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研究報告

社会教育委員の積極的な活動の推進をどう図ればよいか

A new way to promote 

Social Education Committee's positive activities 
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I はじめに

近年、私たちを取り巻く社会環境が目まぐるしく変化し、一人一人の住民にとって住みよい「まち

づくりJに貢献する社会教育と社会教育委員のあり方が重要視されている。「地域の子どもは地域が

育てるJと言われ、地域の取り組みに期待するところが大きい。自らの力で地域のために活動し、行

政依存からの脱却を図り地域の教育力を高め地域の活性化に寄与する必要がある。

しかし、今なお社会教育とはどんな教育なの、社会教育委員とはどんな仕事をしているの、名誉職

だよね、事務局の提案に賛同すればいいのでは?とか言われることもある。

そこで、社会教育委員の役割とは何か、そしてどのような活動をすればよいかを考え、行動するこ

とによって地域社会が活性化するのではないかを考えてみた。

教育基本法第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)では「学校、家庭及び地域住民

その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に

努めるものとするJと規定している。

また、社会教育法第5条14項では「青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体

験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関することJを述べている。

これまでの社会教育の範囲が広くなったのではないか。また内容についても連携・融合と変化を遂

げている。

その中で社会教育委員が法規や社会教育に関する答申等を十分に理解し、行政側に生涯学習の振興

を働きかけていきたい。

E 社会教育委員の職務

その職務として社会教育法第17条では

社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

社会教育に関する諸計画を立案すること。

二 定時又は臨時に会議を聞き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
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三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委慨を受けた青少年教育に関する特定の

事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えること

ができる。

市町村では、 地域住民の学習要求と地域社会の状況や要請を的確に把握し、主体的に学習活動に取

り組む条件整備を行うことが基本的な役割と言われている。

宜野湾市においては、

① 生涯学習の基盤っくり

② ライフステージに応じた学習支援

③ 生涯学習を支え活かす仕組みづくり

を通じて生涯学習の充実を図っている。

これまでに社会教育委員の会議では平成21年 「宜野湾市生涯学習まちづくり計画Jを答申する。 そ

の他に提言等については実施したことがない。

田 社会教育委員の設置及び構成メンバー

社会教育法15条(平成20年改正)では「都道府県及び市Hり判に社会教育委員を踏くことができるJ

義務設置ではないが社会教育法第13条で「社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合

には、あらかじめ、一…・地方公共団体にあっては教育委員会が社会教育委員会の意見を聴いて行わな

ければならないJと規定されている。

宜野湾市社会教育委員に関する条例(平成12年3月改正)

第 2条 教育委員会に社会教育委員を設置する。

第 3条 委員の定数は8人以内とする。

第4条任期は2年とする。

宜野湾市社会教育委員の構成は社会教育関係団体代表2名、自

治会代表 1名、市内学校長代表 1名、地域代表 1名、学識経験者

3名である。

社会教育委員は市町村教育委員会から委嘱を受けた特別職で

ある。平成24年度からは新任 5名、2期目は 2名、9J明日は I名

である。

長い期間社会教育委員をしている委員には虫宙な知識、経験が

生かせるが、マンネりになる傾向になることにも留意しておかな

いといけない。新しい委員には、全て未知の世界である委員もい
委嘱状公布の様子

るので取り組みにスムーズにいかない場合もあるが、新鮮な考えも取り入れられ、意欲的で積極的で

あることは会議に新風を吹き込んでいる。

W 社会教育委員の活動について

1 .会議の持ち方

(1) 事務局と議長との事前打ち合わせ

宜野湾市社会教育委員の会議運営規則第4条「議長は、 会議を招集し、これを主宰するJの規定に

基づいて会議の運営の全責任は議長であるので文書発送から議題、資料などについて事務局と事前に

十分に打合せ、資料を熟読し、当日を迎える。そのため、会議の進行には支障をきたしたことはない。
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会議が終わったあとは会議の反省をしている。

事務局と社会教育委員との関わり方が社会教育委員活動の大

きなポイン トであ り、活性化のためには事務局の支援が必要であ

るが、課長、係長、 係は経験が浅いにもかかわらず指導を受けた

り、アドバイスをもらい、共に社会教育の推進に努めている。

今後も事務局と連携 ・協力のもとに魅力ある活性化された社

会教育委員の会議にしていきたい。

(2) 会議の内容(平成23年度)

第 l回の会議は23年度は10月18日、内容及び議題は

・委嘱状、議長、副議長選任

・今年度の事業計画、予算説明

・全国社会教育研究大会京都大会参加報告

-九州ブロ ック社会教育研究大会沖縄大会について

第 2回の会議は平成24年 3月29日、内容及び議題は

・次年度予算及び事業計画について

-中頭地区社会教育委員連絡協議会研修について

社会教育委員会議の様子

1回約2時間の審議で年2回の会議では行政側の説明を聞いて追認する受け身型の会議となってし

まう。委員自らの提案をも含めて審議するには少なくとも年4回ないし 5回程度の回数の会議が必要

である。社会教育は自主性 ・主体性 ・自発性のある学習活動を重んじ、推進する性格を有する。従っ

て社会教育委員も自主的・主体的・ 自発的に社会教育に関わる提言を積極的に行っていくための会議

の回数確保に努力していきたい。

(3) 会議の工夫

社会教育委員の会議が形骸化していると言われ、事務局の資料の説明を聞いて承認するだけで議論

が少ないと言われている。これを打破するために事務局と議長は常に連絡を取り合い、事前に関係資

料を配布してあらかじめ委員に理解して当日に臨むよう心掛けている。当日は会議の時間を配分して

前半は事務局よりの提案の審議、後半は委員の提案 ・課題について審議したり、学習する時間に充て

るように心がけている。

これからも、社会教育委員はその役許IJの重要性を受け止め受動から能動へと主体的に 「当事者意識」

と「税題意識Jをもって会議に臨むよう心掛けていきたい。

発言についてはまんべんなく公平に発言させる工夫を議長は心がけている。

(11) 事務局との連携

会議の工夫でも述べたように事前に議題について学習し、課題をもって会議に臨むようにしている。

そのためには、議長や他の委員と事務局とは日頃からな思の疎通を図り、資料についても共通理解を

している。

資料については、議長として十分な理解を得るために指示して資料を準備させることもある。この

ようなことは日頃から信頼関係がなければ出来ない。そのため、用事の無い時でもコーヒーを飲みに

行きユンタク(雑談)しながら情報交換し、コミュニケーションを深めている。

(5) 各委員との情報交換

社会教育委員は意欲的で積極的である。委員一人一人の自党が所属団体における活動を発展させる
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と同時にそのことが社会教育委員活動の活性化をもたらしていると思われる。社会教育委員の一人一

人の率直な発言は、地域住民の行政への参画・協力であり、各団体を地域が育てる配慮が必要である。

しかし、各委員が所属する団体、地域での日常活動が見えないのでこの機会に日頃の活動や考えてい

ることを報告してもらった。

ア.学識経験者(元小学校長)中曽根 昌一

・「学校支援地域本部事業J実行委員

-県社会教育委員(平成16年6月~平成22年8月)

・平成14年から毎年全国社会教育研究大会に参加し学習 して、 生涯学習課 ・社会教育委員に情報

を提供している。

-全国社会教育委員連合会より表彰(平成24年10月25日 山梨大会)

イ.学識経験者(元小学校校長)佐久川 紀成

-地域、学校連携施設「くがにルームJの活用

ウ.学識経験者(中央公民館審議委員を兼務、社協副会長)宮城 政一

-地域公民館で児童対象の子ども教室を主宰 ・指導(パソコン教室)

・地域行事へ積極的に関わる。(郷友会会長)

エ.市PTA連合会会長中村絹江

-地域を巻き込んだ夏祭り

-夜間巡回指導

・学校、 地域、家庭における生徒の健全育成の支援

オ市婦人連合会会長平良エミ子

-交通安全、防犯、環境美化、青少年の健全育成

・交通安全お守り「かえるちゃんお守りJを市内新一年生全員に配付

・赤い羽根共同募金、車いすマラソン等多くの社会奉仕活動

カ.地域代表(生涯学習コーディネーター資格者)iJI:'lll サト

-地域や公民館等で生涯学習の推進指導

-地域をつなぐプランナー

-地域と行政、住民の相互をつなぐコーデ、イネーター

キ.自治会長会会長新城嘉隆

-児童生徒の交通安全活動

-地域住民への福祉活動

ク.学校長(小学校校長)多和田 文子

-児童の地域行事への参加

2.社会教育関係団体から情報収集

(1) 宜野湾市婦人連合会

〔現状〕

・23行政区婦人会のうち市婦人連合会に加入 しているのは 7行

政区である。

-明るい家庭と住みよい地域づくり、女性の地位向上を目的とし

た地域に根ざした活動に取り組んでいる。

〔課題]

・市婦人連合会の活性化をどう図るか。

.市婦人連合会への加入促進
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[課題解決に対する取り組み〕

-各自治会へのパンフ レット配布(広報活動)

.市の各イベン ト等でア ピール

-働いていたり、子育てしている婦人に対する情報伝達の配慮の検討

.行事のマンネリ化を解消する方法の検討

• J山j或ク リーンリーダ一等、 ボラ ンティア活動グ、ループと婦人連合会との連携を図る

.市長への協力要請

(2) 宜野湾市青年連合会

〔現状〕

.23行政区のうち青年会があるのが13団体であり、市717年連合会

に加入しているのは12団体である。

-成人式への協力

・各小中学校の運動会のエイサーの指導

[課題〕

-加盟数の減少

・会員数の減少

-役員後継者の育成

[課題解決に対する取り組み〕

-市i'r年連合会に加盟していない自治会の背年会を勧誘

(3) 宜野湾市PTA連合会

{現状]

-宜野湾市内小中学校12校が単PTAとして活動している。

.児童生徒に対する教育福祉の増進活動に取り組んでいる。

-会長が単PTAの事務をしているため、 事務局との連携がとれ

ている。

[課題〕

.役職後継者の育成

・一般会員の意-識をどう高めるか。

-耕i策・総会 ・会合等への参加者を増やす工夫

.家庭教育の推進をどう図るか。

[課題に対する取り組み〕

宜野湾市青年連合会との情報交換の様子

宜野湾市PTA連合会との情報交換の様子

. PTA活動の推進発展のため、宜野湾市PTA研究大会・ 指導者研修会を通し、 各学校PTAとの

連携し、学校教育の積極的な支援を図っている。

(4) 宜野湾市市青少年健全育成会

[現状]

-街頭指導や夜間パ トロールの実施

.世代交流会

〔課題]

・青少年サポートセンターとの業務の重なりがある。

[課題解決に対する取り組み]
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-青少年サポートセンターとの連携強化を図る。

-青少年サポートセンターとの業務が重複しないように提言

.青少年業務を取りまとめた新しい機関の検討

(5) 宜野湾市子ども会育成者連絡協議会

【現状】

・夏休みふれあいラジオ体操会等、子ども会活動を通した児童生徒の健全育成に寄与する活動

【課題】

-研修や事業への参加者を増やす工夫

-県子ども会育成者連絡協議会への加入をどうするか。

【課題に対する取り組み】

-指導者養成と親同士の交流を目的とした研修の実施

V 生涯学習課の事業〈補助事業)への理解・支援

， .学校支援地域本部事業

この事業の目的は県教育委員会では 3つあげている。

① 地域全体で学校の教育活動を支援することで先生方がより教育活動に力を注ぐことができるよ

うになり、学校教育の充実を図る。

② 地域の人々の力や社会教育で学んだ、成果を学校教育で活用する。

③ 地域が学校を支えることにより、地域の紳を深め地域の教育力の活性化を図る。

本市では平成21年度より市内8小学校及び、4中学校において実施している。

小学校で、は

・個に応じた学習指導を行うことができた。

-地域の方の学校への協力体制が盛りあがってきた。

.登下校の安全確保ができた。

※各学校にコーディネーターが必要である。

中学校では

・生徒の学習意欲及び登校意欲ができた。

-文化面・スポーツ商で着実に成果が出た。

※読み聞かせのボランティアの確保

※部活動における生活指導面の充実

この事業は改正教育基本法13条(学校・家庭・地域住民等の相互の連携協力)の規定を踏まえ、地

域全体で教育に取り組む体制づくりを目指し、地域の実状に応じ具体的取り組みを促進し、地域全体

の教育力の向上を図ることは社会教育委員としても強力な支援と連携が必要である。

2.放課後子ども教室推進事業の活動状況報告

文部科学省では平成16年度から地域の大人の力を結集して子ども達を温かく見守り、放課後等に子

どもが安心して活動できる場の確保を図るとともに次世代を担う児童の健全育成を支援するために

「放課後子ども教室推進事業」に取り組んでいる。

事業目的は「すべての子供を対象として放課後や週末等に小学校の余裕教室を活用して安全・安心

な子どもの活動拠点を設け、地域の方々の協力を得て子ども達に学習活動(学習)スポーツ・芸術活

動等の体験活動(体験)、同年齢・地域の大人との交流(交流)、昔遊びゃ様々な遊び(遊び)等を通

して心豊かで健やかに育つ環境づくりを推進している。市内8小学校区に 1教室としていろいろな活
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動をしている。成果として「子どもたちが学年を越えて仲良くなったJr保護者との関係が密になった」

「自己表現ができるようになったJrパソコンが使えるようになったJr同世代との仲間関係と異世代

との隣人関係、地域社会の連携が強化されたJ等を挙げている。課題としては、「保護者の参加が少

ないJr部活、塾等とかちあって参加できないJr子ども達が自主的に活動できるような体制をつくり

たい」

この取り組みを推進していくためには家庭・学校・地域社会が一体となって積極的に取り組めるよ

うな気運づくりが重要である。そのために社会教育委員も実状を把握しサポートをする必要があろう。

社会教育委員も指導に当たっているのが何名かいる。

羽社会教育委員の研修の充実

これまでの社会教育委員の会議では、事務局が用意した議案に対して質疑応答して賛同を得るとい

うパターンでそこには議論はあまりなかった。

社会教育委員になったが一体何をすればいいのか、物足りなさを感じている委員もいる。

社会教育委員の職務については、社会教育法第17条 1項三号に「前二号の職務を行うために必要な

調査研究を行うことJが規定され、研究調査の必要性が求められている。

「社会教育委員は地域住民の意向を社会教育行政に反映する立場にあるので、人々の意向を把握す

るために施設や活動の視察、意識や実態調査、懇談会での状況聴取を積極的に行う必要があるりと

伊藤俊夫は述べている(1)。

社会教育委員は単なる「名誉職Jや「充て職Jであってはならず社会教育法第15条には「都道府県

及び市町村に社会教育委員を置くことができるJと規定している。この規定は社会教育委員は任意設

置であるが、教育基本法第12条(社会教育)では「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において

行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならないJと規定し、社会教育の重

要性とその奨励を行政の責務であることを求めている。

本市の従来の社会教育委員の各種研究大会や講演会等への参加はあまりよくなかった。そこには、

それぞれ理由がある。「充て職Jのため、本来の職務が優先し、自覚をし、熱意はあっても欠席をせ

ざるを得ないという現状である。

社会教育委員制度はこれからの社会教育行政の推進役で大きな役割と期待が寄せられている。

社会教育委員の役割と機能については次の通り述べられている。

① 社会教育委員は行政と住民との問のパイプ役である。

② 社会教育委員は住民の学習ニーズを把握する。

③ 住民の要望を伝える代弁者である。

④ 社会教育活動を推進するは)。

このような役割を果たすためには、全国レベル、ブロック別の研究大会、県・地区別の研究大会へ

の積極的な参加が望まれる。また、市内の各施設、他市町村の視察や交流まで広げてみたい気持ちを

持っている。

その他に社会教育委員同士の研修、意見交換をしたり、自己研鎖をつみ、社会教育委員としての自

覚と使命感をもって資質能力を高めるために研修会への積極的に参加することを確認している。

vn 中頭地区社会教育委員研修会の取り組み

期日 平成24年12月5日(水)

場所 宜野湾市立中央公民館

主催 中頭地区社会教育委員連絡協議会
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研修会では社会教育委員同士の共通理解を深め、他市町村の発

表や個人的な意見を参考に、これからの市町村の社会教育に反映

させることが大切であると考えている。そのためには、社会教育

委員の会議や日頃の活動について研修を深め、 実践したことをま

とめ発表するとともに、そこから見出される共通の話題(討議題)

について討議する必要がある。

この研修会は iつには「研修の場」と考え、多くの意見を述べ

合う過程(プロセス)を重視している。 2つ目は「紹介の場」を 中頭地区社会教育委員研修会の様子

考えている。各市町村の実践の成果や課題を紹介し参考にする場

である。 3つ目は「交流の場」であると考えている。人と人、行政機関の交流により今後のネットワー

クづくりに役立てる場と考えている。

平成24年度中頭地区社会教育委員研修会は宜野湾市が当番に当たり会場 ・発表を受け持つことにな

り、 社会教育委員が中心となり、事務局にサポートしてもらい、総合司会 ・研究討議の司会・発表者 ・

記録者 ・受付 ・案内とそれぞれ役割を分担し、責任を果たしている。事務局は課長 ・係長 ・係として

資料収集 ・文書発送 ・諸準備等に積極的に取り組んだ。

研修会当日は、 会場設置も全員体制で一致協力して無事に終了し、成功だ‘ったことを確認し、充実

感と満足感をわかちあった。

私たちと似たような考え方をしている青森県社会教育委員連絡協議会会長長内幸子の社会教育委

員の活動を紹介するこ とにする(3)。

『今までの研究大会は、県の事務局に全体の運営を任せきりでした。社会教育委員としてはこんな

に楽なことはありません。でも「これでいいのかJと常に思っていました。そこで社会教育委員とし

て研究大会の運営に関わっていくべきではないかと理事会に健案しました。

研究大会当 日は、 全体進行係・ 受付 ・進行 ・記録等、社会教育委員の手で運営 しました。大会後の

アンケー トでは「社会教育委員がさまざまな係をしていたことは今までにないことなので、凄いと思っ

た。Jr今までで一番活気があった」等が述べられていました。これからも自分たちでできることは自

分たちでやろうという気持ちが強くなりました。』と語っている。

私たちもこれから社会教育委員としての自覚と使命感を持ち、自主的・ 自発的に研究を深め、職務

遂行に努めて参りたい。

VIII 教育委員と社会教育委員との意見交換会

r21世紀を展望した我が国の教育の在り方について(中央教育

審議会第 2次答申)J (平成9年 7月)

これからの教育では「単に学校だけではなく学校 ・家庭 ・地域

社会がそれぞれの適切な役割を分担し果たしつつ、相互に関連し

て行われることが重要Jとし三者連携の教育のビジョンが打ち出

された。

子ども達の生活体験、自然体験、社会体験などの実施、 社会人

の指導力を学校教育の場に積極的に活用する。交通安全活動環境 教育委員と社会教育委員との意見交換会の様子

浄化運動等は教育委員、指導部との意見交換をし、共に本市の教

育の推進に関わっていくこ とについて教育長、教育委員、社会教育委員も考えが一致した。

実施は平成24年7月24日(火)16: 30中央公民館

内容は「いじめ問題についてJr不登校問題についてJr社会教育問題について」意見交換をする。

-8-



「いじめ問題について」

・この問題は家庭教育支援や学校教育と社会教育の両面から解決方法を講ずる必要がある。教育長は

一番大切なことは子ども達の小さな変化に気づく先生の資質向上と初期対応だと述べている。

「不登校問題について」

・不登校児童生徒は適応指導教室での指導の他に地域の協力、民生委員の協力が必要である

-社会教育委員からは自治会でエイサーやパソコン教室等を行っているが高学年になると部活や塾で

参加者が減っていると報告されている。

・最後に教育長から「今日は自由な討論形式であったが、今後は本市の教育課題(議題)を決めて意

見交換をしたり、社会教育委関係団体の活動や課題について連携して考えていきたいけとしめく

くった。

区成果と課題

成果

・教育委員と社会教育委員の意見交換会が開催できた。

.社会教育委員の会議の資料を事前に配布している。

-積極的な発言による活発な会議運営ができた。

-社会教育関係団体との意見交換会が開催された。

-社会教育委員の会議を今年度は4回実施することができた0

.九州地区社会教育委員研修大会に 1人派遣できた。

課題

・社会教育関係団体(市婦連・市青連・市P連・市育協・市子連)の活性化に向けての支援のために、

必要に応じて今後とも意見交換のために努める。

-必要に応じて市内の小中学校の授業参観や行事等に参加して実情を把握していきたい。(今年度の

中学校区の研究発表会に参加できた)

-各学校での地域の方々の支援活動の実情把握と条件整備のために教育委員会への提言に努める。

宜野湾市社会教育委員としてのモットー

.学習する社会教育委員

-考える社会教育委員

-提言する社会教育委員

.行動する社会教育委員

X 終わりに

今回、宜野湾市担当の研修会にあたって社会教育委員と事務局の役割を明確にして全員体制で大会

運営をすることができた。

社会教育委員、事務局が一体となってそれぞれの持ち味を生かし、役割を分担し、みんなが主役で

あるという考えをもとに当事者意識と課題意識をもって企画運営ができたことを嬉しく思う。一人一

人の居場所があり、出番があり、充実感があった。

この原稿は平成24年度中頭地区社会教育委員研修会の原稿を加除修正したものである。
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