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新潟県立生涯学習推進センター

地域課題の解決と関連部局との連携
今年度も、県内各市町村で取り組まれた、珠玉の講座等を収録しました「生涯学習取組事
例集」をお届けいたします。御多用のなか、実践を事例としてまとめ、御提供いただきまし
た市町村や関係者の皆様に御礼を申し上げます。
さて、今年度も様々な出来事があり、社会の変化の速さを感じる一年でありました。まっ
たくの私見ですが、この間の生涯学習関連の動向を受け、生涯学習や社会教育の具体的な取
組を考える際に、基本スタンスとして押さえておきたいことについて述べます。
１

地域課題と結んだ教育や学習の取組
日本創世会議から「地方消滅」というショッキングな問題提起がなされました。少子高
齢化や若年女性人口の流出が引き起こす人口減少、それに伴う福祉や医療の問題、学校統
廃合、地域の衰退、等々それぞれの地域で住民が感じている課題が山積しています。
これらの問題をより多くの人で共有し、これからの道を探る学習や教育は、生涯学習機
関でなければなかなかできません。まさに、我々の出番です。しかし、いわゆる「必要課
題」だけでは、人も集まりにくいものです。みなさんのちょっとした一工夫で、笑顔を持
ち寄りながら参加できる機会を創造できたらと思います。
その際に、学校とうまく連携することも大切です。学校は、かつてないほど「地域と共
に歩む学校づくり」に取り組んでいます。子どもたちのための取組が、寄り合う場所を創
り地域課題の学習につながるような講座を模索したいと思います。
２ 行政内他部局との「絆づくり」
気がつくと、地域コミュニティ協議会という自治組織が、あらゆる地域にできています。
市町村によっては、
「まちづくり課」や「市民活動推進課」など、市民との協働によるま
ちづくりを業務としている部署もありますし、そこには講演会等の学習機会もあります。
福祉や防災などの分野でも、説明会や講演会などの機会が多数設けられています。
生涯学習担当者は、専門職としてそこに働きかけ、講座の一部として共催したり、住民
の声をもとに自主的・自発的な学習へと高める助言をしたりすることができます。教育委
員会生涯学習課や公民館単独で行うことだけでなく、他部局との連携を模索したいと思い
ます。「人づくり」「絆づくり」「地域づくり」へ向けて、かかわりを創り出すのは生涯学
習の得意とするところではないでしょうか。
本事例集では、昨年度より各事業のチラシもそのまま掲載するようにしました。また、各
事業で依頼した指導者情報も整理して掲載しました。本事例集が、みなさまの意欲と勇気の
支えとなり、これからの事業展開に向けて充実したプログラムが企画されることを願ってや
みません。県内各市町村の生涯学習充実と発展、皆様の御活躍を御期待いたします。
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