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はじめに 

 

第１３期杉並区社会教育委員の会議は、新たに策定された杉並区総合計画・

実行計画のもと、住みやすい豊かな地域にしていくうえで杉並の「生涯学習・

社会教育」に対して私たちが協議してきたことをまとめることにしました。 

「生涯学習」という言葉自体は、すでに頻繁に用いられるようになり、特に

説明がなくとも理解されているように感じます。しかし、はじめに「生涯学習」

や「社会教育」についての認識をきちんとしてからスタートをするわけでなく、

「教育→労働→（育児→家庭）→老後」と言うそれぞれのライフステージにお

ける自由な営みでもあるため、自ずと捉え方に違いもあります。 

また、私たちからすれば、まさに「社会教育」活動であると認識しても、実

際に行っている側からすれば「福祉」や「まちづくり」の活動だったり、特定

の領域に留まることない自由闊達な活動だったりしますので、「社会教育」だと

思っていない場合も少なくありません。しかし、それらが、地域社会の安定や

人々の暮らしに一役を担っていることはまちがえのないことだと思われます。 

このような実情をふまえ、私たち社会教育委員としては、何を捉え、地域の

活動にどのような課題を把握し、どう検討していくのかを改めて提起すること

からはじめなければなりませんでした。そこで、今期の会議では、事務局であ

る生涯学習推進課の各施設を巡り、また、社会教育関係団体との懇談も行いま

した。時には会議のスタイルを変え、一時的にグループ討議のような形にして

すすめました。 

このまとめは、２年間の協議を通して得られた現状認識・方向性のもと、協

議によって抽出されたエッセンスを具体的な取組への意見として報告するもの

です。 

５年後の地域は、人口の高齢化が一層進み、これに対応した「生涯学習」の

重要性も一層増してきます。この時期が２０２０年東京オリンピック・パラリ

ンピック大会開催に向けた歩みに重なることとなりますが、私たちの目前で華

やかに繰り広げられる歴史的できごとを堪能しつつ、同時に地道な、しかし自

分たちができる身近な取組なしにその先の５年、１０年先に続く持続可能な地

域の創出は困難であると考えています。 

このまとめが、会議の場という限られた空間での議論に留めず、より良い地

域社会をめざすうえで地域活動の主体者である多くの区民・団体の皆様ととも

に考える手がかりになれば幸いです。 

 

平成２７年５月 

 

       第１４期杉並区社会教育委員の会議  議長 笹井 宏益 
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１．「個」の時代の最大の「落とし穴」 

理屈としてではなくお伝えするならば、「生涯学習」は、それぞれが自由に

学ぶこと、そして我々が考える「社会教育」は、「みんなでわいわいがやがや」

とつくること。身近な「かかわり」や「つながり」をもとに、人と人とが直接

学び合うことを通じて地域での暮らしを豊かにしていくこと。これが最大のポ

イントだと思っています。そう捉えてみますとその「場」や「機会」は、かな

らずしも社会教育のための博物館や図書館等専門施設の中だけでなく、地域や

生活空間そのものの中で様々に営まれておりますし、実際にはそちらの方が多

いのではないかと思われます。 

社会教育をはじめとする専用施設であれば、一定の安定した場が確保できま

すし、専門職をはじめとして「助言・指導」という立場で支援のために携わる

職員もいます。では、そうではない場所ではどうでしょうか。ごく一般的なで

きごととして言えば、人が「何かしよう」とするならば、その内容や場所に関

わる近しい人々が「関係者」となるのが常です。また、場合によっては行政、

町会、利用者など、立場の違う多くの人々と向かい合ったり、一堂に会したり

しながら対話し、その場所で様々な関係を見据え、場合によって取捨選択をし

ながら自分たちなりに取組んでいきます。 

ごくあたりまえですが、「人間関係」が重要です。 

このような、日常の生活の中にあって人々が知り合ったり「何が必要か」を

話し合ったり、必要なものを互いに用立てたりするなかで、周囲に賑わいがで

きたり、顔見知りや挨拶できる人の範囲が拡がったりします。はじめに「課題

ありき」で組織される検討会や専門家でもなく特別なことでもないところでは、

ささやかなところからはじまるプロセスを通してコミュニケーションができる

ようになることで、自ずと地域における自己と他者の存在を理解する手がかり

が得られるように思われます。 

しかし、いま、その営みに大きな影響を及ぼす「落とし穴」がはびこってい

ます。 

（１）何が「落とし穴」か 

大学でもどこでも若者や多くの人たちがスマートフォン（以下、「スマホ」）

を使い、ソーシャルネットワーク（以下、「SNS」）を通じて別な場所の仲

間とのつながりを楽しんでいる姿があります。その場に一緒に居る側からす

れば、物理的な「体」は眼の前にありながらも、いま居るところがどのよう

な状況であったにせよ、その「場」にいない「見えない」仲間とつながり、

もはや「体」と「心」が遊離し、「心」はそこに居ない状態です。レストラ

ンで会食している風景の中にも、食べながら皆で会話するようなこともなく

それぞれがスマホと向かい合っている光景を目にします。それぞれがそれぞ

れの「見えない」別人とつながっていて、家族と言えどもただ横で食べてい

るだけ・・・これがサイバー空間でありコンピュータによるネット上のつな

がりの、ごく普通の情景です。 
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すでに、生まれてからスマホと共存しＳＮＳとの付き合いを当然のように

してきている人もいますが、集まって会話する場が唯一無二であった「シニ

ア」世代からは、そのやり方も理解できず、いくらつながりを持とうとして

もコミュニケーション上の違いが先行してしまうためか、結果として世代間

のつながりもいつのまにか薄くならざるを得ず、一緒に居ることへの戸惑い

や難しさを伴うようにもなります。この世代間のギャップは家庭や親子であ

っても同じで話してもかみ合わない話題が多いと、つい親の権力で子どもを

押さえつけてしまうことがあるかもしれず、それが今の社会へ拡がったので

はとの見方もありました。 

最も顕著な例は、地域や町会等において、実際に動いてほしいと願うも「若

者」世代がどうしても垣根を越えられないでいるところに現れています。役

職を担う「シニア」世代の側からは「何で彼らは参加してこないのか」とい

う疑問になりますが、逆の立場である「若者」世代の側の中では「恐れ多く

て行けない」となってしまいがちなのです。 

伝統的なコミュニティへのアクセスのしかたがわからないのは、お互いに

悪気があるわけではなく、そこに見えないギャップ（「落とし穴」）がある

からではないでしょうか。 

一例として、とある地方の神事において 17歳の若者が神馬をして直角に近

い山頂までを駆け上がり、成功の有無ではなく終えたことにより大人社会へ

の仲間入りが認められるという営みがあります。このような地域の「通過儀

礼」がほとんど途絶えたいま、特に杉並区のような都市部にあっては、その

役割を学校文化の中で辛うじて補われているように思われます。中学生を例

にすれば、3 年生時の運動会や合唱コンクールを自分たちで仕切り「やり遂

げた」と言う実感をもって一歩成長したことを自ら自覚することができるか

らです。 

いま、子どもたちを地域社会に引っ張り出そうという働きかけこそ様々に

ありますが、大人社会から仲間入りが認められる、あるいは、まちの中で子

どもや若者が自ら「やり遂げた」ことを実感できる機会が見失われているの

ではないでしょうか。 

（２）見えない「落とし穴」での葛藤 

人と人とが直接つながるには、そのプロセスがなければできません。しか

し、今はそれが限られた場面にしかなく、だからこそバーチャルなところで

つながりを求めるのではないでしょうか。 

私たちの会議の中では、若者世代が SNS 等でコミュニティをつくるわけ 

に「自己肯定感」が乏しいからではないかとの指摘がありました。若干クロ

ーズドぎみのところにいる子どもや若者は、そのコミュニティから外されて

しまうと自分のアイデンティティを失うことになりかねず、必死にしがみつ

いていこうとしています。LINE で夜中まで起きて返信しなければという強

迫観念が出てくるのも、また、Facebookの「いいね！」にも、まさにその追
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認行為として見て取れる部分もあります。 

もちろん SNSでもつながりはできますが、果たして実存する他者や社会と

の「かかわり」や「つながり」につながるかどうかには疑問があります。当

事者同士で肯定感を補うことにはつながるでしょうが、逆にそのための大げ

さな表現をとったりする場合が考えられるためです。「見えない」自分をあ

る種の役割にキャスト化させたりイメージされる自分の姿形を変化させたり

しながら見せ変えをしているようにさえ思われる部分もあります。あるいは、

直接的なリアクションや顔が見えるリアルな場ですと「個」が出てしまいが

ちになりますので、現実にそのような場面に出くわしたくないと思っている

のかもしれません。だからこそのサイバー空間で、一定の距離が保て、安全

な中に居ながら自分を出さないようにしたいということもあるのではないで

しょうか。 

都市で働く「若者」世代の中には、職場や仕事を通じて知り合えた人との

つながりこそあるものの、地域にご近所付き合いもなく一人でいることが多

いようです。中には、波風を立てずに生きていたい、同世代とも交流したく

ないという「若者」世代もいるようですが、豊かな環境の中に満たされた状

態でいることから、自分自身に対する「自信」「自尊心」「自己肯定感」を

得ることが必要だと感じたり、自ら欲することができたりする機会が絶対的

に足りなくなっている可能性があります。サイバー空間でネット上の人とは

常につながっているものの、身近なところでは、隣に人が居ながらそこでつ

ながれていないためか「個」の状態でいるのです。 

ここでさらに問題を複雑にさせるのは、氾濫し過ぎた情報が「壁」を生む

ことです。ある物事についての情報を得ようとするとネットでの入手は容易

ですが、情報へ関心もなくアクセスしなかったり環境もなくできなかったり

するような人の場合には、周囲との間に「情報格差」が「壁」となって立ち

はだかることになります。多様なメディアが世界中に広がり、様々な情報が

身近に溢れ、選択肢もたくさんある恵まれた世の中にあって、何を一番大事

にしていくかなど、当事者が迷う時代になってきています。 

「個」の状態にいる人々が、「氾濫する情報」の中からどう選択し何を信

じるかを吟味したり相談したりすることも難しくなっているのではないでし

ょうか。現代社会にあって、意外と見えてはいないものの、これが人と人と

のコミュニケーションを非常に深刻にするもとで、もしかすれば「若者」世

代にとっての「落とし穴」なのかもしれません。 

どうすれば「若者」世代が、ささやかなところからはじまるプロセスを通

して自己と他者の存在を理解する手がかりが得られるようにできるのでしょ

うか。そして、どのような形で「かかわり」と「つながり」をもとに他世代

との交流や、自然な形で参加できるきっかけを提供していけば良いのでしょ

うか。 
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２．社会教育活性化考 

「社会教育」の「みんなでわいわいがやがや」という「ポイント」は、あく

まで「楽しい」側面からの「入口」です。しかし、現場は、どこも様々な苦悩

を抱えていました。そうした現状を垣間見てきたことをふまえ、私たちが着目

したポイントを、次にまとめます。 

（１）SNSとの共存 

すでに試みられているところもありますが、SNSの機能を使い、身近なと

ころの「ヒト、モノ、コト」とつながる取組を進めてはどうでしょうか。 

メール等によるバーチャルなつながりには、メールだからこそ相手に言え

る部分もありますし、バーチャルなつながりも、場合によっては予期しない

つながりや支え合う信頼関係づくりに発展する可能性も大いにあるのです。  

したがって、ＳＮＳをバーチャルだけのつながりではなく、実際の交流をよ

り深めたり盛り上がったりするための「ツール」の一つとして捉える必要が

あります。 

ある大人の会合で LINEが問題にされ、その場で実際に触れた経験を聞い

たところ、経験者はごくわずかでした。一方、中学生の「いじめサミット」

では、すでに LINE の問題を自分たちなりに議論していました。経験のない

大人の側が、「子ども・若者」世代に対して「悪」だと言っているのに、実

際に触れている「子ども・若者」の側では「どうやってうまく活用しようか」

ということを考えはじめているのです。そこをうまく融合させることが必要

で、極論を言えば、「ＳＮＳ」との「共存」こそ「子ども・若者」との「共

存」の「入口」になるかもしれません。 

私たちの会議では、「個の時代」を迎えた中で「個」の自由さやしなやか

さを大切にしつつ、自立した人と人とがつながっていくことを基本コンセプ

トに考えていくべきとの認識でしたが、実はバーチャルなメディアの時代に

おいてでさえも「個」を大切にしてつながることが難しい問題であることに

変わりありませんでした。ネット環境の変化に拠るだけでは、人と人との関

係を意識できる直接体験が成立しませんし、異なる立場の人との間に緊張感

を抱いたままで暮らしていくことになりますので、やはりその両方の「共存」、

「使い分け」が理想です 

「みんなでわいわいがやがや」というと実に楽しげですが、そのためにも

最初の難関は、スマホを片手に「参加」できる人々を掘り起こし、そこにつ

なげるためにも強力な「磁力」を見出さなければならないところにあると思

われます。 

（２）求められる「磁力」 

社会教育というと講師のお話を聞くシンプルな形態も多いですが、そのよ

うなスタイルよりは、見るからに「みんなでわいわいがやがや」しているこ

との方が親近感も増し、みんなでつくることを通じて愛着も湧きます。また、

地域や生活空間そのものの中で営む場合には、せっかくまちの中で活動を展
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開するのですから、その「場」により多くの人たちも一緒に参加してもらお

うなどと思い立つのも楽しみ方のひとつではないでしょうか。 

従来の社会教育では、講座や座学の出来栄え（結果）が全てでしたが、こ

こが大きな違いです。 

これからの社会教育関係のプロジェクトでは、たとえば学習成果にもとづ

く具体的な提案等をもとにする場合でも、参加者を募るのはもちろんですが、

近隣のまちの人や通りすがりの人を巻き込んで一緒に取り込んでしまうなど、

活動のプロセスそのものを共創的にしてここでの楽しみ方を伝達することで

しょう。目の前で思いがけぬ関わりが発生し、ついうっかりのめり込んでい

く様子を眺めたりするのも、楽しみ方のひとつですし、学級・講座のような

スタイルの社会教育ではなく、人と人との対話にかならず発展があることを

捉え、ささやかなところから「磁力」を発していくのがこれからのあり方で

はないでしょうか。 

「個」の時代にあって、はじめに人を引き付ける「磁力」を持った場を提

供し、興味を持ちやすくすることでそこに人が集まるようになれば、いつの

間にか人が人を惹きつけ、そこから何かをさらに学び取る人をも育む豊かな

「磁場」に成り得るはずです。 

このような活動を継続していくうえで、もちろん組織化やある程度の役割

分担なども必要でしょうが、常に人と人とが対等であることを忘れてはなり

ません。進化する過程で、お互いの立ち位置も変わる可能性がありますし、

関係性を固定的に捉えずに、時には、いつも自分以外の誰かに任せてばかり

ではなく、自ら「やります」と言い、できるところから自分たちの活動を支

える側に自らシフトすることもできるからです。 

いずれにせよ、いよいよ学校を卒業したから社会の一員の中に入るという

だけではなく、「かかわり」と「つながり」の中で周囲の人たちから認めら

れるようになり、地域の中で何かの役に立ち、自分もここの一員だと実感で

きるようになれば、やがてそれがまちづくりへの参加意欲にもつながるでし

ょう。そのことによって特に「若者」世代にあっては、自らの存在が認めら

れていることを伝えられる機会となり、その経験を通じて自らの責務を果た

せる存在に変化していくように思えてなりません。 

考えてみますと、自らの存在が認められたことを伝えられる行為のひとつ

が「褒められる」ことだと思われるのですが、私たち自身、大人になってか

ら褒められることもなく、何をしても傍に居ても誰も褒めてはくれないこと

に気付きます。大人も社会的な役割を自分で見出せていなかったり、実は役

割のシフトができていなかったりしているのかもしれません。 

子ども・若者との「かかわり」と「つながり」を通じて「褒める(認める)」

文化が大人の側に根付かなければ、恐らくは子どもにも若者にも伝わらない

のではないでしょうか。 

「氾濫する情報」の中、当事者が迷う時代にあって「人」の関心事もばら
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ばらです。それを引き出しつなげるうえで大切なことは、「器」でなく「か

かわり」と「つながり」です。求められているのは、「クリエイション（創

り出し）の当事者」ではなく、「かかわり」方や「つながり」方の提案者(社

会教育のまとめ役)ではないかと思っています。 

（３）社会教育のまとめ役 

会議では、それぞれ委員が参画するいくつかの事例をもとに状況の把握に

努め、具体的な方策や展望を描くことにつなげる検討をすすめました。その

中で、今後の杉並区総合計画・実行計画、あるいは杉並区教育ビジョン 2012

に基づく行政計画の実現に期待をしつつも、地域や区民のいわゆるソーシャ

ルキャピタル(社会関係資本)との関係から課題も指摘してきました。 

区民のニーズは、福祉・教育・防災・地域経済・まちづくりなどのあらゆ

る分野で複雑かつ多様化・総合化しており、その解決のためにはこれらの分

野における多様な力の結集と解決のために協働というアプローチを必要とし

ています。これまでのような一つひとつの課題ごとの個別対応や、多様なセ

クターにまたがる場合でも単独での課題解決をすすめるだけでは実現しえな

いが、「かかわり」と「つながり」を重視した総合的な取り組みによってこそ

解決を導く可能性があります。そのための様々な立場や利害の違いを調整す

ること(コーディネーション)を必要とし、このような中間支援の充実があれ

ばこそ「社会教育」の活性化も図れることから、取り組みとして「コーディ

ネーター」という「人」の役割に注目しました。 

例えば作業をしながら、一緒にいるからこそ果たせること、あるいは協働

作業や伴走しながらでなければ見えないことがあります。その「場」として

身近なところでは、地域区民センター、地域図書館などのほか、学校、お寺、

神社、空き店舗など、様々な人々と豊かな接点を持つための拠点は幅広く散

見できますが、単なる同じ「志」のある人の集まりだけでは、多様な「かか

わり」と「つながり」の結集が図れない場合もあります。既存の取組が多様

にあり、世代や個人で価値観も異なる中では、かならずしもベストではない

にせよ、「人」に対する理解を変えることなく「かかわり」と「つながり」

に変化を起こすための触媒＝「企画(ネタ)」を様々な切り口で社会の中に用

意することが大事です。そこに地域の課題を第三者的な視点で見出し、その

解決策の「考え方」、議論の「進め方」を提案したり、よりよい方法をアドバ

イスできたりする人が求められるのです。 

教育を受けるというより自分たちが学ぶという意欲のもと、誰かに教えら

れるのではなく、自分たちで学習しその成果を他者に伝え確認すること。そ

の場その場に合った人と人との関係づくりに一定の部分で役割を果たし、適

正な関係を構築し、よりよい暮らしの実現につなげていくコーディネーショ

ンが区民の中から自然に生み出されるのが理想です。 

今は行政でも地域でもない「中間」で人が育つ時代が到来したと思われま

す。 
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（４）地域アイデンティティづくり 

最も大きな難題は、このような取組で地域が「活性化」するのかどうかで

す。地域社会の側の受け止めの力量にもよりましょうが、「活性化」を経済

波及効果のみならず、新たな「縁」の創出や地域の「価値観の刷新」など、

地域社会にとっての即効性を求めずに、気長に「縁」や「価値」を創出して

いく作業は、関わる地域の人びとに「愛着」を育みますが、同時に大きな負

荷もかけます。しかし、町会、商店会、NPOなど、多様な立場の違う人々が

向き合い、一堂に会したり対話する中で「かかわり」と「つながり」を見出

し、お互いがそれぞれに貴重な地域の資源だからこそ「共助」の可能性を見

出すことなくして、この先の持続可能な地域づくりは難しいと思われます。

そうした作業を、地域社会に寄り添いつつも続けるためには、やはり臨む地

域に「人」の存在が不可欠です。 

私たちの会議で行ったグループ討議や多様な現場の実態からほの見えてき

たことは、人々の中にある自分の人生経験や現在の状況、あるいは人間関係

や関心事などから吐露される思いや考えと、それに基づく「杉並」像がある

ということです。 

ともすると、ある一つの客観的な「杉並」像（地域イメージ）を抱き、そ

こに住む人々が同じ思いでいるように思いがちですが、一人ひとりが異なる

「杉並」像（地域イメージ）を抱いているという主観的な現実があります。 

そこで、お互いの人生史（ライフヒストリー）と地域史（コミュニティヒ

ストリー）を吐露し合い、紡ぎ合う中で、まず、相手の居る「世界」（個人の

プライバシーの領域や地域生活）に思いを馳せることができますし、さらに

そこから重なり合い、共感し合う「杉並」像（地域像）≒地域アイデンティ

ティを描き合うこともできるのです。人と人との質の高い「かかわり」がで

きればこそ、個人も地域もともに活性化し、それが「愛着」にもつながるよ

うに思われます。さらには、そのプロセスにおいて、大人だけではなく子ど

も・若者たちも一緒になり、育まれていく営みこそが「地域の教育力」なの

ではないでしょうか。 

何よりも、身近な「みんなでわいわいがやがや」する「場」への「参加」

は、参加された 1人ひとりが自ら「内なる」新たな地域への愛着(アイデンテ

ィティ)を見出すことにもつながります。と同時に、周囲への、そのまちの活

気や人々の様々な活動のエネルギーに、ひいてはまちづくりにもつながって

いくはずです。 

例えば、大学に通うために杉並に住む場合、また地元に戻っていく若者も

たくさんいます。その在学期間に自分の興味・関心をもとに身をもってリア

ルな体験をしていただければと思います。もちろんこの世代の中には、杉並

に住み続けたくとも困難が伴う場合が多いのですが、それでもこの地に携わ

って感じることのできた「磁場」にかかわり続けていきたいと願う場合もあ

ります。せっかく「つながり」ができても区民として居続けられるわけでは
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ない場合、あるいは、杉並を故郷としながらも、地方の大学や就職によって

地方に赴任される場合もありますが、どうすれば他の地に赴いている人の 

「心」に対して、「かかわり」と「つながり」を提供し続けることができる

のでしょうか。ある事例として、LINE での「つながり」で何かの際に「か

かわり」を求めて打診したところ、何人もの人たちからのリアクションが集

まってきたという話がありました。 

ＳＮＳの即時性・広範性を活かすならば、離れたところにいる人々の「心」

につながることもできますし、もしかすれば地域への愛着(アイデンティテ

ィ)を拡げる新たな可能性にもつながるかもしれません。 

 

３．具体的な取組への期待 

 

ところで東京で２回目となるオリンピックの開催をはさみ、今から 2025 年

までの間で、自分は、自分たちは、地域は、そして杉並はいったいどうなって

いるのでしょうか？  

ある予測によれば、今後 10～20 年程度で、47％の仕事が自動化され、小学

校に入学した子どもの 65％は、大学卒業後、現在は存在しない職業に就職する

ことになるとのことです。頭脳労働までもがコンピュータに代替されるなど、

ハード面の進化が与える人々への影響もより著しくなっているかもしれません。 

 

 （１）学びのしくみに対して 

実際の予測は別に譲るにせよ、その状況を想定し今から準備することには

困難が伴います。しかし、私たちの側として「こうありたい」「こうしたい」

と想い描くことはできると思います。 

例えば、社会教育施策について、現存する施設やそこで営まれている施策

を地域社会で何かに役立てられないかと考えます。これは、「シーズ・オリエ

ンテッド」型と言います。いま、どういう「ネタ」を持ち合わせ、その「ネ

タ」が何に使えるかに合わせた政策提言で、これまでの実績や成果、あるい

は将来予測も立てやすく、ある意味では、これまでの私たちにも充分になじ

んだ思考経路であるとも言えます。 

これに対して、例えば 2025 年の「あるべき姿」のもとにどれだけのニー

ズがあり、どう事業を設定するのか。そのニーズを抽出しそれをまとめたり

それに対応したりするプロジェクトの立ち上げや、その実施に必要な予算の

投入等につなげていくことを「ニーズ・オリエンテッド」型と言います。こ

こでいう「ニーズ」とは、地域の様々な現場で起こっている、社会参加や対

話の実践または協働といった活動の中から生まれる、よりよい将来への志向

性のことです。 

今こそ、区民の学びをささえ進めていく上でも、このような「ニーズ・オ

リエンテッド」型の、未来志向で、地域の現場の人たちが何を求めているか、
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に沿っていく必要があると思うに到りました。 

 

（２）「ニーズ・オリエンテッド」型へのシフト 

現在、様々な自治体の施策において市民との「参加」「対話」「協働」が必

須の条件となり、教育行政にあっても、そのための学校を取り巻く制度改変

への大きな流れともなって「波及」していることが観て取れます。しかし、

「参加」「参画」「協働」をスローガンにした取組は、時として形式的になり

がちだったり、あるいは参加する関係者だけの議論になりがちだったりする

ことを否定できません。 

はじめに「課題ありき」ではじめられる検討や専門家の集まりでもないと

ころからだとするならば、ささやかなところからはじまるプロセスを大事に

し、だからこそ、インフォーマルなところで「車座」になるなど、「かかわり」

と「つながり」を少しでも豊かにする方向での工夫が必要です。 

社会教育には、事業を企画・実施して区民に知識や技術の伝達をするよう

な活動(いわゆる公助としての行政)、相互教育の機会や場を創ったり（いわ

ゆる共助のための行政）、社会参加や自己教育を促したり、支えたり（いわゆ

る自助のための行政）することもミッションとして含まれています。その特

徴をもとに、地域で区民の動向を察知したりボトムアップされた動きを一定

の方向で集約したりできるプロセスの共有を図る「ニーズ・オリエンテッド」

型の提言を優先する中でこそ、求められる市民性、シチズンシップ、当事者

意識を高めていく手がかりが提示できるように思われます。 

このプロセスに関しては、社会教育センターにおいて取り組まれてきた旧

社会教育事業推進委員会(通称「車座委員会」)等の先行事例もあります。こ

の経験をもとに考案することで、地域で展開できる「次善の策」を用意する

可能性が充分あるように思われます。地元やまちの中で「社会教育」の「み

んなでわいわいがやがや」という「楽しい」側面からの「入口」で人をつな

ぎ、最終的には人と人、人と地域、地域と地域のつながりを豊かにしていく

中で目的・到達点が見えてくるのではないでしょうか。 

 

（３）新たな「視座」をもとに 

様々な立場や主張の人たちの「間」に、「お互いさま」関係で問題意識を共

有できる、具体性のある現実的なテーマが見出されない限り、連携や協働に

実践的な難しさが伴うという経験則があります。この点で地域には、例えば

「みんなでわいわがやがや」しながら、かつ、楽しいことを一緒にしようと

いうきっかけが多様にあります。これをもとに「つながり」や「かかわり」

を豊富にすることもできますし、たとえ直接的に公共的価値の実現につなが

らないようなことであっても、それが別なところでは、結果として「協働」

やコラボレーションを表出する等社会的な装置としての役割を果たすことに

つながることもあるのです。 
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今後は、地域それぞれの取組の中で切磋琢磨しながら多様な「かかわり」

と「つながり」を支える方法・手法を創出し、一過性ではない継続可能な学

びの循環(サイクル)を見出し、可能であればいつでも、どこでも、何にでも、

どのような課題であっても、一工夫すれば汎用可能となるモデルになってい

くことが望まれます。その際、次に挙げるいくつかの新たな「視座」が加え

られることで、これからの新たな展望が提供されることを期待したいと思い

ます。 

 

その１：「若者」世代に対する学びへのアプローチづくり 

（世代を超えた「かかわり」と「つながり」づくりへの挑戦） 

これまでの「教育→労働→（育児→家庭）→老後」と言うライフステー

ジで地域とのつながりを考えてみますと、義務教育 9 年間以降、地域との

かかわりが徐々に薄くなります。高校、大学、さらには就職によって社会

に出る際に地域とのかかわりが薄れ、その後の結婚・出産・子育て、もし

くは定年してから地域につながるような状況にあります。しかし、定年し

てから地域に「かかわり」と「つながり」を求めるような場合ですと、ど

うしても学びの成果を充分に活かすことができづらいことがあったり、個

人の趣味・娯楽活動の域にとどまり、社会的な認知を得られにくくなった

りしがちです。このため、特に高校生・大学生世代が「かかわり」や「つ

ながり」を豊かにすることや、活動につなげるうえでの切れ目をなくすな

ど、個人の学習経験・体験を途切らせることのないようにするなど、学び

の連続性を保つ工夫が必要です。このことは、杉並に住み続けたくとも困

難が伴い、区民として居続けられないような場合でも、あるいは、杉並を

故郷としながらも地方で暮らすことになったような場合でも、そのような

人たちとの間で「かかわり」と「つながり」を提供し続けることに活かす

ことにもつながるのではないでしょうか。 

 

その２：顔の見えるコミュニティでのネットワークづくり 

(共通の話題(ネタ)を模索する多様なプロセスへの支援) 

「個」の時代に興味や関心を束ね、身近なところで様々な「かかわり」

と「つながり」への接続を可能にするには、はじめから杉並区ありきでは

なく、周りの人たちが何を求め、何が必要かを模索することがなければ難

しいと思われます。これから地域社会がどう変わり、地域の人々は何を求

めているのか。そして、自分の興味・関心や学びの成果をどう活かすこと

ができるのかを考えるプロセスも必要です。 

例えば「学校、家庭、地域」の連携を例にします。それぞれが独自の体

系だからこそ、それぞれがそれぞれに取って代わることはできません。だ

からこそ、学校はみんなで協力しようと言い、家庭でも親子関係を通じて

保護者・ＰＴＡとしてもっと活動しようと言い、地域では機能としてそれ
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を結びつけ、協力し合っていこうと言うことからはじまります。お互いが

その守備範囲を超えて「どう機能するか」が問題なのです。 

すでに天沼中学校区、高円寺地区での「地域教育推進協議会」(略称「地

教推」)による取組事例もありますが、複数の学校にまたがる中規模の－例

えば小中学校における「分区」のような－エリアで新しい価値をつくり上

げるための出会い、ダイナミックな原動力が得られる手がかりをわかりや

すく示せるようであればどうでしょうか。はじめに事業ありきで終始する

だけではなく、自分たちの陣地の外側にあるすこし広めの「かかわり」と

「つながり」を「見える化」することなどは、「個」の関心や地域への「愛

着」を活かす様々な学び合いを豊かにしていく一助になるはずです。 

 

その３：個人・団体間の相互交流と活性化を支えるしかけづくり 

(アウトリーチと協働による展開) 

従来の社会教育は、学級・講座のように、課題やテーマを求心力の中心

として、個人を「集める」スタイルが方法・手法の中心でした。日常生活

における問題が様々にある中で、その解決のためにグループ活動に参加し

たりネットワークづくりをすすめたりすることがあります。しかしいま、

問題の構造も複雑かつ多様化していますので、それだけでは全うできない

ことも多々あります。ある課題をめぐる活動やネットワークと、その活動・

ネットワーク以外の他の活動・ネットワークとを「かかわり」と「つなが

り」で結び合うこと（ノットワーク）が必要です。その際、特に参加のデ

ザイン‐いかに参加しやすくなるかという視点－は重要です。未来に向か

う参加型社会を育てるうえで、人と人とが集って対話したり「熟議」した

りすることを通して、その地域にあった「話題(ネタ)」をもとにした「かか

わり」と「つながり」が、未来の価値を生み出す場(フューチャーセッショ

ン)へと発展していくことに期待があり、その入口になるからです。 

「参加のしやすさ」や未来の価値の創出ということを考えたとき、私た

ちの生活を楽しくしたり面白くしたりする「アート」を、これからの活動

の求心力の中心におくことはとても大切です。「アート」は、思想・信条

や文化的な違いを超えて、「かかわり」や「つながり」を生み出し、より

よい未来社会をつくるパワーをもっているからです。今や、Social 

Education の蓄積の上に、Social Art が求められる時代になっているので

す。 

社会教育センターでは、「すぎなみ大人塾」をはじめ、今年度からは「科

学教育の推進」事業の地域展開を図っていますが、これらが一つの事例に

なります。つまり、これからの新しい価値をつくり上げる学びの提供には、

人々を「集める」よりは区民が参加しやすい「場」に「機会」を持ちこみ、

人と人との対話というささやかなところから「磁力」を発していくように

しかけを用意していくことが必要ではないか、ということです。 
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おわりに-期待のメッセージを添えて- 

 

杉並区が目指す「質の高い住宅都市」という「将来像」に欠かせない要素と

して、「多世代の地域参加を促進」し、また、「自ら学び得たことを発信し、学

びあい、次代に伝えていくという「知の循環型社会」を目指した地域づくりを

進めます。」との指摘があります。はじめに地域がベースで、その上に学校も町

会も存在し、様々な「つながり」と「かかわり」を持ちながら「人」が暮らし

ています。日常生活からすれば、はじめに区のビジョンありきではなく、まず

は地域で何が起こっているのか、地域の人たちが何を考えているか、そして、

地域をどうしたいかというところが出発点になります。 

このような地域の生活実感や現場から発想して物事を組み立てや課題解決や

価値創出を図るための構造化を、それぞれの地域にあった市民協働に基づく教

育ガバナンスとして、地域住民の「参加」「対話」「協働」によりみんなでつく

ることが地域における社会教育のビジョンになり得ると考えます。そのための

やりとりそのものが円滑だったりボトムアップのプロセスでの気付きや発見が

多くあったりすればこそ、自分たちでできること、自分でやれることへのアプ

ローチも格段に増えていくことになるでしょう。 

社会教育の現場は、どれ一つとして同じではありませんが、スマホやＳＮＳ

を駆使しながらも、身近なところに「かかわり」と「つながり」を持つことで、

もしもそのどれか一つに「参加」することになるならば、そこからもう一つの

新たな世界へとつながる一歩を踏み出すことにもつながるでしょう。 

ぜひ、「共に学び共に支え共に創る杉並の教育」を堪能していただきたいと思

っています。 

 


