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「自分たちで自分のまちをつくる社会教育」 
 
はじめに 
 諮問理由にあげられているとおり、社会教育を巡る状況は大きく変化し、社会教育行政

には新たな役割が求められている。最近、地域社会で起きているさまざまな問題について

も、多かれ少なかれ社会教育とかかわりがある。社会教育法は、平成 13 年の改正で「社会

教育が学校教育及び家庭教育と密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携

の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をする」と

いう文言を新しく加えた。つまり社会教育を、学校教育と家庭教育とを結ぶ「かなめ」と

して位置付けたわけである。 
 このような状況のもと社会教育委員の会議としては、今回の諮問を審議するにあたって、

地域社会と学校教育、地域社会と家庭教育とのかかわりにおける社会教育の果たすべき役

割を論議の中心に据えた。そして次の 4 つの柱についてそれぞれ問題を洗い出し、その上

で全体を考える方針で会議を進めた。 
Ⅰ．地域と学校のより緊密な連携 
Ⅱ．子育て、子育ちと社会教育 
Ⅲ．スポーツ振興と地域コミュニティづくり 
Ⅳ．区民や NPO などとの協働 

社会教育がかかわるべき問題は、ほかにも広範な領域がある。例えば環境、防災、情報、

福祉、高齢化、人権、男女共生、国際化など、あげればきりがない。しかし、この時代、

杉並区の社会教育のあり方を考えるとき、どうしても地域とのかかわり、地域づくりに社

会教育が果たすべき役割を論議の中心に持ってこざるを得ない。また、しっかりした地域

社会が築ければ、上にあげた種々の課題も、地域の中で取り組むことが可能になる。 
従来ならば国・自治体に任せておけば、一定の行政サービスが受けられ、社会はなんと

か回っていたが、昨今の財政状況からそれも限界を迎えている。住民が参加して、行政と

協働する形で問題に当たらない限り、前進できない時代を迎えている。一方で住民側の意

識の高まりもある。その意味で社会教育の果たすべき役割は大きなものがある。文化や教

養のための生涯学習はもちろん有意義だが、それはむしろ自主的な活動にまかせて、行政

と手を携えて地域の問題解決をはかる新しい地域づくりのための社会教育こそ、めざすべ

き方向と考える。 
杉並区では、これまでの民間や行政の努力の積み重ねにより、子育てをはじめ地域づく

りのための諸施策が展開され、さまざまな組織、施設が運営されている。それぞれが努力

を積み重ねて成果を上げているが、お互いを結ぶ横の連携が不十分なため、住民の力を存

分に引き出して地域をつくり上げていくところまで行っていない。 
社会教育委員の会議としては、これらさまざまな施策や組織、施設を結び付け、住民と 

連携して問題解決に当たる「地域コーディネーター」が必要と考える。区行政と地域の中
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間にあって、地域のさまざまな活動を有機的に結び付け、地元住民の力を十分に引き出す

とともに、行政にも働きかけていく。個人あるいは集団で活動し、これからの新しい地域

づくりの主導的な役割を果たすことを目指す。「地域コーディネーター」をはじめ、自分た

ちで自分の住むまちをつくり上げることのできる人材育成が、今後の社会教育に課せられ

た最大の目標と考える。 
 
Ⅰ．地域と学校のより緊密な連携 

新しい地域づくり、地域起こしに、学校が果たす役割は大きい。逆に学校を取り巻く地

域が、学校支援にもっと大きな役割を担うことが期待されている。このことは早くから指

摘され、これまでも多くの提言、提案がなされてきた。にもかかわらず、現状は、学校も

地域住民もお互いに手探り状況にあると言っていい。杉並区では、学校教育コーディネー

ター制度が立ち上げられるなど、学校支援の取り組みが始まっているが、全体的にはまだ

十分とはいえない。学校によっては、いぜんとして校長や教頭、教員の個人的な人脈に頼

り、一部有志の人たちの労苦によって支えられている場合が多い。 
地域と学校をより緊密に結び、連携を効果的なものにするために、社会教育が一つの原

動力になり得るはずである。いま地域社会では防犯、防災対策をきっかけとして、新しい

近隣関係が生まれようとしている。地域、学校を取り巻く社会の状況は、大きく変わろう

としている。社会教育の果たすべき役割もまた重要なものになりつつある。 
 
１．学校、地域、行政それぞれの役割 
（１）学校での取り組み 

学校とくに小学校、中学校は各地域の一つのセンターとしての性格がある。児童･生徒数

が減っていく分、余裕教室や施設が増えていく。それらの学校施設を有効に活用していく

ことは、地域の発展のために欠かせない問題である。例えば、区立の小･中学校は震災救援

所として大震災時の救難センターに位置付けられており、この仕組みが有効に働くために

は、日ごろから地域住民と学校が密接な関係になっていることが望ましい。学校施設の開

放については、すでに 20 年の歴史を重ね、成果が上がっているが、学校と地域を取り巻く

状況の変化により、今後一層の有効利用が期待されている。その一方で、最近の地域の安

全、防犯と関連して、学校施設開放の際の警備、児童･生徒の安全が新たな問題として浮か

び上がっている。学校と地域の結びつきを考えるとき、安全の問題は避けて通れない。 
また、放課後の子どもたちが安心して過ごせる居場所が地域社会に少ないという論議か

ら、文部科学省は平成 16 年度から「子どもの居場所づくり新プラン」「地域子ども教室推

進事業」として、学校を活用した新たな施策を進めようとしている。この事業は、もちろ

ん学校の関与も必要であるが、第一義的には地域の様々なボランティア団体やグループ、

あるいは NPO などが事業主体となるべきものと考え、学校の役割というよりは、地域の役

割と捉えるべき問題であろう。 
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（２）地域での取り組み 
学校では、「総合的な学習の時間」で、社会体験や異世代交流などさまざまな体験学習が

盛んになってきている。児童･生徒たちは学校の外に出て、実際の社会や自然を体験するこ

とによって、これからの社会を生き抜く資質、能力が少しでも身につく。また、学校週 5
日制の実施は、児童･生徒を地域に返し、休みの日を家庭や地域で豊かに過ごさせるのが理

念になっている。杉並区においても、休みとなった学校を舞台とし、地域の力で実施する

「土曜日学校」が各地域で始められている。しかし、5 日制が完全実施されて 3 年目を迎え

ているにもかかわらず、児童･生徒を取り巻く環境はこのねらいに沿って十分な状況にある

とは言い難い。 
心身障害教育では、「特別支援教育」への転換もあり、通常の学級に在籍する特別な教育

支援を必要とする児童･生徒への対応を積極的に行うため、教育関係者はもちろん社会的支

援がより必要になってくる。この点一つ取ってみても、学校と地域の協働は不可欠である。

子どもたちが地域で豊かに過ごすためにはどうしても地域の協力が必要である。しかし、

さまざまな施策や団体による取り組みはあるものの、全体が連携し合ってひとつのうねり

となるような組織的な動きになってこない。 
杉並区の場合、企業や各界で活躍した元気な熟年世代が、定年などで地元に U ターンし

てきている。地元の役に立つ仕事をしたいと願いながら、きっかけを見出せないでいる人

材は多いはずである。学校に限らないが、この人たちの力をどうやって引き出すか、どう

いう仕組みを作るか、地域の一つの大きな課題といえる。 
（３）行政の取り組み 

学校が地域の拠点としての役割を発揮するためには、地域住民主体の活動が不可欠であ

る。たとえ行政の一体的・統一的な施策があっても、住民が動かない限り、望ましい展開

にならない。杉並区自治基本条例の理念に沿って、できる限り広く住民を巻き込み、さら

には子どもたちの考えも反映させつつ、施策を展開すべきである。行政としては住民の力

を最大限引き出すことを目標として、住民が動きやすいように側面から支援すべきであろ

う。行政主導で組織を作り、一握りの地元の有力者に運営を委ねようとしても、一般住民

は動かない。実体はほとんど前進しないということになる。 
 
２．地域教育力を高め、活用するための仕組み 
（１）学校教育コーディネーター制度の充実 

「総合的な学習の時間」の実施に伴い、杉並区は 23 区の中でもいち早く平成 14 年 6 月

から学校教育コーディネーター制度を発足させた。当初 4 人の学校教育コーディネーター

を指定し、「総合的な学習の時間」を中心として学習を充実させるための企画・提案や、ゲ

ストティーチャーの招聘、職場体験の発掘・折衝などの役割を担うこととした。つまり、

学校と地域の橋渡し役である。平成 16 年度にさらに 5 人指定して、9 人になるなど、計画

的に試行を重ねている。 
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学校教育コーディネーターは教育委員会からの指定を受け、それぞれ拠点校を持ち、1 校

から 4、5 校を担当して、総合学習を中心に他教科も含めた学習の展開について、学校を支

援している。当初は単発の依頼が多かったが、２年目からは数時間分まとめて相談する方

法が中心になっている。内容は様々だが、福祉、国際教育、伝統文化、情報、環境、職場

体験などについて、講師探しや企画立案を行っている。そしてこれらの授業を支援する学

校サポーターの人選まで進めている。拠点校あるいは、学校教育コーディネーターが常駐

はしていないが推進校に指定されている学校では、おおむね好評で、この制度が順調に動

き出していることをうかがわせている。 
この制度は発足してまだ 2 年間しか経っていないが、最大の課題はどうやって有能なコ

ーディネーターを探し出すのか、という問題であろう。杉並区のある中学校長は、学校教

育コーディネーターの条件として「学校及び家庭・地域をよく知っていて、その学校がど

んな経営方針のもとでどのような教育課程を編成しているのか熟知している」ことが必要

と指摘し、実習や研修を通してコーディネーターの力量を高める育成システム整備が急務

と提唱している。 
平成 16 年度には 5 人の学校教育コーディネーターが公募によって選ばれたが、特段の研

修等は用意されなかった。学校というものについての基礎的な知識、教育課程はどんな考

えで編成されているのか、自分が協力する科目はその中でどう位置付けられているのか、

校長、教頭、主任など、それぞれの役割、あるいは児童･生徒に接する際の基本的な認識、

PTA との関係など、学校教育コーディネーターとして動く際に、最低限、身につけておか

なければならない事柄は多いはずである。一般社会とは異なる学校という独自のしくみに

入っていくためには、それなりの研修が必要のはずであり、外部の人間に警戒的な学校が

多いのも、無理解のまま学校運営に踏み込んでくる可能性があるからではないだろうか。 
その意味で学校教育コーディネーターの育成を真剣に考えるべき時期にきている。すで

に「すぎなみコミュニティカレッジ」では、平成 14 年度に「学びと社会参加をつなぐコー

ディネータートレーニング」講座（全 3 回）が開かれている。この事例やすでに学校教育

コーディネーターとして活動している先人たちの経験を土台にして早急に適切なカリキュ

ラムを作り上げて、学校にも地域社会にも喜ばれる学校教育をコーディネートできる人材

育成のための仕組みやプログラムづくりを目指すべきであろう。 
（２）学校をサポートできるチャンスをより活かすために 

社会教育スポーツ課で作成している「平成 15 年度の学校サポーター（学生ボランティア

を除く）活動実績一覧」を見ると、小学校では年間延 598 人、中学校では延 223 人が活動

している。しかし、学校により大きな差があり、全く活動していない小学校が３校あった。 
また、活動人数の最も多い小学校は年間延 48 人、中学校は 29 人であり、1 校当たりの

平均は、小学校 13.3 人、中学校 9.7 人である。活動内容は環境、国際理解、福祉、情報等

の「総合的な学習の時間」に関わるものが多いが、教科指導の補助、部活動等多岐に渡っ

ている。 
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学校サポーターの依頼方法は、学校教育コーディネーターがいる学校では、担任から直

接学校教育コーディネーターにサポーター探しを依頼できるのに対し、学校教育コーディ

ネーターがいない学校では、担任や教頭が探すことになる。その情報源としては、区立学

校教頭会での自主的な情報や、学校それぞれで独自に作成している資料や名簿などである。

こうした従来の手法における問題点としては、特に学校教育コーディネーターがいない学

校において、名簿に登録されながら１度も声がかからず、意欲のある一部サポーターに不

満があることや、活動できる分野が自己申告のため、学校からの要望に対し、偏りや期待

するレベルに差があることなどがあげられる。 
 サポーターに対する学校側の要望、また、学校サポーター制度には従来の種別（地域・

一般サポーター、部活動外部指導員と学生ボランティアなど）を一本化した経緯があり、

それぞれにまちまちな現場対応はどうしても煩雑なものになる。個々の学校、あるいは教

育委員会の窓口で整理しきれるものではない。学校教育コーディネーター制度のように複

数の学校にまたがる一定のエリアで整理するなど、何らかのしくみが考えられないだろう

か。さらにサポーターに対する研修・養成制度として、すでに「学校図書館ボランティア」

「英語ボランティア養成」講座などが実施されているが、その一層の充実が求められる。

同時に学校サポーター制度に評価の整備も必要になってくる。 
（３）地域連携・学校間連携への試み 

学校教育の可能性として、特に大学、短期大学、高校には、教員のもつ専門性や指導力

を地域に提供するという分野がある。地域には様々な社会教育関係団体・サークル等があ

り、専門的な知識を有する講師や経験豊富な指導者を必要としている。学校側から人材を

派遣出来れば、学校と地域を結びつける有力な機会になり得る。また、少子化により学級

数が減少している小･中学校においても、異校種間の連携・協力は学校の活性化に役立つは

ずである。 
すでに「都立高校公開講座」「杉並区内大学公開講座」などの教員の専門性を活かす事業

も展開されているものの、地域から見ると学校はともすると開放的ではないとの指摘があ

る。一方で学校側からは、地域住民の要望を整理・調整してくれる仕組みがないかとの声

もあがっている。 
 杉並区では平成 16 年度に区内の５大学、短期大学と協定を結び、学校図書館の区民への

開放、学生ボランティアの派遣など、様々な面で連携を強めようとしている。こうした連

携をさらに進め、大学、短期大学、高校からの小･中学校への教員派遣、部活動等への支援、

社会教育分野のコミュニティカレッジや「（仮称）杉並・人づくり大学」への講師派遣など、

区民と区内の大学、短期大学との連携の分野は広い。今後の展開を期待したい。 
 
Ⅱ．子育て・子育ち支援と地域社会 

答申にあたって関係者に聞き取り調査したところ、求められている子育て・子育ちへの

支援は多岐にわたり、多様化している現状が見えてきた。それに対して、子育て・青少年・
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保健に関わる行政の関連部署がそれぞれ様々な取り組みをしていることもわかった。調査

の中で出された社会教育への期待としては、土・日曜日の育児関係講座の開催、親たちの

愚痴をこぼし合える居場所づくり、公園デビューできない親へのサポート、保健センター

や児童館と社会教育との連携、異世代間の交流、さらに中・高校生への支援のあり方、な

どがあった。それを踏まえた社会教育委員の会議の論議の中では、「今の子どもたちは他人

とのふれあいが少ないのではないか」という懸念も出て、あらためて子育て・子育ちを支

える地域のあり方に目を向ける必要性を感じた。 

 

１．地域における子育て支援をめぐって 

 放課後の児童の居場所という点では、杉並区はすでに各小学校区に公設公営の児童館を

配置し、息の長い取り組みを展開してきた。この児童館においては、児童厚生施設の範囲

を越え「ゆうキッズ」などの母親の子育て支援や、「地域子育てネットワーク事業」の事務

局を担うなど、地域の子育て支援の拠点としての役割を果たしつつある。 
 また、児童館主体の子育てシンポジウム、あるいは児童青少年センター（愛称 ゆう杉並）

の地域子育てネットワーク事業、区民自主事業、「ゆうライン」などの相談も行っており、

子育て分野の主要な役割を担っている。しかし、地域における多様な子育て支援をしてい

くためには、この児童館の活動だけで事が足りるわけではない。この役割をさらに拡げ・

地域に散在させる必要がある。 
子育て中の親を対象にした取り組みは、児童館以外にも数多くある。各地区の保健セン

ターが主体となって実施している母親学級、母親学級 OB 会、育児グループ、絵本の会、双

子の会など、さらに保育所、幼稚園、図書館をはじめ、各組織、グループ、サークルなど

が、幅広い活動を展開している。また、家庭学級など、子育て世代を対象にした、あるい

はニーズに応えた学習・交流の場づくりなどもあげられる。 

これらを個々の単発の取り組みとして捉えることもできるが、地域を拠点とした子育て

に関するネットワークへの参画や強化につながるチャンスであるとも捉えることができよ

う。たとえば、親や地域の大人たちが、家庭・学校・地域社会を問わず、子どもの教育や

その他様々な課題について語らい、学び合える身近な場づくりを実現していくことが期待

される。しかし、実際には「部外者」はほとんど関心を寄せず、地域に存在するグループ

やサークルにも参加せず、ほとんどの機会を利用しない人々も数多くいる。 
現代社会が抱える問題解決に沿うものであることを考えると、既存の活動者はもちろん、

新たなグループや NPO などとも協働することを徹底し、子育て中の当事者が多様な人々と

出会うチャンスとして豊かに参画できるよう、近隣の関係機関が相互に乗り入れたり、情

報の一覧を作成したりして、既存のしくみを活用しつつ子育て世代の参加や男性の参加を

促すなど、活性化を図るようにしたい。 
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２．地域における子育ち支援をめぐって 

杉並区においては、放課後を児童館で過ごす児童が地域や家庭の人たちが想像する以上

に多い。児童館では、幼児期の「ゆうキッズ」の取り組みから、「ゆう杉並」などの中・高

生の居場所、活動の場づくりまで、子どもたちの成長過程を長期間にわたり見守って、地

域の子育て支援に大きな役割を果たしている。そしてその中で育ってきた高校生・大学生

が区の「子ども・子育て将来構想懇談会」に参加するなどの成果も生まれている。今後さ

らに中・高生の参画を求め自主的な活動を進めるとともに、これを支える青年層のボラン

ティアの養成・支援なども大切になってきている。児童館や区の事業などで育てられた子

どもたちが、自分たちの後輩を育てる事業に積極的に関わることこそ世代をつなぐ「子育

て・子育ち」に役立つはずである。 
児童･生徒の居場所づくりが声高に叫ばれているこの時代、児童館の現場ではその必要性

を痛切に感じつつも、日常の仕事に追われている現実がある。しっかりした認識を持ち、

すでに各小学校区に配置された児童館の優位性を活用した施策を、地域とともに積極的に

展開することが最も必要である。 
国もさまざまな施策を展開しようとしている。たとえば、文部科学省は平成 16 年度から

放課後の児童･生徒の居場所づくりの新施策を展開しようとしている。3 ヵ年計画で、平成

16 年度には全国 4000 校を対象にしている。この事業では、学校は基本的には施設を提供す

るだけで、事業の運営主体はあくまでも地域の大人たちである。もちろんボランティア団

体やＮＰＯなどの活動が期待されるところだが、最近の地域による防犯、安全活動、ある

いは孤立する児童･生徒を地域で支える仕組みの一つとして、この事業を地域の大人たちで

展開するのが、もっとも望ましい。文部科学省のホームページには「高齢者、退職教員、

大学生、民生委員、保護司、PTA、社会教育団体関係者、スポーツクラブ指導員など地域の

人材を結集」とある。杉並の中で、地域の青年や大人たち、子どもを主人公にすべく、児

童館等とも連携したモデルケースが実現できれば、学校と家庭、地域を結ぶ、いい機会に

なるはずである。 

 

３．メディアへの接し方と社会教育 

児童･生徒をはじめ青少年とメディアの問題はこの時代見過ごすことはできない。インタ

ーネットや携帯電話の普及が著しい昨今、青少年を含めて様々な情報への直接的なアクセ

スができるようになってきている。そして情報の伝達発信や、それを利用した連携がすば

やく行えるようにもなっている。しかし、それらの情報の中には悪意のもの、虚偽のもの

も少なくない。また一方で情報メディアを活用するための正しい技術の習得も求められて

いる。一人一人が情報を見極める目や使い方（メディアリテラシー）の育成、さらに自ら

情報を発信できる力を育てることが、今、早急に社会教育に求められている。 

情報の見極めは、結局は子どもの人格形成すべてに関わる問題で、メディアリテラシー

という、なにか特殊な技術ですべて解決されることではないが、メディアに接する際の基



 -  - 10

礎的な知識は子どもの時から身につけておく必要がある。メディアに接する力を育てるこ

とによって、携帯電話やパソコンのインターネットによるホームページや、グループメー

ル、掲示板等の活用で、地域での情報の発信や共有が可能になる。 

現在、中・高校生の情報発信、表現活動という観点から「Ｃｅｄｒｅ（セドル）」などの

情報誌づくりが行われているが、地域密着型の情報交換の場がつくられれば、青少年をは

じめ、仕事の関係でなかなか地域に関われない人や、子育て中の母親、高齢者や障害者、

ひきこもりがちな人などの地域でのつながりの回復や孤立化の回避、さらに地域への主体

的な関わりに力を発揮していくものと考える。 

 

Ⅲ．スポーツ振興と地域コミュニティづくり 
杉並区のスポーツ振興は、健康で活力あるまちづくりを目指して、区民の一人ひとりが

それぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に合わせてスポーツに親しむことができる環境

づくりを目的とする。同時にスポーツが地域コミュニティづくりに役立つとの認識のもと

に、指導者育成、ネットワーク化推進を図る。杉並区スポーツ振興財団についての長期計

画は、平成 14 年 12 月に「『生涯スポーツのまち』杉並の創造に向けて」と題して提言され

たが、杉並区自体のスポーツ振興基本計画はまだ策定されていない。今回の答申では、社

会教育の立場からごくおおまかな方向について論議するが、区民の意見を聞きつつ早急に

基本計画をまとめて提示する必要がある。 

 

１．スポーツ実施率の目標 

 杉並区が平成 14 年 7 月に実施した「杉並区民意向調査」によると、杉並区民の週 1 回以

上の運動・スポーツ実施率は 21.7％で、内閣府が平成 15 年 10 月に実施した「体力・スポ

ーツに関する世論調査」における週 1 回以上の運動・スポーツ実施率 38.5%を大きく下回っ

ている。総理府の調査で最も回答の多かったウォーキングが、杉並調査の場合含まれてい

なかったことによるものと思われるが、より詳細な調査の必要がある。国は平成 12 年 9 月

に策定した「スポーツ振興基本計画」の中で、トップレベルの競技者の育成強化とともに、

成人の週 1 回以上のスポーツ実施率が 50%となることをめざすと目標を掲げている。杉並区

の場合も、2 人に 1 人は週 1 回以上の運動・スポーツ実施率の向上をめざして、さまざまな

施策を展開すべきであろう。 

 

２．実現のために必要な施策 

上記の目標を実現するために、スポーツ施設の整備、充実をはかることは当然だが、社

会教育の立場から特に推進すべき重点施策は次のとおりである。 

（１）スポーツ指導者やスポーツ・ボランティアの育成・活用システムの確立 

区民が気軽にスポーツを楽しむためには、施設や用具を管理し、手ほどきをする指導者

やスポーツ・ボランティアが必要である。まして子ども相手の場合はスポーツ指導者の存
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在は欠くことが出来ない。区民の多様な運動やスポーツニーズに応えるためには、技術指

導のみならず、クラブのマネジメントはもちろん、地域住民を巻き込んだスポーツイベン

トの開催など、スポーツ指導者の担うべき仕事は多い。このため高齢者や障害者を含め、

すべての区民のスポーツニーズに応えられるスポーツ指導者やスポーツ・ボランティアの

育成・活用システムを確立する。 
なかでも杉並区体育指導委員の果たす役割は大きい。地域のスポーツコーディネーター

として体育指導委員の活動支援やネットワークづくりをはかる。 

また、これからのスポーツ指導者のあるべき姿を十分に論議した上で、指導者育成講座

を展開する。一定のコースを履修したものにはなんらかの資格を与えて、外部指導者等に

積極的に登用するなど、育成・活用システムづくりを行う。 

（２）スポーツ NPO 等の民間団体の活動支援と行政との協働システムの構築 

運動・スポーツ活動の推進にあたっては、体育協会をはじめ既存の民間団体に加え、ス

ポーツ NPO やボランティア団体など、民間団体の活動支援や行政との連携が必要になる。        

このためスポーツ振興に関係するスポーツ NPO やボランティア団体などの活動支援体制

を整備し、総合型地域スポーツクラブの設立支援や運営、指導者の育成プログラムの展開

など、行政と協働してスポーツ振興を進めるシステムを構築する。 

（３）総合型地域スポーツクラブの創設支援 

現在、地域のスポーツクラブは通常、種目別、性別、年代別の少人数によって構成され

ている。これでは、ある特定の種目を行いたいというよりスポーツや運動を全般的に楽し

みたい人や月に 1～2 度程度、軽く運動したい人などは入りにくく、区民がいつでも気軽に

スポーツに親しむ姿になっていない。また、例えば、バドミントンを楽しんだ後、卓球台

が空いているのでちょっとやりたいと思っても、登録していないと利用できない、団体間

や世代間の交流がほとんどみられない、等の問題もみられる。そこで、現在あるスポーツ

クラブに加えて、初めてスポーツをする人も、障害者も含め、老若男女、スポーツを楽し

みたい人はだれでも利用できる総合型地域スポーツクラブの創設が望まれる。総合型地域

スポーツクラブは、単にスポーツ振興の立場のみならず、クラブを核にした地域起こし、

地域住民の融和、世代間の交流の場となる可能性がある。総合型地域スポーツクラブの創

設にあたっては、スポーツを文化として楽しみ、クラブライフを通じて地域力を強めてい

くような姿が望ましい。このようなクラブの創設はそれぞれの生活圏域の生活課題や特徴

に応じて創設されるべきである。 

杉並区内においては、例えば、中学校の学校施設開放事業から発展的にクラブ化した「向

陽スポーツ文化クラブ」や、上井草グラウンドを拠点としてラグビーを中心に展開してい

る「ワセダクラブ」等のようにすでに活動しているクラブのほかに、各学校開放事業の利

用者団体協議会や PTA を基盤とした活動や体育指導委員を中心とした取り組みなどが始

まっている。今後、さらに杉並区の特徴を生かした総合型地域スポーツクラブの創設支援

を行っていく。 
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注：総合型地域スポーツクラブ 

総合型地域スポーツクラブは、①老若男女のすべての区民が複数の種目を興味・関心や技能レベルに応じて楽しめる、

②活動拠点施設や交流の場となるクラブハウスがある、③質の高い指導者がいる、④自主財源を主とする自主的な運営

をする、等を特徴としている。 

総合型地域スポーツクラブとして活動することにより、①施設利用において現在、団体利用をする場合、種目別の小

人数のクラブが利用することが多く、コートが空いているのに他が使用できない状態が多くみられるが、多種目での利

用も含め、施設の効率的活用が可能となる、②ファミリーでの利用が容易になる、③登録においても種目別登録でない

ため、複数種目が楽しみやすくなる、④大人数クラブ化することでスポーツ・ボランティアの確保と活動の活性化が期

待される、⑤スポーツのみならず他の文化的活動を取り入れることで総合的な地域クラブへの発展が期待される、⑥地

域の老若男女がクラブとしてスポーツを語らい、スポーツ活動の空間や場を継続的、反復的に共有することでコミュニ

ティ形成に寄与する、⑦単一の自らの楽しみ集団から、自らがスクール、サークル、セミナーなどの事業を自立展開で

きる支援集団へと発展することで行政への政策提言を含め、パートナーシップを可能にする、などのより魅力的なスポ

ーツ環境づくり、コミュニティ形成に寄与するものと考えられる。 

国は、スポーツ振興基本計画において総合型地域スポーツクラブの創設を重点課題の一つとして位置づけており、

2010 年までに全国で 1 万ヶ所の設置をめざし、平成 7 年度よりモデル事業を展開している。文部科学省の調査によ

れば、平成 15 年 7 月現在、全国で 833 ヶ所が既に設置、あるいは設置準備状況にある。 

 

Ⅳ．区民や NPO などとの協働のあり方 
１．杉並区での NPO 支援の取り組み 
 杉並区では、平成 14 年に「杉並区 NPO・ボランティア活動及び協働の推進に関する条

例」を制定し、それを受けて「杉並区 NPO・ボランティア活動推進センター（愛称 NPO・

V プラザ杉並）」（以下、活動推進センター）が同年 10 月に立ち上がった。さらに「杉並区

NPO 支援基金」も発足するなど、NPO 支援の基本的なシステムと仕組みは、ある程度出

来上がっているといえる。活動推進センターの取り組みも、NPO やボランティアグループ

立ち上げのための講座、経理、財務、税金などの専門講座、コーディネーター研修、練馬・

豊島・杉並３区の共同セミナー、広報誌発行、HP 運営などのほか、さまざまな相談業務な

ど幅広い支援活動を展開している。 
 ただ、活動推進センターが組織的には杉並区社会福祉協議会の一部門になっているとい

う状況がある。もちろん福祉だけではなく区内のあらゆる分野の NPO、ボランティア活動

のセンターと位置付けられているが、真の意味での活動拠点に育つためには、組織的な再

編が求められる。平成 17 年を目途に NPO 化することが計画されており、将来へ向けての

改善が期待される。 
 一方、 杉並区 NPO 支援基金については、その資金を寄付に頼っているのが現状である

ため、援助の額にも限界があり、今後一層の拡充が求められている。同時に交付の手続き

などについても、公平と平等の原則にもとづいて、可能な限り簡便にすることが肝要であ

ろう。 
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２．NPO の活動における協働の課題 
 実際に活動している NPO に聞き取り調査をしたところによると、活動に必要な資金につ

いて徐々に充実してきているものの、活動する時点で必要な資金が、実際にはその活動が

終わって区など資金提供者への報告が終わってから、やっと提供されるという現実があっ

た。加えて活動には人件費がかかるにもかかわらず、その認識が区には乏しいとの問題も

強調されており、また、経常的な業務に必要な費用をどうやって確保していくか、という

ことが問題になっていた。そうした点で資金の援助のあり方に対する検討が必要といえる。

また NPO 自身の活動についての広報不足も共通の課題になっており、区報など区民向けの

広報紙・誌の利用に対する要望が強かった。 
 区の対応の問題点として特に強調しなければならないのが、NPO・ボランティア団体と

の協働に当たっての行政側の姿勢である。NPO が地元と協力してイベントを開催したり、

あるいは介護やホームヘルプできめの細かいサービスを展開したりする場合、行政への説

明および了解の取り付けに多くの時間と労力を割かなければならない現実がある。 
業務の実費以外に人件費が必要だということを、区の担当者になかなか理解してもらえ

なかったという例は、区側に NPO についての理解がきちんとなされていないことを物語っ

ており、NPO やボランティア団体にとって、関係部局の担当者の意識が大きな問題になっ

ている。その意味で杉並区が平成 16 年 7 月に公表した「すぎなみ協働ガイドライン」は、

事態を改善するきっかけになるものとして、重要な施策である。NPO などとの協働を着実

に進めるために、庁内横断的な専門組織「協働推進チーム」を立ち上げ、さらに協働に関

する職員研修の充実に努めて、理解の促進を図る、とうたわれている。また、協働事業提

案制度や協働推進委員会を新設して、協働事業の検討段階から評価までの総合的で具体的

な仕組みをつくる計画である。この「ガイドライン」が現場で適切に運用されるかどうか

によって、杉並区における協働の成否が左右されるであろう。 
 
３．NPO との協働に関する提言 
 以上の内容をふまえ、とりわけ社会教育行政と NPO の協働のあり方については、1998 

年の生涯学習審議会答申で強調されていたように、社会教育関係団体、民間教育事業者、

ボランティア団体に加え、NPO とのパートナーシップが必要とされ、その際とりわけ NPO
の教育的機能、すなわち市民への働きかけと学習機会の組織者として、社会に直接かかわ

る形での実践を通した学習の展開が期待されている。 
 そこでの社会教育行政の役割は、様々な機関、団体などとの連携・協力団体間のコーデ

ィネーターとして、従来の指導・助言から連携・支援への転換が求められているといえる。

先に述べたように、杉並区での NPO に対する行政からの支援などについての制度的な枠組

みはある程度作られ、さらに NPO との協働ガイドラインが公表された中で、中身をどう充

実させていくかが今後の課題である。それらの点をふまえながら、社会教育の分野での NPO
と行政との協働のあり方の基本的方向について、以下提言する。 
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（１）社会教育・スポーツ活動への支援と協働 
 主として学習・文化あるいはスポーツの支援に関する取り組みを行っている NPO に対し

て支援や援助を行う。その際に従来の社会教育関係団体との関係が問われるため、まずは

その関係をきちんと整理する。それをふまえて、公共的な課題を担っている NPO に対して

はできるだけ広く援助を行うようにするとともに、共同企画や共催等の形態で 事業を展

開していくことも必要である。現在、「すぎなみコミュニティカレッジ」等が実践されてい

るが、プロポーサル方式による機会づくりをすすめるだけでなく、講座の講師や助言者と

して NPO からの協力を仰ぐことや、社会教育事業推進委員が事業提案団体との連携を深め

調整機能を果たすことなども考えられる。 
 なお社会教育施設の運営に関しても NPO との協働が可能性として考えられるが、その際

は、行政の責任の範囲を明確にして、特に人材の下請けにならないよう注意が必要である。 
（２）人材育成を通した支援 
 NPO の活動を担うべき人材の育成に関しては、例えば推進センターや関連部局などと協

働する形で NPO の運営等に関する各種の専門的な講座や研修等を開催したり、社会教育の

推進に関する蓄積から助言することを通して、NPO 活動を支える人材を育成し、NPO 活

動を活性化するための支援を行う。 
（３）コーディネートと相談・情報提供 
 NPO などの市民活動に関心のある人たちの思いを実際の活動につなげていくため、市民

と NPO との間に入ってコーディネート的な役割を果たす仕組みが必要である。例えば、社

会教育関係の講座等修了後に地域で具体的な活動を展開していきたいという市民に対して

は、ボランティアからさらに NPO への参加や組織化といった流れで働きかけを行っていく

ことや、個別の相談、情報提供等を行っていく。また、活動の中から出てくる新たな学習

要求に敏感に反応し、フォローのための学習の機会をつくるなど、活動を発展･進化させて

いくことも必要である。 
 

注：NPO（Non Profit Organization） 
NPO とは、1995 年の阪神大震災をきっかけに公益性をもつ市民活動団体への着目と法制化を求める世論の高まりを

受けて、1998 年に特定非営利活動促進法（略称 NPO 法）が成立し、そこで「ボランティア活動をはじめとする市民が

行う自由な社会教育貢献活動」を推進し「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的」とした団体であ

る。そこでは、法人格をもたない公益的な事業を行っているボランティア団体も含め、様々な形態と活動が存在する。

共通するのは社会的に有用な労働を創出する活動あるいは公共部門に準ずる公益的な活動を行うことである。ただ日本

の場合は財政的規模が小さいため、公的支援の期待が大きく、それが行政との協働の課題に繋がっていく。 

 NPO 法の規定に沿って法人格を取得した NPO は、平成 15 年度末、全国で 1 万 6 千団体を超えている。杉並区では

143 団体が認証を受けている。それ以外の市民活動やボランティア活動として取り組んでいる団体も含めると、その数

はさら増える。こうした団体の主な活動分野は保健福祉、まちづくり、子ども育成、社会教育、スポーツ、環境問題な

どである。これらはいずれも人々の暮らしに密接に結びついた分野であるため、生活課題解決をめざす行政との協働関
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係が求められている。 

 
Ⅴ．新たな地域づくりのかなめとして 
１．総合的な人材育成のシステムづくりに向けて 
 どの提言においても、共通に取り上げられていたのが、人材の育成・確保という課題で

あり、それはつまり、さまざまな取り組みの成否は結局のところ人の問題にかかっている

ことを意味している。 
 すなわち①地域と学校との連携においては、地域の人材発掘を通した学校教育コーディ

ネーターおよび学校サポーターの養成が不可欠であり、そこでは地域と学校をつなげる上

での幅広い知見と実践力が必要とされる。また②子育て・子育ち支援においては、行政機

関および地域の様々な団体、個人とのつながりを生かしたより総合的な力量が求められて

くることになる。さらに③スポーツの振興においては、スポーツ指導者やボランティアと

して具体的なスポーツ活動への援助・指導およびスポーツクラブの運営の支援に加え、ス

ポーツ活動支援を通して地域づくりへつなげていくといった、専門指導者およびコーディ

ネーターが要請されてくる。そして④区民や NPO との協働においては、NPO の経営と活

動そのものの推進と合わせて行政との協働を進めていくコネクター（連結者）として、各

行政部局の事情にも精通し互いの連携協力のあり方を主体的に構築できる力量が求められ

てくるのである。 
 以上のような広範な領域にわたる人材育成をどう進めていくかが、社会教育行政に具体

的に問われてくるわけであるが、そこで期待されるのが「すぎなみコミュニティカレッジ」

の取り組みである。これまでこのカレッジでは、「学校サポートのコツ」「居場所づくりプ

ロジェクト・サポーター育成」「子育てアドバイザー養成講座」「子育て支援ボランティア

養成講座」などの人材育成に関する事業を行ってきた。杉並区はコミュニティカレッジの

人材育成分野を拡充して、新たに地域活動に必要な人材を育成するという目的で「（仮称）

杉並・人づくり大学」構想を展開しようとしている。この取り組みと有機的に連携しあい

ながら、社会教育事業推進委員会（通称・車座委員会）が関わる形で、具体的な人材育成

プログラムづくりに着手していく。 
今後求められる人材育成プログラムは、それぞれの分野においてより実践的な力量を高

めるため、専門家などによる講座だけでなく、実際の活動を想定したワークショップや話

し合い、さらには実習・見学なども織り込むことが必要である。またこうしたプログラム

の展開にあたっては、参加者の問題関心やこれまでの経験にもとづいて、学習者が主体的

に参加でき、学習者相互の問題意識を高めあえるような配慮と運営が要請されてくる。 
 人材育成は「すぎなみコミュニティカレッジ」や「（仮称）杉並・人づくり大学」だけに

とどまらない。今後は多様な人材育成の課題に応える視点に沿った取り組みを広範に展開

していくことが求められるだろう。 
 それと同時に、地域の人材を発掘していくという点から、社会教育行政のもつ地域的ネ



 -  - 16

ットワークと情報を活用して、講座などへの参加を呼びかけ、学習の組織化を促していく

ことが社会教育行政には問われるだろう。人の目を引く広報はもちろんのこと、学習相談

等を通して退職者も含め、多くの人々に学習への参加を呼びかける働きかけが必要で、そ

の際に社会教育職員の専門的役割が求められてくる。 
 
２．新たな地域づくりの推進力を求めて 
（１）個人発の活動の場 

これからの地域づくりをすすめていくためには、個人発で何かやりたい人が提案できる

システムや、具体的な活動の場の提供、そしてそれを相互につないでいくことなど、ニー

ズのある人への参画型の環境づくりを進めることが求められている。とりわけ子ども・青

少年自身によるこのような取り組みが重要である。情報化時代だからこそ、手作りで、ま

さに五感で触れ合うネットワークの復活のために、自由にニーズを出せる場、意欲のある

人が活躍できる場を、より地域密着型で多く提供していくことが期待される。 
例えば、地域の子どもたちとの関わりでいえば、自らの趣味や特技を生かして地域の小･

中学校で「土曜日学校」を開講したり、逆に小･中学生の要望に応えて専門的な力量を持っ

た人に参画してもらったり、中・高校生に対して、地域の高齢者や障害者へのボランティ

ア活動につながる講座への参加を呼びかけるなどが考えられる。 

この方式について「（仮称）杉並・地域参加情報サイト」には「この指とまれ！サイト」

も準備され、その実現が期待されるが、例えば学校や学校区など、一定の範囲で顔見知り

になれるコミュニティづくりのあり方を構想したり、試みたりできるようにすすめること

も方法になろう。 

（２）地域コーディネーター集団 
 子育て中の親を対象にした社会教育活動が数多くあることは前述した。問題はそれぞれ

の機関なりグループ、サークルの活動が、十分に連携を取り合っていないことである。し

たがってさまざまな要求を満たすはずの数多くのイベント情報が、ばらばらに存在するた

め、利用する側は各機関にいちいち問い合わせるなど、効率の悪い姿になっている現実が

ある。地域と学校の新しい関係の模索が始まり、さらに治安や防災などを通じて新しい地

域社会の創生を予感させる動きも始まっている。地域に存在するさまざまな機関や団体・

グループ、あるいは住民の力を十分に引き出すためには、何らかの仕組みが必要な段階に

来ている。その中でさまざまなイベントも連携を取り合える形になる。 
 たとえば、地域の多様な行事・活動や人材を良く知っている人物が地域コーディネータ

ーとして、地域住民や行政の各部署に存在している問題を拾い上げ、解決に向けて積極的

に働きかけるといった仕組みが出来れば理想的であろう。ただ現実には、町内会や NPO・

ボランティア団体など、地域のさまざまな考え方を束ねていける能力を持つ地域コーディ

ネーターは、なかなか存在しない。その育成も簡単なことではない。 
 そこで、当面は地域のさまざまなネットワークの関係者などの中で、コーディネーター



 -  - 17

的な動きが出来る数人で集団を作り、その集団が地域に密着しながら地元のさまざまな問

題を解決する。集団で地域コーディネーターとしての役割を果たす仕組みを提言したい。 

集団は、地域で活動している町会長や役員をはじめ、青少年委員・民生委員・学校評議員、

学校教育コーディネーター・地域ボランティア・NPO などの中の人材で構成されることが

想定されるが、それらの団体･組織と常時連絡を取り合い、新しい地域社会の創生に向けて

主導的な役割を果たす。 
 特に地域の子どもを育てることに重点を置いて、この集団のリーダーシップのもとに、

児童･生徒を対象にした地域学習のプログラム、たとえば総合的学習・体験学習や土曜日学

校の運営、地域での子どもの居場所づくり、地域のイベントの企画・運営などを展開する。

さらに、地域と家庭の教育力強化につながるよう、この集団を中心にして、親や大人を対

象にした社会教育プログラムの実施、学校を支援するプロジェクトの推進、総合型地域ス

ポーツクラブづくりと運営などの企画を打ち出していく。 
今後、地域コーディネーター集団の主導のもとで新しい地域社会の創造を目指すにして

も、社会教育は常に必要な人材育成を図っていかなければならない。そこに住んでいる人

それぞれが、現場で問題解決に取り組みながら知識や経験を積み重ねる。その中で地域づ

くりに関わっていく。そんな姿こそが、この時代の社会教育の目標ではないだろうか。 

 

以上 
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１５杉教社発第２５３号 
平成１５年 ７月２３日 

杉並区社会教育委員の会議 
  議 長  香 月 浩 之 様 

杉並区教育委員会     
教育長 納 冨 善 朗  

 
      杉並区における社会教育・スポーツ施策の 
      方向性と目標について （諮問） 
 
社会教育法第１７条第１項第２号に基づき、下記の事項について諮問します。 
 

記 
１．諮問事項 

杉並区における社会教育・スポーツ施策の方向性と目標について 
２．答申時期 
  平成１６年８月 
３．諮問理由 
  現在、社会教育を巡る状況は大きく変化し、社会教育行政には新たな役割

が求められてきています。主なものとしては、教育課程の変更や学校完全週

５日制の実施などにともない、地域と学校のより緊密な連携をどう進めるか、

杉並区自治基本条例の趣旨にもある、地域社会の課題解決を図るための区民

や NPO 等との協働のしくみやそれを担う地域人材育成などにどう取り組む

か、子育てや青少年の問題行動などに関連して家庭教育などをどう支援して

いくか、また、スポーツの分野でも、様々な年齢の人が複数のスポーツに親

しむことにより地域のコミュニティづくりにつなげていこうという総合型地

域スポーツクラブをどう捉え、展開していくかなどがあります。 
こうした状況のもと、昨年度杉並区教育委員会は緊急に取り組むべき施策と

して「教育改革アクションプラン」を作成し実施しているところです。しかし、

今回、改めて長期的視点から、社会教育に求められている役割を整理し、杉並

区の社会教育・スポーツ施策の方向性を明確にしたうえで、体系化し区民に分

かりやすく提示したいと考えています。 
このような観点から、杉並区における社会教育・スポーツ施策の基本となる

べき柱をまとめていただき、その方向性と具体的目標について、ご答申くださ

いますようお願いいたします。 
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検  討  経  過  の  概  要 

   

定例会

回 数 
開催年月日 項          目 

第３回 H15.7.23 
・教育委員会からの諮問について「杉並区における社

会教育・スポーツ施策の方向性と目標について」 

第４回 H15.8.21 ・諮問事項の検討（検討部会の内容及び分担について）

第５回 H15.10.6 

・調査研究内容の報告・協議 

（１）学校と地域とのより密接な連携 

 （２）スポーツ振興と地域のコミュニティづくり 

 （３）その他の部会の進捗状況 

第６回 H15.11.17 

・調査研究内容の報告・協議 

（１）区民やＮＰＯとの協働 

（２）子育てや青少年問題と家庭教育 

（３）その他の部会の進捗状況 

第７回 H15.12.22 ・各部会からの報告を受けての全体討議 

第８回 H16.1.27 ・各部会からの報告を受けての全体討議 

第９回 H16.2.23 ・各部会からの報告を受けての全体討議 

第 10 回 H16.3.15 ・中間のまとめ（案）について 

第 11 回 H16.4.26 ・諮問事項の検討（本答申に向けて） 

第 12 回 H16.5.31 

・社会教育関係団体への補助金交付について 

・諮問事項について（各部会からの補足報告を受けて

の全体討議） 

第 13 回 H16.6.28 ・諮問事項の検討（本答申たたき台をもとに） 

第 14 回 H16.7.26 ・諮問事項の検討（本答申未定稿をもとに） 

第 15 回 H16.8.31 ・答申文案のまとめ 
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第８期杉並区社会教育委員名簿 

 

  

区  分 
氏        名 

（現       職） 
備     考 

 宮   絢子 

 （区立富士見丘小学校長） 
  

学校教育関係者 

（校長会の推薦による者） 

(規則第２条第１項該当)  内田  和博 

 （都立杉並総合高校長） 
  

 石井  功樹   

 小杉 とし子   

 三宅  晴久   

社会教育関係者及び家庭

教育の向上に資する活動を

行う区民のうち公募による者 

（規則第２条第２項該当） 

 玉利  明義 副議長 

 小林  繁 

 （明治大学教授） 
  

 松尾  哲矢 

 （立教大学教授） 
  

学識経験者 

（教育委員会の依頼による

者） 

(規則第２条第３項該当) 
 香月  浩之 

 （元帝京大学教授） 
議 長 

 


