」は、自然の流れの中で、長い年月を

かけて踏み固められていった道を表しています。この道からは、当時の人々・小動物・虫

といった様々な生命の息遣い、コミュニティを垣間見ることができます。これとは対照的

に、日本の高度経済成長期をきっかけに、都市化・グローバル化してしまった後の姿を右

の写真「機能空間としての道路」は表しています。子どもにとって、この道は家と学校を

ただ往復するだけの通学路であり、そこには皮膚感覚でとらえられるような生命の息遣い、

放課後の遊び空間のようなコミュニティを見つけることはできません。 

 また、上記の写真以外の例として、「横浜における遊びの空間量の変化」も講義の中で

扱われました。ここでは 50 年間の子どもの外遊び空間の減少について触れています。た

とえば自然スペースに関しては約1/1000、原っぱのようなオープンスペースは約1/20に

まで減少していることが分かっています。 

コミュニティ空間として小路 機能空間としての道路 

当日配布資料より抜粋ⒸKenjiro Hagiwara 
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 以上の２点の事例から、「居場所」と呼べる空間は現代においてどんどん縮小している

ことが分かります。萩原教授は、「居場所」を「偶然性の世界」と表現しており、この言

葉が私にはすごく印象に残りました。ここで言う「偶然性」とは、ただ家と学校を往復す

るだけの決まりきった通学路のようなものではなく、やりたいことを自ら決定・実行して

みて、新しい発見が偶然生まれるような体験を表していると説明しています。そしてその

経験が、自分の「生」を実感できるような達成感につながっていくということです。 

しかし、現代においてはこういった偶然性を生み出す「居場所」は非常に少なくなって

おり、物理的にも精神的にも身の置き所がない現代社会で、子供たちは生きていかなけれ

ばなりません。私はこれまで「居場所」と聞いて、公民館職員としてそれをただ「場所の

提供」であるぐらいとしか考えていませんでしたが、萩原教授の講義を聞いて、社会教育

における「居場所」の意義や役割について改めて考えさせられた気がします。利用者にと

って何が重要で、本当の意味での市民力の向上、満足度の向上につながるかを十分に検討

した上で、公民館事業の取捨選択を考えていかなければならないと感じました。 

 

（２）現代社会で求められる能力と「居場所」への影響 

近代産業社会の台形型ライフサイクルモデルを基に、現代社会において人物に求められ

る発達観と排除される生の諸側面について萩原教授より説明がありました。「有用性」や

「機能性」、「成長」、「自立」といったものは、社会に役立つ有能な発達観とされるのに対

し、「遊び」や「余暇」、「偶然」、「痛み」、「病」、「儚さ」といった生産性を邪魔するもの

は、近代産業社会においては暗黙なままに排除されてしまいます。そしてこういった求め

られる発達観は、「生きる力」や「人間力」、「社会人基礎力」といった言葉に置き換えら

れ、小中学校のカリキュラムにまで組み込まれるようになりました。 

萩原教授は、こういった能力を育てるための社会（大人）が用意（プログラム）した体

験を「仕組まれた体験」と表現しており、それとは反対の体験を、（１）で前述したよう

な「偶発的な体験」と表現しています。そして、常に他者から与えられるだけの「仕組ま

れた体験」では個人の尊厳は保たれず、「偶発的な体験」こそ、自己の尊厳を育てるため

の替え難い体験であると説明していました。つまり、自分の尊厳を得るためには、自発的

に考えて実行に移したあと、自分なりに評価してはじめて成り立つということです。 

 私はこの説明を受けて、公民館で事業を展開していく上で、利用者に対してある程度の

「自由さ」や「幅」を持たせておくことが、非常に重要であることを学びました。たとえ

ば、狛江市のフリースペースを運営するにあたって、トラブル防止のために、受付名簿や

監視カメラを導入したとします。それらは確かにトラブルへの抑止力にはつながるかもし

れませんが、利用者に窮屈と感じさせ、自由な行動やコミュニケーションを制限してしま

うかもしれません。また、体験事業を実施するにしても、職員で一から十まですべてプロ

グラムを用意してしまった場合、利用者から「自分で考える力」や「達成感」を奪ってし
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まうかもしれません。こういった事態にならないよう、運営していく上で最低限守ってい

かなければならないことは押えつつも、ある程度の「自由さ」、「幅」を持たせて、利用者

の意志や達成感といった尊厳確保を促せるような事業を考える必要があると感じました。 

 

（３）「居場所」に必要となる３つの「間」 

 萩原教授は、「居場所」を提供するにあたって、「空間」と「人間関係」、「時間」に含ま

れる３つの「間」が重要であると説明しました。 

 

①居場所における「空間」とは 

「空間」の１つの事例として、学校の「保健室」が取り上げられました。なぜ教室に入

れない悩みある生徒も保健室には入れるのか。それは、学生にとって保健室が「人の痛み

や弱さを受け止める空間」であり、教室が「行きづらい空間」であるという認識が前提に

あるからということです。こういった自分の居場所がなく行き場に困った生徒は、保健室

のようなケアの空間や本能的に寄り添えられる場所を求めています。 

また、インターネットの事例にも触れており、現代においてインターネットはＳＮＳ等

を介した子どもへの犯罪の原因となることも多く、負のイメージが強いです。しかしなが

ら、ここまで私たちの日常にインターネットが入り込んでいるのには理由があると萩原教

授は言います。それは、日常のしがらみの中でカミングアウトできないことを、一度周囲

の縁を切って、自分の考え、意見を率直に述べられるからということでした。確かに、親

や先生等に監視された現実世界において、インターネットのような匿名性がある空間を子

どもたちに提供することは難しいです。 

 

②居場所における「人間関係」とは 

人間関係には、大きく分けて３つの種類が存在していると萩原教授は説明しています。

まず１つ目は、「縦の関係」です。縦の関係は、最も想像し易いと思いますが、たとえば、

先生から生徒へ、あるいは親から子へといった社会的規範を伝える関係性を指します。つ

ぎに「横の関係」です。横の関係とは、友達や同期といった等しく同列の関係で、そこに

上下関係はありません。そして最後に「斜めの関係」が挙げられます。この斜めの関係が、

公民館と利用者にとって重要な関係性になってくると萩原教授は言います。 

「斜めの関係」とは「第３の関係」とも言われていて、たとえば「地域のおじさん・お

ばさん」、「ソーシャルアンクル・アント」といった地域を見守る第３の大人のような存在

です。子どもを見かけたら、「こんにちは」、「今日は部活なかったの？」といった形で気

軽に声を掛け、たとえ無視されても、日を改めて根気よくまた小さな質問を重ねていきま

す。こうすることで、最初は無愛想だった子どもも、徐々に打ち解けていき、新しい話し

相手の選択肢として心を開いてくれるようになります。この「斜めの関係」は、文化人類
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学上「冗談関係」とも言われています。冗談関係とは、お互いにからかい合ったり、ふざ

け合ったりすることで、本来であればかなりグレーとなる部分を、怒らずに受け止めるよ

うな関係です。こうすることで、より本心を引き出すことが可能となります。萩原教授は、

最近失われてしまったこの「第３の関係」をいかに日常の中に取り戻していくかが、居場

所として大切であると説明していました。 

 

③居場所における「時間」とは 

機能性や効率性を重きとされる現代において、

与えられる時間というのは縮小されていき、短

時間で終わらせることが良しとされる場合が

多いです。しかしながら、時間が生を回復させ

る重要なファクターであると萩原教授は言い

ます。やはり、時間をかければかけるほど、周

囲に心を開くことができるようになったり、本

当に自分のやりたいことが見えてきたりするのではないでしょうか。 

ここでいう「時間」の「間」とは、ただの単位である「時間数」ではなく、リラックス

できるような時間、充実感を味わえるような時間といった体感に伴うものを指しているよ

うに考えられます。 

 

（４）３つの「間」を踏まえた公民館の「居場所づくり」とは 

 私たちは、上記３つの「間」を踏まえた上で、公民館ができる居場所づくりが何である

かを考える必要があります。萩原教授は最後に、「『居場所づくり』とは機能性の世界と存

在性の世界の間をうめるような取組み」とまとめていました。（１）の説明とも重なりま

すが、機能性の世界とは、「成長」や「進歩」、「自立」といった生産性を高めるために近

代産業社会の発展に伴い求められるようになった発達観を指します。それとは対照的に、

存在性の世界とは、「遊び」や「余暇」、「偶然」、「儚さ」といった、近代産業社会の発展

と同時に失われていき、生産性の観点からすると不要とされてしまう部分です。この両者

が分裂し、せめぎあっているところに、あえて緩衝材となるような中間地帯をつくること

が、公民館に求められる役割なのではないかということでした。 

この萩原教授の説明を受けて、公民館の居場所づくりは、社会においてとても重要な役

割を担っているのだなと私は感じました。利益や効率性が求められ忙しく過ぎる現代にお

いて、公的で中立した立場で、なおかつ市民の生きがいとなる幅広い趣味や癒しの場所を

提供できるのは、公民館以外ではなかなか存在しないと思います。すべての市民に対して

開かれている公民館だからこそ、どんな世代の方にも敷居が低く、入りやすい印象をもっ

てもらうことや、行ってみるきっかけとなるような事業を展開していくことが重要である

助言者による講義 
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と感じました。居場所づくりを検討していく上で、今後はこの３つの「間」を念頭に置き、

利用者にとって公民館が気付いたらすぐそこにある「第３の存在」となれるような空間に

できるよう工夫を凝らしていきたいと思います。 

 

【質疑応答】 

問：萩原教授のような学識経験者から、各行政部門に対してもっと指摘してもいいのでは

ないかと感じました。たとえば、児童館に対して、「遊びを通じた子どもたちのコミュニ

ケーションづくりを促して下さい」や、公民館に対して「社会学習を通じた子どもたちの

居場所づくりをしてください」といった棲み分けをした形で、もっと直接的に各行政担当

に対して指摘した方が効果的であると思いました。 

答：説明にもあったとおり、居場所づくりとは、中間領域の構築が重要となるので、ただ

単に機能的に分化させるだけではいけないと考えています。子どもの成長を促すためには、

多様な世代、属性の人たちと共存できる空間を作る必要があります。たしかに、公民館は

学習支援の場ではありますが、学習の捉え方の範囲が狭く、「仕組まれた学習」に特化し

てしまいがちです。偶発的な体験を含めた学習の場をもっと考えてあげるべきです。狛江

市のフリースペースの事例にもありましたが、放課後に立ち寄って、ロビーでくつろげる

ような空間が重要です。学校のような教育的、意図的に仕組まれた空間を肥大化させてし

まうほど、子どもたちは圧迫されて生きづらくなってしまいます。そうではなくて、学び・

出会い・偶発的なものを含めた成長ができ、一人ひとりが生を十分に回復し、充溢した今

を生きていけるような「自己形成空間」をそこかしこに作る必要があります。児童館だけ

に特化させるのではなく、また行政だけがサービスとしてやるのではなく、様々な場所で、

住民も巻き込みながら考えていくことが大切です。 

 

６ グループワーク「さっそくできる居場所づくり」 

 狛江市のフリースペースの事例紹介及び萩原

教授の講義のあと、６グループの参加者によるグ

ループワーク「さっそくできる居場所づくり」を

行いました。出来るだけ大きな予算をかけずに、

すぐにでも利用者に対して「居場所」を提供でき

るような仕組み、空間づくりを検討してみようと

いう意味合いから、「さっそくできる」という文

言を本テーマの頭に付けました。 

 

 

 

グループワーク 

グループワーク 
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７ 各グループによる発表 

＜１グループ＞ 

 ①どんな場所が考えられるか  

・物理的なスペースとしてのロビーの活用 

・夜間の予約が空いている場合が多いので、夜間の部屋を開放する。 

②どんなことをするか（関心のある趣味、テーマ 等） 

・音楽活動、歌おう広場（ピアノ演奏者を招いて一緒に歌う） 

・囲碁、将棋といったコーナーをロビーに設ける。 

・心地よさ、癒しで惹きつける（猫、コタツ、足湯）。 

・飲食ができる場所（多文化カフェ）を設置する。 

・小中学生のための居場所作り（ゲーム、トランプ、学習スペース） 

・外から見えるオープンカフェを設置し、公民館で何が実施されているかに興味をも

ってもらう。また足を運んでもらうきっかけにしてもらう。 

・サポートする人の設置、年配の方を含めた見守りスタッフの募集 

・世代で区切るのではなく、様々な世代がつながるような居場所づくりを行う。 

＜２グループ＞ 

 「活動」を大きなテーマとし、以下の①～③の３つに分けた。 

①心のゆとり 

  ア「解放」 

・叫んでよい日の設定 

・ただひたすら妄想したことを共有する 

・覆面を着用して座談会を開く。匿名性があれば、話したいことを話せる。 

イ「癒し、くつろぎ」 

・本、雑誌、足湯（ビニールプール）、学習スペース、寝転がれる畳、嗅覚を用いたも

の（アロマ等）、猫等の小動物 

②つくる 

ア「自然環境」 飯ごう炊さん、お米、水遊び 

  イ「創造」 新聞紙、ダンボール、映画づくり 

③ツール 

・大人と子どもが一緒に作る「子ども食堂」、持ち寄りパーティー、フリーWi-Fiの整

備、翻訳機の導入、寄せ書きコーナー 

特にこの①から③の中で、最も「心のゆとり」が大切である。心のゆとりがないと、

根本となる「学習したい」という意欲的な気持ちが生まれてこない。 

＜３グループ＞ 

・いつでも話ができるおじさんやおばさんに常駐してもらう。 
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・週に１回程度、登録団体の活動中に利用者に一緒に参加してもらう。 

・公民館職員が事務室に篭るだけではなくて、利用者に話かけてみる。 

・女性は話好きな方が多いが、男性は少ない。意欲を掻き立てるような男性向けの「お

宝紹介」といった、盛り上がるような企画を考える。 

・敷居を低くして来館してもらうため、子どもたちへの麦茶提供（無料） 

・寄付された漫画、囲碁将棋を設置、安いコーヒーの販売 

・冷暖房の設備は、快適さを維持するためお金がかかっても維持管理する。 

・フリーワイファイの設置 

＜４グループ＞「フリースペースごちゃ混ぜちゃんこ鍋」 

・広いロビーがある公民館という前提で話しを進めた 

・ターゲットは全ての利用者、時間の縛りもなし 

・公民館は入りにくいという意見もあったので、入りやすい雰囲気づくりを心がける。

たとえば、何かポップな看板を立てる等の工夫を行う。 

・家にいるような雰囲気づくり（畳、こたつ、いろり、暖炉等） 

・昔遊び、ボードゲーム、雑誌、漫画、図書館からの寄贈を活用 

・交流イベント（ヨガ、読み聞かせ、コンサート等）を定期的に開催し、それらをき

っかけとして、まず公民館を知ってもらう。その中で利用者がやりたいことを徐々

に引き出していき、一緒に職員と企画してブラッシュアップしていく。 

・公民館の雰囲気が良くなると、図書館や児童館といった関係機関との連携も深まっ

ていく。「公民館だけを居場所にしてね」と考えるのではなく、次の居場所へとつな

ぐためのきっかけを用意してあげることが大事なのではないか。こういったあらゆ

る居場所をごちゃ混ぜに考えられるところが公民館の良いところではないか。 

＜５グループ＞ 

  萩原教授の説明にもあった３つの「間」を意識して検討 

 ①人間 

・誰かがいつもいる場所、安心感のある場所 

  ・禁止事項が多すぎないように配慮した貼紙 

  ・あいさつをしっかりする。 

  ・ボランティアを募集し、いつでも話し相手となれるような人材を確保する。 

  ・近隣学校との連携、情報共有して子どもたちに分かりやすく公民館を紹介する 

・近隣学校の中高生を運営に引き入れて、公民館の事業を一企画する 

②時間 

ポイントカードを作成する。公民館の来館回数を増やしてポイントを貯めることによ

って、登録団体が作成したプレゼントを受け取ることができる 

 



 

37 

 

③空間 

ア ハード面 

・飲食関係（自動販売機 お菓子 喫茶室 等） 

・学校帰りに冷水器に立ち寄っていた子どもが、自動販売機にしてから来なくなって

しまった。自動販売機だとお金がかかってしまう。 

・イス、ソファ、机の設置。市で使用していないものを庁内掲示板で募って活用する。

他課との横の繋がりを活かす。 

イ ソフト面 

・子どもが駆け回れるような何もない大きいスペース、くつろぐことができるマット

だけの空間 

・萩原教授の講義の事例にあったが、全部明るく見えるようにするのではなく、 
パーテーションを活用した陰のあるスペースをつくる。 

・音楽ＢＧＭを活用することで雰囲気を明るくする 

・民間が実施しているような「シェアオフィス」、「コワーキングスペース」 

＜６グループ＞ 

①ものに関すること   

・どうすればたくさんの人に来てもらえるかについて検討した。 

・メッセージボードを大きく掲げて、情報提供やその日あった出来事等、何でもいい

ので、利用者に付箋を書いてもらう。それらを木の枝先に貼ってもらって、たとえ

ば春であれば大きな桜のツリーを完成させる。 

②こと（事業）に関すること 

・テレビゲームで家に引きこもりがちな子どもを逆手にとって、公民館で e-sports

大会を開催し、公民館に来館するきっかけとしてもらう。 

・現在、囲碁、将棋の世界で若手が活躍しているので、興味を持っている子どもたち

を対象として、時間に余裕のある高齢者に教えてもらう。 

・中学生、高校生の吹奏楽部や演劇部等に公民館に来てもらって、高齢者の登録団体

と結び付けて、一緒に活動してもらえるような仕組みづくりを行う。 

③ヒトに関すること 

上記①②を踏まえて、いろんな方々の活躍できる場面を増やせば、公民館を利用して

いない人（原石）たちにも来てもらえるようになる。 

④その他 

①～③に事業名を名づけるのであれば、「メッセージボードのあるフリースペースで

多世代交流」事業となる。 
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８ 助言者による講評（駒澤大学教授 萩原 建次郎） 

 今すぐにでもできるようなワクワクしたアイデアがたくさんありました。町内会や横浜

市青少年交流センターから物品類（ゲーム機、液晶テレビ等）をリサイクル・寄付しても

らい調達した事例もあります。お金をかけないで調達できないか、検討してみるのも良い

かもしれません。 

中高生を対象とした学習支援の事例（板橋区）に、大学生や新社会人の方にボランティ

アで週に１回来てもらい、生活保護を受給している子や不登校の子どもたちに対して、勉

強を教えてもらうといった取組みもありました。勉強したい内容を子どもに事前に考えて

きてもらい、少人数形式で密な関係作りを行っていきました。これにより、学校に登校す

るようになったという子も実際にいました。また、高校へ進学したいと前向きになった子

もいると聞いています。 

他にも、思う存分落書きをやってみるという企画をやった事例もあります。壁全体を模

造紙でラッピングして、親子、中高生の参加者に好き勝手に落書きしてもらうといった内

容です。この縮小版の事例として、フリースペースに設置したホワイトボードに模造紙を

貼り、好きなことを自由に書き込める空間を用意したという事例もあります。 

きちっとしている現代社会の中で、それを緩ませるようなこういった事例の空間・時間

があると、来館者も増えていくのではないかと思います。また、大人が、「子どものため

にやらなきゃいけない」と思うだけだと、しんどくなってしまいます。「大人も一緒に楽

しもう」くらいの気持ちで気軽に取り組んだ方が良いです。子どもとは、大人の硬直した

発想を良い意味でかき混ぜてくれ、ワクワクを共有できる存在です。そして関係性が深く

なれば、顔が分かる信頼関係が構築され、リスク軽減にもつながります。機能的に管理し

ようとすると不信につながってしまうので、適切な配慮をもって関わってください。 

これで私の講評は終わります。ありがとうございました。 

   

グループワーク発表① グループワーク発表② 
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第二課題別集会 
公民館の新たな利用者を広げるには？～現代における公民館の可能性を考える～ 

 

 

助 言 者 柴 田 彩千子（東京学芸大学准教授）  

企画運営 東大和市公民館職員 

 

 

１ 事例紹介と事例分析 

（１）「かわせみカフェ」の概要 

  立川市の幸学習館で地域学習館運営協議会委員さん、職員さん、学芸大の学生との共

同で、かわせみカフェ事業を 2015 年度から毎年実施しています。毎年６月に開催され

る学習館まつりの名称がかわせみ祭で、その期間に合わせて、参加者の休憩所を兼ねた

交流の場としてスタートしました。当初、地域学習館運営協議会の委員さん、つまり立

川市の公運審のような立場の委員さんたちが主催して交流の場を作っていたのですが、

来館者にお茶を出しながらいきなり、「公民館に求められるニーズとはなんでしょうか」

と尋ねられた人も困ってしまう、あまり会話が弾まなかったので、何か仕掛けが必要で

はないかということで、学生が企画するカフェ事業を始めました。 

  その後、何度か重ねていくうちに独立したカフェ事業を行うようになり、2018年度は、

７月７日の七夕の日に合わせて単発事業として開催しました。普段公民館に来ない人に

足を運んでいただける事業をやってみることと、そこでさまざまな世代の住民の方たち

の交流を育むということが目的となっております。事業を行う時には宣伝活動、広報活

動が重要ですが、地域学習運営協議会の委員さんや職員さんが地域の保育園や小学校、

関係団体にチラシを配って下さいます。チラシは学生が作りSNSでの宣伝活動などもや

り、参加者は136名でした。ちなみに、2019年度は12月にクリスマスに合わせて実施

したところです。スライドのように、七夕に因んだ星座や夏をテーマとした装飾をして、

小さい子ども達に好評な立川市のご当地キャラクター「うさぎのくるりん」にも登場し

てもらいます。調理実習室でカフェを行い、飲んだり食べたりしながら語り合ったり、

それからテーブルに色画用紙、折り紙、紙コップなどがあるので、そちらで手作業をし

ながら、みんなで語り合ったり、みんなで歌カフェを行っています。 

  それからお隣の実習室で昔遊び、世代間交流をする活動をしています。この昔遊びコ

ーナーは、公民館の隣が児童館なので、児童館の子ども達がたくさん来て、手作りのお

もちゃでお母さん達、学生も一緒に遊んでいます。カフェで話をする時に地域をテーマ

に語り合うためのきっかけに、学生たちが地域について調べて地域マップを作って、そ

れをカフェのランチョンマット代りにして、来たお客さんに、「このランチョンマット
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の地図の中でどの辺に住んでいるのですか」、「この辺がもうちょっとこうなら生活しや

すい」など他愛もない会話をきっかけにして地域の人たちとお話していきます。それか

ら、地域が映画やドラマのロケ地になっている所が意外と多いと若者目線からアイデア

が出て、ロケ地マップ作りを行いました。ドラマの一部の写真を見て、どこで撮影され

たかをきっかけにして、地域について知るものです。 

  また、子ども達に好評のプラバン作りでは大人も集中して取り組んでいました。手先

を動かしながら、お話をしながら世代間交流をするのです。この手先を動かしながら語

り合うというスタイルは、東日本大震災の復興過程で、引きこもりとなってしまった高

齢者の方たちにお話をしましょうと声を掛けて外に出てもらう、コミュニティハウスの

ようなところに、来てもらうのは、なかなか難しかったそうですが、その時に何かみん

なで手芸作品を作りましょうと、みんなでぬり絵をしましょう、というように何か作業

を提示すると、そんなに話さなくてもいいなら、というので出てきてもらえたという取

組みからアイデアを得ました。みんなで一緒に同じテーブルで黙々と作業をする中で、

なんとなく一体感みたいなものが醸し出され、話すのが苦手な人でも、ポロッ、ポロと、

自分のことを話し始めるようなところを、実際、私が目にして、手先を動かしながら世

代間交流を始めてみるきっかけとするのは、いいのではないのかと思いました。 

 

（２）事業実施までの流れ 

  最初に学生が資料を作ってプレゼンを行い実現可能か否か、実現させるための具体的

な話し合いを詰めていきます。先程動画にありました、ダンボールに靴下を投げる靴下

投げですが、あれはフィンランドのクリスマスの子どもの遊びらしいのですが、一見く

だらないかもしれないと思われる企画も、職員さんや委員さんが、「えー面白い、是非

やってみよう」と言ってくれました。普通の企画では立ち消えてしまいそうな、些細な

学生が出したアイデアも掬ってくれて、公民館の方が前向きに実現化してくださるのは、

学生にとっては自己肯定感の獲得に繋がります。 

  学生の強みは子どもの感覚、先ほどのプラバンも普通のプラスチックの板じゃなくて、

プラスチックの立体的なカップを作って、それがキューっと縮んでいくのを子ども達と

見て歓声を上げるような、子ども心を持ち合わせていながら、大人と議論したりプレゼ

ンができるところが学生の強みではないのかと思っていまして、公民館事業でそういっ

たところを伸ばしてくださるのは、教員としてありがたいことだと思っています。そし

て企画を進めていくに際しまして、大学に委員さんと職員さんが来て、一緒に話し合い

をし、それから市民のニーズとは何かということも話し合いながら、事業の具体案につ

いて詰めて当日の役割分担なども行います。学生にとっては自分たちの発案した企画を

本物の事業として実践できる貴重な機会でして、この事業化の過程では、本当に委員さ

んや職員の方から可能な限りの支援を提供いただいています。 
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（３）学生が施した工夫 

  世代間交流を自然な形で行うことができるような仕掛けを作ることや、来場者の様子

を見ながら臨機応変な対応をカフェの実施中に学んでいます。例えば、七夕に合わせた

イベントの時に大きな笹を委員の方が用意して、そこに願いを書いた短冊をみんなで飾

って完成させようとしましたが、実際短冊の前を通り過ぎて行ってしまう人が多かった

のですが、途中から学生数名がカフェの入口に設置した笹の付近に立って、そこに願い

事を書いた短冊を飾った来場者の方に対して、予め用意しておいた折紙の作品や金平糖

を手渡してコミュニケーションをとってから、カフェの部屋に入る導線を作ることを学

生たちが考えて行い、写真のような笹を皆で完成したのです。 

  こういった些細なことですが、小さな工夫も大きな学びになっていまして、小さな工

夫の積み重ねが、その後の学生にとっても活きてくるようです。このように、実際やり

ながら考えていく、考えを即行動に移すことは教室の中だけではできない学びです。 

 

（４）学生が獲得した達成感 

  自分たちの企画した事業に多くの人たちが参加してくれて嬉しい、そこに参加してく

れた人たちの中に交流の輪が広がっていったということを体験することがとても大き

な学びになっています。それは学生たちにとっては、自己肯定感、自己有用感というと

ころにつながっていまして、参加者に感謝されたり、公民館関係者の方に認められたり

すると学生たちにとって活力になるのです。 

  学生を子どもに置き換えても、子どもの自己肯定感を育むためには家庭と学校だけで

はなく、地域の力が必要だと思います。小学生が、登下校中に見守りをしてくださる地

域の方たちに、「おはよう」、「気を付けて」っていう声を掛けられることで、自分たち

は地域の人たちに大切にされているような実感を日々育んで、自己肯定感をつめていく

ような、そんな仕組みと似ていると思いました。 

 

（５）学生が学んだこと 

  学生が公民館事業に携わることで得られたものは、まずはその地域を知る、当該地域

を理解することが重要でどういう人たちが地域に住んでいて、歴史、特産物、学校や保

育園の様子がどうなのか、公民館でどのような特徴的な講座があるかを下調べすること

から企画案を構想したり、それを実現化するために多様な人々が協働することの意味な

どを、実体験をとおして知ることができたことでした。その中には、たとえばどんなに

楽しそうな事業を企画しても、広報がうまくいかないとなかなか人が集まらないので広

報のあり方も同じです。ただ単にチラシを配って関係者に配布するのではなく、手渡し

の時には、ひと言添えて気軽に参加できるような配慮をし、今回の場合は、保育園の保

護者の方に渡す、小学校に配布をして子どもをとおして保護者にというのではなくて、
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保護者に直接渡るような仕掛けをする広報のあり方が大事でした。 

  一方で、小さなお子さんを育てているご家庭では、なかなか外に自由に出られません

のでSNSを情報収集の手段として活用している方が多く、有効なSNSの活用を行うには

どうすればいいのか、それからチラシに QR コードを貼り付けるなどが必要ではないか

と意見が出ていました。それから、参加者の様子を観察してみて、地域のつながりを実

は作りたいというニーズを持っている方が多いということを、実体験をとおして理解し

たことが大きな学びの一つでした。企画をやりっぱなしではなく、事後評価を行うこと

も大切だと学びました。 

 

（６）地運協や市民にとっての連携の意義① 

  若者の発想で作られる学生の企画に対して、緩やかに参加者同士が繋がり合える仕掛

けがあることを評価してくれたのですが、高齢者と大学生をはじめ、地域の異質な人々

が協働してつくりあげる場づくりであることにこのカフェの義意を見出しています。こ

の異質な人々とは普段同じ地域にバラバラに生活していて、何かきっかけがないと繋が

りあえない人々という意味で異質と呼んでいますが、そのような人々があえて同じ場で

一緒の作業をしたり、歌を歌ったりするところから、話し合いの関係性を作っていくと

ころに意義があるという意見が多く出ました。 

  それから、地域課題を把握することもカフェをやる意義なのではないかという意見が

出てきました。例えば、毎年継続していますと、普段はあまり外では見ないが、同じ顔

ぶれの方がいることに気付きます。たとえば、無料で提供されるお菓子、ジュースを何

度もおかわりして、お昼の時間帯も家に帰らないで、ずっといる子どもがいます。多く

の子ども達は午前中だけ来て帰る、お昼いったん帰って午後も来る、そういう形態で参

加しているのですが、ずっといる子がいる、そうするとやっぱりみんな「おかしいな」

って思い、気に掛けます。そのお子さんと会話できるようになると、その子は週末に千

円札を親に持たせられて、「お昼適当になんか買って食べなさい、家じゃなくて外で、

児童館、公民館などで過ごしなさい」って言われていることがわかってくるのです。そ

うするとカフェに参加している児童館の職員さんが「あーあの子、そう言えば児童館で

こうこうこうだった」、そんな話が出てきてみんなで共有します。このような情報を共

有すると、地域で見守る必要がある、社協の方に繋げようというようなことになります。

他にも何人かそのようなお子さんや親子がいることを確認しました。 

 

（７）地運協や市民にとっての連携の意義② 

  次に、子育て支援の取組みの場としての意義があると思っています。特に乳幼児連れ

の母親が多いのですが、子どもと少しの間だけ離れてほっとできる、お茶ができるひと

ときを過ごすというニーズがあります。本学習館でも乳児の母親を対象とした講座を継
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続実施していて人気講座の一つです。母親支援の視点のみで捉えるのではなく、実は子

どもにとっても安心できる状態、いつもお母さんとだけいるのではなく、お母さんと離

れて、学生や地域の高齢者の方とふれあいながら、自由でかつ自主的に遊ぶことができ

る場を提供するということが必要ではないかという意見が多く出ました。 

 

２ 公民館の役割を考える 

（１）公民館事業としてのカフェ（場）づくり 

   ～どのような「場」をめざすか？～ 

  誰でも訪れることのできる自由なたまり場。 

  誰でも寛げる居場所、１人でもふらっと訪れることができる仕掛けがある。 

  子どもから高齢者までの地域交流の場となる世代間交流の場。 

  同じ立場の住民同士の交流が育まれて共通の課題が発見される場。 

  日常的な利用者ではない住民層の参加を促すような場。 

  本事業の場合は、特に小さな子どもを育てる保護者層に毎回この企画だけでも同じイ

ベントに足を運んでいただきリピーターを作りたい。特に小さい子のお父さんにも日曜

日に公民館に足を運んでもらいたいという意図がありまして、公民館を知っていただく

ことで、そのお父さんが今は公民館を訪れることができなくても退職後に足が運びやす

くなると思います。 

  地域の特性を知る場。 

  それから地域の生活課題を浮き彫りにして共有する場。 

  普段は同じ地域の中でバラバラに生活している人たちが同じことをする場づくりが

必要ではないかと思います。 

 

（２）公民館三階建て論  

  かつて公民館三階建て論というのが 1965 年頃に唱えられましたが、簡単に言うとそ

の１階が、人々が出会って社交を主とした活動、２階建て部分は１階で出会った人々に

よる集団的学習活動、３階建て部分が専門的な、組織的、系統的な活動に発展していく

というものなのですが、本事例はその１階部分のように公民館の間口を広げるというこ

とにチャレンジしたものです。 

 

（３）公民館の新たな利用者を広げるために 

   ～たとえば、どのような取組みをすればよいか～ 

  若者の感覚を少し取入れて、斬新なこと、ちょっとくだらない、先ほどの靴下投げの

ような企画も実施してみることができるおおらかさがあるところが公民館の良さでは

ないかと思います。それから、若者だけではなく多様な人々との連携・協力するような
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企画体制を行うことだと思います。ここでは、やはり公民館の職員さんのサポートがと

ても大きいです。 

  次に、普段はバラバラに生活している様々な人々同士が共同することの楽しさを実感

できるような事業企画をしてみるということ、その次に１回やってみてなんとなく盛り

上がらなかったからやらなくてもいいやっていうのではなく、工夫を施しながら、ある

程度継続的に実施をしてみるということ。 

  最後に、魅力的な事業を企画しても広報が行き届かないと勿体ないので、特に連携先

へのチラシ配布、この企画のテーマに即した連携先という所にチラシを的確にまく、SNS

の活用、ホームページなどを活用することです。 

 

（４）公民館とは、こんなところ 

  誰にとっても生活圏にある学びの場というところが大きな公民館の存在意義ではな

いのかと思います。公民館は普段の生活では出会えない人との出会いがあり、普段話さ

ない世代の方達との話をできる場、それからさまざまなモノや情報との出会いもある。 

それから、さまざまなテーマがあるところです。専門的、趣味的、家庭生活にちなん

だテーマもあれば、地域社会やもっと広い社会課題に関するテーマがあるところもいい

ところだと思います。 

  他にも住民の方々にとっての安心安全な住民の居場所であるところ。例えば、公民館

の学習スペースで普段公民館事業には参加しないが子どもがお母さんと放課後待ち合

わせの場所として使う、その時に公民館から発信されている情報に触れる、住民の方た

ちがゆっくりと話しあえる居場所、地域の中でそういった役割があると思います。住民

の方にとっての活用のされ方というのは、様々なイベント、講座への参加率だけで測る

のではなく、こういった地域の安心安全な居場所機能もあわせて、これからの公民館評

価に入れていいのではないかと思います。 

 

（５）質疑 

問１：立川市の場合は公民館ではなくて、学習館ですか？このかわせみカフェの主催者は

どなたなのですか？ 

答１：主催は学習館の地域学習館運営協議会が主催となっております。運営協議会は学習

館のユーザーの代表者の方、青少研の代表の方、町内会の代表の方、地域の代表の方から

構成されておりまして、この事業の予算は立川市からいただいております。 

 公務員の立場の職員さんも一緒になって、連携させていただいております。 

問２：現時点で公民館は市で行い、佐藤先生のお話にもあったように公的責任で社会教育

を行う所というふうにおっしゃっていましたので、この事例はちょっと違う気がします。 

答２：確かに今日の事例は地域学習館ですが、立川市の方もこの中にいらっしゃいますが、
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公民館を学習館にリニューアルして、社会教育だけではなく、地域づくりの拠点という位

置付けに立川市はなっていて、従来の公民館と同様に教育委員会の生涯学習課が所管して

いる事業です。 

問３：先生の学生さん達がプレゼンするということですが、これは授業の一環として、協

力しているという形なのか、それともボランティアとして単位関係なしに学生が自発的に

参加されているのでしょうか？ 

答３：これは単位が関係する、演習の授業の中で行っています。これをきっかけに、授業

が終わった後にボランティアとして活動する学生がほんの数人ですがいます。 

問４：学生さんを発掘する時に、公民館の職員がいきなり大学に電話してこういう地域交

流の場を設けたいということをしたとして、「いいですよ」って言ってくれる大学は少な

いと思うのですが、そういうところはどう工夫したらよろしいのかアドバイスをいただき

たいです。 

答４：大学の窓口は、キャリア支援課のようなところによく地域のボランティア要請など

が入りますが、後は地域連携課のような所に問合せをするのがいい。小金井市の公民館と

も 12 月に共同事業したのですが、大学の近くで、教員、個人 とご縁のある地域で開催

することに実際はなっております。 

問５：企画には広報がとても大事だということですが、連携先へのチラシの配布、SNS の

活用、ホームページなど具体的にはどうされましたか？ 

答５：チラシを公民館、学習館のロビーなどに置く、主要な掲示板に貼るだけではなく、

ここに関わる委員さんのご近所の方、その活動をされている母体の方たち、関係者の方、

小さいお子さんに来てもらいたいのであれば、近くの保育園の保護者の方に直接お配りす

る、どういう人たちに特に来て欲しいのかを想定し、そこにチラシを直接持っていく、face 

to face で渡す、声掛けをしながら渡すのが実際の参加に結びついて有効であると実感を

しました。 

問６：具体的に委員の方の携わっている団体など差し支えない程度に。 

答６：委員さんは、コミュニティータレントのような方たちがそろっておりまして、昔遊

びのスペシャリストがやっている昔遊びの会に来てくれた子ども達に、今度こういうのが

あるよということで、チラシを配っていただき、それから町会の代表の方や学習館には

様々なサークルの代表者がおりますので、そういう方達のサークルメンバーに配ったりし

ました。 

問７：定期的に行う場合には、それを学生ができる場合、学生ではない場合はどうすれば

いいですか？それから、調布市の場合、保育園、児童館と複合施設になっていて、例えば、

下の方に併記しましょうっていった場合、いや児童館は児童館でそれに似たものをやって

いますから、結構ですっていう話があると思うのですが？ 

答７：中学校、高校の総合的な学習の時間の中で、実際の体験活動が求められていますの
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で、中高生と連携をするのも、一つ手段ではないかと思います。連携する場合には、教員

の働き方改革が進められており、教員の負担が少ない形で中高生にどういう学びの機会を

提供できるかを事前に説明することも必要がではないかと思います。それから子育て支援

の活動が地域内の多くの施設で重複して行われることは、逆に望ましい地域の在り方なの

ではないでしょうか。人々が繋がる、誰でも気軽に行く所が地域に点在しているというこ

とは、社会資源の豊かな地域なので、色んな所で子育て支援活動をやっているのは望まし

いのではないかと思います。 

 

３ グループ討議および発表 

（１）グループ討議 

   〜新たな利用者を広げるには〜 

  最初にグループの皆さんで、１人１分以内で自己紹介をしていただき、そのグループ

で皆さんの好きな言葉、一つをそのチーム名にしたいと思いますので、好きな言葉を一

つ皆さんで決めてください。 

 ① アイスブレイク 

 ② ブレインストーミング・１回目（付箋一枚に一つのアイディアを記入） 

  「公民館事業として新たな利用者を広げるためにやってみたいこと」について、多く

のアイデアを出し合います。 

  ☆キーワード：世代間交流、協働、公民館の魅力、など 

 ③ ブレインストーミング・２回目（付箋一枚に一つのアイディアを記入） 

  ②の話し合いから出てきたアイデアを一つ選び、それを実現させるために必要なこと

や課題とは何か？を洗い出します。 

 ④ ③で出てきた課題を解決するにはどうしたらよいか？を議論します（議論の内容は

模造紙に直接記入します）。 

 

（２）発表 

 ① １班 チーム名 「かがやき」 サブタイトルがつなぐ 

○発表者 小金井市 矢部 

   子育て世代の親に利用してもらうためには、夜開催の公民館、土日開催、保育付き

講座やイベントをたくさん作る。料理は大変人気で、結構お母さんに外国の方がいる

ので、言葉で会話するより、料理を作りながら異国の文化を学ぶ、そうすれば足を運

んでくれるのではないか、映画の上映会などは働くお母さんがホっと息抜きできるの

ではないか、お父さんだと運動や大人と子どものための○○講座、子どもの習い事な

らついて行くお母さんがいるので、子どもが興味あることを土日に開催する、ヨガ、

読み聞かせ、親子コンサート、公民館パブを作る。誰でもいつでも大丈夫な場所で、
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アットホームな形で職員さんと会話する、高齢者はお年寄りのパワーを使って、外国

人の方に日本語を教えるなどの場を提供できないか、先輩方の知恵を使って、若い世

代に色んな手仕事を教える居場所づくりです。 

   利点は孤独防止、孤立防止、お母さんが結構自分の子育てに悩んでいる方が多く、

核家族化が進んでご近所様とお顔を合わせても挨拶もできない。公民館が地域の居場

所になるといいなということで情報共有や愚痴を言える場所、異世代交流ができる、

おすすめのお店、おすすめの病院、息抜きなど知恵袋が飛び交うような場所になれば、

もっと現役お母さん世代が来て、子ども達もついてくるという形で居場所になると思

います。 

   具体的な広報は、近くの保育園に呼び掛け、学校との連携、子どもの遊び場を考え

る子ども会や広報を繋げてお母さんやお父さん、そして子ども達を呼び寄せる画期的

な公民館にしたいということです。 

○助言者  

   多文化共生、多文化交流というキーワードが出ていますが、外国人の方で地域に馴

染めないで、孤独な子育てをしている方たちがたくさんいると思います。そういった

方達のこともしっかりと考えられた大変ユニークな企画だと思います。 

   実は２年前にベネッセコーポレーションと共同で、子育て中のお母さん達を対象と

した調査を行い、「育児をして良かったと思うこと」は何ですかと質問をしたら、何

とほとんどが「無い」「わからない」って応えたのでちょっと意外だったのです。そ

の次に多かった回答が今まで我慢、忍耐を学んだことが無かったので、「子育てをと

おして我慢、忍耐を学んでいる」。 

   具体的に自由記述を見ていくと、「自分のことよりも子どもを優先させる」、「自分

の時間は細切れしかなく何もできない」との回答が散見されました。それを見て学び

の内容が我慢、忍耐っていうのは、私は幸せな子育て社会と言えるのだろうかという

疑問を深く持ちました。こういう生活者の声を拾ったうえで、こちらの発表内容は公

民館が暮らしやすい社会を作っていくためにできる事業案であると思います。 

 ② ２班 チーム名 「縁」  

○発表者 国立市 高野 

   縁に絡むところで多世代交流という一つテーマを選びました。中高生とシニア層の

交流をイメージして、普通、中高生って教える立場ではないですが、そこを逆転させ

て中高生が講師になる、それ以外の人、シニア世代が生徒になる講座をやったらおも

しろいのではないのかと。若者目線で自分の気持ちをラップバトルで伝える、ピタゴ

ラスイッチ、それを中高生が教える講座、ラインスタンプを勉強しよう、SNS 講座、

10代の子たちが活用しているものを講座のネタにする。それを責任もって自分たちで

企画して、先生としてやってもらう、ただちょっと面倒くさそうなことを中高校生が
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やってくれるかどうかちょっと怪しいので謝礼を出す、謝礼が厳しかったら物質的な

物でもいい、教育的な意味も含めてお金を支払うことによって責任をもってもらうこ

と。若い人の一番の課題はお金のことだと思うので、真剣にお金についてどう向き合

うかを含めて、企画の中に取込んでいくのがいいと思いました。 

   参加してもらうシニア世代には楽しんでもらえるのではないかなと意見が一致し

ていたのですが、そもそも若者とは？という意見もあったので、若者の生態講座みた

いなものを企画してそこから積み上げていく案が出ました。その先は逆にシニア世代

が昔遊びを教える講座、中高生がだべったりできるカフェがある環境を公民館で作っ

てあげるのがいいのではないか。 

○助言者  

   多世代交流、特に中高生が講師となって交流をするところがユニークだと思いまし

た。実際に国分寺の本多公民館は学校と連携して、パソコンの初歩的なことを地域の

高齢者に中学生が教える講座があり、参考になるかと思います。中高生にとって講師

をやってみることが、他者に貢献する機会となり、その体験自体が大きな学びになる

と思います。学校との連携もこの中で考えられるのではないかと思います。 

   発言なさった内容で、若者の生態を知るというのがありますが、若者とひとくくり

で、学生とか高校生が言われるのは、あまりいい気分ではないようです。若者にも色々

な人がいると思いますし、逆に高齢者もそうだと思うのです。その辺りに注目して、

お互いの立場からシニア世代だから若者だからこうだって決めつけられたくない、そ

の辺のディスカッションもおもしろそうだと思いました。 

 ③ ３班 チーム名 「挑戦」  

○発表者 西東京市 松永 

   世代間交流、多世代交流が一番多かったと思います。地域での交流や情報発信の仕

方を今までと変えてみたいとか、SNS の活用、親子で参加できる講座を増やしたい、

引きこもりのための講座、引きこもりカフェ、不登校の子ども達のフリースペースを

作り、子ども達が、中高生など、縦型で結ばれる居場所を作りたいと様々出されまし

た。 

   独居老人の方たちが今まで公民館利用をしていないので、是非、公民館に来て欲し

い、そこで、独居老人の人たちだけ集めた講座よりも、多世代型の交流、何かその人

たちと一緒に楽しみながら学べる講座を作りたいという話が出ました。例えば、多世

代、世代交流型の食堂とかカフェとかいうものに、独居の人たちにも出てきていただ

いて、一緒に楽しんでその中で公民館を利用しているサークルの方たちに歌を歌って

いただいたり、マジックしてもらったり、そんな交流型はどうだろうかという意見も

出ました。それを実現していくのに公民館の講座を主体にして、多世代型のカフェな

り、食堂作りの基盤になるメンバーをまず作る講座、その講座は準備会で民生委員さ
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んや社会福祉協議会の方や市民の心意気のある方などが、一緒になって準備会をして

そこで講座の内容を作って、その講座で学んだ人たちを中心に、カフェ作り、食堂作

りをしていけないのだろうか。 

○助言者 

   このような事業への「挑戦」の意欲が十分に伝わってきました。独居高齢者の方を

特に公民館に呼び込む講座でおもしろいなと思ったところは、公民館講座として中核

メンバーを作るための準備会的な講座を用意する。そこからは公民館の役割が、住民

の参加者の力に委ねて、準備会のサポート、側面から見守るところに徹することが必

要だと思います。この食堂作りですが、小学生の子どもも準備に参加するのはどうで

しょうか。子どもにとっても、今、核家族世帯が多いので、高齢者との関わりの中か

らお一人で生活をされている高齢者の気持ちを考え、その人たちが抱えている課題と

か、その方達から教わることもたくさんあると思いますので、交流ができる場という

ことで、両者にとって必要な場になると思いました。是非、「挑戦」していただきた

いと思います。 

④ ４班 チーム名 「楽遊」 楽しく楽に遊ぶ 

○発表者 小平市 矢島 

   公民館に来ない人。例えば、特に男性は非常にプライドが高く俺は昔会社で何とか

だったんだっていう話、若い人に教えてもらいたくない、女性から聞きたくないなど、

プライドが高いから集まんないのではないか、そこからスタートし、パパたちが集ま

る講座、この人たちに何があればいいのか、色んな仕事、色んな成果を担っていると、

自分はこの分野だったら人に負けない、そういうプライドをくすぐったらどうか。具

体的には時事問題、金融、脳トレ、職業体験、自分のやった仕事を講師として話して

もらう、お互いにディスカッションする、その人たちの経験が役に立つようなもの、

この世代が好きな麻雀、酒、ゴルフ、こういうことをやって集まっていく内に、プラ

イドをゴミ箱に捨ててもらう、洗脳していって、プライドを捨てていただいたら、も

うこの段階で普通のおじいさんです。普通の講座には無いようなものを足して、高齢

者が体を使う、頭を使うものを含めて、普通の講座を増やして、そこに参加していた

だく。その次は、自分たちが学ぶだけではなく、世代間交流で地域に貢献していく、 

その結果、旦那さんが家から出る、奥さんが一番喜ぶ、地域も喜ぶ。 

○助言者  

   退職された男性の方が公民館の活動を始めるきっかけとなるようなおもしろい講

座だと思いました。テーマがいい、男性の職業や社会のプライドを捨てる。実際、こ

れを裏テーマにした、様々な具体的な事業が考案されています。それから、現役世代

のお父さんたちが、公民館に足を運ぶことはなかなかないと思うのですが、まず来て

いただく、その方たちにとっては、異業者交流の場になりそれが個人のお仕事にも色
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んな発想の面、事業を企画する面で視野を広げることにも役に立つと思います。「プ

ライドを捨てて公民館の人になる」っていう議論がされていましたが、「公民館の人」

っていうのは、私のイメージですが、一つのことを色んな視点から、特に身近な生活

や学びの視点から議論をしているところをすごく大切にしているのではないかと思

います。退職された方が公民館関係、社会教育関係の委員さんになられて間もない頃

には、「早く結論を出してください」、「もうちょっと効率的な会議にしましょう」な

ど、そんなことをよくおっしゃっている場面を目にするのですが、だんだんと公民館

の雰囲気の良さに気づいていくと、時間をかけて「公民館の人」になっていくと思い

ます。 

 ⑤ ５班 チーム名 「一歩」 何事もやってみないと始まらない 

○発表者 福生市 石野 

   防災を始めとする外国人多文化共生という話で進めました。最初、言葉の問題で、

まず通訳者翻訳者可能な限り多言語対応し、やさしい日本語を共通語として使ってい

るところもサポートし課題を解決すること。その言葉を克服した上で、広報の伝え方

は、多言語での情報発信、外国人向けに防災情報を案内し、我々だけで伝えるのでは

なくて、色んな人材を使う、ボランティアスタッフを確保する必要性や外国人交流業

界があれば、コラボしていく、施設の中に外国人を案内できる人を、週に一回でも外

国人が窓口に来てもらう、そういった配慮もあるといいという提案も出ました。 

   公民館の利用方法を、外国人向けにルールを理解してもらい既存の利用者とトラブ

ルが起きないように配慮し、積極的に外国人に使ってもらうために各国の建国記念日

に国旗を並べたり、施設的な面では色んな宗教があるので、お祈りができるお部屋も

あったらいいという意見もありました。やはり、外国人からアイデアを募集し我々が

各国の国や文化や伝統宗教などを尊重できる感覚を養った上で、外国人の方達に運営

委員さんになってもらい生活課題を掌握して、プログラムを作成し講座を作るという

よりも準備会から始めたらどうかという提案です。 

  ○助言者  

   多文化共生というテーマで、防災を切り口に外国人の方の阪神淡路大震災時の生存

率があまり高くなかったところをきっかけに様々な事を考えてくださいました。公民

館のルールを、外国人の方に知っていただく手立てをしっかり考える、実行すること

は、とても大切なことだと思います。 

   公民館は日本の文化だと私は思うのですが、日本の公民館を手本に東南アジアの

国々がコミュニティ・ラーニングセンターを作っていったとしても、なかなか外国人

から公民館ってどういう所なのだろうというような最初の一歩、基本の一歩があると

思うので、そこをルールブックというものを作って発信をしていって理解していただ

いて、公民館企画、講座の企画に、実際外国人当事者の方に委員さんになっていただ
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くとか、様々な具体的なアイデアが出てきたので参考になると思いました。外国人の

方が相談しやすい人が公民館にいるという、face to face の関係性づくりと一方で、

仕組みを作ることはどちらも大事なのだと思います。 

 ⑥ ６班 チーム名 「湧」 水が湧く、湧き水の湧く、公民館に水が湧く 

○発表者 小平市 船津 

   引きこもっている方も非常にYouTubeを見ていることに注目し国分寺市で取組んで

いる引きこもりについての講座にスポットを当て、題が、「となりのヒキコモリさん」

とのつきあい方、YouTubeに絡めながら事業を進めていくことで話し合いました。 

〇発案者 国分寺市 野中 

   社会教育施設として、引きこもりの人が地域にどう溶け込んでいくか、引きこもり

の人を理解する地域の人たちを作れるのが公民館ではないか。引きこもりさんとは、

完全に家に閉じこもっている人ではなくて、広い意味で社会的な付き合いが苦手な人、

引っ込み思案みたいな感じの人も含めて公民館ができることを考えてこの話を進め

てきました。人と交流するのが苦手、人と交流したくない理由は何だろう、何をした

ら自信を取り戻せるか、どうやって生活をしているのか、どうやって地域に参加して

くれるのかなどを、まずは学ぶことになりました。さらに、家族として、どう付き合

っていくのがいいのかと、一番身近で苦しんでいる人たちは、どこで相談できるのか

学べるといい。例えば、家族懇談会、父兄懇談会みたいな感じで集まって、色んな話

や情報交換ができる場が必要ではないか、どうやったら仲良くなれるか、まずゲーム

大会やパブリックビューイング、カフェ、露店、色々出たのですが、その中で交流会、

交流をしていく、引きこもりさんに参加してもらうためにYouTubeの作成会、ネット

で見ていると思うので、YouTube で一番効果的な何か楽しそうなことやっていること

を伝える。交流を進めていく内に、ちょっと悪いけど、何日に展示会をやるので手伝

ってくれないかというような関係が作れるのが一番理想だと、最終的には公民館の特

徴である人材を集める、地域に割と時間の自由の利く若い人がいるので人材センター、

人材バンクを作って、繋いで、地域に受け入れられる引きこもりさん達を作っていく

のが、新しい人が集まってくる公民館ができる若者支援なのではないかと考えてみま

した。 

○助言者  

   YouTube をその準備委員会の方で作ったうえで、このYouTube を活用した形での取

組みがユニークなのではないかなと思います。 

   引きこもり状態の方の隣人を作る、あるいは、引きこもり状態の方の隣人になると

いうような取組みになると思いますが、西東京市さんは引きこもり支援を長く継続的

にされているので、参考にされてはどうでしょうか。引きこもりの状態の方にも、色

んなタイプの方がいらっしゃると思いますが地域の中で温かく隣人となってあげよ
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うというマインドを持つ住人を増やすことって、公民館がまさにできることではない

かと考えます。 

 ⑦ ７班 チーム名 であつど  

○発表者 府中市 中尾「であつど」 出合いと集いを合わせて 

   Remake cafe を作ろうっていう話が出まして、サブタイトルは全部自分たちで作っ

てみませんかということで、対象は20代から30代を想定しています。インスタ映え、

写真映えをする事業がいいのでは？古めかしいイメージの公民館の一角をリフォー

ムしてもらう講座を始めて、リフォームできたところを定期的に SNS の更新をして、

その空間を利用して、月１回イベントを兼ねてカフェを開催し、開催時はボランティ

アの方々を常駐した方がいい。例えば、哲学カフェだったり､ゲーム大会、昔のもの

を使って遊ぶことなど、むしろ最近の任天堂の Switch を使って多世代交流をして、

高齢者の方に Switch を使ってもらい、より福祉寄りの話になると子ども食堂を提供

ではなくて自作で作ってみて支援する、サークルが使ったものとかをフリーマーケッ

トは難しいのであれば、ちょっとした物々交換みたいなものだったり、けん玉でギネ

スに挑戦など、その都度テーマを決めて、イベント開催型のカフェをすればいいので

はないかというのが出ました。 

   周知方法はチラシなど、若い人に特化して、SNS でアカウントを作って、定期的に

更新しながら活動記録も載せて、いつでもだれでも途中から参加できるし、QRコード

があると若い人は参加しやすいというのが出ました。 

○発表者 小平市 馬場 

   まずは、公民館の間口を誰でも入りやすいようにきっかけを作っていくことが、と

ても大事だということが得られたのが成果だと思います。 

○助言者  

   とっても斬新ですが、実現可能なのではないのでしょうか。 

   Remake cafeというもので、特に20代をターゲットとした事業で公民館の一角をそ

の方たちのセンスでリフォームして、それをインスタ映えするものにあげてもらうと

いう好循環を作ることですが、確かに20代30代の方たちにとって、公民館って少し、

精神的に遠い所のような感じがあります。 

   今、シブヤ大学のような、従来公民館がやっていたような学習会を若者の市民活動

団体が担っています。学びの場はカフェやレストランであったり、公共施設であった

りして、特定の施設ではなく、たとえば会社帰りの20代や30代の方が学びたいテー

マがある時に参加しています。そういう場をこの公民館の一角を若者の感覚でリフォ

ームして作るというのは時代の要請ではないかと思います。 

   哲学カフェのお話が出ましたが、今密かなブームになっています。公民館、図書館

で哲学カフェをやっている所がたくさんあり、皆様方の自治体でもあると思うのです
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が、時々ドリンク飲み放題のファミリーレストランが混まない時間帯などに行ってい

るグループがあるようです。こういった活動の拠点って、まさに公民館だと思います。

そういう場づくりにも今回の事業は、寄与していると思いました。 

 ⑧ ８班 チーム名 「いろどり」 柴田先生のお名前から 

○発表者 国分寺市 井上 

   小平市のキャンプ場で、親子キャンプ事業を展開して、その中で若者を講師やボラ

ンティアとして呼ぶ事業が実現出来たら利用者の拡大に繋がるのではないかと考え

ました。小平市以外のグループがありますが、これは小平市として進める視点からな

っています。広報は親子キャンプなので小学校やＰＴＡに働きかけ、市報、SNS を使

う、小学校のおやじの会や近隣の保育園、学童クラブなどに対する広報活動に力を注

いでいったらいいのではないかと意見が出ました。対象は親子なのですが、小学生や

未就学児を考えていたので、お化け屋敷や林の中で遊べるもの、テントを建てたり火

を起こして飯盒でご飯を炊いたり、非日常的な取組みも加えることで、深みを出して

いけるのではないかということで、敢えて泊まりに行きつきました。参加費の設定が

比較的重要で、多分食材費くらいでいけるのではないか、やはり500円、1,000 円、

3,000 円なのかで、参加者は色々変わってくるので、非常に丁寧に考えた方がいいと

いう話が出ました。親子キャンプとすることによって、親子でないと参加できないの

かという話が出るのではないか。一つの案として、小学校の３年生以下は親子だけ、

４年生以上は親子でなくてもいいよとか、もう少し参加者層に対して、今後、弾力的

に考えてもいいのではないかと話が出ました。 

   キャンプ場は公民館ではないので、公民館の事業として認識をしてもらわないと新

しい利用者が継続的に来てくれるということに繋がらないのではないか、それを回避

するためには、キャンプの説明会を公民館でする。それからキャンプが終わった後の

振り返りの会というようなイメージはキャンプの様子を見せる上映会を公民館です

る。みんなここに来た人たちは公民館の事業としてこのキャンプを受けたという印象

を加えるということです。最終的には公民館を知ってもらうきっかけから、もう１回

来てもらえるような流れにもっていけたらいいと考えました。 

○発表者 小平市 高橋 

   職員さんが多かったらこんな大変な講座はきっと考えないかもしれないのですが、

あえて公民館に足を運びにくい子育て真っ最中の男性や女性を運ぶには、一つのツー

ルということで考えました。 

○助言者  

   キャンプ場を活用して公民館と連携させた講座を考えてくださいました。事前学習

説明会と振り返りを公民館でやって、公民館のユーザーを広げるようなところ、キャ

ンプの内容もとても魅力的だと思います。親子キャンプ、色んな配慮がありましたが、
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今、子ども達の学校外での野外活動の機会ってなかなか満足にできる環境にありませ

んし、子ども達も忙しいような実情があります。今子ども達には非認知能力を支える

学びに向かう力を育むことが社会的な課題になっています。こういった子ども達の能

力を育む場としての公民館、社会教育という学校外教育としてのあり方を考えさせら

れるような企画だと受け止めました。課題として、職員さんが担っていくには人手不

足という課題があるので、例えばNPOと繋がるとか、大学と繋がる、サークル活動と

繋がるとか様々なアイデアが出てきたのも重要な視点です。 

    

（３）最後に 

  今回、皆さんから出たアイデアですが、実現できる物もかなりあったのではないかと

思います。グループ名で「最初の一歩」というところがありましたが、皆さんの全体の

雰囲気が最初の一歩を踏み出すような、お互いに勇気をもらえるような刺激的なワーク

ショップだったのではないかなと思いました。 
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第三課題別集会 

人口減少社会での災害における公民館と職員の役割 

 

助 言 者   岩 松 真 紀（明治大学非常勤講師） 

小 野 修 平（ジョージ防災研究所代表） 

事例発表者   長谷部 新 一（西東京市保谷駅前公民館分館長） 

六反田 聖 子（西東京市保谷駅前公民館専門員） 

司 会   山 本 裕美子（西東京市田無公民館分館長） 

企画運営   東京都公民館連絡協議会職員部会運営委員 

 

 第三課題別集会は、職員部会の委員を含め、55名の参加のもと、活発な意見交換が交わ

されました。以下、第三課題別集会についての報告を行います。 

 

司会より助言者、事例発表者の紹介ののち、グループワークにはいりました。 

 

１．グループワーク「防災カードゲーム体験」（小野さん） 

本日前半と中盤の部分を担当させ

ていただくジョージ防災研究所代

表・防災アドバイザーの小野です。 

冒頭、紹介がありました防災カード

ゲーム教材「地震サバイバルミッシ

ョン」を使ってワークショップをし

てみたいと思います。これを開発し

た経緯ですが、災害や防災というと

ふだんは他人事に思われがちなので、

自分事・我が事にしてもらうきっかけとしてどうしたらいいのかを考え、色々試行錯誤し

て、このカードゲーム教材を作らせていただきました。 

通常は２時間のワークショップで行うものですが、本日は途中で終了させていただきま

して、そのあとは、どういう展開を普段のワークショップでするのかというお話をします。 

はじめましての方もいらっしゃると思いますので、まず自己紹介をして頂きたいと思いま

す。そこで「ライフラインのない無人島に、もし何か一つだけ持っていってよいと言われ

たら、何を持っていくのか」をあげていただければと思います。それではグループごとに

自己紹介からお願いします。 
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～各グループでの自己紹介タイム～ 

●防災カードゲーム体験開始 

それでは、サバイバルミッションを始めます。このゲームは、特に都市部で大きな地震

が発生してから６時間以内に起きるかもしれない色々な出来事を 30 枚のカードに凝縮し

ております。災害が起きた瞬間のこともあれば、２時間後、４時間後、６時間後のことも

あります。 

このあと、各グループでペアを３組作っていただきます。そのペアでカードに書かれた

場面に出会ってしまいました。その状況には自分たちしかいません。もちろん、他の人を

呼んで対応してもらうのは構わないですが、出会ったときはその方たちだけの場面です。

この状況についてどうしたらいいか

は、皆さんで考えていただければと

思います。 

では、箱からカードを取り出し、

イラスト（絵柄）を表にして並べて

ください。１枚のカードにつき制限

時間３分。次のカードをめくってく

ださいの指示があるまでは、めくっ

たカードに集中してください。 

 

～ペアワークタイム～ 

通常このゲームは30枚を10枚ごとに各ペアでこなしていただきます。今回は時間の都

合上、５枚ずつでとめております。 

このワークショップは３つのパートに分かれていまして、今やったのは「体験する」と

いうパートです。皆さん、完全に被災地に入り込んでいましたね。次は「深める」という

パートです。10枚、10枚、10枚と取り組んでいただいたカードから、最も印象に残った

カードを１枚選んでいただきます。そして、各ペアから1枚ずつ出された計３枚のカード

に対してグループみんなで「深める」ということをやっていただきます。 

最後に３つ目のパートは「広げる」です。この会場でも８グループありますが、たくさ

んのグループでやると、その３枚を選んでお話していただく「深める」のパートでも全然

違うカードが選ばれて、そこから話が出てくることがあります。さらに３枚の中から、特

に印象に残ったカード１枚をピックアップしていただき、グループで話し合い、発表しま

す。そこのグループは、そこに焦点を当てて話し合ったという情報の共有を会場全体でし

ていただきます。 

 

 



 

57 

 

～グループ内共有タイム～ 

このカードゲームのキーワード、「アクティブラーニング」を促すということをお伝え

しました。また、実際に「我が事」にするということを冒頭に申し上げましたが、皆さん

一瞬にして被災地に入り込みました。それから「相互学習」というキーワード、皆さんが

それぞれの先生になっていたかと思われます。自分が持ち合わせている知識や経験を伝え、

考えることが出来ていたと思います。それだけでは限界なので、グループで深める、全体

で広げるということをやっていただきました。 

 

２．事例発表 

司会より西東京市は全館（６館）で毎年、「防災講座」に取り組んでいるとの紹介があ

り、長谷部、六反田両氏の報告、小野氏の助言をいただきました。 

 

〇報告（長谷部さん） 

私が思っていることを少しお話します。まず阪神淡路大震災からミレニアム世紀になっ

て、頻繁に地震が起きていると思うのです。地震だけではなく台風の災害もあります。昨

年は千葉でも停電を含む大きな災害がありました。今年は、多摩地区にくるかもしれない。

そうした非常時のため、３．11以来、市内全館で防災講座を開いております。 

小野さんにお願いした防災講座

で、私が特に印象に残ったことを

述べます。まずは、震災における

トイレの重要性です。トイレがな

いと一番困るということです。あ

と、サバイバル術です。身近なも

ので調理する、身の回りのものが

役立つということを話していただ

いています。 

担当者会議は、分館体制のため、

逐次情報共有を行っています。マニュアル整備は、地震が起きてから 72 時間の初動対応

についてです。訓練は、消防署を呼んでの訓練（通報訓練、消火器、ＡＥＤ、心肺蘇生の

４点セット）です。 

西東京市の公民館は、帰宅困難者のための一時滞在施設に指定されています。２年前に

私も山本さんと一緒に開設いたしました。理由は、台風による鉄道の計画運休です。 

平時の公民館活動が防災・減災の繋がりになっていると思います。俗にいう顔の見える関

係、地域の繋がり、助けあう関係、縦横のつながりを持つこと、情報の共有化が、防災・

減災の解決になると思います。 
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ここ 30 年間くらいで首都直下型地震があると言われています。災害があっても住み続

けたいと思える、復興を目指せるまちづくりに、公民館活動が寄与できるのではないでし

ょうか。平時の公民館活動から生まれる繋がりが結果的に町を復興させる力に、防災・減

災に繋がっていく力になるのではないかと考えています。 

 

〇話題提供（小野さん） 

【はじめに】 

私は平成 28 年度から４年間、西東京市の「防災講座」に関わらせていただきました。

サバイバルミッションの終わりに話した通り、「家庭での備えはこんなものがあるといい

ですよ」とか、「地域のつながりや助け合いが大事ですよ」と言って確認して終わるよう

な防災講座は少し違うかなと思っています。先ほど、30個の事例を一部体験していただき

ました。繋がりが大事、助け合いが大事、でもこの平時で心の余裕がある今ですら、あの

ような状況が起きたら全部に対応することができないという気付きをサバイバルミッシ

ョンの中で体感してくださった方が多くいらっしゃると思います。 

試行錯誤をした4年間に、講師の立場としてどういう考え方、どういうやり方でやって

きたかということをお話しさせていただければと思っています。 

【事例①】 

柳沢公民館の「災害時にだれも孤立させないまちづくりを考える」のお話をさせていた

だきます。 

キーワード≪要配慮者・多様性配慮≫ 

「要配慮者」という言葉が、最近よく使われるようになってきました。ご高齢の方、障

がいをお持ちの方、妊婦さん、赤ちゃん、外国籍の方などです。災害時に特に配慮が必要

な方です。阪神淡路大震災から考えても全然実態が変わっていないと思っています。災害

時に孤立してしまって、支援の網目からこぼれ落ちてしまうという状況がずっと繰り返さ

れています。そのため、誰も孤立させない街づくりを防災という視点で考えるということ

で、防災講座というよりは、まちづくり講座に近いと思っています。 

キーワード≪共助と公助の役割≫ 

皆さんの自治体でも自治会の組織率は、６割前後の自治体が多いのかと思います。西東

京市は、多摩地域でもずば抜けて低くて２割ぐらいです。そのような中で、地域の繋がり・

助け合いが大事ですと、そこにだけ依存してしまうというのはどうかと思っています。一

方で行政しかできない部分もあるのですが、それにも限界があります。そういう状況の中、

「共助」の役割は大きくなってくるのですが、実際多くの市民の皆さんはお客さん感覚で、

そこの誤解をどう解いていけばいいか、「公助」と「共助」の部分がすごく難しいと感じ

ています。私は地域の繋がりと仕組みは車の両輪だと思っています。繋がりがないと顔も

知らない人にどうしていいのか分からないですし、一方で地域と行政が一緒にという仕組
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みを作ることも必要だと思っています。 

キーワード≪市民参加での講座企画と多様な主体との協働≫ 

 講座を作っていく上で、市民参加ということをとても大切にしています。民生委員、避

難所運営協議会委員、地域包括支援センターの職員などの皆さんと共に、昨年度の講座は

企画をしてきました。そして、「振り返りの会」や、「準備会」などを大事にしています。 

例えば、平成 30 年度の講座参加者が行政のどの部署に取材をしたいか、どんなことを聞

きたいか、「振り返りの会」、「準備会」で整理しました。「学びのサイクル」をどう次に繋

げていくかということで、「講座企

画委員会」というものを立ち上げ、

講座参加者を中心に企画をしてい

き、あわせて「講座報告書」で学

んだことを一つの形にし、それを

きっかけに共助・公助の役割を推

し進められていけたらと考えてい

るところです。 

 

 

【事例②】 

次に、ひばりが丘公民館の「集合住宅の減災対策」・「みんなで考えよう町の防災」を説

明します。 

キーワード≪自己完結型の集合住宅へ≫ 

この地域、大きな集合住宅、マンションや団地、都営住宅が市内でも特に密集している

地域です。自治会の組織率が低い中で、どう繋がりや仕組みを促していこうかと考えた時、

マンションは建物一つなので、戸建てより作りやすいのではないかと、集合住宅の防災に

ついて講師依頼をいただきました。 

キーワード≪先進事例から学ぶ≫ 

先進的な取り組みをしているマンションは、管理組合の下部組織に、管理組合と自治会

のメンバーから人を出して、「防災委員会」を立ち上げています。自主防災組織を立ち上

げて、名簿、規約を作って、となるとなかなか上手くいかないので、色々試行錯誤してい

く中で、マニュアルを作成し、トイレの備えに関するお話をさせていただいたりし、若い

世代の協力が欲しいね、と若い親子を対象に防災の学習をしたりしてきました。防災とい

うと一人すごく熱心な方がいて引っ張っていく事例はたくさん聞くのですが、ここのマン

ションはチームで行っています。マニュアルを作るのが上手な方、チラシを作るのが上手

な方、色々な強みを持った人たちが集まっていて、サポーターの中核のメンバーを支える

仕組みができています。 
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平成 30 年度の講座ではこのマンションの防災担当の方に来ていただき事例発表をして

いただきました。安否確認カードゲームの教材も体験していただいて、個人情報を出すの

は皆さん嫌がることが多いですが、カードゲームとして体験していただいくことで、最低

限の個人情報は共有をしておかないとだめだと、せめて何人家族なのかということぐらい

は共有しておかないといけないと実感を持っていただくような仕掛けをしています。 

キーワード≪若い世代とともに≫ 

昨年の講座参加者に呼びかけて、今年度の防災講座はどうしていきましょうかと話し合

いを設けたところ、課題は高齢化と担い手不足ということで、今年度、赤ちゃんや小・中

学生の子どもがいる家庭で、どういう防災対策をすればよいのかというテーマを打ち出し

ましたが、若い世帯の申し込みは一世帯で、急用で欠席になったので実質、ゼロとなりま

した。準備会のメンバーの声を聞きながら、災害時にはこんな困りごとを抱えてしまうか

もといった認識が必要ということで、そこからの学習会を始めようということになりまし

た。そういった課題を学んだうえで、「若い世代を巻き込むにはどうしたらいいのか」と

いうグループワークを今年度の講座で行いました。 

【事例③】 

 次に、保谷駅前公民館の「BOSAI 学校」です。まずは六反田さんから、講座担当者の声

ということで、お話をしていただきます。 

 

〇報告（六反田さん） 

公民館は情報や学びを提供する大切な社会教育の場であり、西東京市市民として豊かな

生活を送ることができるような人間関係を形成する場でもあります。このようなことを念

頭に置いて講座に取り組んでいます。防災講座を企画するにあたり、地域の情報収集から

始めました。まず、危機管理室に向かいました。それは、私自身福島県いわき市で３.11

の震災を経験し、避難先でいち早く地元の収集を得ることができたからです。 

次に屋敷林保存会の方々から話を伺いました。ここは、特別緑地保全地区になっていて、

地域の方が気軽に集える場所になっています。自治会活動にも協力的で、昔からある隣組

から名称改め荒屋敷自治会として、700 世帯ある規模の大きな自治会として活動を続けて

こられたようです。防災に関しては、毎年９月に子ども祭りと掛け合わせで炊き出しや、

消防署指導の下の防災訓練、また夜の見回り等の防犯・防災対策を実施されています。そ

の近くに新しくできた 32 棟ある戸建ての集合住宅の場合、自治会が防災の専門家に依頼

し、防災について学び、避難先や避難経路は QR コードで確認できるようになっていまし

た。 

自治会のことをもう少し知りたくて、協働コミュニティ課に伺いました。西東京市は自

治会のない住宅地も多く、自治会があったとしても高齢化等で荒屋敷自治会のような活発

な活動をしているところばかりではないとのことでした。また、マンションでは管理組合
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で防災の取り組みをしているところもあれば、何から始めればよいかわからない…検討中

のところもありました。 

通常、公民館の講座の受講者募集は市のホームページ、市内全戸配布の公民館だより、

公民館と近隣の公共施設などにチラシとポスターの配布を依頼しています。今回はそれに

加え、自治会でチラシを回覧していただけるよう荒屋敷自治会と協働コミュニティ課に協

力していただきました。またマンションの管理組合や、社会福祉協議会の掲示板があるの

ですが、そちらにも何ヶ所かと、近隣のスーパー、駐輪場にポスターを掲示させていただ

き、全３回の講座に延べ90名、そ

の振り返りでは２日間で 17 名の

参加がありました。講座名を

「BOSAI 学校」にしたので、振り

返りの会は「同窓会に参加しませ

んか」とお誘いしました。内容は、

防災対策や地域との関わり、今後

の防災に対して個人ができること、

組織体でやってみようと思うこと

などについて、話し合いました。 

中でも教会の方が、「教会（ご自宅）

を避難所にできないか考えているが、何か良い方法はないだろうか？」と相談されました。

その場ですぐには答えられませんでしたが、後日、個別に話し合った結果、教会の近隣住

民の方々に声をかけ、教会主催で防災講座を開催してみよう！ということになりました。

講師は公民館でもお世話になっていて、地元をよくご存じの頼りになる小野さんにお願い

したいと思い、相談したところ、快諾していただき教会主催防災講座を実現することがで

きました。当日は教会のシスターを含め 30 名ほどの参加がありました。今後も継続して

開催し、防災についての意識を高めたい、また日常的にこちらからもっとご近所さんに話

しかけ、交流の場を設けたいと話されていました。 

講座は終了しましたが、それぞれの立場で抱えている問題を提起してもらい、解決とま

ではいかなくても、小さな一歩を踏み出す勇気と行動力が必要と感じました。その思いを

受け止められるような公民館専門員でありたいです。 

先日、講座の受講者が窓口に来て、「住民同士のコミュニケーションをとるために公民

館で紹介していただいた落語サークルの方を呼んで落語のイベントを開催することにな

った」と教えてくださいました。いざという時に頼りになるご近所さんの輪がまた一つ広

がった嬉しい報告でした。 

〇話題提供（小野さん） 

キーワード≪自助から共助へ≫ 
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家庭での備えは大事ですが、とても幅が広いものだと思っています。そんな中で「BOSAI

学校」をやる時にどうしようか考えました。内容は「自助」について家庭での備えについ

て広く浅くやるのに加えて、周囲の人につい話したくなるようなネタをたくさん盛り込み

ました。何か１つでもいいので周りに話してもらえたら、そこから次につながるのではな

いか、という狙いを持ち企画した講座です。 

キーワード≪多様な広報と丁寧な事後フォロー≫ 

自治会町内会を担当する協働コミュニティ課にチラシの配布を依頼しました。振り返り

の会では、狙い通り「地域で何か実践をしたい」ということで教会のシスターから相談が

ありました。今日のタイトルにも「公民館と職員の役割」とありますが、単に講座を企画

して終わりではなく、このような丁寧なフォロー、色々な手段を使った広報などが大事だ

と感じました。 

キーワード≪地域での協働型イベントの開催≫ 

取り組みがここまで広がったのは、教会のシスターという地域の核となる人がいたこと

と、それを支える専門員、職員がいたからだと思っています。結果として講座終了から半

年後に「防災サロン」という名称でサバイバルミッションなどを行いました。このイベン

トは、戸建て住宅の自治会のある所や、教会の跡地に建てられた戸建て住宅の住民、マン

ションの方、学生寮の方などにシスターさんが声をかけ、準備会、チラシの作成などをし

てくれました。これはまさに地域での社会教育だなと見ていて感じましたし、根本には職

員の丁寧な関りがあったと感じています。 

【事例④】 

次に、芝久保公民館の「被災したらどうなる？どうする？」です。 

キーワード≪地域をさらに繋ぐ≫ 

周りには地域包括支援センターと学校が４つあり、地域のちょうど中心にある公民館に

なっています。要配慮者と呼ばれる方々が孤立してしまう現状を地域包括支援センターや

民生委員、ケアマネージャーなどだけでは救えないので、広く住民の助けが必要という話

になり、周囲の小中高と協力して、市民も含めて要配慮者の避難行動や避難生活を学習し

ましょうという研修会が行われました。ここに公民館の職員も参加しました。平成 30 年

度になり実行委員会が立ち上がり、助成金を取って準備会、研修会、訓練、振り返りの会

を一連の流れで行う取り組みが行われました。 

キーワード≪避難所運営協議会との共催講座≫ 

けやき小学校と公民館の共催の防災講座を行いました。避難所運営協議会など地域の核

となるメンバーだけでは避難所内外のケアをしきれないので、サポーターを増やしていか

なければなりませんが、単独では時間がかかるので、福祉、学校教育、生涯学習などに関

わる方がみんなで一緒に避難所内外のサポーターをどう増やしていけるかというグルー

プワークを今年度行いました。 
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キーワード≪地域協働の取り組みに参加≫ 

そしてちょうど明日、公民館の部屋を借りて、今後どのようにサポーターを増やしてい

こうかという話し合いを行います。地域の取り組みの一員として常に公民館の職員がいて、

状況を見ながら様々な仕掛けをしたことが、この話し合いにつながったと思います。公民

館の職員が色々な所と話をしたりすることはすごく大事だと感じました。 

【事例⑤】 

最後の事例は、柳沢公民館の「もしものときのサバイバルクッキング」です。子ども対

象の防災講座です。今年度は３月に実施予定ですが、初年度は沸騰したお湯にお米と水を

入れたポリ袋を入れ、30分くらい置いておくとご飯が炊けるのをやってみたり、次の年は

空き缶でかまどと窯を作ってご飯を炊いたりしました。 

キーワード≪児童館との共催≫ 

児童館との共催のメリットは、講師料を出しやすい公民館と材料費などをカバーできる

賄い費を持っている児童館とが相補的な役割を担えるところです。また、児童館と公民館

それぞれに広報媒体があり、それぞれの繋がりの中で申し込みを受け付けられるような講

座になっています。 

キーワード≪体験型学習≫ 

体験型プログラムがキーワードの一つです。災害時にポリ袋クッキングとか空き缶でお

米を炊くわけではないですが、子どもたちにたくさん参加してほしいという狙いの中で、

前面に体験型プログラムとして、防災に触れてみませんかという出し方をしています。来

てくれた子どもたちに合間で本来伝えたいこと（例えば家族がバラバラで子どもが一人の

時に災害が起きた場合、どういった方法で安否確認をすればいいのかなど）をお話してい

ます。 

キーワード≪子どもを通して大人を巻き込む≫ 

例えば昨年度の空き缶では、カッターナイフを使うのに学童の先生が入ってくれたこと

で、先生方にも防災学習を伝えることができました。今年度は小・中学校にチラシを配っ

たり、保護者や福祉関係の大学生にも協力をいただくことで動いています。「子どものた

めに」というと協力してくれる大人の方がたくさんいると感じています。 

【おわりに】 

講師という立場で４年間私がどのような考え方、やり方で防災講座に関わらせていただ

いたかをお話させていただいてきたのですが、まとめとして最後にお話をしていきたいと

思います。 

防災講座において、「地域の繋がりや助け合いが大事ですよ」とお題目を唱えたり、数

十人ずつコツコツと地道に啓発していくことも大事ですが、社会教育施設である公民館と

して何をすべきかといえば、やはり地域に根差した講座というのがとても大事なのではな

いかと思っています。あわせてこの防災講座は防災力を高めるということがゴールではな
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く、それをきっかけにして何か地域全体にインパクトを与えていけたらという姿勢で関わ

らせていただいています。なので、単に一方的に私が話すことは、防災講座ではなるべく

しないようにしながら皆さんの考えや気づきを大事にしております。講座参加者が気づき

を得て、主体的に変わっていくところを公民館の職員の皆さんにはぜひサポートしていた

だくことが必要になるのかなと思います。 

常に私も手探りです。気づいたら社会教育をやっていたなという感じです。 とにかく

市民参加や連携・協働という視点が大事です。色々な人を巻き込んで、一緒に考え、動き、

相互学習を行っていくことが大事だと思っています。繋がりづくり・人づくり・街づくり

で、防災講座をきっかけに何かやれたら良いなというところで４年間やってきました。今

私がお話ししたところが本日の後半の学びに繋がっていけばいいなと思います。ご清聴あ

りがとうございました。 

 

３．事例報告を踏まえてのグループワーク（岩松さん） 

この課題別集会のタイトルは「人口減少社会での災害における公民館と職員の役割」で

すが、あえて「人口減少社会での」としているのはなぜか、といいますと、2018 年12月

の中教審答申「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」

というのが出まして、今日はその一部に関連するお話をします。 

答申では「地域における社会教育の意義と果たすべき役割」に「人づくり」「つながり

づくり」「地域づくり」が求めら

れていると書かれています。新

たな社会教育の方向性として、

「開かれつながる社会教育の実

現」「住民の主体的な参加のため

のきっかけづくり」「ネットワー

ク型行政の実質化」「地域の学び

と活動を活性化する人材の活

躍」などが挙げられていますが、

求められているものをやってい

れば、私たちはいいのでしょうか、というところは私がこれから話すことになっていくの

だと思います。 

本日、佐藤先生の基調講演を聞かれた方もいらっしゃると思いますが、最後の方に「課

題解決学習」のお話が出てきたと思います。防災も「課題解決学習」だと思っています。

私は長野県の松川町で 1963 年から行われていて、今も一部の集会行事が残っているので

すが、1980年代に全国的に注目された「健康学習」という、健康問題に対する課題解決学

習を研究テーマの一つにしてきました。特徴としては住民主体で自発的というところがポ
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イントですが、社会教育職員と保健師・栄養士の連携があって住民の健康学習の組織化を

していき、学習を構造化していくという点も特徴でした。各地域の小集団が「健康を考え

る会」というちょっと大きな会になり、さらに「健康を考える集会」というのを毎年一回

やってその年の学習を語り合うという仕組みができました。これをすることで松川町では

学習のシステムや組織ができあがっていき、健康以外の問題にも学習を通してスムーズに

対応できるようになっていきました。今回の西東京市の事例もそうですが、こうした取り

組みを続けていくことで、組織間の情報交換がスムーズにできるようになるのではないか

と思います。 

社会教育としての「健康学習」、つまり「職員がどのように支援するか」という視点で

いうと「現状を構造的に把握して学習を構造化していくこと」であり、「科学的な認識」

や「現象の背景にある問題を明らかにする」過程を踏ませ、それを踏むことにより「行動

する力を身につける」ことであったりもします。私は公民館活動、PTA 活動をやって研究

者になったので思うのですが、行政から「これしかないからこれでやってください」とい

う運営をされた時などに、「どうして私はこう言われているのだろう」ということを背景

から考え、そこを乗り越えるような学習まで、フォローできるといいのかなと思っていま

す。 

西東京市の公民館の資料では、「公民館は市民の学びを保障するための施設」と書いて

あって「学びは権利」だとも書いてあります。学びをさせられるのではなく、私たちには

学ぶ権利があって、そのために公民館があるのです。「防災という課題があるので公民館

で講座をやります」といわれて義務でいくのではなく権利として参加するような人をどう

育てていくのかがポイントです。 

例えば参加された方のたった一言から全体の大きな課題が拾えるというところが公民館

の醍醐味の一つだと思います。たった一人の声から何かを発展させるようなことができる

と思っています。また、「公民館職員の役割」では「災害時には公務員として働くから社

会教育は関係ないよ」という意見も聞かれることがありますが、東日本大震災の時に福島

のビッグパレットというところに人々が避難していた時、社会教育職員が関与して社会教

育的な手法で「カフェを作る」ということで自治を産み出した例もあります。 

どんな時でも社会教育の視点を持つことは大切だと思います。社会教育職員として５年、

10年先の地域を見越した学習を組織していくことを心がけていただけると、とても嬉しい

です。それと住民の意識化されていない生活課題をキャッチして学習課題にしていってほ

しいと思います。その場の課題の対処ではなく、地域の中そのものについて考える人、課

題を見つけていける人、判断する力を地域に育てていっていただけるととてもいいと思い

ます。小野さんは今一人ですが、小野さんのかかわりから派生する何かが、誰かが、地域

に育つこともあり得ると思っています。 

それではグループで講座を作っていきます。付箋にキーワードを書いて模造紙に貼り、
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「どんなことが気になったか、どんな講座を作りたいか」話をしてもらいます。最終的に

「企画立案シート」・「事業企画書」どちらかに記入していただきます。（以下、８班でグ

ループワーク。講座名、目的、内容を話し合う。） 

 

４．グループワークの発表 

（８班） 

講座名：何でもまち歩き～ 

危ない所はどこ？ 

知りたい歴史 

目 的：若い世代をとりこむ・ 

まち歩きをして歴史 

や危ない場所を確認 

する。多世代交流にも 

つなげる。 

対 象：子ども、大人、高齢者など。広報の他、市民団体の協力も得て募集。 

運 営： 市民団体とのコラボで実施、写真を撮って講座後にパネル展示を行う。 

（７班） 

講座名：子ども防災カフェ 

～〇〇（市名） 

目 的：地域の地理や歴史をフィールドワークで学び、危険な場所を知る。 

内 容：避難所・避難行動・情報の確認、講座の結果を壁新聞にまとめる 

（６班） 

講座名：72時間を生き延びる防災術 

目 的：若い世代や高齢者中心に災害発生から三日間にすぐ動ける人を育てる、内 容：

AED、チェーンソー等の使い方を学ぶ。応急手当、ボランティア育成。 

（５班） 

講座名：公民館が避難所として機能するための講座 

目 的：地域の歴史、文化を学んで、ハザードマップなどに興味を持っていただき、公民

館を社会資源として活用していただくノウハウを考える。 

その他：「防災を前面に出さずに仕掛けを作る」「普通に防災講座をやったのでは受講者は

来ないので、アルファ米などのおみやげを考える」などの意見がありました。 

 

 

（４班） 

講座名：災害時、みんなのためにできること 
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目 的：避難所運営のリーダーづくり・避難所生活の癒し 

内 容：災害時のトイレ、避難所運営などをテーマに、福祉関係者、自主防災組織、自治

会などもターゲットに実施。また、被災直後とその後では避難所の様子も変わるので、市

民団体によるレクリエーションも。 

その他：昨年の台風の際、避難所運営に携わった方もいて、実際にやってみると市民にい

ろいろ聞かれて対応に時間がかかったとの話を伺いました。 

（３班） 

講座名：防災に生かせるサバイバルキャンプ 

対 象：若い世代、子育て世代 

その他：講座を組むにあたって「防災を自分のことと考える」「大人を巻き込む」 

「無関心層へのアプローチ」等が大切。 

（２班） 

「自助・共助」「近隣とのつながり」

などのキーワードをもとに企画中の

段階で終了。「家族が日中、通勤通学

で出かけていて被災した時に連絡手

段、情報収集等はどうするか」とい

った意見もありました。 

（１班） 

講座名：人口減少時代の今、子ども

が主役の防災講座 

目 的：若い世代を中心に、災害時に主体的に動ける人材の発掘 

内 容：充電式電池でゲームバトル・防災食の食べ比べなどで子どもの心を引く。 

対 象；小中高生、またはその親にどうアピールするか、 

その他：防災で中心に動いているのは高齢者ですが、一番頼りになるのは若い世代だと思

います。 

 

５．グループワークのまとめ（岩松さん） 

なぜみなさんにこんなことをしてもらったかというと、講座の中でグループワークをし

てもらおうと思っても、自分がやったことのないことは人にさせられないということがあ

ります。実際にやってみたらどうかというのが一つ。 

あとみなさん若者への期待が高いですが、親にしたら自分の子にはそんなことしてほしく

ない、という人もいるでしょうし、押し付けでなく若者から言ってきてもらえるようにす

るところまでもっていくというのは、実は難しいことだと思っています。 
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６．休憩時間に提出のあった質問シートへの回答（小野さん） 

問１：当事者意識がないと人はなかなか動かないので意識を高くモチベーションを持って

もらうにはどうすればいいですか。 

答１：きっかけをどう持っていくか、どう継続させていくか、という二つの視点があると

思います。私は総合学習、アクティブラーニングといった学びあいから自分のことと気付

いていくことが、そうした意識を持つきっかけになると思います。継続については一人で

やっても長続きしないので、地域でやっていくにはみんなで、という視点が大事ではない

かと感じています。 

問２：共助をテーマにすると自治会、社会福祉協議会などと連携が求められる中で、自治

会に入っていない世帯や若い世代をどう開拓していけるでしょうか。 

答２：公民館の講座がすべてではないと思っています。講座に来てくださった人が家庭や

地域に広げるとか、そうしたくなるような仕掛けを講座の中で、作れたらいいのではない

かと考えています。 

問３：カードゲーム「地震サバイバルミッション」は販売していますか。 

答３：市販しています。 

問４：地域に根差した講座とは？具体的な説明をお願いします。 

答４：一つはまず内容が地域に即していること。被災地の話を聞くのは大事ですが、津波

の来ないところで津波の話をしても仕方ないと思います。二つ目に参加者、関係者には地

域で活動、生活している人が関わっていること。三つ目に講座終了後の展開として地域に

還すことがあげられると思います。 

問５：担当職員は企画にどれくらいの期間を使っているのですか。 

答５：長期的な取り組みの講座は3年、4年・・というスパンで、終わりなく取り組んで

いる状況です。単発で行う講座でも準備期間として最低4か月程度は必要なのではないで

しょうか。あと私個人として、講座はゴールではないと考えています。通過点であり、成

果を地域に還すきっかけになればと思っています。 

問６：長引く避難生活の中では笑いとかも必要だと思いますが、一方で不謹慎との反発を

受ける可能性もあると思います。防災学習の中で、「笑いの効用」などをどう取り上げて

いけばいいでしょうか。 

答６：先ほど市民団体とのコラボを提案された班もあって、それも素晴らしいと思いまし

たし、カフェ運営やコンサートなどを被災地支援としてやりたいという団体もたくさんあ

ります。そうした事例に学んで、自分たちだったら何ができるか考える、という広げ方も

あると考えています。 

 

※質問への補足説明（小野さん） 

あと補足でお話をさせていただくと、岩松先生の最後のお話にもありましたが、「親と
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しては子どもをそういったところに（行かせたくない）」という話の件、まず大前提とし

て、「大人は若い世代に期待しすぎ」と感じています。 

中高生は災害時、戦力にはなりますが、それを引っ張っていく大人が必要ですし、子ど

もたちは正しい知識やスキルを大人と一緒に学んで、共有することが必要です。「子ども

を主体に」というのは大事ですが、一緒に災害を乗り越えられるような関係性を作ってい

くための視点は、欠かせないと思っています。 

 

７．総評（岩松さん） 

国立市には KUNIBO といって外国人が災害時に困ることをきっかけに、公民館での「生

活のための日本語講座」から作られた組織がありますし、その逆のパターンもあります。

さまざまなところから防災が大切だという思いを拾ってきてつなげていくこともできる

と思います。 

私の知っている自治会では若い人が加入しないので、若い人の話を聞こうとした例があ

ります。「子どもが帰ってからの居場所がない」と聞き、「学習支援をやるから」、「子ども

食堂をやるから来てくれないか」と誘って、親にそこの運営に関わってもらうといった事

例もあります。 

これからのみなさんの社会教育活動が豊かになりますように、お互い頑張っていきまし

ょう。ありがとうございました。 
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第４課題別集会 

公民館講座受講後の活動の継続と発展～学びを超えて、さらなるステップアップ～ 

                      

 

助 言 者     倉 持 伸 江（東京学芸大学准教授） 

事例発表者 事例１ 宮 川 里 咲、横 山 裕 実、竹 本 和 代（町田市） 

       事例２ 邦 永 洋 子（小金井市） 

司   会     久 米 正 幸（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  

 

１．第四課題別集会概要      

 

（１）テーマの狙い 

令和元年６月、７月の委員部会にて、全体テーマをもとに、テーマについての意見交換

をし、４項目を候補としました。このうち、

昨年実施したテーマ「公民館講座受講後の展

開」は、アンケ―ト等の評価が好評で、グル

ープ討議の発表では、キーワードとして、情

報の発信・共有が大切、公民館は居場所づく

りだ、継続することの大切さ、難しさ、等が

各班より提起されました。また、助言者の倉

持先生からは、今回得た情報を活かし活動し、

来年、その成果を持ち寄ってほしいとの話も

ありました。そこで、８月に倉持先生とも相談し、4 案を比較し昨年のパートⅡとして、

上記キーワードの内、特に「活動の継続と発展」に絞り企画することにしました。また、

キーワードにも挙げられていた各市の情報の発信、共有化を図るために、各市から３～５

例の実活動例を持ち寄り「公民館講座等から生まれた活動団体事例集」を作り、グループ

討議時に若干の紹介、および全参加者に参考資料として配布しました。 

 

（２）実施内容と時間 

 ①事例発表１、２各グループ発表20分、質問５分 

 ②事例整理と問題提起（倉持先生）25分 

 ③グループ討議 60分  ④発表タイム 30分 

 ⑤助言者のまとめ 15分 
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（３）参加者内訳  

      職員 公運審委員 市民等 合計 

加盟市 11市 32 23 15 70 

非加盟市 ４ ５ ２ １ ８ 

合 計  37 25 16 78人 

*特に、非加盟市（立川、調布、あきる野、東村山）から８名の参加者があり、都公連

の社会教育の輪を広げる活動の一環として喜ばしいことであった。 

 

（４）今回の活動のまとめ：今回のテーマ実現に向けてのキーワード   

①グループ活動を継続するためには 

・自分たちの関心事等身近な問題を取り上げ、地域の課題に高めていく。 

 ・目標、ビジョンをお互いにわかりやすい言葉で形作っていく。 

 ・活動は、楽しくやる、情熱をもってやる、そして自己の成長を実感する。 

 ・会員間の対話、共同作業の時間を多くとり、相互信頼関係をきづく。 

②グループ活動継続のための課題 

・構成員の後継者、リーダーの確保・育成、組織の維持 

 会員の高齢化、固定化、就職、転勤によるメンバーの脱退等への対応。 

 ・活動費用と場所の確保  

それぞれの段階での行政の支援（例えば保育）。  

 ・市民と公民館の化学反応が必須。両者が一緒になって作っていく。職員との情報の

共有・対話、職員からの支援、市民による職員の育成。 

 ・学びと活動の循環を考える。 

 ・大学、地域の市民団体との連携,ネットワークづくり。地域資源の活用。 

 

（５）評価（第４課題別集会に対するアンケート結果） 

①アンケート回答者数：参加者78人中59人が回答 

職員 公運審委員 市民 企画実行委員 不明 合計 

30 18 ８ ２ １ 59 

②参加した感想:59名 

とてもよい よい 普通 あまりよくない 良くない 無回答 

32 21 １ ０ ０ ５ 

 

③第4課題別集会を選んだ理由や参加・動機は（45人より回答） 

・自分の仕事を遂行する上で、他市の情報を聞き、討議を通じて共有し、知りたいこと、
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ヒントになることを学び、今後の活動に結び付けたい。 

・どうしたらサークル化できるか、出来たサークルの継続、活性化をいかにやるか、継

続上の悩み（高齢化、固定化、受け皿不足等）に興味があった。 

・子育て世代の学びや継続についての情報を得、学びたかったから。 

④第四課題別集会に対するご意見・ご感想を（42人より回答） 

・今回の企画、テーマ選定、事例発表とも適切、関心のあるテーマが聞けた。 

・具体的な解決策が出たわけではないが、市民活動を支援するポイントを理解。 

・グループ討議は、多彩なメンバーで意見交換の幅が出来良かった。 

・他市との情報交換・交流が役に立つ、勉強になる。多様な実際にかかわっている問題

が聞ける。考えの共有化ができる。 

 

２ 事例発表１ 

    

  ～お母さんから「ゆるっとママ」へ～ 

    発表者 宮川 里咲さん、横山 裕実さん、竹本 和代さん 

       『ゆるっとママ』(町田市・公民館活動サークル) 

   

（１）名前の由来 

  子育て中の保護者の多くは、日々不寛容といわれる社会の中でプレシャーやストレス

を感じながらも、時に楽しく時に悩みながら、日々奮闘しています。当事者である自分

たちも含め、そんな日々を少しでもラクにするには何が必要か、ということを一緒に考

え、学んでいきたい。毎日を子どもたちや家族の笑顔のために「ゆるっと」したココロ

とカラダで過ごしてもらいたい、との思いから『ゆるっとママ』と名付けました。 

 

（２）きっかけとなった講座 

 ①町田市生涯学習センター2017年度 

  乳幼児の保護者向け講座「かきくけ子育て」(保育付き)  

  2017年５月～７月(前期)全7回/2017年10月～12月(後期)全７回 

  参加人数 毎回25人前後 

 

 ②町田市生涯学習センター―2017年度 

  幼児の保護者向け講座「ときめくママTime～自分への贈り物～」 

(保育付き) 

     

2017年11月～12月 全４回 

参加人数 毎回20人前後 

    

メンバーそれぞれが上記講座を受講。その後、自受講者の中から希望者が、センター
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主催の「ママゼミ」→「17ゼミ」を受講 

 ③町田市生涯学習センター2017年度 

 「ママゼミ」(保育付き) 

  2018年１月～２月 全５回 

  参加人数 10名 

 

 ④町田市生涯学習センター2018年度 

 「17ゼミ」 

  2018年４月～12月 全14回（保育付き13回なし１回） 

 

（３）サークル化するまでの経緯 

①「17ゼミ」で企画した講座「ママもパパもたまにはゆるっとしませんか～暮らしとコ

コロが楽になるヒント～」が好評を博し、今後もできることがあるのではとの話が出

ました。 

②その後の打ち合わせで、他にもやってみたい講座、企画の声が上がるとともに町田市

で講座企画の募集「市民提案型事業 講座づくり☆まちチャレ」があることを知りま

した。 

 ③打ち合わせを重ね,19年度「まちチャレ」があることを知りました。 

 ④『ゆるっとママ』として、町田市公民館団体登録を行いました。 

  ＊「17ゼミ」の講座企画から８名で活動し、現在に至りました。 

 

（４）その後の活動実績 

2019年度 市民提案型事業 講座づくり☆まちチャレにて講座開催 

「ママもパパもたまにはゆるっとしませんか～ココロとカラダを楽にするヒント～」 

11/21～頭をゆるっと～哲学対話 講師:梶谷真司氏(東京大学教授) 

11/28～オリエンテーション～ 

12/05～心と体をゆるっと～フィールドワーク 講師:塚原広城市((一社)まちやま代表) 

12/12～身体をゆるっと～「からだ」に関する座学 講師：宗藤純子氏(子育てアドバイザ

ー&バースコーヂネーター)  
12/19～振り返り～ 

 全５回 参加人数:26名（内 子連れ16名） 

 

「ゆるっとすること」を軸に、やりたいこと、興味の

あることをテーマに選び、受講者が共感できそうな内

容を決定。講師選定から交渉、講座の詳細決定、チラ

シ制作、広報活動など、生涯学習センター協力のもと
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行いました。 

 講座は子連れで行う（フィールドワークのみ、安全上の理由から子連れ不可） 

 

（５）サークル活動をする上での心がけ 

  ①無理せずマイペースで継続すること 

  ②お互いに協力し合いできる人ができることをすること 

  ③自分たちも楽しむこと      

 

（６）今後の展望と目標について 

 

３．事例発表２ 

 

「～プレーパークから始まった子どもの居場所づくり～」 

発表者 邦永 洋子さん 

(小金井市・特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク） 

 

（１）はじまり 

2002年(平成14年) ９月 

小金井市公民館貫井南分館主催女性セミナー全10回 保育付き 

「子育ては未来育て」に参加したメンバーによって※ドリームファームプロジェクトの一

つとして「仮称小金井にプレーパークを作る会」を立ち上げました。 

※夢の種まき 市内に子育て支援の種をまく、情報誌、子育て広場、プレーパーク。子育

て支援が進まないのは当事者の課題が子どもの成長ともにかわってしまうからだ。子育て

の忘れたくない思いを持ち続けること。私の子育ては楽になっている・・行政にお願いす

るより私がやった方が早い。 

 

2003年(平成15年)９月 

小金井市公民館貫井南分館主催女性セミナー全10回保育付きによる「冒険遊び場づくり」

に参加したメンバーにより同11月16日市内浴恩館公園にて、一日プレーパークを開催し、

600人を超える参加者がありました。 

◎講座からできた団体は一年間公民館が支援します。翌年の女性セミナーでプレーパー

クを作るための講座として仲間集めと学習の機会をつくってくれました。情報提供、資

料作成、許可申請等の書類の書き方、企画実行委員とともに講座づくりに関わります。

翌年は団体としてまた一年の支援、ミーティングの場所,物品の貸し出し支援(児童館と

の連携)、運搬支援（市のトラックを運転）、資材置き場の提供、市内の団体とのつな

がりをコーディネートしました。 
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（２）継続 当事者が支援者に変わる(個人の思いが社会の課題に変わる) 

・子どもとともに活動する 自分たちでプレーパークを行うために移動児童館のボラン

ティア、わんぱく夏まつり、江戸東京たてもの園のボランティア、田んぼの時間など

に参加し、プレーパークをする以外にも子どもとの活動のスキルを上げた。 

・子ども以上に楽しむ やってみたい気持ちを形にしていく 人を元気にしていく。 

・仲間とともに。プレーパークが新たな地縁を作った。多世代多様な価値観。 

・子育てを通じて自分も成長する。講座、講習会への参加、振り返りの時間。 

・活動の目的にむかって スキルアップと市民参加 

のびゆくこどもプラン(次世代育成プラン)、長期計画審議会、子どもの権利条例策定

委員会など市の計画に参加、環境市民会議、男女共同参画パレット、子育て交流会、

梶野公園づくりなどの市民活動にも参加しました。 

 

（３）発展 遊び場づくりはまちづくり 

2009年７月特定非営利活動法人こがねい子ども遊パークが認証され、こがねいに常設の

プレーパークを作りました。市の委託を受けるためには法人格がないと受けられません。 

 

         遊び場づくりはまちづくり(夢が志へ） 

日本冒険遊び場づくり協会資料より 

法人の事業内容は、今までの活動の中で子育てや子育ちの課題とそれへの取り組みの経

験から事業化しました。 

法人のネットワーク、支える人、理解者をふやしていきます。 

2012年(平成24年)９月に梶野公園運営等支援委託受託~2015年 

2015年(平成27年)６月小金井市冒険遊び場等健全育成事業委託今に至ります。 
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（４）これからの課題 

①経営 人とお金の問題  

・支え手は当事者、その当事者が遊び場に来なくなっている。 

・自分たちから作るから手伝う人に  

・雇用していく  

実際の法人の運営、委託事業以外は事業というより活動  

・委託金が十分ではない 

・自主事業を増やして自主財源をとおもったが・・・無償化の問題・・・ 

・ファンドリーディングの必要を言われるが…余力ではできない 

 

②行政や大学、地域との連携  

協働の仕組みが十分ではない、お互いに理解するには時間をかける必要があります。 

地域のネットワークの役割が増加・・人材の育成が必要です。 

③発信力 

社会に課題を発信していく…委託事業になって自由にはできず、手間がかかります。 

④団体の情報共有 

現場の時間が長く、事業が分化したことで情報共有が難しいです。報告連絡相談も事業

間ごとになり全体像が見えにくくなっています。分化していくべきか、新たに共同して

いくべきかが課題です。 

 

 

４．事例発表に対する質問 

 

（１）おかあさんから「ゆるっとママへの挑戦」  

町田市「ゆるっとママ」メンバー３人 

 

＜質問者：小金井市の方＞ 

問１：まちチャレについて。８万円の予算がつくとのことですが、その内訳はどうですか？ 

答１：講師謝礼のみに使用、他打ち合わせの為の会場費等は自分たちで負担しています。 

問２：雑費はどうされているのですか？小金井市にも講師謝礼のみの制度があるが、どう

いうものかなと思って質問をさせていただきました。 

答２：参加費を取るのはよいと思うが、今回は会で負担しています。 

町田市の方の補足:まちチャレの講師謝礼の負担額は、正確には８万５千円です。 

 

＜質問者：小平市の方＞ 

問１：会場の使用料は、どうなっていますか？ 
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答１:講座・公民館職員との打ち合わせについては無料です。それ以外の自分達の打ち合

わせ利用は有料です。 

問２：小平市の場合は、会場使用料は無料です。有料だと運営は大変ではないですか。 

答２:町田市の方の補足説明:サークル化したところは無料ではないです。まち チャレの

みこのような支援があります。 

 

（２）「プレーパークから始まった子どもの居場所づくり」 

小金井市 邦永洋子さん 

 

＜質問者：国立市の方＞（感想として） 

引き継いでいく人材の育成が課題とのお話、若い世代は忙しいので、むしろシニア世代に

多くの人材がいるのではないかと思います。また、中、高校生向けの食堂も手掛けている

とのこと、重要なテーマだと思います。 

  

５．助言者の事例整理と問題提起 

 

（１）今回の２つの事例は、子供に関わる保護者の学びから発展して行った公民館らしい

活動を伺わせるもので、公民館の次の世代を育てていくことにもつながる重要な内容で

した。 

（２）町田市は、やや短いスパンの例、一方小平市は20年近いスパンの話でしたが、各々

がどのように発展していったかを知ることが出来ました。各地域では息の長いサークル

は、団体化するものや法人化したものも沢山あると思いますが、そのプロセスを当事者

から丁寧に聞く機会はなかなかなく、それを今回聞けたのは大変重要なことでした。 

（３）講座後、サークルを立ち上げる時点、その最中において全体像は見えにくく、次の

活動を考えるのに精一杯、職員も次にどうサポートするかで精一杯というのが実情でし

ょうが、それを、数年たってから当事者の目線でまとめて話してくれて重要なエッセン

スを具体的に聞けたことが良かったと思います。グループ討議では、まず皆さんの関心

を踏まえた、自身の活動を具体的に話し合っていただきたいと思います。 

（４）２つの各事例は、テーマである公民館の講座がきっかけという共通点がありますが、

一度の講座からすぐグループ化したものでなく、最初の講座の中に次の講座につなげる

働きかけがあって、両者とも講座の中での反応、手ごたえなどから更に本格的にやって

見ようとか、ルール化したりして実際に試してみ見ようということが組み込まれていた

のが特徴的でした。それが実践につながったり、仲間作りの取っ掛かりになったのだと

思います。 

（５）各事例とも、出だしは自分の学びとか関心事だったものが仲間に伝わる中で、自分
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の関心を他にも伝えたい、もっとこういう町にしたいとか、地域の関心や課題に高めて

いくことが自然に発展して行った様子が読み取れました。 

（６）社会教育では「学びの成果を地域に生かす」いうことが題目としてよく聞かされま

すが、それが押し付けでない形で展開している様子が生の言葉で聞けたのが勉強になり、

そのための支援の在り方が大事なのだと知らされました。 

（７）本事例では、課題もあり大変なこともあるが楽しむことも大事にしています。楽しん

でやらないと続かないとも触れており、これを両立させるヒントはどこにあるかを感じさ

せられました。公民館にあるサークルは多様であり、中には自分たちのことしか考えない

とかその対応に職員から苦情を聞くこともありますが、学んでいる本人たちの関心をつな

げて一緒に活動していくために、どう仕掛けていけばよいかを、皆さんの経験からヒント

を出して話し合って欲しいと思います。 

（８）また、講座からサークル化するまでに職員の支援が多々あったと報告されています

が、公民館のソフト、ハード面で（金銭的なことも含め）、どこまでサポートするかは

学ぶ人の状況、テーマ、公民館の使用法、条件によってこれが正解だという支援方法は

ありませんが、これまでの経験から、グループが立ち上がった時の状況、うまく軌道に

乗り発展して行った状況、今は生きづまり状態であるとかを紹介しながら、どんな支援

がありうるのか、今回のテーマは「活動の継続と発展」ですから、その辺の意見交換も

して欲しいと思います。 

（９）楽しんでやることが活動の仲間集めの原動力になるということですが、それは元々

の公民館の持っている機能かと思われます。講座の中でも後でも新しいメンバーをどう

確保するかというときに、人のつながり、関心を広げていくかは、自主的活動グループ

の考えなければならない論点の一つです。 

（10）学びから活動が始まり、そこから更に話し合いがあり関心が広がり、それを仲間と

共有し、もっとつなげて続けるために学んで更に活動が広がる、円が回るというか、学

びと活動は循環していくことになります。そういうサイクルを各々の公民館がどうやっ

て作り上げていくか、議論をして欲しいところです。 

（11）昨年のテーマは「公民館活動受講後の展開」であり、今年度はそれを引き次ぐとい

う形式をとっていますが、昨年、私は皆さんにその時の話し合いを持ち帰り地域で考え

るなり試すなりして、その結果をここに持ち帰ってきて欲しいと提言しました。本日再

びこの会場に参加している方で、地域に帰ってこんなことをやってみた、どんなことが

あったと経験をお持ちの方は、是非それを紹介し欲しいと思います。 

（12）本日この会場には、職員、公運審委員、企画委員、自主的に学習している市民の皆

さん等々が参加されていると思いますが、講座での学びを発展させていくにはどういう

ことがやれるのか、どうサポートできるのかを自分の目線で当事者性を持って情報交換

し、いろんなヒントを地域に持ち帰っていただきたい、その中から何かが生まれてくる
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のではないかと考えます。 

 

６．グループ討議のまとめ 

 

Ａグループ ６名（公運審３名、職員２名、他１名） 

仲間づくりは継続が出来るかが課題です。若い人たちの参加も活性化につながるけれど、

地域の高齢者を大事にするだけではなく、その持っているスキルを活用してもらうこと

も考えたい。さらに、多世代の参加と交流を意識した活動は、世代を超えた縦と横のつ

ながりが生まれます。ただし、すぐに達成できなくても、なかなか目標に到達できなく

ても無理をしないで楽しむことが大事です。まず当事者が楽しむことです。 

 （キーワード）継続。地域の高齢者を頼れる人としてスキルを活かす。タテの繋がり。 

 

Ｂグループ ６名（公運審２名、職員３名、他１名） 

「ゆるっとママ」、「プレーパーク」の皆さんの成り立ちをもっと伺いたかったです。活

動しているサークルが、継続するうえでの障壁は費用と人材です。保育の必要性も発生

します。この、後継者をどう育てるか、発生する経費をどうやり繰りするか、そして、

サークル化の弊害も含めて、問題点を話し合える場を作り、その場に行政を引き込むこ

とと、市民（グループ）と職員で、それぞれが持っている情報の共有化が必要です。 

 （キーワード）活動費用。人的問題。情報共有。市の支援。市民との会議。 

 

Ｃグループ ６名（公運審３名、職員２名、他１名） 

どのグループにも共通する課題があります。子育て世代には参加する時間のやり繰りも

大変だし、高齢化で組織の維持が難しくなっている、仲間意識が強すぎると新しい参加

者が近寄りがたい、等々です。難しい課題ばかりだけれど、解決するためには、一歩公

民館に踏み出してもらいたい。自主グループのサポート、保育等、若い人の参加できる

仕組みづくり、若者向けの講座が必要です。利用する個々のグループの橋渡しも公民館

の役割の一つです。 

（キーワード）関係を作っていく。個々のサークルの橋渡し。 

 

Ｄグループ ７名（公運審１名、職員３名、他３名） 

いろいろなきっかけで公民館を利用してサークルに参加して、継続できるヒントが幾つ

かあります。講座員同士が自由に話すコミュニケーションの時間や共同作業が多いこと、

次の目標やテーマがあること、仕事以外の時間に価値があることの理解や共有、そして、

サポートしてくれる職員の体制が安定していることです。公民館に縁があるということ

は、サークルの目的がはっきりしている、つぎの目標がある、イベントに参加すること
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です。 

（キーワード）継続の難しさ⇔やりたいことや目標があれば継続できる。有意義感。 

 

Ｅグループ ４名（公運審１名、職員２名、他１名） 

活動を継続することは大変です。市民が地域で活動することはいろいろなスキルのアッ

プにつながります。公民館が支援すべきケースも多いが、対応には職員の個人差があり

ます。公民館に無関心層にアピールして会員を増やし、継続するには工夫が必要です。

広報でPR、サークル体験会、イベントで活動紹介等々が、既存サークルへの興味のきっ

かけになり参加につなげたい。しかし、働く 30～50 代の勤労世代にアピールすること

は、なかなか難しいです。 

（キーワード）公民館とサークルが共に学び合い育ち合い。 

 

Ｆグループ ７名（公運審２名、職員２名、他３名） 

講座を継続するにはどうすればよいだろうか。事例発表のケースは新しい切り口を与え

てくれました。サークルが、行政や大学、地域の市民団体との連携は有効です。シニア

世代を巻き込むには講師になってもらうのもヒントになります。公民館には、市民ニー

ズをキャッチするアンテナになって欲しい、サークルに巻き込まれて欲しい。サークル

の運営は、メンバーの結びつきや情熱が失われないことが、継続できる大事な条件です。 

（キーワード）サポートが行き渡らない苦労はあるが関りを広げていく努力をする。 

 

Ｇグループ ６名（公運審２名、職員２名、他２名） 

事例発表をした保育付き講座のケースは、職員も背中を押してくれました。行政は小回

りが利かないこともあり、予算も少ないし広報も上手とは言えません。アイデアを持っ

ている市民が企画を出し、例えば、三世代で楽しむ講座、ダンスが流行っているが中高

生も巻き込む講座等の企画を共有して、スタートをするために公民館の支援が必要です。

サークルのメンバーは高齢化、新しいメンバーが必要です。コミュニケーションが不足

しています。 

（キーワード）情報共有。高齢化。三世代で取り組む事業。 

 

Ｈグループ ６名（公運審２名、職員３名、他１名） 

受講後の活動と継続と発展は、市民が受講後の要望をしっかりと伝えて、行政もきちん

と対応するところからスタートします。サークルの参加者の意欲の濃淡は様々だから、

参加者と職員のコミュニケーションは重要です。その背中を押してサポートする力量あ

る職員がいて、市民とのコミュニケーションを活発にすれば、良好な相互関係とアイデ

アが生まれます。ところで、講座告知、会員募集にSNSを活用したいが、有効性にはま
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だ疑問が残ります。 

（キーワード）連携。コミュニケーション。SNS。 

 

Ｉグループ ７名（公運審３名、職員３名、他１名） 

世代のつながりがさらなるステップアップにつながっているケースがあります。日野市

のおもちゃドクター、東大和市の子どもの居場所作り、西東京市の親子で楽しむサーク

ル、等々です。子ども達のためにシニア、おじいちゃんがスキルを発揮して、地域活動

や公民館の紹介、時代間や団体同士のつながりに発展しています。子ども達は将来の公

民館利用者になる可能性もあります。活動には明確な目的と課題があり、参加者が楽し

む気持ちを持っています。 

（キーワード）連携、それは職員のコーディネート力。やりたい、楽しいという強い気持

ち。 

 

Ｊグループ ７名（公運審３名、職員４名、他０名） 

市民が企画を挙げる、公民館がそのアイデアをすくい上げる、そんなやり取りが出来る

公民館にしたいです。自主サークルは引っ張っていく人があまりいません。そのために

職員は立ち上がったばかりのグループ運営を支援することがとても必要です。既存のサ

ークルはどんどん高齢化して先細りになっています。幾つもの課題が山積になっている

が、一度発想を逆転して、ライフスタイルの変化は公民館の利用方法も変えていくと考

えていいのではないでしょうか。 

（キーワード）市民⇔公民館のやり取り、提案。公民館は市民の思いが実現する場所。 

 

Ｋグループ ７名（公運審３名、職員４名、他０名） 

講座受講後のサークルは、自主活動、他所での活動もあり、公民館は出会いから外の世

界へ行く調整役も求められます。個人やサークルの力量やビジョンを見極め、リーダー

を育てる役割もあり、様々なきっかけをまとめるのが公民館に求められています。反面、

厳しい現実は、若い人には保育室や託児が欲しいし、ボランティアを依頼するのも、現

実の壁がいくつもあります。職員がどのタイミングでその活動を応援するのか、とても

大事です。 

（キーワード）地域と公民館の化学反応。 

 

Ｌグループ ７名（公運審２名、職員４名、他１名） 

 サークル化しやすいジャンルは、文学、歴史、音楽などで趣味が絡むとグループが出来

て継続しやすいです。反対に環境系の講座、勉強系の講座はサークルへ発展しにくいです。

子ども食堂のように良い活動だけれど公民館には場所がありません。一方で、公民館も減
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っているがサークルも減少しています。だから、立ち上がったサークルの支援が職員の大

きな仕事であり、今あるサークルを大事にサポートして、課題の解決のためには、外部の

団体や組織との連携が不可欠です。 

（キーワード）サークルの支援。今ある講座をしっかりとやる。 

 

【全体に共通するキーワード】 

連携。市民と公民館のコミュニケーション。情報の共有。支援。   

 

７．助言者のまとめ 

 

グループ討議でキーワードを出してまとめる、ということのお願いをしました。直ぐに

まとまる話でもないし、直ぐに解決策が出るはずのないテーマでしたが、それに向き合っ

て、情報交換をしながら意見交換をする、このプロセスが必要で意味があったように思い

ました。既存のサークルメンバーの固定化、高齢化、サークル自体の消滅、新しい人が入

ってこない、新しいサークルがなかなか立ち上がらない等、どの公民館も抱えている問題

を複数出していただきました。今あるグループと新しいグループのサポートの両方の課題

があり、皆さんの発表の中にはいくつかのヒントがありました。 

サークルと公民館、公民館外部の行政部署、大学、各種団体、そこをつなぎ橋渡しする

ことを公民館ならできるのではないでしょうか。公民館は年齢を区切っていない、世代を

超えてつながることのヒントがあると思います。事例の母親たちの学びは次の世代の子ど

もたちがそこにいる訳で、その辺りも人をつないでいくヒントになったと思います。 

多様化したニーズがある中で何かをやり取りする時に、紙ベースの人もいれば、インタ

ーネットとかSNSベースの人もいて、情報発信ツールの多様化も必要です。一方でクチコ

ミみたいなものの持つ、引っ張る力の強さも実感しています。ここにいる皆さんは、クチ

コミを発信する情報源となる人たちではないでしょうか。 

職員の役割はもっと一杯あるというように、発表を通じて職員さんたちにとっては受け

取るものが多かったかも知れないが、職員を育てる、バックアップする、あるいは叱咤激

励するということも公運審や市民の役割ではないでしょうか。 

公民館が物理的な学びの場である、と同時に学びの情報拠点でもあると考えると、もう

少し幅の広い情報をキャッチできるような、そういう意識、レーダー、仕組みみたいなも

のを持っておく必要があると思います。地域資源みたいな、そういうところとのつながり、

つなぐ場や機会があるといいと思います。 

公民館と利用者が一緒につくっていくということが大事という意見のグループがあり

ましたが、立場の違う人たち同士がぶつけて返ってくる、そういうやりとりをしながら一

緒に考える。その縮図を体験することがこの第四課題別集会であり、その体験が次の種に
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なるのではないかと思いました。 

ビジョンや目標を持つことが大事という話が出ていましたが、与えられた目標とかビジ

ョンではなく、模索してどうやったらお互いにわかる言葉になるだろうかと自分たちの言

葉で形づくっていく、その模索や試行錯誤が本当の意味での協働につながるのではと思い

ました。 

講座の展開を考えるという今回のテーマは、何で公民館なのか、公民館がどういう場所

であるべきか、どういう機能を持つべきなのか今の時代に、そういうことを考えるすごく

大事な切り口となるテーマだったのではないかと思います。 

今日の第四課題別集会から、何かひとつを持って帰ってください。例えば、これを続け

て考えてみよう、帰ったら職場の人と共有してみよう、公運審で発表してみよう、という

ようなことです。それを確認してからこの部屋を出ていただけたらと思います。 
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第56回東京都公民館研究大会 参加者アンケート 集計結果（協力：162名） 

  

このたびは東京都公民館研究大会にご参加いただき、ありがとうございました。このア

ンケートは、今後において、より良い公民館活動及び公民館研究大会のために、今回参加

された方のご意見・ご感想を伺うもので、他の目的で利用することはありません。 

各質問の該当項目に〇をつけ、また、その他（感想欄）には自由に記入してください。 

 

Q.1所属を教えてください。 

 ・市民（16名） ・公民館職員（88名） ・公運審委員（47名）  

・その他（９名） ・無回答（２名） 

 

   内訳   

自治体 人数 自治体 人数 

小金井 24 あきる野 ２ 

西東京 27 日野 ７ 

福生 13 狛江 ５ 

国分寺 15 町田 10 

小平 12 調布 10 

東大和 ８ 国立 10 

昭島 ６ 東村山 ２ 

立川 １ その他 10 

 

Q.2 参加理由を教えてください。(複数回答可) 

・大会に興味・関心があった（59名）  

・大会の内容（テーマ）に興味・関心があった（66名） 

・講演者に興味・関心があった（29名） ・その他（34名） 

 

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) 

・ポスター、チラシ（22名） ・ホームページ（１名） ・各市の広報誌（４名） 

・職員から（113名） ・友人、知人から（７名） ・その他（21名） 

 

 

Q.4この大会への参加は何回目ですか？  

・はじめて（53名） ・２回目以上（108名） ・無回答（１名） 
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Q.5 午前中の全体会（基調講演）について伺います。 

（１）感想を教えてください。 

 １．とてもよい（85名） ２．よい（58名） ３．普通（12名） 

４．あまりよくない（０名） ５．よくない（２名） ６．無回答（５名） 

 

（２）全体会についての自由意見 

・あいまいだったものを分かりやすく整理して話していただき良かった。 

・公民館のこれまでと、これからの課題、向き合うべき事柄が分かりました。 

・公民館のたどってきた歴史、背景も分かったため。 

・とても分かりやすかったし、自分の市の問題点や解決策を考えながら聞けたので参考

になりました。 

・質疑応答が欲しかった。 

・公民館の意義や課題をコンパクトに整理してもらい参考になりました。 

・社会教育施設の根幹である教育権・学習権の重要性、保障について改めて学ばせてい

ただきました。 

・先生のお話は２回目ですが、ユネスコのお話も加わり大変勉強になりました。 

・テーマ選定、身近であり、今後に活かしていきたい。 

・埼玉県の俳句発表を公報することに対する裁判での争いで公報発表が認められたこと

は、社会教育・公民館活動において大いに力づけられたと思われる。 

・歴史を初めて知り、自発的、足元の、次世代につながる学びというキーワードに納得

した。 

・公運審の１年目ですので歴史や目的などから丁寧にお話しいただき大変勉強になりま

した。現状と課題ももう少し伺いたかったです。 

・総合的に公民館の歴史、理念、現状が把握できる内容だった。さらに、現状に対応す

る事例も提示され、具体的に考えていける内容であった。 

・公民館の生い立ちと、それに関わった人たちの思いを、特に広島市の事例から受け取

ることができた。 

・公民館の歴史みたいなことも少しわかって面白かった。現状についても多岐にわたっ

ていてよかった。 

・基礎知識の振り返りができました。 

・初めての参加でしたが、これまでの公民館の役割と他市の取り組みの事例などがよく

わかりました。 

・全体像が良く分かった 

・歴史や世界の動きの中に位置づけたお話は勉強になりました。 

・佐藤一子先生のお話はいつも分かりやすく、テーマに沿った、データに基づいたお話
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なので、とても勉強になります。 

・社会教育の捉え方がとても広かったので、安心もし、感心しました。歴史から世界ま

でとても分かりやすく勉強になりました。 

・社会教育や公民館の意義を分かりやすく説明した。ただし SDGｓについて楽観視して

いるのは違和感を覚えた。大企業がビジネスチャンスとして参入しようとしているこ

とが視野に入っていないのではないか。 

・公民館の流れなど分かりやすく教えていただき、現在の社会構造の変化ともリンクし

たとても有意義な内容と感じました。 

・資料がとても分かりやすく、講師の先生のお話も良かったと思います。 

・現在の社会教育の状況（この 10 年で変化が顕在化）をしっかりお話しいただけたと

思う。生涯学習というステージでも公的責任で行う社会教育を核にしていかなければ

ならないという発言は心強かったです。 

・講演、経験豊富なこと 

・大会テーマのとおり、公民館の役割を再認識・再発見でき、今後の課題として持続可

能な社会発展と公民館に来られない方々をも考慮する公民館の在り方を深く考える

機会となりました。 

・公民館をとり巻く現在の状況説明が詳細に語られている。 

・話、資料良かった。内容が濃すぎる気がする。 

・佐藤先生のお話はとてもご本人の熱意が伝わり、また分かりやすく現在の公民館につ

いて学ぶことができました。「原爆は負の遺産です。でもそこから学び立ち上がり、

次世代へ受け継いでいけることは負の遺産ではない。」という言葉に感動しました。 

・公民館の発展の時間的経過も説明があり、SDGｓまでの説明もありよかった。 

・歴史を学びつつ未来について考えることができた。公民館が不登校の子どもたちの居

場所としても有効であることに共感した。 

・佐藤一子先生のお話が好きだから。 

・時間が短くて幅広い内容だったので理解するのに大変だった。歴史について詳しく話

して頂いて良かったが、一部の人にはすでに理解されていることも多く、現代の公民

館についてもっと時間を頂いて話してほしかった。 

・他市や、立場の人の話を聞けて良かった。 

・公民館の歴史や現代の課題、本来の公民館の役割を言語化されることで我々が今後何

をすべきか明確に考えられるようになりました。会場内が少し寒かったです。 

・流動性が増す「公民館」課題を分かりやすく的確に説明していただき、大変参考にな

りました。 

・公民館の歴史、役割、将来像を手際よくお話いただき大変良くわかりました。 

・会場準備で聞けなくて残念でした。 
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・70年の歴史と未来に向けた話題が、参加者属性に対して前者に重心を置きすぎている

ように感じた。プレゼン資料の文字が小さすぎるように感じました。 

・公民館の役割について現状を踏まえつつ理解することが出来たため。 

・歴史と現状分析、将来展望が分かりやすかった。 

・本論がさらに聞ける時間が欲しかった。 

・社会教育の歴史を学ぶことが出来ました。 

・「９条俳句」のプロセスが聞けた。 

・公民館の歴史とこれからについて、とても分かりやすくハキハキお話してくださり、

よく理解できた。 

・社会教育についての分かりやすい説明だった。 

・公民館のこれからの課題を知ることが出来ました。 

・限られた時間の中、公民館設立の経緯や歴史、次官通謀を基にしながら新たな視点、

課題について示されました。困難を抱える若者や外国人などのマイノリティの方々へ

の繋がりを重点に次世代育成の様々な取り組みを創っていきたい。 

・公民館の歴史、役割が大変分かりやすかった。広島の事例をもっと聞きたかったです。 

・前半の話が長く、一番聞きたいところの話が十分聞けなかった。 

・スライド、資料共にグラフ等の字が小さく見づらかった。 

・分かりやすかったです。社会教育の成り立ちがわかり、これからの展開についても具

体的に考えたいと思いました。 

・来年度以降の講座、公民館について考えるきっかけとなった。 

・公民館の本来の設置主旨と、ここ 10 年位での環境の変化、そしていかに次世代に繋

ぐか。 

・「持続可能性」が大切なことが良く分かりました。 

・公民館の歴史から SDGs まで時間通りにスムーズに行われていてとても分かりやすか

った。 

・公民館の重要性を再認識いたしました。市民に対する重要な役割を担っているという

ことを肝に銘じ、これから市民へ対応していきます。 

・話が具体的で分かりやすかった。 

・社会教育を広くとらえる視点が与えられた。若い世代が生き生きと希望をもって生き

てゆく日本を実現するために、公民館としての資源をもっと生かせる。 

・改めて公民館の意義を学べました。 

・歴史的なおさらいも含めて現在の「生涯学習」の抱える話題、課題など、分かりやす

く、ムダなくお話しいただいたので。資料もお話に合っていてとても参考になりまし

た。 

・改めて体系的に学ぶことができました。 
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・分かりやすく大切な土台となる点を教えていただいた。西東京市で子ども支援として

行政の予算で家庭教師を呼んでいます。これは住民が一緒に作る社会教育ではないと

いう点が、やっぱり！そうだ！と思いました。 

・公民館の歴史について、とても分かりやすくお話してくださって理解が深まりました。 

・これからの社会教育の方向性や課題が聞けたのが良かった。 

・子どもたちを核として多世代で世代をつなぐ社会づくり。 

・基本的なところを教えてくださり分かりやすかった。 

・今後の公民館の役割について、整理し考える機会となった。 

・公民館の役割再発見と新たな広がりという点で、短い時間ではあるが、スタート時か

らの歴史を整理していただけた。 

・客席に余裕があるので、昭島市民、公民館登録団体を招待して聞いてもらえると良い。 

・内容がとてもいいので90分講演にできないのか。 

・レジュメ、資料の文字が読みにくい。赤文字（明朝体）は見えにくいので太字にして

ほしい。 

・これまでの公民館の価値を確認しながら、今後の公民館活動を考えるヒントをいただ

けたため。 

・公民館の歴史と展望をまとめて聞けたこと。ありがとうございました。 

・あらためて振り返りや基本的なことを再確認できました。 

・公民館の未来像と現在の問題点が良くわかった。 

・社会教育の流れが分かった。 

・分かりやすく勇気づけられるお話でした。 

・基本を押さえられました。 

・３—１）以降のお話にもっと時間を割いて詳細に説明していただきたかった。 

・「九条俳句」の勝訴も「社会教育法に基づく公民館」であったからこそ、というご説

明に感銘を受けました。 

・公民館の役割の変遷とその背景が整理できた。これからの公民館のあり方について考

える良いきっかけになりました。 

・自主的、自発的な活動と税金の関係、旧態依然の体制では存続の危機でもあり、新た

な試みを取り入れていく必要があることに賛同。 

・社会教育の基本に立ち返ることができました。分かりやすく、かつ聞きやすいお話し

ぶりで、特に９条俳句判例の件をしっかり理解できました。 

・歴史を知れてよかった。地元ふじみ野市の事例が載っていてうれしかった。 

・分かりやすい話で午後につなげることができました。 

・前半の歴史的な部分が多すぎたかも。後半の話、今後これからについて聞きたかった。 
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Q.6 課題別集会（分科会）について伺います。 

（２）参加した感想 

 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 14 19 16 32 

２．よい ７ 12 16 21 

３．普通 ０ ３ ７ １ 

４．あまりよくない ０ ０ ０ ０ 

５．よくない ０ ０ ０ ０ 

６．無回答 ４ ２ ４ ５ 

 

（３）この課題別集会を選んだ理由や参加動機 

【第１課題別集会】 

・自分の役職等によって分科会を選んだ場合、２～４分科会はそぐわないと考え第１分

科会とした。 

・「小さな居場所」が話題になっているので、そういったことも含めて参加しました。 

・狛江市の事例発表だから。 

・少しでも多くの市民に使ってもらいたくて、公民館における居場所は以前から課題と

して抱えていた。 

・居場所作りがよく言われるなか、どうやってつくっていくのか、どうすればいいのか

を知りたかったので。 

・若者の育ちをどのように社会教育で支えるかを考えたかったから。 

・居場所づくりに関心があったので。 

・身近で考えていることなので。 

・「地元で生かす方法のヒントをもらえれば」との思いで。 

・広めのロビーがない公民館でどうフリースペースを作るか学びたかった。 

・公民館が狭くて場所がないのでどう工夫したら良いか勉強したかった。 

・家庭の居場所もなくなり、公民館が居場所づくりをすると良いと思った。 

・当市の課題であるため。 

・父が長く公民館サークルを楽しんでいたから。居場所というものの大切さを実感して

いるから。 

・まさにこれから考えていかなければいけないテーマだと思ったので。 

・公民館への市民の認知向上と現在の市民ニーズから、最も公民館が取り組むべきテー

マだと思ったから。 

・市の福祉関係でサロン等があり興味があったので。 

・入職前から居場所づくりに興味がありました。公民館はそのうちの一つだと思ってい
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たため、今何ができるか考えたかったからです。 

・「居場所」としての公民館の役割や事例について知りたかったため。 

 

【第２課題別集会】 

・タイトルのような問題を私的に感じていたので。 

・公民館の運営委員会に参加し、新しい人を参加させることに悩んでいたので。 

・公民館は、地域の主権者を育てるところだと思います。それが今後も地域をささえる

市民によるまちづくりのひとつの拠点となるようなアイデアを得たかった。 

・他館の皆さんの発想や意見を聞くことで今後の事業の企画に活かしたかった。 

・ある方々は、社会教育をとても狭く捉えているようです。どうやって公民館のファン

を作るのかとても関心があります。 

・「利用者を広げる」ことに関心があったから。 

・公民館の可能性を考えるという課題に興味があった。 

・当市生涯学習センターの一つの課題として認知度の低さがあるので、周知、PR、若年

層に興味・関心を持って足を運んでもらうすべを考えています。そうしたことへのヒ

ントとなるのではと思い参加しました。 

・事前に決まっていた。 

・柴田先生のお話を聞いてみたかったので。 

・「居場所」について公民館や職員としての場づくりや条件整備の考え、側面支援の考

えを改めて学びなおしたかったから。 

・４つの課題別集会の中で、最も関心のある話題なので希望しました。 

・テーマと講師 

・今後重要なテーマと思える 

・日野市の公民館も同じような問題を抱えているので解決策を考えてみたいと思った。 

・未来の公民館、利用者を具体的にイメージしてみた。 

・老若男女、色々な人たちに公民館を知ってもらい、利用してもらうにはどうしたら良

いかが課題です。どうしても“中高生・高齢者”というイメージが強いが、他館では

どのような工夫をしているのか知りたかったため。 

・当市の答申にあったテーマだったので。 

・実際に大きな課題と感じているため。 

・公民館を利用したことのない人、興味のない人についてどう考えているのか、どう広

めていくのか知りたいと思った。 

・新たな利用者を増やす重要性を感じているため。 

・もっと公民館を使ってほしい、知ってほしい。どのようなヒントがあるか興味があり

ました。 
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・「公民館」側も大きな変革を求められているのでは？と思うものの、具体的な映像が

湧かず行き詰まっている。第２集会で、上の現状を打破できればと思いました。 

・普段来られない市民にいかに集まってもらえるか、参考になる意見をいろいろ聞ける

と思った。 

・公民館利用者がかたよっているから。 

 

【第３課題別集会】 

・最近の自然災害の多さ、安全と思っていた自分の地域が実はそうでもないと知ったこ

と。 

・台風19号であきる野市も公民館が避難所となり約300人という多くの人が避難され、

対応したことで、防災に関する公民館の役割について関心があったため。 

・防災について、他市の情報を聞いてみたかった。 

・身近な話題だから。 

・防災は我がことなので、多くの人に伝えるには？と思い参考にしたいと思った。 

・防災に関する事業を担当しているので、事業の参考になると思った。 

・災害時の公民館の役割に興味があった。 

・以前防災講座の担当をしており、この分野のことを公民館で取り上げることに関心が

あったから。 

・西東京市の事例報告者に関心があった。 

・防災は地域づくりに良いテーマになると思ったから。 

・災害に対する公民館の在り方自体が小金井市ではないため。 

・自身が昨年の台風で避難したため。 

・自館にも防災・生活安全講座を開催しており、興味があったから。 

・講師と内容に興味があった。西東京市で展開されている防災講座のねらいと意図が良

くわかった。 

・社会教育と防災というこれまで考えたことがないテーマについて学習してみたかった

から。 

・西東京市の方が講師及び発表者だったから。 

・実際に起こりうるため参考にしたかった。 

・関心が高いわりに応募者数の少ない防災講座に対するアプローチ方法を知りたかった。 

・公民館での本年の防災担当であり、人集めに苦労した。高齢者ばかりが目立った。（子

ども妊婦が対象であったにも関わらず） 

・避けて通れないテーマであると思ったため。 

・西東京市の公民館にいても、他館の取り組みをじかに聞く機会がなかったので。 

【第４課題別集会】 
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・実際にかかわっている問題が聞ける 

・サークル化した2件の事例を聞くことができる。関心のあるテーマだ 

・考えの共有化ができる 

・サークルの高齢化で解散する団体が多く、他市の状況を知るため   

・自主グループ化は、地域づくりとしては、大変有効と思っています。なかなか有効な

手段がなく参加しました 

・サークル活動の活性化のヒントをいただきたく参加した 

・受講後のサークル活動化への方策を知りたかったから 

・次の公民館のステップアップの方法、道を考えてみたかったから 

・受講後にどうなっていくかを知りたかった 

・私の中で、仕事をするうえで、いつも考えている事だから 

・担当業務に関する事例発表だったので 

・これからの活動の継続・サークル化を考えているため、参考にしたかった 

・講座終了後の活動の立ち上げ、継続に興味があったから 

・現在の公民館運営における課題だから 

・市民講座の後、自主サークルができることは、公民館が願うことである 

・たまたまの課題選びであったが、若いママたちの事業展開を聞けて良かった。若さの

力強さをもらった。子育てに関する事例を聞くことができた。 

・子育て世代の学びや継続について新しい情報はないかを知りたかった 

・町田市からの事例発表があったから  

・倉持先生が助言者だから  

・生涯学習の１つの場として公民館の活用があり、その魅力を見出す醸成する再発見の

事例を知りたかった 

・昨年も参加したから 

・保育付き講座からサークルに立ち上がった後のサポートの仕方を知りたかった 

 

（４）課題別集会に対するご意見・ご感想を教えてください。 

【第１課題別集会】 

・助言者の萩原先生のお話がとても参考になりました。自分の中のボンヤリとらえてい

たものを少し理解することができました。 

・先生のお話は分かりやすく素晴らしかったです。グループワークでは、居場所につい

てカフェやペットや個人学習を推奨するものが多く「公民館として」であったのか疑

問です理想を語り合っただけのような…。先生のお話の中から、どう「公民館」とし

て生かしていくか今後考えたいと思います。事務局の狛江市の方お疲れさまでした。

ありがとうございました。 
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・公民館や社会教育というと講座や団体づくりとなってしまう場合が多いのですが、今

回は「居場所」というテーマについて「存在領域」や「機能性」という「人間」全般

の大きな視点からのアプローチで新鮮でした。 

・ワークショップはよかった。 

・発表を聞いて、自分と同じことを考えていたり、やや常識の枠を超えるような発想も

あり面白かった。 

・“白い服の人が発表する”→斬新と驚いた。面白いな、真似しようと思った。 

・大人も楽しむ、これに尽きるなと思った。 

・さまざまなアイデアが出てきてとても刺激的でした。 

・事務局の方々に、どんな話し合いになるのか事前にシミュレーションしておいていた

だけるとスムーズかと思いました。 

・時間、集会、発表の流れがとてもよかったです。どのグループも発表内容が大変参考

になりました。 

・先生のお話も大変良かったが、グループワークの他グループの話が大変参考になりま

した。 

・具体例がどんどん出てきました。 

・勉強になりました。 

・楽しくテーマづくりができた。 

・実践されていること、事例は理解しやすい。 

・グループ内で皆がアイデアを出し、それをまとめる作業は大変新鮮で楽しかった。 

・生きること、やりたいこと、生きたいように。人がその人として生きることを、生き

る場所を支援できる公民館でありたい。公民館は地域の人の力も借りて作る。 

・講演がとても興味を引く内容で良かったです。グループワークは思いもしなかった視

点・意見がたくさんあってとてもよかったです。 

・萩原先生のご講演、大変有益でした。 

・自分の町以外の公民館、地域、市民についての意見を聞くことができて新鮮だった。 

・講師の話、とてもよくわかり納得です。 

・先生のお話大変ためになりました。また、多様なご意見が伺えてよかったです。 

・他市や、色々な方の現状や体験談など、大変勉強になりました。 

 

【第２課題別集会】 

・積極的に公民館を考えていこうという姿勢のある職員の方がいらっしゃり、励みにな

りました。 

・はじめは具体的な提案が出ると思ったが、多く班の方々の話し合いにより、違った方

向からの色々な提案が出て、みんなで話し合うことの重要性を感じた分科会だった。 
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・同じ班で田無の方が実際に実践している子ども食堂や、学生たちの参加している様子

に感動しました。 

・いろいろな経験に基づいた色々な立場の方々とのディスカッションはいつものことで

すが、得るところが大きいです。特にアドバイスを頂いた点については実施してみた

いと考えています。 

・どこの方もポジティブに考えていらしてグループワークも楽しかったし参考になるこ

とが沢山ありました。 

・グループディスカッションが充実していた。 

・大学生がグループに参加していたので、若者の意見が聞けて良かった。発想を考えさ

せられた。 

・グループごとの発表では「若者にいかにして公民館に足を運んでもらうか」「多世代

交流を進めていくには」「多文化交流の視点から外国人に公民館に興味・関心を持っ

てもらうには」等の内容が多かったですが、今後の事業に活かせるヒントがあったよ

うに思います。参考になりました。 

・若い方の意見、先進市の取り組みが聞けて良かった。 

・ブレインストーミングは慣れていないと難しいと思いました。 

・現状認識から始まって、現在の公民館の可能性を考えるのだと思って選んだ。初めか

ら、「新たな利用者を広げるには？」という案出しの内容で驚いた。なぜ新たな利用

者を広げることを前提として話が進むのかいまだに疑問。 

・学生の授業・学びのために行われた事業のようにも受け取れた。 

・公民館を広げるには、新たな利用者の獲得ばかりではなく、公民館で行われている内

容（＝後退していないか）を問うことも必要と思う。 

・幸学習館の事例は参考になりました。交流カフェは昨年度からお祭りに実施しており、

勉強になりました。 

・どの課題でも常に新しい知識が身につくことは望ましい。講師が新鮮で良かった。 

・ほかの公民館の取り組みが分かった。 

・立川市かわせみカフェの事例は、大学生の知恵や創意工夫が込められている好事例で

した。しかし、大学生との連携は、単位やメリットがないと難しいと分かりました。

グループ討議で様々な新たな利用者を広げるアイデアが出て参考になりました。 

・とても面白かったです。様々なバックグラウンドの人と何か一つのテーマで考え作る

のは、とても新鮮で勉強になりました。 

・面白いと思う。 

・今回 GP ワークがまさに多世代交流でした。現役の大学生さんと話すことにより、公

民館を客観的に見ることができました。その他にも多くの考えや意見を吸収し、自市

へ持ち帰ることができます。ありがとうございました。 
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・ワークショップではいろいろな意見が出てくるので、自分が思いつかなかったものが

あって、それを知ることが有効であった。 

・事例報告が欲しかった。ワールドカフェのようにチームを変えても良かった。 

・いろんな市からの参加、一般市民の普段から思っていること、感じていること、要望

など話が聞けて良かった。 

・開場が少し狭かったのでグループ数を減らしてもいいのでは。先生が話しているとき

に戸を開けたりしてうるさかった。 

・実現したいアイデア、ヒントを頂いた。ありがとうございます。 

・グループ討論はとてもスムーズで話しやすかった。他市の方の活動、問題も知ること

が出来てお互いの市の活動を話す時間がもっと欲しかった。 

・様々な意見が聞けて良かったです。 

・ワークショップで多方向からの意見・提案がまとめて聞けたのがとてもよかったです。

リアルタイムで公民館に関わっている人たちの各市での意見が聞けて、情報共有もで

きてよかったです。 

・若い世代の「突拍子もないアイデア」にも、今後の公民館運営のカギが秘められてい

ると感じました。 

・学生の方がメンバーにおり、フレッシュな意見を聞け大変良かった。この会合に若い

方に参加していただけるよう働きかけるべき、と思った。 

・引きこもりのこれからの知識が増える。 

 

【第３課題別集会】 

・とても良かったと思います。 

・内容が濃かったと思います。若い助言者がとても良かったと思います。 

・外の自治体の方と様々な話ができてよかったです。先生方の話もとても分かりやすく、

とても参考になりました。ありがとうございました。 

・公民館はもちろん、自分の住んでいる市ではどのようにすればいいか勉強になりまし

た。 

・内容が多すぎの印象。 

・必要なことだが、無関心な人に興味を持ってもらうにはどうするかが課題。 

・防災講座の実施を検討しているため、多くの実施事例について学ぶことができ、非常

に勉強になりました。 

・他市のお話を聞けることが良い。 

・ワークをもう少し充実した内容にしたほうが良かった。企画書づくりがドタドタして

いて学んだことを定着させることができなかった。 

・西東京市の講座の紹介は、もう少ししぼって詳しく聞いてみたかった。ワークも時間
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がなくバタバタ感があったが、間延びするよりはよかったかも。お疲れさまでした。 

・参加者同士の話し合い、意見交換を主としていたことが良かったと思う。 

・グループ全体のワークはもう少し時間が欲しかったかもしれません。 

・西東京市の講座について良く分かった。とても参考になった。 

・大変参考になりました。 

・写真や動画などでビジュアル的に防災事業がどんなものだったか知れるともっと良か

った。グループワークは楽しかったです。 

・防災講座を開催するにあたって色々なヒントをいただけた。またそれは他の内容の講

座にも生かせると思った。 

・カードゲーム、事例発表、グループワーク等を取り入れており、進め方が良かった。 

・満足しました。 

・いろいろな講座もされていて、学ぶところが多かったです。今後の講座の参考にさせ

て頂きます。 

・西東京市では複数年をかけて講師が地域の特性を理解して積み上げの講座を地道に行

っている実践を知ることができて参考になった。 

・皆さんの経験豊富なご意見は大変参考になった。 

・参加した人と初めて出会った人と共通の話題で話ができたことが楽しく、色々な話が

聞けてそれも有意義でした。 

・防災に対する知識が増え、公民館事業に生かせる内容が多々あった。 

・学んだことを生かして講座を実施します。 

・社会教育の視点で取り組む防災は市民の自主的な取り組みであり、市民同士のつなが

りとの相乗作用を狙っていることが理解でき収穫でした。 

・もう少し具体的なツールを教えてほしい。 

・自分たちもゲームをすることで受講者の気持ちも分かり、多くの具体例を聞き、職員

講師の話、想いを聞けて参考になった。 

・前回も今回も議論に同じ課題がいつも出る。これからの時代的変化（少子高齢化、定

年70歳時代、人生100年時代）にどう立ち向かうかの前向きな事例が知りたい。 

・西東京市の例で、公民館の防災の取り組みはかなり高度なものであった。どうしても

公民館の防災講座は専門家を頼み講話になりやすいが、取り組みに工夫がみられる。 

・体験あり、グループワークありで有意義な時間が過ごせました。 

・他館の防災講座の取り組み方を知ることができて、改めて幅広い内容であり、さらに

広げてつながりを持っていかなければいけないと感じました。 

・防災（減災）に対する色々な学びをいかに実践へと繋げるのかそのテクニック、プロ

セスがとても参考になりました。 

・事例発表で「BOUSAI学校～自力で3日間生き延びる術を伝授します～」のタイトルが
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とても素晴らしい。どんなことを教えていただけるのだろうと誘惑にかられるタイト

ルであると思います。 

 

【第４課題別集会】 

・委員部会の皆様、テーマ設定から当日の準備まで大変お疲れさまでした。 

・グループ分けも他市と交われるよう考慮されて、有意義な時間でした。 

・他市の事例をうかがえ、大変示唆に富む機会でした、参考になった 

・事例発表２件ともよかった。後半のグループ討議もかった、サークルを継続するには

「町の資源(シニア等)」を使う 

・各市の問題点、費用、後継者、活動の継続等ほぼ同じような問題と感じた 

・他市の方との交流はやはり良い勉強だ。改めて客観的に考えることができる 

・自分の考えを少し整理できたような気がする 

・有意義でした。参加してよかったです・… 

・さまざまな立場の話が聞けて良かった、多様な意見をうかがうことができた 

 色々な話の中でヒントを見つけることができた、参考になった 

・３世代で取り組むこと、中高生を取り込むこと等課題がたくさんありますが、グルー

プで話すことでいろんなヒントが得られました。 

・参加者とも意見交換、情報交換ができました。多様な意見交換ができ楽しかった。 

・ディスカション等で知りえたこと参考になりました 

・課題数がちょうどよいので、今後もこのまま続けて欲しい。 

・初めての参加でグループ討議は難しそうと思いましたが、それでも討議を深められ 

良かったです。 

・具体的な解決策出たわけでないが、市民活動を支援するうえでのポイントを理解 

・昨年に続き同じグループよくわかり深めることができ 

・活動を継続するための意見や考え方として、様々な視点事例をうかがえ参考になった。 

・事例について、成立していったプロセスを知れてよかった。 

・時間配分もちょうどよく、色々と学ぶことできました。事例発表も大変興味深く、今

後の公民館で 

の仕事に役立てたい。 

・時間が足りない。話し合いは難しい(普通と答えた人) 

・熱心なグループ討議が行えたが、６０分で事例発表×２、プラス事例、結果的にはタ

イトな６０分 

となってしまった。時間が足りない。 

・私の事例では、公民館講座の最中から職員の方のフォローはとても素晴らしかった。

サークルの立ち上げから継続には、情報の提供、人の交流、物資、資金作りなど公民
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館職員のフォローが不可欠。「多世代交流を意識した講座づくり」の話興味深かった。 

・女性学級グループが昭島では、無くなって１０年以上たつが、小金井市では続いてい

るとか。まだまだ「女性」の特性を持った支援が必要なのか、それとも現代だからこ

そ必要なものなのか 

・事例発表は、もっと幅広いものが聞きたかった 

・他にも興味深いテーマがあったので、どんな話し合いがあったか知りたい 

・自治体や立場の違う方との意見交換はとても有意義だ。 

・グループ内のメンバーが多彩で、意見交換に幅が出てよかった。ゆるっとママグルー

プが各テーブルに入ってもよかった。グループ発表の時間制限により、進行がスムー

ズで未消化を感じずに済んだ 

・二つの事例ともよくまとまっていてよかった。グループ討議はみな意見を出し合い有

意義でした。西東京市のサークルに保育が無料ということは有難いことと感じた 

・比較的若い女性が多かったような気がする。事例発表の関係か 

・事例発表、パワーポインターの画面が、蛍光色で見づらい、また、文字が小さい、ま

た、画面が移ってしまい、書き写せなかったのは残念です。公民館 市が、町田市の

サークル、小金井市の活動にどうかかわり、現在の基礎作りに役立ったか、市側の動

きについて報告があると多面的に理解できたと思う。グループ討議は有意義でした。 

・目標、目的ができれば努力して達成にこぎつけられる。そういう人が磁石の役を果た

し、グループへ、さらに地域へ広げられるとよいと感じた。(旗振り役) 

 

Q.7 大会全体の感想や今後の公民館活動のあり方に対するご意見などを教えてください。 

・全体会のお話はわかりやすく、もっと伺いたいと思いました。分科会は４つしかなく、

もっとあると良いと思いました。 

・年一回いつも楽しみにしています。これからもよろしくお願いします。 

・今後も続けてください。 

・同様な大会を続けてほしい。 

・いろんな考えを参考にして自市で活動していこうと思った。ありがとうございました。

参加してよかったです。 

・こぢんまりとした居心地の良い大会でした。ありがとうございました。 

・今後も公民館、市民と一緒に楽しめる場所づくりをお願いします。 

・全大会の講演もいいが、各分科会で出た話も聞きたかったので、来年度からは各分科

会の報告を検討してほしい。 

・基調講演はもっと現場の事例の話をしてほしかった。 

・まず、都内の職員でもない僕に参加の快諾をしていただきありがとうございました。 

・予算の関係もあるが、生涯学習は大事なので積極的に地域に発信できるように努力し
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てください。 

・準備された方々お疲れさまでした。 

・転換点としての活動の具体例をもっと紹介してもらえると参考になる。 

・私は利用者側です。職員の皆様が熱心にアイデアを交換したり、持ち帰ろうという熱

い思いを感じることができました。今後、何かを取り入れようとなった際には、協力

して成功させたいと私もイメージを膨らませました。他自治体の話もとても勉強にな

りました。 

・役員の方、お疲れさまでした。 

・これからも先駆的なテーマを取り上げてもらい、まちに“お土産”を持ち帰ることが

できる大会であってほしい。 

・全体会、分科会、先生の話がとても面白かった。居場所について少しわかった気がし

た。 

・中高生の居場所づくりがとても必要だと思いました。安心して迎え入れる雰囲気作り

が、公民館の利用率を上げることにも役立つと思いました。 

・ほかの部会のお話も共有したかったです。 

・「公民館の困りごと」について討論してみたいです。 

・弁当を復活してください。 

・都公連から脱退する市が増えないように、脱退した市も再び加入する（難しいと思い

ますが）働きかけをしてください。 

・公民館職員への研修を一層充実してください。 

・公民館がこのままだと廃れていく。首長部局にならないようにどう公民館を盛り上げ

るかなど具体的な話が出てきていつも学ばせていただいています。社会教育が大切な

こと、もっと広められたら。 

・課題別集会を通して、各市の公民館でも同様の悩み、課題を抱えているということを

再認識しました。今回の大会で感じたこと、勉強したことを業務に活かしていきたい

と思います。 

・どう生かせるかわからないがとても参考になりました。 

・これから皆さんで一緒に考えるためのしくみづくりをしてみたらいかがでしょうか？ 

・学生の講座に来ないのはなぜか、人々の考え方を問う学習も必要だと思う。そこから

市民が育つ公民館になると思う。 

・ほかの集会でのお話は聞かせていただきたいです。 

・公民館は、場づくり、場に参加してもらえるよう考える、実行する（講座でもイベン

トでも）。集まった人が地域で還元役を担う、結果として発信の場所としての公民館

の存在。 

・発表会の意見を参考にしたい。 
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・研究大会の１回を午前と午後に分けて、全体会と課題別集会に分けるやり方はとても

いいと思います。しかし、もっと実り多き大会にするためには午前と午後の内容の関

連性を強めてほしいです。事前に全体会の講演内容が伝わっていれば、午後の課題別

集会がもっと充実できるはずだと思います。 

・長時間でしたが楽しかったです。 

・とても有意義な会に参加させていただき感謝します。また、職員だけでなく市民、学

生さんの意見を聞けたのも貴重な時間でした。公民館活動のあり方は大変難しいです。

自身がもっと「公民館」というものを学ばないと活動について進んでいけないと感じ

ました。 

・設立当時の社会情勢も変わり今の公民館の存在理由はどうあるべきかと改めて考えて

います。現在の現実に対応した事業、また、日本がなくしてきた大事なものを再調査

し、良いものは将来まで残していくようにしたいと思うし、しなければならないと思

う。 

・佐藤一子先生のお話を基本に、公民館活動を作り続けたい。 

・市民会館がとても寒かったです。 

・大会の PR を各市の利用者、一般市民にも知らせる工夫をお願いします。職員と公運

審だけの参加になっているように感じます。 

・運営企画の皆様一日お疲れさまでした。多くのテーマがあり、公民館について考える

時間とさせていただきました。大きなテーマで一人では何もできないかもしれないが、

自分発信で何かが広がる、見つかる楽しさがある公民館だと感じました。これからも

自分にできることを考えていきたいと思いました。 

・本日の議論は何らかの形で残して皆さまと共有したいと思います。 

・ほかの分科会の様子も気になったので、シェアしてくれると嬉しいです。 

・この様な運動を続けていくなかで成功例が出てくるのではと思います。運営側にはご

苦労様ですが、今後ともよろしくお願いします。 

・限られた予算の中で老朽化した施設をどうリフレッシュしていくべきか、知恵を絞る

ことの大切さを再認識しました。 

・広報をもっと 

・形式を踏襲するのも大切かもしれないが、形式に新風を入れて、時代の抵抗勢力では

ないということを示すことも大切と思います。 

・現在の公民館で生かしていける講座を考えます。勉強になり良かったと思います。 

・説明が分かりやすく、嫌なこと、困難なことにも目を向ける。「子どもたちや多世代

からまなぶことで自分が生涯学習の当事者になる」ということに深く感心しました。 

・今年は参加者が例年に比べて少なかったと思う。参加者の減少は都公連、公民館の今

置かれている現状なのかと思う。内向きの学習では状況の打開につながっていかない
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ので、別のジャンルやテーマから学んでいかないと後がないと思う。 

・他市の職員や市民と話すことができる良い機会となり、自市の活動の参考になった。 

・基調講演は話の主題が？公民館ができた理由自体認識不足。 

・楽しくとがったものを。 

・有意義な一日でした。ありがとうございました。 

・とてもよかった。もっとたくさん分科会が欲しい。 

・公民館の存続は市民全員の問題なので深く考えていきたいと思いました。 

・全大会の人数が少ないような気がしました。なぜ？ 

・時間が長い。 

・基調講演も分科会も気になるところや不安だったところにグッとくる部分があり、持

ち帰れる学びができた。公民館ができたころと比べ働き方や生き方が多様になる中で、

公民館活動がどうあるべきか、はっきりと答えは出ないが良い刺激を与えられた。 

・理論も大事だが、具体化するための議論をもう少し多めに時間を取りたい。講座内容

と日程（同時期）開催を避けるべき市内や各地域との調整が必要。地域での各団体の

事業一覧があれば。それには予算の内示の前倒しも必要になる。 

・午前中の佐藤一子教授の講話は感動した。 

・午後の第3課題別集会の防災教育は大変参考になる。 

・社会資源としての公民館は非常に重要。 

・準備から本番当日までお疲れさまでした。市民にとって、より身近な公民館となるよ

う願っています。 

・日常業務に大会で学んだことを生かしたいです。 

・内容が多すぎて頭に入りきらない 

・佐藤先生、倉持先生とも広い視野から、でも具体的なお話、明るくなれました。来年

度もぜひお願いしたいです。 

・これからも市民のよりどころとなる公民館であってください。 

・保育を付けてくださってありがとうございました。 

・生涯学習の視点からも社会教育は必要ですし、子どもの居場所としての可能性もまだ

まだあります。「子どものまちミニこがねい」では、市内の公民館をかりて子どもの

イベントをします。部屋貸しだけでなく、この事業の良さを職員と話すことができた

らいいなあと思っています。 

・他市の取り組みについて伺う機会となりとてもよかった。また交流の機会となったこ

とも、視野が広がりありがたかった。 

・公民館活動を熱心にやっている人達にふれて元気をもらいました。 

・研究大会として公民館の役割を振り返れることは重要な場であること、これからも必

要なものと思う。 
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・公民館活動を盛り上げ、維持していくには、どのように世代を繋げていくのかが課題

であると思います。公民館（名称が堅い）の存在価値（このような活動が可能という

周知）、方向性を明確にし、ワンチームに向かえる対策が必要では。 

・「憲法」によって守られている「学ぶ権利」それを守る（実施する）公民館をみんな

でしっかり自覚したい。 

・市民ニーズのキャッチ力、行動力のあるメンバーが集うこと。市民団体の活用つなが

りから市民の思いを実現できるのでは、と夢を描くことができました。  

・グループ討議で各市の様子など情報交換ができた。 

・講座を設定するだけでなく、サークル化にあたって次年度いかに支援対応が行政とし

てできるか。改めて継続の重要性、困難さを理解した。 

・大会の進め方についてもう少し工夫をしていきたい。 

・話し合いの時間が短いのが残念。 

・各市の公民館や生涯学習センターと交流や意見交換をもっとしたい。 

・基調講演も課題別の討論もでてよかったです。若者をとりこむヒントがあったのが良

かったです。 

・より多くの市に参加してほしい。 

・参加すると地域づくりや人づくりの意識が変わってくる。 

・公民館の新しい展開を考える構造。参加者で一緒に考えていきたいです。 

・公民館の活性度が市民活動の発展につながるのではないか。 

・小金井市のプレーパーク事例を聞いて、公民館と児童館の連携が素晴らしいことに驚

き。行政も横のつながりが大切。 

・昨年より午前の時間配分が良かったです。 

・こういう都全体のイベントがもっとラフに回数多く行われたらよいかと思います。 

・事務局の皆様お疲れさまでした。会場はとても駅から近く、施設も快適でした。近所

に飲食店が多数あって助かりました。 

・各市事例、大変参考になりました。今後も有用な調査と結果公表をお願いします。 
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No. 市町村名 第１課題別集会 第２課題別集会 第３課題別集会 第４課題別集会 各市の合計 

1 昭島   3 5 6 14 

2 あきる野 1   1 1 3 

3 国立 1 4 4 4 13 

4 小金井 6 8 9 12 35 

5 国分寺 6 6 6 4 22 

6 小平 3 5 6 4 18 

7 狛江 8 1   1 10 

8 立川   1   2 3 

9 調布 2 4 2 3 11 

10 西東京 2 3 14 10 29 

11 東大和 2 1 1 5 9 

12 日野 1 3 2 3 9 

13 福生 3 2 4 8 17 

14 町田 1 1 1 13 16 

15 府中   1     1 

16 東村山 1     2 3 

17 和光市 1       1 

助言者 1 1 2 1 5 

事例報告者 2   2 4 8 

計 41 44 59 83 227 

 

第56回東京都公民館研究大会課題別集会参加状況 
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