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会議の結果 

件   名 平成28年度第5回社会教育委員会議定例会（研修会） 

日   時 

平成29年1月27日（金曜日） 

(1)和歌山県公民館連絡協議会研修会  午前9時30分～午前11時 

(2)社会教育委員会議研修会      午後1時～午後3時 

場   所 

(1)国民宿舎 紀州路みなべ 

(2)中部公民館 

出 席 者 

○社会教育委員 

(1)久保議長、谷本委員、加藤委員、三宅委員、近藤委員、西川委員、松場委員、庄司委員 

                        計8名 

(2)久保議長、谷本委員、近藤委員、西川委員、松場委員、庄司委員         計5名 

（欠席）高垣副議長、中本委員、尾崎委員、榎本委員、九鬼委員 

○職員 

（生涯学習課）杉若課長、北尾生涯学習推進係長、岡本主査            計3名 

(1)和歌山県公民館連絡協議会研修会 

 講演：「自治の担い手と支え手が育つ～飯田型公民館の活動から～」 

 講師：長野県飯田市公民館 副館長  木下 巨一 氏 

 

 1 自治の原点「公民館」 

 2 飯田型公民館の特徴 

 3 自治の担い手が育つ 

 4 自治の支え手が育つ 

 5 次世代を育てる 

 6 おわりに 

 

(2)社会教育委員会議研修会 ＜講師：長野県飯田市公民館 副館長  木下 巨一 氏＞ 

 午前中の研修会を受けて、意見交換を中心に研修会を実施。 

1.久保議長 挨拶 

  木下様、本日はありがとうございます。社会教育委員として3年前から飯田市

に視察に行きたいと考えていましたが、現実的にはならず、今回、お越しいただ

けるということで、こういう形となりました。社会教育委員会議では公民館を重

要視していまして、社会教育委員と公民館の繋がりなども考えながら会議を進め

てきました。飯田市の公民館活動が活発であることは以前から聞いておりまして、

今日はいろいろな質問も出るかと思いますが、教えていただきたいと思います。 

 

2.自己紹介 

 

3.意見交換  （公民館長…館長、公民館主事…主事と表記） 

[谷本委員] 

 田辺市では30代から50代の参画が少ないと考えている。飯田市は多いと聞いたがその辺りの違いは何ですか。 

[木下氏] 

 中山間地域の公民館は若手を育てる場として捉えています。まず消防団に入り、次は公民館、自治会といった

形で人が育っていき、地域の中で自分が何かの役割を持つというプロセスの中に公民館がある。市職員も仕事以

外で公民館の役員をしている人が多いので、市職員の公民館への理解も高い。仕事以外で公民館に関わることで

世間が広がりますし、役員をして良かったという思いを持つ活動をしている。 

特に職場との大きな違いは、市長も「公民館は共創の場」という言葉を良く使いますが、全く違う職業の人が
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集まるので、違った経験を持った者同士が話をすることで刺激になり、勉強になり、思わぬアイデアが生まれて

きます。これからもこういう場が必要で、公民館はそういう場であり、トレーニングの場として捉えており、こ

れは積み上げた風土だと思います。 

 [谷本委員] 

 飯田市では、公民館は地域ではかなりのステータスを得ているということですか。 

[木下氏] 

市議会議員選挙の経歴に公民館の役職も入り、今の議員の半分以上は公民館役員

経験者です。約10万人の人口ですが、20の公民館に関係者が4～5千人ぐらいいま

すので、全体の3～4％の人になります。また、飯田市では「公民館をやる」と言い、

「公民館に行く」とは言いません。公民館を単なる場所ではなく、活動そのものと

して捉えていることになります。 

数年前に宮城県の石巻市雄勝で、津波で公共施設が壊滅した地域でオーリンクハウス（集会施設）ができ、都

会に出ていった若者が戻ってきて運営をするため、その若者がヒントを勉強したいと視察にきました。私がある

分館に連れて行くと、まずは宴会がスタートしました。宴会には理由があり、食材は地域の農園の会で作った野

菜を使って、地域の人が料理をし、これが私たちの活動であると言い、始まりました。視察にきた人たちは、地

域のお年寄りのために何ができるかを考えていたが、お年寄りが主役になって施設を活用し、「オーリンクハウス

をやる」というようにしたいと言って帰られました。関わる人たちにどう参加してもらうか、お客様ではなく、

役割がある参加の仕方を心がけていくことで、いろいろな世代の人たちの参加の率が上がると思います。経験の

長い役員とも、共通したヒントは役を持たせることだと言っています。 

[近藤委員] 

 昭和22年当時の竜丘村の村長が「公民館は地域を育てる母親の役割」と言われたと聞きました。その辺から意

識が違う。公民館は若者を育てる場という考えがあり、住民の意識の違いが感じられた。 

[木下氏] 

 最近、学校の子供を先生達と一緒にどう育てるかという話をします。話ができるのは現実に子供が育った事実

があるからです。若者が関わって、子供が育ったという事実ができたことを、横に広げていく。まずはやってみ

るしかないと思っている。飯田市には28の小学校があり、6年間で全ての学校にコミュニティスクールを設置し

ますが、特徴は、運営委員会に必ず館長か、主事を入れることを規約に入れており、地域と学校が協働で子供を

育てるという意識がある。 

公民館では館長が20人、主事が21人いますが、毎月定例会がありますので集まります。6年間やってきたの

は、毎月2人ずつ館長が地域と学校でこういう取組をしたという実践発表をします。資料も館長自身が作ります。

良い取組を発表すると、他の館長がうちでもやりたいと水平展開をしています。例えば、小学校の子供の副教材

つくりを公民館から声を出して、地域と学校で協力して作っています。地域の歴史などに詳しい人とは違う人が

2年くらいかけて地域のことを学び教科書にします。地域の人も学び、先生も一緒にやることで勉強になり、年

度当初には実際に地域の人が授業をして、地域のことを先生や子供に教えて遠足に行くという取組もしています

ので、現場と地域の人の繋がりもできます。 

その他にも、小学校では毎年6月くらいから教育課程外のクラブ活動もしますが、ほとんどが地域との繋がり

でやっています。子供のためにわざわざ集まるのではなく、日常の公民館活動の一環としてやってくれています。

こういう話を一人の館長がすると、他の地域でもやってみようということで、活動を始めています。まずは活動

の場をつくり、話をする場をつくることで波及効果があります。 

［庄司委員］ 

 役を持たせるという話がすごく具体的で、役を持つことで意識が変わり、常に頭の中にそのことがあることに

なる。私の地元では奉納芝居などをするときに地元の学校で働いている先生に役をつけます。先生が出るとなる

と生徒がやってきます。先生も地域に勤めていた期間の愛着が強くなり、いつまでも顔を出してくれる。以前は、

段々と見にくる人が減ってきていたが、子供三番叟を地元の人と学校が協力して作りあげた。三味線を小学校の

クラブ活動でやることで保護者や祖父母が見にくるなど別の意味で盛り上がりを見せている。役の話を考えたと

きに無理やりにでも地元の若者に役を持たせることで活動に参加している意識が芽生えると話を聞いていて感じ

ました。そこで、連想したのですが、飯田市では公民館結婚式などもしていますか。 
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［木下氏］ 

 公民館結婚式は青年団活動からだと思います。始まった頃は一気に流行ったみたいですが、最近では無くなり

ました。田辺市で残っている地域は、繋がりがしっかりある良い地域だと思います。地域の繋がりが大事な時代

になっていて、飯田では公民館が結び付けている場所ですが、最近では、公民館のようなものが地域にあれば良

いかなと言っています。 

［近藤委員］ 

 専門委員会で委員の公募制度などは無いですか。私の地域は前から住んでいる人と、新しく引越してきた人が

混在しており、顔が見えない部分もある。町内会の加入率も低くて、どうすれば良いかと議論もしました。田舎

なので、農地を借りてサツマイモを植えたり、収穫祭をしたり、いろいろなことを始めて、加入率も上がりまし

たが、今で50％くらいです。子供のこともあり、地域で見てもらうためにも、親同士や地域の人と仲良くなるこ

とが必要という意識が持ちづらい人も多く、非常に難しいところもあります。 

［木下氏］ 

 公民館は地縁組織になるので、公募はしてないです。新しく地域に入ってきた人にも地域活動に関わってもら

うために、まずは公民館活動に参加してもらうようにしています。人の価値観やお子さんがいない家庭もあり、

一概には言えませんが、子供の縁が一番入りやすい。これからずっと地域で暮らすことを考えれば、地域との関

係は大事なので、公民館はそういう役割も果たしています。 

［庄司委員］ 

 自分の地域は町内会は100％加入で、入らないと困ることも多いと思うので考えられない。機能しないと思う。 

［木下氏］ 

 入らなければならないというと抵抗が強い。入って楽しかったという感覚、義務的な気持ちよりは新しく入っ

てきた人に地道にそういうことを伝えていくことしか方法は無いと思います。そういう意味でも、公民館は上手

に使うと人を集めたり、活動したりできる組織ではある。 

［近藤委員］ 

 館長が定例会で実践発表をしているということは活動があるということ。発表した限りは活動を続ける、聞い

たからにはやらなければならないという意識が出てくると思いました。 

［木下氏］ 

 以前は、館長も主事の活動を話し、資料も主事が作ったものを使うというのが多かった。私が副館長になって

6年目になりますが、地域と学校が連携してやっていく必要性を言い続けており、段々、館長もそういう気持ち

になってきた部分もある。誰か言い続ける人も必要で、偶然そういう形になったのではなく、意図した人がいて、

気持ちを言い続けることで広まっていくものもある。 

飯田では60歳はまだまだ若造です。館長は平均が70歳くらいですが、まだまだ学び続けているという意識が

あります。学ぶということは、いつになっても大事なことで、人間は死ぬまで学び続けられるものです。 

［庄司委員］ 

 県政タウンミーティングで長野県知事も動かしたと講演で聞きました。強固な公民館活動だと感じました。 

［久保議長］ 

 それは長野県の職員の働きかけもあったのですか。 

［木下氏］ 

 元々、県の職員とはつながりがあり、長年の公民館活動関係者ということで、私に話をいただいたみたいで、

私も好機と捉えました。知事は、公民館は古い、時代遅れという考え方もあったみたいですが、自治の担い手が

育つ場所が公民館であるという言葉がはまり、その場で話をした6人の公民館関係者の大切にしている熱意に、

知事が感銘を受けた部分があると思います。「目から鱗」の部分もあったみたいで、急に方針も変わった部分もあ

ります。主事とランチミーティングをしたいと言われていますし、県政タウンミーティング以来、知事も公民館

活動に関心をもってくれています。やはり、活動の事実を見せることが、どんな人にも大事だと思いました。い

ずれにしても、飯田は蓄積の中でできた部分もありますが、学び続けることと、誰かが中心でやりながら地道に

広げていくことが花を開かせることになります。 

最近では、学校の先生が主事に相談をしてくれます。地域の子供どう育てるかを学校の先生と地域の人、主事

などで一緒に考えていくことが、これからの時代だと思います。これまでは地域の活動に参加することで子供が
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育つと思われていましたが、もっと具体的にこの子をどのように育てるかを地域全体で考えることをやりたいと

飯田では考えています。主事も、地域の行事に子供が参加するという事実で終わらせないように、参加したこと

でその子がどう変わったか、ということに関心を持って関わるようにしています。日常の公民館活動や、毎月の

主事会では自分たちで研修の組立もしていますが、事業が目的ではなく、関わっている人がどう変わっていくか

を大事にするということを話し合っています。それが、学校の先生にも主事に子供を預けると子供が成長すると

いう事実を見て、先生も主事を頼るようになってきたという積み重ねになっています。 

［谷本委員］ 

 人がどう変わったかというところまで見ていくのは難しい。地域と学校が協力して事業をすることはできたと

して、関わってくれた人や、子供がどう変わったかまで見ていくのは、一つの行事では難しいと感じる。 

［木下氏］ 

 事業の意味づけと、水平に広がっていくような取組が必要になります。たまたま、元気な職員が配置されたら

活動が良くなるではなく、総合力で、集団として、チームとして底上げしていくことが必要だと考えています。 

［谷本委員］ 

 これが一番難しい。人が変わると、ころっと変わってしまうことは多い。システムを作ることも必要ですが、

やはり人の熱意というものも必要になります。 

［木下氏］ 

 頑張る人は必要で、その熱意を伝染させ、他の人も段々と熱意に侵されていき、その人が人事異動などでで代

わる頃には次の熱意のある人が育っているようにしないといけません。取組を継続していくには集団的に研鑽を

する、やらされ感ではなく、自分が主体にやったときの成果と、その成果が認められるということが必要です。 

子供も学校の先生が認めてくれるものと違う側面で地域の人が認めてくれることがある。学校ではやんちゃで

怒られている子供が、地域の人は大事なこととして認めてくれる。多様な形で認めてあげると学校以外の場で伸

びることもある。それが地域の役割だと思い、その繋ぎの部分を公民館でできればと思います。 

［久保議長］ 

 今日の県公民館大会でも、学校と地域には大きな溝があると言われていた館長もおられました。地域によって

全然違うと感じました。 

［木下氏］ 

 私は田辺市が中部公民館のような学校と公民館の併設館を建てられていることは羨ましくて仕方ないです。 

［庄司委員］ 

 学校の人事異動の際に引継ぎがされていないと、もう一度、活動が初めからになってしまう。学校のカリキュ

ラムに入ってこられるのを嫌う先生もいる。公民館だけで人集めをしても、子供も忙しいので人が集まらない。

和歌山県も共育コミュニティに取り組んでいるが、発表が終わったら終わってしまうようなものではいけない。 

［木下氏］ 

 主事が人事異動になった際に大事にしているのが、自分が頼りにしている人、困ったときに相談できる人を繋

ぐこと。その人は地域にいて、地域の中の動きを見ているので、人が変わっても活動が繋がる。公民館は人で仕

事を繋いでいく。 

コミュニティスクールは学校に関わる人の継続性を狙っています。ＰＴＡ役員などは子供がいる間だけですが、

そうじゃない人を学校が頼りにしてもらえることが、人の繋がりづくりだと思っている。校長先生が頑張ってい

るだけではなく、頼りにできる、相談できる人をつくっていくのがコミュニティスクールだと考えていて、親で

はできないが、地域の人ができる役回りがある。理想論になるが、困難を抱えていた子供が、少しでも良くなっ

ていく事実の積み重ねで変わっていくしかない。 

［谷本委員］ 

 私の学校は発表が終わっても続いている。コーディネーターが地域に2人いる。地域の人を呼びこんでくれる

し、組織を立ち上げて、会議をして計画を立てて、いろいろな人を巻き込んでやっているので非常にありがたい。

職員としても、自分だけでやるよりは内容も良くなり、子供やきてくれた人も喜んでくれている。 

［庄司委員］ 

 学校教育は学力ばかりで、即、結果を求めてしまう。本当の意味での結果はずっと先に出てくるもので、すぐ

にデータなどで結果を求めすぎだと思う。卒業後に、何かを企画する子は、優等生には少ないようにも思う。 
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［木下氏］ 

 飯田市も成人式を全体で行っていたときに、青年塾という名前で8月から1月の成人式まで30人くらいの実行

委員に飯田のことを体験させ、それを成人式で発表していた。確かに、優等生は本音が出ない部分もあり、毎年、

最後までまとめてくれる子は見た目が派手な子が多かったように思う。自分の姿で表現をしている子が多いので、

素直で、こちらの心意気を感じてくれる。そういう意味では地域の人たちも別の意味で評価している。 

［谷本委員］ 

 飯田市では、全体の成人式はしていないのですか。 

［木下氏］ 

 やめました。一時2,000人ぐらいの成人がいたときに荒れたことがあり、公民館主事が警備員をしていたこと

もありました。今は地区ごとにやっています。公民館が主催で、地域で実行委員会を作っています。地域では、

公民館長の提案で家から重箱に料理を詰めてきて、式のあとの祝賀会は持ち寄りの料理で父母も参加して行いま

した。他にも、成人のプレゼントは焼物のぐい飲み。日本酒で親子が乾杯した地域もあります。地域ごとに成人

を祝っており、小さい地区では新成人全員が感謝や抱負を述べるなどお客さんではないようにしています。 

［谷本委員］ 

 私も出向で教育委員会に7年いましたので成人式も担当しました。荒れて、何のための成人式か、意味がある

のかと思うときもありました。地域で祝ってあげる意義があるものであれば良いと思いますし、田辺でも中学校

の先生がメッセージビデオを作製して流すようにしてからは、少し落ち着いてきたように感じています。 

［木下氏］ 

 中学校時代に荒れていた子を実行委員に入れることで、周りも応援してくれることもあるみたいです。上手に

やっている地区もあります。 

［近藤委員］ 

 青年塾は面白い取組だと思います。どこが担当をされているのですか。 

［木下氏］ 

 主事21人のうち、3分の1ぐらいのメンバーでやっていました。マレーシアのイスラム教の家にホームステイ

をしたり、沖縄で平和学習をしたり、在日のブラジル人とパーティをしたり、知的障害者施設の方と交流するな

どもありました。 

［谷本委員］ 

 思い切ったことをしている。そういう取組に対して批判するような人はいませんか。 

［木下氏］ 

 あまり公民館の取組に批判は無いです。成人式を何故公民館でやるのかを考えた主事たちが、やはり公民館で

やる以上は学習を入れるほうが良い、当日よりもプロセスに力を入れるようにしたようです。 

 主事の平均年齢は30前半ぐらいで、一般の事務職で採用された職員です。専門職ではなく、5年程度主事をし

ますが、異動した後も、地域の人と話をしながら主事のような仕事をするようになります。若い発想で斬新なこ

とを企画するので、上司もできる限りは認めています。 

［近藤委員］ 

 田辺でも講座があり、私も企画に関わってきました。対象は大人ですが、次に繋げるという意味で高校生など

にも参加してほしいという意見もあります。県政タウンミーティングの資料にある飯田ＯＩＤＥとは別にの地域

人教育があるのでしょうか。 

［木下氏］ 

飯田ＯＩＤＥ長姫高校でやっているものが地域人教育です。学校教育と社会教育の文化の違いもありますが、

主事7人と高校の先生がチームを組んで、1年生が週1時間、2年生が週2時間、3年生が週3時間、教育課程の

授業を一緒に作っています。元々、商業科の先生が「リヤカーなどで引き売りをしたい」と松本大学に相談があ

り、そこで私が紹介されました。商工会議所などを巻き込んで面白い授業をできたことをきっかけに、続けるた

めに企画を持ってきたのが地域人教育でした。当時の教育長が高校の校長出身でしたので喜び、私も「続けられ

るように協定にしましょう」と提案し、先生が異動されてからも続いています。現在、5年目です。 

基本的には、1年生は基礎的な地域とのつながり方、目玉は商業者の人たちが企画をしている町ゼミの高校生

版を企画します。2日間の町ゼミを体験した高校生が次は町に出て、中心市街地の店舗の課題を聞くなどをしま
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す。2年目は町中のイベントに年間を通して協力します。3年目は2クラス80人の生徒たちを、公民館主事が7

地区で受け入れて、それぞれの地域の課題に高校生が向き合います。衰退しつつある店舗の課題を聞き取り、高

校生が課題解決を考える。そんな中、スタンプラリーなどの企画を高校生が考えました。大学生なども勉強にき

ますが、地元出身の子はあまりきません。高校生は地元の子なので、外に出ても帰ってきてくれる可能性がある。

今のうちに地域で大事に育てれば、うまくいけば帰ってくると思うと育てがいがあります。高校生は毎年違う子

がきますが、今年の子をどう育てようかと地域の人も考えてくれるようになってきました。 

高校生の成果発表会をした時に面白かったのが、最初に失敗談を話をし、自分たちが未熟であったことをメイ

ンに話をしてくれました。地域の商店などと繋いでいく仕事をしたのが主事でした。成果発表会も感動的で、お

世話になった人の名前を発表しています。地域の人も聞きにきてくれ、上手に発表できるか心配しながら聞いて

いますが、一番心配していたのは主事でした。高校生も皆、立派に発表し、発表終了後、高校生は先生のところ

よりもまずは主事のところに来てくれたみたいで、主事も嬉しかったみたいです。若い人を育てることが、自分

たちの仕事だという意識があり、続けていくうちに今の形になってきました。きっかけを掴んで、進めていくこ

とが大事です。 

［西川委員］ 

 最初の子供が社会教育で育った事実をお互いに確認するという話に共感します。地域行事に子供が参加するこ

とで子供が育つということも踏まえた上で、目の前で子供が育っていくという事実があります。今はどうしても

学力テストの結果など狭い領域の学力に目がいき、現場が大変になっています。人の行動変容をどう見せるか、

どう調べていくか、どのように捉えていますか。そこが明らかにされていかないと、地域連携は大事だと言いな

がらも、最終的に評価されるのは学力であって、評価の対象が違うので取り組まないという流れもあり、この流

れは変わらないと思います。本丸に切り込まないと大きく変わらないと感じています。 

［木下氏］ 

 評価の点は私も教えて欲しいが、大学と高校と公民館で、これから始めようとしているのは、地域の活動に関

わることで勉強ができるようになったという事実に繋げたいと考えています。仮説で言うと、地域の人と関わる

ことで興味関心が出てきて、それに関わることを勉強したいという意欲につながる。勉強をする意欲をもつこと

でいろいろな勉強をし、結果的に学力が上がると考えています。地域の活動に熱心になって勉強が疎かになる場

合もあるが、それも広く言えば学力。学力の定義を変えるべきだという意見もあります。 

地域の大人に行った調査で、義務教育時代にどれくらい地域行事に関わったかという問いを盛り込みました。

地域の活動に熱心な人ほど、小中学校時代に地域活動に熱心に取り組んでいたという事実があります。今の子供

が将来どうなるかは分かりませんが、今の大人が若い頃にどうしていたかを調べると傾向が明らかになりました。

それは定量的な評価ができると考えています。 

他にも、飯田市で行ったカンボジアスタディツアーに参加した高校生が、酒欲しさに子供を売る親の話など孤

児院の子供の話を聞いてショックを受けました。それまでは、日本は物はあるが心は貧しく、カンボジアの人は

いつも笑顔で心が豊かだと考えていたが、物が貧しくなると心まで貧しくなることに高校生が気付きました。本

当の豊かさについて、日本に戻ってから話し合い、まだ、自分たちは世の中のことを知らなさすぎるので、まず

は世の中のことを知るためにできることは勉強することと気付いたみたいです。主体的で、対話的、深い学びの

ことをアクティブラーニングと言いますが、高校生たちは実践していたことになります。学ぶことで学習の意欲

に繋がる。本当に深い学びができると、その子の学力に結び付くという仮説を持っています。 

［西川委員］ 

 定量的にいくのであれば、共育コミュニティに取り組んでいるところは、取り組んでいないところと比べると

学力が高いというデータは出ています。現実、現場では目の前で変化を感じ取っているものもあるが、それが出

てきていない。田辺でも沢山あると思うので、そういうものを広めていく、積み上げていくことも大事だと思い

ます。それを調査というと公民館や学校の先生に負担をかけることにもなるので、協働で大学ができる部分でも

あると思います。自分の足元を見直すと、そういう目線で調査をしていない。そういった中に、先の教育の評価

を大きく変えていくものがあるかもしれない。アウトプット評価と、アウトカム評価をしていきたいと思います。 

先程の公民館に関わっている大人が子供の頃どうだったかという調査は非常に面白いと思いました。私も教育

の定量評価に否定的ですが、見せられるものは数字化しておくことも必要だと思っています。 
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［木下氏］ 

 私も館長や主事の話を聞いたものになりますが、この6年の豊富な事実が頭の中に入っており、それは大事だ

と思っています。定量的な評価はも求められれば必要ですが、人がどう変わったかを積み重ねていくこと、皆で

共有していくことが必要です。毎月の主事会で、実践で心に残ったことを毎回2人ずつ喋っていますが、そうす

ることで、お互い共感したり、共有したり、常に蓄えていくことで、説明するときのエビデンスになります。 

飯田市公民館では主事会報を出していまして、読者は主事と公民館ＯＢです。今、どういう問題意識をもって

活動しているかをメールマガジンで送っています。また、若者に力を入れすぎて、高齢者がなおざりになってい

ると今年の公民館運営審議会で指摘されましたので、半年ぐらい8人の主事が勉強会をしてきました。実践には

いきついていませんが、これまでの取組を振り返ろうと新聞形式にしました。これは21人の主事だけが読者です

が、書かれている内容は凄く真っ当で、人の世話にならないといけなくなり、自立できなくなったときも、それ

が個性として認められるような社会が大事ということと、年をとっても活躍できるような社会が大事というこの

2点が彼らの到達点で、そのために公民館がどういうことができるかということをまとめています。 

他にも、何人かの主事の実践も示しています。こういう事業ができて大勢参加してもらえて良かった、で終わ

らないようにという視点を主事たちは持っていて、事業を通して人がどう学んだかという目線でレポートを書く

ということが飯田市公民館の基本姿勢になっています。 

特に田辺市の場合は地域に主事として職員が配置されているようなので、チームとしてどれだけ力をつけてい

くかが、地域の人が元気であることと同じくらい大事になると思います。行政職員が地域の主体的な学びに対し

て自分がしっかり支えていく、しかも傍観者ではなく、一緒に汗をかくという関係で、地域の人に仲間として認

めてもらうという姿勢が大事で、主事でなくなってもそういう姿勢を継続していけると、自治体全体がすごく柔

らかくなっていく。2代前の市長が、「飯田市役所全体を公民館のようにしたい」と言って主事を育成した歴史が

あり、地域の人と向き合って、寄り添った仕事ができる市職員になるようにと、市職員の入口として主事を位置

づけていたのが、元々の考え方になっています。今の市長もその辺りの理解を持っていて、主事のＯＢたちは難

しい現場に配属されても、地域の人としっかり話をしながら仕事を進めていくというやり方をしています。地域

の人たちが自立していく公民館活動と、それの支え手としての職員が力をつけていくことが大事で、その両輪が

できていくと本当に公民館が地域の人たちの役に立つものになっていくと思います。 

［久保議長］ 

 飯田市の社会教育委員の活動はどうですか。 

［木下氏］ 

 元気な方が多いです。結構、公民館が好きな人が多いので、叱咤激励もされます。 

［松場委員］ 

 会議の形骸化などは飯田市ではないですか。 

［木下氏］ 

 社会教育委員や公民館運営審議会ではありません。中身の濃い内容を話しています。 

［庄司委員］ 

 公民館の「大人の学びと子供の育ちをつなげる」というこの言葉に尽きます。大人も学べば学ぶほど賢くなると

思います。 

［木下氏］ 

 館長たちも良い言葉を考えたと言っています。やはり、子供のお手本になる大人であり続けたいと考えています。こ

れからまだまだ右肩上がりで、今よりも10年後に磨きがかかっていると思うと明るくなります。私も副館長になって

からの6年間で自分自身も変わったと思いますし、問題解決能力がついてきたと思います。また、こうやって皆さんの

前でも喋ることができるようになりました。 

［庄司委員］ 

 問題解決能力が世界の学力の基本です。創造性で、日本が指摘を受けている部分です。 

［木下氏］ 

 社会教育の問題解決能力が、公民館で機能すれば絶対に学校にも良い影響を与えます。最近、今までは言葉として聞

いていた学社融合の意味が、最近、主事や先生と話をする中で、本当の意味が理解できるようになりました。 
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4.閉会 

 久保議長から閉会のご挨拶を行った。 

 本来ですと、みなべ町での研修で聞くだけで終わってしまうところを、この時間をい

ただいたことで、実のある会議をすることができました。私たちの社会教育委員会議は、

普段の会議でも黙って終わらないようにしていますので、会話をさせていただくことで

木下様を身近に感じることができました。お陰で、今日一日が充実した社会教育委員会

議になったことを感謝しています。また、機会がありましたら、私たちも飯田市にお邪

魔したいと考えています。本日は、本当にありがとうございます。 


