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平成３０年度 第３回北九州市社会教育委員会議 会議録（要旨） 

 

１ 日 時 平成 31 年 1月 30 日（水）10:00～12:00 

 

２ 場 所 北九州市役所本庁舎３階 特Ｂ会議室 

 

３ 出席者 委 員 大島議長 他 13 名 

      事務局 市民文化スポーツ局長久保山 他 9 名 

 

４ 議題、議事の概要 

（１）市民文化スポーツ局長あいさつ 

（２）社会的背景の振り返りによる、現「北九州市生涯学習推進計画」の課題整理や 

次期計画に向けての意見について 

（３）その他報告 

 

５ 主な質疑応答、意見等 

議題) 社会的背景の振り返りによる、現「北九州市生涯学習推進計画」の課題整理や

次期計画に向けての意見について 

 

議 長:資料１の説明で、ＳＤＧｓにどういう視点が持続可能な地域づくりにつなが

るかなど幾つかのキーワードがあった。やはり長い人生、いかに健康寿命を延

ばして豊かに生きるかということも、一つの大事なキーワードと思う。個人が

豊かで幸せに生きるためには、それを取り囲む地域社会がつながっているこ

とが大事である。 

 

委 員：人生 100 年という時代の中にあって、独居老人が増えている。健康寿命の

問題もある。家や施設から外出しない者をコミュニティでどのように見守っ

ていくのか。いろいろな生涯学習のプログラムにどのように参加していただ

くのか。「高齢者の地域活動への参加促進」を今後、どのように具体的に進め

ていけばいいか。 

 

議 長：多様な高齢者の人生の学びという視点で、どのようにサポートできるか。

ここは生涯学習という「学び」が一つのキーワードだが全てが解決できること

ではないので、福祉行政との連携は大事である。関係部局との連携推進はその

意味でも挙がっているのではないかと思う。 

次期計画にはそういうきめ細かな方々も取りこぼさないような視点を入れ

ていくのは大事だし、そのための連携・推進というのも大事である。子どもも

教育的な面も大事だが、家庭が抱えている問題を考えたら、福祉行政との連携

は欠かせない。 

 

事務局：高齢者のためのサロンや認知症の予防のための教室を市民センターに校区

の社会福祉協議会を中心に取組んでいる。社会福祉協議会が校区ごとに福祉

協力員を任命し、町内での福祉の見守りをしている。 
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また、福祉協力員からの相談を受けて、いろいろな社会資源に結び付ける地

域支援コーディネーターを全区で16人配置し解決を図っていこうとしている。 

昨年度から、国は、まちづくり協議会とか、校区の社会福祉協議会という地

域の母体の中で、いかにいろいろな関係者がつながって地域の課題を解決し

ていくのか、そういった協議体づくりの構築を目指して動いている。 

本市においても、「校区の作戦会議」と銘打ち、地域の福祉的な課題を解決

する議論の場、あるいは人がつながる場を作ろうと各校区に赴いて協力のお

願いをしている。 

男性が会社勤めのあとに地域につながらないことが多く、保健福祉局も市

民文化スポーツ局と連携して、生涯学習の観点から、いかに福祉につなげてい

くかは大きな課題であると思う。 

 

議 長：参加する者としての学習者という視点もあるが、もう一方で、ボランティ

アとか、人を支える立場の学びもあると思う。社会貢献ができる高齢者の方は、

何らかの形で関わっていくという視点も、ここの「地域活動への参加」にはあ

る。今、説明の中では、「ボランティアの育成」も、次期計画の中で非常に大

事な視点であろうと感じた。 

 

委 員：参加する方は大体決まっていて出てこない人は出てこないが、何とか出て

いきたいという方の意見に対応する施策がいかにできるのかだと思う。 

 今の若い人たちに関心がなければ、何も変わっていかないし、良い世の中に

はなっていかないのではないかと思う。日本が大好きでないと、北九州市も大

好きになれない。そういう人たちを増やしていくということが、一番根本にあ

るのかなと思う。 

 

委 員：大学がＵＲと連携協定を結び、学生をＵＲの団地に住まわせ、団地に住ん

でいる高齢者とともに、コミュニティ活性化に向けた活動を３年ばかり行っ

ている。 

ラジオ体操後に周辺を1時間ばかり散歩する中で、高齢者が学生と話をし、

学生は高齢者が抱えている独居で不安だというような話を聞いて、社会的な

課題に実感を持って体験することができている。 

古本の交換市では、それまで参加したことのない独居の男性が参加した。 

いろいろ工夫していくと、つながりはできるのではないかと思っている。 

 

委 員：今の高齢者はいろいろなものにあふれて育っているので多様なものをした

い。北九州市は市民センターがいろいろな所と連携を取って、いろいろな事業

をしているが、内容や取組み方を変えていかないといけない。 

その努力は公的な人たちを含めて、私たちもすべきではないかと地域の方

たちと話し合っている最中だ。 

行きたいという人が、かなりいるという現実が市民アンケート調査には出

ている。 

 

議 長：多様なニーズにいかに対応し、工夫し、きっかけを作っていく仕組みとか、

広報とかが大切というのが１つ。これはある意味、個々人の学びとか生き方を
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支えるということ。 

もう１つ、個人はそれほどやりたいとはすぐには思っていなくても、社会に

とって必要な学び、環境とか貧困とかは個人に回り回ってつながっていく。だ

から、社会の必要課題に応えるために、地域みんなで考え、取り組んでいく、

つながる必要もある。次期計画もこの２つの局面で考えていかないと。 

個人の要望に応えることは、ネットなど便利なものを使えれば、家庭で学び

ができる時代である。そこまで含めた支援もあるが、もう一方、地域社会で人

がどうつながるかが、中教審の答申にある地域のつながり、絆、ネットワーク

型行政の課題、この２つが今見えてきた。 

 

委 員：資料１について災害に対する認識、災害に対する連携は、盛り込まれてい

るのか。もしくは、社会教育の中では災害に対しては盛り込む必要はないのか。 

 

事務局：災害に対する教育は、現在の計画では施策２「市民一人ひとりに対する多

様な学習機会の充実」の中に、多様な学習機会という観点から、災害教育の取

組みを取り入れている。 

防災という観点をご指摘いただいたが、それが回り回って地域づくりにつ

ながっていく点からも、生涯学習につながっていくものと感じている。 

 

議 長：防災の点は、施策２に入っているとはいえ、３とか４とか、いろいろなと

ころにまたがっている。これをテーマにみんなが一緒にすることによって地

域の関係者がつながっていく、体制ができていくことにもつながる。大事なテ

ーマと思う。 

 

委 員：今回提案されたＳＤＧｓが、生涯学習推進計画の基調として大事だと感じ

ている。「市民が楽しみながら自ら学び活動して」とあるものをどういう形で

保障していくのか。その環境づくりをどうするかが大切ではないか。ＳＤＧｓ

の考え方をそれぞれの利害関係者が、他の目標に対してもつながっていくこ

とが一番大事である。 

施策３の学んだ成果を活かす仕組みという提案があったが、行政はさまざ

まなモデル事業をするが、自立して継続できる成果をチェックすることでい

ろいろな団体に広がる。モデル事業の取り上げ方もぜひ検討していただきた

い。 

シビックプライドの醸成にしても、生活困窮などで参加できず、シビックプ

ライドを持ちたくても持てない子どもたちのそれぞれの置かれた場所で考え

ていくということが大切ではないか。 

最後に１点、ＳＤＧｓ、生涯学習に関する社会のところで、あくまで例だが、

①高齢者雇用の促進、②市民活動等の支援とあるが、障害者の雇用を入れてい

ただければとお願いする。 

 

事務局：現在の生涯学習推進計画の中でつながっていく例としては、施策５「学校

教育や家庭教育への支援や学校、家庭・地域の連携強化」で、主に教育委員会

と市長事務部局の施策を連携している。 
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議 長：生涯学習自体が複合的なテーマで、生活のあらゆる場面に関わる学びと人

生の時間軸である。小さい子どもからお年寄りまで、学習で関わる部分なので、

多岐にわたりながらも関係部局は限られてくると思う。ＳＤＧｓも 17の大き

なテーマの下にある。いろいろなところが関わり合いながら、つながり合って

いるテーマも非常に多いので、整理をしながら、それぞれ役割分担と連携とい

うことが大事だと思う。 

 

委 員：高齢者の社会参加について、現役で仕事をしていた方が高齢者になって急

に地域に参加・協力してくれる方は多くない。現役の方がいかに現役中に社会

参加ができているかどうかというのは、非常に大きなことなのではないか。仕

事が終わり、次に何をしようかとその時点で考えてもかなり遅い感じがする。 

ライフステージをどうしていくかは学校教育なり社会教育の中で働き掛け

ていくというのが、非常に大事ではないかと感じている。 

その地域によって状況は違うと思うが、地域の中で対策をどうしていくか

考えさせることを市のほうから、いろいろな課題がたくさん出てきていると

指導をしてもらうことも大事かと思う。 

 

委 員：子どもたちに、子ども会に入ろうと言えば、子どもだけではなく、子ども

の親が子ども会の行事、校区の行事、いろいろな行事についてくる。その親た

ちが、必然的に校区のいろいろな行事に加勢をし、どんどん校区に出てきても

らう。実際はまだまだ少ない。子ども会であったりＰＴＡであったり、子ども

を中心に親を取り込む、早く地域デビューさせることが大事なのではないか

と思う。 

学校から子ども会という言葉を出してもらい、子ども会に対する認識をも

う少し深めてもらいたいと思っている。子育て日本一を目指す北九州市であ

るので、大きな社会貢献になると思う。 

 

委 員：私の幼稚園はＵＲ徳力団地にあり、高齢者は増えていると地域の連合会の

方が言われた。一戸建てに移ったが子どもが育ったので、徳力団地に帰ってく

る人が多いのだそうだ。徳力団地は、モノレールの真ん中なので便利がいいと

いうことと、75 歳を過ぎたらＵＲが便利で良いとのことで、徳力団地に関し

ては高齢者で充足している。 

 

委 員：本校では、地域の敬老祭や校区の運動会には子どもたちはたくさん参加す

るが、子ども会のスポーツ大会があるから、参加しようと話すことはないし、

実際、幾つ子ども会があるのかということも把握できていない。 

要望があれば学校でも取り組んでいけるが、実際はどうなのかという不安

もある。 

 

委 員：地域の力を出せるような、ボランティア養成の講座があったら、もう少し

地域に出やすい方も出てくるかと思う。 

中学校としては、キャリア教育や環境教育で地域の力が、今から必要と思う。

北九州市はこんなすごい方がいると学校に呼んでお話をしていただけるシス

テムもできたら、もっとシビックプライドにもつながるのではないかと思う。 
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市民センターは、今から社会がどんどん変わっていくので、ニーズをどんど

ん取り入れたような講義とか講座とかをつくっていかなければいけない。 

市民センターでできなければ、中学校校区とか、区とかで内容の濃い講座も

広げていくと、また参加率も高まるし、人の幅も広がっていくのではないかと

思う。 

生涯学習を必修みたいな感じで勉強させていくのも大事かと。それで出て

いくチャンスにもなるのではないかと思った。 

 

委 員：ＰＴＡの立場から、今、子どもたちを取り巻く環境がすごく変化してきて、

不登校の子が増えている。フォーラムに参加した時に多様化とか多様性とよ

く言われるが、一人一人の子どもをゆっくり見て、その子の個性を伸ばす教育

をしてほしいと言われた。 

地域の方は、子ども一人一人を見ていただけるためにスクールヘルパーな

どでまわっていただき、１つの所にいられない子は、外に出ていたら声掛けし

て、図書館など場所を変えたりしていただければ、高齢者の方の居場所にもな

るし、子どもの安心な生活の一部となるのではないかと思う。 

 

委 員：学校でも子どもたちと向き合う時間をたくさん取ろうといろいろな工夫を

している。いろいろな学習の時間に違う先生に入ってもらい少人数で見たり、

習熟度別とかで見たりしている。とにかく子どもたちに活躍する場をたくさ

ん持たせようとしている。 

本校ではブックヘルパー、安全のヘルパーがたくさん来ている。知っている

保護者がほとんどなので、休み時間なども運動場を見守ってくれ、よく子ども

と話しをしてくれたりとか、学校の先生になかなか言えないことでも、話をし

てもらっている。 

 

事務局：生涯学習総合センターは、市民センターや地域で活動する人材を育てよう

という観点から、直接市民を対象に実施している市民カレッジがある。 

地域で活動する人のための講座は、地域力アップセミナーや社会教育・生涯

学習基礎講座がある。この講座を受けて卒業した方が市民センターの館長や

職員になったり、中には自治会活動とか、ＮＰＯ活動とかにつながる方もいる。

これが市民センターで行う生涯学習講座につながっていければいいと思う。 

それから、ボランティア養成講座もやっていて、卒業した方は、主に生涯学

習総合センターの施設ボランティアをされているが、市内のいろいろなボラ

ンティア活動を紹介させていただいている。 

生涯学習総合センターでは年に１回、７区全体の市民センターとか、区のコ

ミュニティ支援課を通じて、いい事例を紹介してもらい、各市民センターに広

がっていくよう、いろいろ工夫をしているところだ。 

 

委 員：市政だよりが月２回、市民センターだよりは月１回来る。その月の行事予

定表が書いてあり、町内の方は、予定は分かる。それに参加する人、参加しな

い人はいるが、講座に目を向けてもらうことが一番大変だと思っている。 

チラシが市民センターに何十枚も置いてあり、しなびていて、ほとんど誰も

見ないような状態になっている。しかも、それが各部署から来るので、どんど
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ん積み重ねられていき、たまったまま回収されるのはいかがなものかと思う。 

 

議 長：学生にチラシをみんなの前で見せたり、みんなに配っても、あまり反応が

ない。でも、個別に「あなた、これがいいと思うから行ってみない？」という

と、割と「行きたいと思います。」ということになる。もう一押しの何かが介

在し、つなぐ工夫があると、だいぶ違ってきたりするのかなと。これからもい

ろいろな方法で探ることは大事だと思う。 

 

委 員：先ほどから話に出ている、学校を取り巻く環境の変化だが、情報化社会に

なって、小学校や中学校ではタブレットを使った教育などされているのか。 

 

委 員：学校にタブレットの教育を進めていこうと、広がってきている。そういう

教育を進めるために、情報処理とか、情報関係のマナーとかの勉強はこれから

大事になってくるのではないかと思っている。 

 

事務局：教育委員会の取組みとして、全国的にタブレットを導入した授業が展開さ

れている。北九州市も、それに対応するために、段階的にタブレットを入れて

いきたい。タブレットを導入したＩＣＴを活用した授業という変革になって

いく。 

 

委 員：教育の場面で使うのは、今からの子どもにとっては大事なこと、効果的で、

学習の効果もどんどん上がっていくと思うが、教育現場で困ったようなこと

はないのか。大人も子どもも一緒に学べるような体制ができればと思ってい

る。 

 

議 長：いろいろな所でトラブルも報告されているし、親世代がなかったことが今

起こっているので、予測して対応というよりも、いつも後手後手になる課題で

ある。家庭でのルールづくりとか、あるいは親世代もきちんと学んでいこうと

いうことが言われているが、学校教育はもちろんだが、社会教育も情報をよく

しようというのは大事なテーマでもあると思う。 

 

委 員：高齢者の地域活動に参加してほしいということで、ボランティアの育成等

があったが、これから高齢化社会になっていくが、実際のところ、まず育成が

かなり難しいと思う。ＰＴＡに来て顔見知りになって、子ども会に入れて、そ

れからまた地域のことも行事とかある程度はうまくいくが、５年くらいで人

が変わるので、結構厳しい状況である。 

この生涯学習で何かいい案があればと思う。いろいろな事業を行うにあた

って、ネーミングが難しいのではないか。特に、小学生・中学生の保護者等に

分かりやすい言葉にするなども、考えていただければと思っている。 

 

議 長：ＰＴＡ等、社会教育関係団体等の運営の見直しは、いろいろな組織が時代

に合わなくなり、これだけお母さんも働いている人が増えてきている中で、子

ども会の役員とか、ＰＴＡ役員の仕事の中身が、それほど問われないとか、負

担感が増しているとかで、団体の運営の見直しは、今後必要とは思う。ここで
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また１つ、課題を頂いた。 

それと、現役世代の社会参加のことは「働き方改革」とか、「ワークライフ

バランス」がなかなか進んでいない状況では、いくら地域で必要であっても、

気持ちはあっても現状は厳しくて無理だということもある。確かにいきなり

退職してから「今から何する」ではなく、「人生 100 年時代」になったら、仕

事が終わったあとも何十年もある。そこには新たな雇用も入ってくるだろう

が、どういうふうに過ごすのかは、現役世代も、これからは男性も女性もいろ

いろ考えていく時代だと思う。そういう新たな問題も提起していただいた。 

 

委 員：出席されている方は、今の社会教育にはこういうことが大切だと思ってい

るし、責任感を持って、みんなのために、社会のために何かをしたい、何かし

なければいけないという、そういう気持ちを持っていると思う。 

そういう気持ちを持っている人が、次々に生まれてくるような土壌を育て

ていかないといけない。子どもたちが育ってくる地盤をきちんと見直すとい

うことも必要ではないか。 

個人情報保護法によって、いろいろなことの個人、地域の方、子どもたちの

情報がもらえなくなって、どうやって助けるのかということにもなる。少し行

き過ぎた個人主義というか、何かそういうものに走りすぎた面あると思う。 

 

議 長：だからこそ、つながりをつくるとか、絆を強化していこうということが、

新たなテーマとして挙がってきているのだと思う。 

国民の意識調査では、大体６割～７割は地域のために何かしたいという気

持ちは持っている。それを実際に行動に移している人は１割～２割しかいな

い。このギャップを、志をいかに行動につなげていく仕組みとかきっかけをつ

くっていくかというところと、そうではない残りの人たちをいかに巻き込ん

でいくかというあたりも課題になってくると思う。 

今日、出た意見も含めて、事務局でまとめていただきたい。 

 


