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１ 「ESD 推進のための公民館−CLC 国際会議」への参加とその後 

 

島本優子（青年室・喫茶わいがやスタッフ） 

 

 
１ 国際会議の概要 
 2014 年 10 月 9 日から 12 日まで、岡山市で開催さ

れた国際会議に、公民館職員 3 名とともに参加し、国

立市公民館の実践を報告した。 
 「ESD（Education for Sustainable Development）」
とは、「持続可能な開発のための教育」と訳され、学

習者自身が主体的に学び、新たな価値観や行動を生み

出すことを目指した教育のことである。一方、「CLC
（Community Learning Center）」は、アジアを中心

に設置されているコミュニティ学習センターのこと

であり、日本における公民館に近い性格を持っている。

しかし、日本における公民館が社会教育法に基づいて

設置される公的機関であるのに対し、CLC は NGO 等

の多様な担い手により運営されているといった違い

がある。 
 日本の提唱により、2005 年から「国連持続可能な

開発のための教育（ESD）の 10 年」が開始され、世

界各国が ESD の推進に取り組んできた。その最終年

となる本年、公民館活動が盛んで、ESD 推進の拠点

に認定されている岡山市で、この会議は開催された。 
 ESD の推進においては、学校教育（Formal 
Education）はもちろんのこと、公民館や CLC にお

ける社会教育（Non Formal Education）が非常に重

視されている。それは、地域のコミュニティに根ざし

た社会教育実践が、ESD 理念の本質そのものである

ことに他ならない。 
 
２ 国立市公民館の報告の概要 
 この会議は、アジア、アフリカ等 29 カ国から、650
人を超える人びとが参加して盛大に開催された。1 日

目には基調講演、事例報告等の全体会が行われ、2 日

目には、環境保全、防災・減災等の 7 つのテーマに分

かれて分科会が行われた。国立市公民館からは、「エ

ンパワーメント」というテーマの分科会 6 において、

「生きづらさをこえる拠点としての若者たちの『たま

り場』―国立市公民館の青年室と喫茶コーナーの実践

―」と題して報告を行った。この分科会には、分科会

の中で最も多い 140 人をこえる参加者があった。 
 このような大きな会議で事例報告をすることがで

きた背景には、国立市公民館が 2013 年度から文部科

学省の「公民館等を中心とした社会教育活性化支援プ

ログラム」を活用し、「自立に課題を抱える若者の社

会参加支援事業」を展開していることがある。 
 近年、社会構造の変化を背景に、若者が社会的弱者

に転落する事態が生じ、引きこもり、フリーター、ニ

ート等の問題が可視化されてきた。このような社会情

勢の中で、「青年室」や「喫茶わいがや」の活動の中

にも、こうした困難を抱える若者の参加が見られ始め

ている。そこで、公民館では、これまでの活動の蓄積

をベースに、より広範な若者に活動を知ってもらい、

参加を通して主体性を発揮することを支援するため

に、本事業に取り組んでいる。 
 報告では、「青年室」と「喫茶わいがや」の歴史と

活動内容を示し、「困難を抱える若者にとって、『青年

室』と『喫茶わいがや』が、様々な背景を持つ人びと

との人間関係の中で、受けとめられ、自信や自己肯定

感を取り戻していく場になっていること」を指摘した。 
 その上で、こうした活動は、①保健・医療的な支援

と、就労支援との狭間を埋める、「地域活動・居場所

への参加支援」に特徴があること、②就労やコミュニ

ティから排除される若者たちが、レジリエンスを発揮

していくことを、『場』への参加を通して支援する、

「集団支援（社会教育）アプローチ」として読み解く

ことができること、③国立市公民館が考える「自立」

は、誰にも頼らないで自分の脚で立つ「独立」

（independence）ではなく、誰かに頼り頼られなが

ら主体性を発揮できること（interdependence）を意

味していること、を提示した。 
 この報告は、国内外の様々な方から評価していただ

き、公民館の若者たちの活動の豊かさと、それを支え、

新たに意味付けていく職員の力量の高さを改めて実

感した。 
 
３ 国際会議を通して学んだこと 
 ところで、ESD の概念や、公民館−CLC との関連

について、私は会議に参加しても中々理解することが

できなかった。しかし、滞在中に岡山市の京山公民館

を見学した際、社会教育主事の方が教えてくださった、

「えーものを（E）子孫の（S）代まで（D）」という

言葉を聞き、感覚的につかむことができた（この言葉

は、岡山市内の大学生が発案し、現在は市内で広まっ

ているらしい）。 
 この言葉をヒントにすると、今回の会議の趣旨は、

「『えーものを子孫の代まで』残すためにこれまで公

民館—CLC が果たしてきた役割、これから求められる

役割について、世界の実践から学びあい、話しあって

いく」ということにあるのだろう。 
 こうした ESD の概念や公民館との関係の意味を踏

まえ、私がこの会議を通して学んだことは次のとおり

である。 
 第一に、「ESD という概念は、自らの活動実践を見

つめ直し、世界の人びととつながっていくきっかけに

なる」ということである。会議を通して、他国の実践

を聞き、海外の参加者と話をする中で、CLC があり
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とあらゆる課題に取り組む地域の拠点となっている

ことを知った。こうした CLCの役割は、様々な社会
問題が発生し、更に問題の構造が複雑化している現代

日本の公民館において、正に求められているものであ

ろう。 
 第二に、「しょうがいの有無、国籍等の背景の違う

多様な人びとを理解し、共に生きようとする地域実践

は、誰にとっても生きやすい地域をつくることにつな

がる」ということである。岡山市の京山公民館におい

ては、海外出身の市民への支援や交流を長年にわたっ

て行ってきているが、今回の会議においては彼らが通

訳として活躍し、大変助かったという。これは一例で

あるが、公民館が取り組んでいる、決してすぐに結果

が出るわけではない地道な実践が、ESD を実現する
重要な一歩となっていくことが分かった。 
 
４ 第 56回関東甲信越静公民館研究大会に参加して 
 そして、この会議から１年が経った 2015 年 11 月
14 日（土）、小平市で開催された、第 56 回関東甲信
越静公民館研究大会（兼第 52回東京都公民館研究大
会）に参加した。 
 基調講演は、神戸大学名誉教授の末本誠先生。「ESD
推進のための公民館-CLC国際会議」で基調講演を務
められた方である。この日は、「持続可能な社会づく

りと公民館」と題し、ESD の観点から公民館の新た
な可能性について話してくださった。その中で私が印

象に残ったのは、ESD を「持続可能な社会づくり」
と定義されていたことである。ESDを直訳すると「持
続可能な開発のための教育」となるが、それよりもず

っと分かりやすく、実態に沿っており、この言葉によ

って更に多くの人に ESDの概念が適切に伝わってい
くと感じた。 
 お昼を挟んで、午後には、末本先生、神代浩さん（元

文部科学省生涯学習政策局社会教育課長）、木下巨一

さん（長野県飯田市公民館職員）、そして井口啓太郎

さん（国立市公民館職員）によるパネルディスカッシ

ョンが行われた。パネリストそれぞれの立場から実践

の報告や提言がなされたが、とりわけ岡山の国際会議

で一緒に国立の事例報告を行った井口さんの報告が

印象に残った。 
 井口さんの報告「東京提案：都市社会教育・公民館

実践の未来像―東京多摩地域からの発信」は、多摩地

域の多くの社会教育関係者の方と丁寧な議論を重ね

てつくられており、国際会議を通して参加者全員で作

り上げた「岡山コミットメント（約束）2014」に対
する多摩地域からの応答ともいえる内容であった。昨

年度国際会議に参加したときには、私は ESDの概念
に感銘を受けながらも、ESD の概念と日頃の公民館
での実践とをうまく関連づけて考えることができず

にいた。しかし、これまで多摩地域の各地で積み重ね

られてきた具体的な実践が、ESD の文脈で再構成さ
れた「東京提案」により、理解が多いに助けられた気

がした。 
 また、討議の中で末本先生は、井口さんの報告の中

で用いられた「危機」という言葉をひいて、「"危機"
＝公民館職員のあいだで、一緒の仕事に取り組んでい

るという共感が薄らいでいるということではないか」

とし、その上で岡山の国際会議では、それぞれの実践

者が自らの地域で取り組んでいることと同じテーマ

に取り組んでいる人が世界にいる、自らの頑張りはや

はり大事なんだという共感が広がった、と指摘された。

このように、様々な場所で実践されていることを、具

体的に言葉にしていくことで共感が生まれ、それが共

有されていく…、こうしたことが正に ESDを軸にし
たつながりだと感じた。 
 その意味で、末本先生から井口さんへ「『東京提案』

をどう作っていったのか」という質問が出されたが、

これは「東京提案」という、それを作り上げる過程自

体が ESDの実践でもあるような提案が、どのように
生まれたか、を聞くものだったのだと後から気づいた。 
 ESD という概念は具体的な実践にひきつけて考え
ないと、日常の実践から遠いものになってしまいがち

であるが、その一方で個別の実践を語るだけではやは

り足りないのではないか。そうしたときに、「東京提

案」の内容は、両者をつなぐような取組だと感じた。 
 国際会議から一年経ち、各地の実践から改めて多く

の刺激を受けた一日であった。今後も、ESD を軸と
して各地とつながっていくとともに、日常の実践を重

ねていきたいと思う。 
 
※「東京提案：都市社会教育・公民館実践の未来像―

東京多摩地域からの発信」については、『第 56回関東
甲信越静公民館研究大会兼第 52回東京都公民館研究
大会記録』（2016年 3月）に収録されている。 
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国立市の概要
●東京都のほぼ中央に位置する。面積は8.15km²で、
全国の市では4番目、都内の市では、狛江市に次いで
2番目に小さい。
●市内北部の学園都市エリアは、東京都文教地区建
築条例により文教地区に指定され、一橋大学を縦断す
る「大学通り」を中心に、都市景観を重視したまちづくり
が進められてきた。
●人口は現在約7万5千人。
●公民館は市内のやや北側に位置する一館のみ。

2
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１．「青年室」と「喫茶わいがや」の歴史

２．活動の概要と相互の関連性

３．活動の特徴と困難を抱える若者の参加

４．「自信回復場所」という機能

５．現代日本における「若者問題」

６． 「若者自立支援」との対比

７．社会参加支援における公民館の役割

８．これからの課題

目次

１．国立市公民館の「青年室」と「喫茶わいがや」の歴史

●1953年：青年学級振興法
●1955年：東京都国立市公民館開館
●1960年：「商工青年学級」開講（「金の卵」と呼ばれた勤労
青年を対象とする余暇活動）
●1967年：「青年室」開設
●1970年代：青年学級の停滞。「目標設定のある学習」よりも
自由な「たまり場」で の活動がスタートする。この活動に、
しょうがいしゃ青年も加わっていく。
●1980年：「しょうがいしゃ青年教室」開設
●1981年：喫茶コーナー「わいがや」オープン

⇒ 「青年」の活動をベースに、しょうがいしゃ青年が加わり、活
動の対象、形態が移り変わりながら、現在に至っている。
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しょうがいしゃ
青年教室

喫茶
わいがや青年講座

自主サークル

（パンづくり、
山登り等）

合同の活動
（お花見等）

２．活動の概要と相互の関連性

しょうがいしゃ青年教室

●国立市内在住・在勤の
しょうがいしゃ向けの余暇・
文化活動。月1回平日の夜
を中心に活動している。

●スポーツ／クラフト／料
理／喫茶実習／陶芸／リト
ミック／YYW（やりたいこと
を企画し、実行する講座）

●運営は公民館職員とス
タッフ（学生、会社員等）に
より担われ、スタッフにとっ
ても、しょうがいを持つメン
バーと関わる学びの場に
なっている。
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喫茶わいがや

●市民グループ「障害をこえ
てともに自立する会」（会員数
約140名）が運営。
●火曜日〜日曜日の12〜18
時で営業。10〜30歳代を中心
とするスタッフ約15名（学生、
会社員、主婦等）がローテー
ションで活動。

●「しょうがいしゃ青年教室」
の喫茶実習コース実習の場。

●１日の平均売り上げは、約
6000円。スタッフの平均時給
は200〜500円程度で、わいが
やの活動で生計をたてる専従
スタッフはいない。

青年講座

これらの活動の様子は、
Facebookでもご覧いただ
けます。「コーヒーハウス
（国立市公民館青年室）」
で検索してみてください。

「青年室」に関わる若者と公民館
職員が企画する市民向け講座。

＜過去の例＞
・若者の労働問題を考える講座
・インド音楽の講座
・銅版画製作ワークショップ
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しょうがいしゃ
青年教室

喫茶
わいがや青年講座

自主サークル

（パンづくり、
山登り等）

合同の活動
（お花見等）

＊「喫茶わいがや」は「しょう
がいしゃ青年教室」の「喫茶
実習」コースの実習の場

＊「喫茶わいがや」スタッフが青年講座を企画

＊「しょうがいしゃ青年教室」
参加メンバーが、仕事帰り
に「喫茶わいがや」へ立ち寄
ることもある

＊青年講座参加者が「喫茶わいがや」スタッフへ

３．活動の特徴と困難を抱える若者の参加

●＜型のある活動＞と＜無目的な「たまり場」＞の組合わせ

⇒ 多様な若者が、多様な入口から集まり、自分のペースに
あった様々な関わり方をすることができる。

●活動参加者を若年層に限定していること

⇒ しょうがいを持つメンバーと持たないスタッフが、同じ目
線で、話し合いながら活動をしていくことにつながる。

⇒ これらの特徴は、しょうがいしゃとともに行う活動という
枠をこえて、ひきこもりや不登校体験、病を抱える若者の参
加も可能にしている。さらに、そうした若者が、活動を通して、
自らの「生きづらさ」を少しだけこえることにもつながっている。
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４．「自信回復場所」という機能

元「喫茶わいがや」スタッフ・Fさんの事例

●高校2年生のときに体調を崩して学校を休み、3年生のと
きに高校を中退した経験を持っていた。

●苦しい毎日を送っていたFさんは、ある日、公民館だより
を見て「パン部」（青年講座：パン作りの講座）のお知らせを
見つける。

●当日になると不安の方が大きくなったが、家族に後押し
されて参加し、講座の中では不安を感じず楽しく過ごすこと
ができた。

●「この場所は私に合っているかもしれない」と感じたFさん
は、「喫茶わいがや」の活動にも参加するようになる。

「徐々に自信を持って一人でコーヒーが入れられるようにな
りました。月に1回開かれるわいがや会議にも参加し、自分
の意見がわいがやの経営に反映されると責任感や達成感
が生まれました。私が淹れたコーヒーを飲んで下さったお
客様が『おいしい』と言って笑顔になってくださると、私も気
持ちが明るく前向きになりました」

●様々なスタッフ、客らとの関わりの中で、自分自身の意
見や作ったものが認められ、頼りにされていく中で、Fさん
は少しずつ自信を取り戻し、「少しでも一歩前に進みたい」
という思いを抱き始める。

●その後、高卒認定試験に合格、地方の大学を受験して、
現在は教員を目指して大学生活をおくっている。
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ひきこもりや不登校体験、病を抱える若者の活動への参加
がみられる中で、「青年室」や「喫茶わいがや」は、「様々な
背景を持つ人びととの人間関係の中で、受けとめられ、自
信や自己肯定感を育んでいく／取り戻していく場」となって
いる。 ＝ 「自信回復場所」

（レジリエンスを発揮する場）
こうした機能を成り立たせているのは・・・

●長年にわたり、しょうがいを持つ若者と持たない若者が、
背景の違いをこえて、話し合いながら活動をしてきた蓄積。

その一方で・・・

●「万人と仲良くなる能力」を身に付けることが目指されて
いるわけではないことに留意が必要。対話により、苦手な
相手と分かりあえる可能性も残しつつ、適切な距離をとっ
たり、すみ分けたりすることも重要である。

５．現代日本における「若者問題」

 日本では、 1990年代後半以降、社会の構造変化に伴い「若者
が社会的弱者に転落する」事態が生じてきた。

 就職競争が激化し、不安定就労が増加するなど、学校から仕事
への移行が困難になり、無業や貧困によって、親からの自立、
家族形成、社会参加などに課題を抱える「フリーター」「ニー
ト」の若者の存在が問題視されてきた。

 2000年代以降、労働や福祉の分野を中心に、「若者自立支
援」施策が実施されてきたが、社会教育の取り組みは少ない。
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６．「若者自立支援」との対比①

 現在、日本では「就労支援」や「ひきこもり支援」など、困難
を抱える若者へのターゲット・サービスは社会に拡大したが、
（「喫茶わいがや」のような）「社会的居場所」や「中間的就
労」などが可能な、より広範な若者が集まるユニバーサルな社
会参加サービスが少ない。

→そこで、国立市公民館では、ターゲット・サービスと関連付け
ながら、進学や就労などが達成されたとしても、必要に応じて継
続的に地域コミュニティのなかで関係性を育て、家族や学校、仕
事以外の「居場所」となるコミュニティ参加を支援する取り組み
を拡大する。

６．「若者自立支援」との対比②

 若者への「就労支援」「ひきこもり支援」などは、それぞれの
ニーズを個々人レベルで捉え、相談・ガイダンス型で個別的に
対応する「個別支援アプローチ」に特徴がある。

→一方、国立市公民館の取り組みは、若者が自ら＜型のある活動
＞に参加し、いずれ多様な人間関係を結びあう＜無目的な「たま
り場」＞への継続的滞在を通じて、就労やコミュニティから排除
される若者たちがレジリエンスを発揮していく「集団支援（社会
教育）アプローチ」として位置付けられる。
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６．「若者自立支援」との対比③

 これまでしょうがいしゃとともに積み重ねてきた実践を基盤に、
現在、文部科学省「公民館等を中心とした社会教育活性化支援
プログラム」を活用した「自立に課題を抱える若者の社会参加
支援事業」を実施している。

→国立市公民館が考える「自立」とは、誰にも頼らないで自分の
脚で立つ「独立」（independence）ではなく、誰かに頼り頼ら
れながら主体性を発揮できること（interdependence）を意味し
ている。

７．社会参加支援における公民館の役割

22
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８．これからの課題

 「たまり場」への参加は、実質的にはその場の存在を知りえた
若者たち、主体的にアクセス可能な若者たちに限られてきた。
そこで、今後は、とりわけ孤立し困難を抱え込んでいる若者へ
の参加支援を充実させ、「つながる」回路を増やしていく。

 課題を抱える若者のニーズに応えるために、多分野にわたる領
域の支援者・関係機関とのネットワークをつくっていく。

 公民館の職員目線で一方的に成果らしきものを報告するのでは
なく、参加する若者自身がどのような力をつけたか、自ら発信
していく。
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２ 本事業の成果と今後の課題・発表のまとめ 

 

和田貴博・井口啓太郎（国立市公民館職員） 
 

１ 本事業の成果 
以下は、平成 27 年３月に行われた文部科学省「公

民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム」

（公民館 GP）平成 26 年度成果発表会において示し
たプレゼンテーションの一部を文章化したものであ

る。まず、Ⅰの実施概要（○○頁）で示した短期・中期・
長期の目標に即して、その取り組みの成果を示したい。 
 
１－１ 短期目標への取り組み（若者の「入口」とな

る事業を展開して開放性を高める）から得られた成果 
既存の公民館事業と連携し、新たな事業や広報を展

開したことで、「自立に課題を抱える若者」当事者及

び家族等の具体的なニーズを顕在化させることがで

きた。 
広範な若者の参加が拡大するとともに、「自立に課

題を抱える若者」当事者や家族・支援者からの紹介・

相談等も増加している。また、それぞれの相談ニーズ

は多様であるが、就労支援やひきこもり支援などのタ

ーゲットサービスでは取りこぼされてしまう、「居場

所」と「社会参加」を目的にした、広範な若者に関わ

っていくユニバーサル型の集団活動を事業化してい

くことが、社会教育のアプローチとして有効であるこ

とが把握された。 
特に、〈LABO☆くにスタ（中高生への学習支援）〉
は、平成 25年度から始まり、26年度以降定着してい
る。ほぼ毎週水曜日に実施されており 18時～20時の
間で、自己紹介、地域の大学生と勉強、小休憩、勉強、

今日の感想など、勉強以外に他者を知り、交流する時

間もあるのが特徴である。また、中高生は外国にルー

ツ・発達障害など様々なステータスがあるが、あえて

選別せず、寧ろ混沌とした空間で他者を受け入れ自身

も受け入れてもらう相互の寛容性がある場作りを公

民館職員がコーディネートすることで「入口」の敷居

の低さを実現している。 
そして、食事作りをする〈今日、ご飯作ってみる？〉

や野外活動を行う〈初心者山部〉などの「支援の顔」

をしない交流型講座を展開することで、多様な「入口」

機能を充実させてきた。 
 

 
１－２ 中期目標への取り組み（若者が社会資本を見

つけ集団活動への参加と成長を支援する取り組み）か

ら得られた成果 
若者（及び家族等）の社会的ニーズに、構造化され

た公民館の諸機能が有効に作用することを、明らかに

することができた。 
これまでも多くの公民館では、講座等の実施によっ

て若者の参加自体がなかったわけではなかったが、講

座終了後への展開等が乏しかったため、一過性の参加

に留まっていた現状がある。しかし、講座や広報の充

実等によって、公民館の開放性が確保されると共に、

適切な職員の支援や「居場所」が存在すれば、「自立

に課題を抱える若者」であっても、その後他者との共

同性のなかで、誰かに頼り頼られながら相互主体性を

発揮し、レジリエンスを高めて（自信回復して）いく

ことが可能になるという実践的な知見が得られた。 
具体的には、多様な若者たちがさまざまな「入口」

にアクセスできる講座が担保できたことによって、本

事業を知った保護者的立場の方や若者当事者の相談

から、喫茶コーナー（喫茶わいがや）での実習体験（＝

中間的就労）や青年室での自主活動（＝居場所）への

参加希望が増えている現状を踏まえ、参加者の定着に

向けたコーディネートを担当公民館職員の職務に位

置づけた。「自立に課題を抱える若者」が社会資本を

見つけていくために、集団活動への参加と成長に伴奏

者として支援する取り組みを重視している。 
その事例として、B さんが上げられる。B さんは

2012 年５月に青年講座「身体表現ワークショップ」
を受講した（当時 21歳）。当時、大学を休学していた
こともあり、職員が「明日、キックベースあるけど来

る？」と誘ったのをきっかけに青年室活動や「喫茶わ

いがや」で日常的に活動し、2014年５月頃、「喫茶わ
いがや」の会長になった。また同世代の若者やナナメ

の関係にあった職員との出会いが Bさんの「自信回復」
の一助となり、大学へ復学も果たした。そして現在は、

LABO☆くにスタ（中高生への学習支援）において、
教える支援者になり、職員とともに学習支援の雰囲気

をコーディネートする立場となっている。 
 
１－３ 長期目標への取り組み（包括的な支援ネット

ワークの構築）から得られた成果 
公民館の諸機能の限界を補完していくために、また、

「自立に課題を抱える若者」に適切な支援を行うため

に、連携・共催して実施した事業を通して有用なネッ

トワークの構築準備に着手できた。 
様々な地域課題に取り組み、諸団体と関わる（＝問
題を制度的に把握しない）公民館が本来有している
「包括性」（＝属性・課題が異なる人々の結節点）を
活かし、それぞれの諸機関とつながっていくことがで
きた。このことは、義務教育終了後の若者への支援施
策を現在有しない国立市にとって、今後に向けた重要
な波及的成果になったと考えられる。 
具体的には、公民館の諸機能だけでは対応できない

ケースも生まれており、その対策として中高生への学
習支援の取り組みでは、外国にルーツのある中高生が
多数参加していたため、学校教育分野で困難を有する
中高生への支援を行う教育センター・学校支援センタ
ーなどとの連携を深めている。 
平成 27 年２月に開催した全国喫茶コーナー交流会



－ 94－

では、市内のコミュニティカフェや精神しょうがいし

ゃ支援機関などと共同で分科会を企画・運営し、関係

づくりに着手できた。また、保護者・支援者セミナー

を発展させて、国立市内に本校があり、広域通信制高

校として不登校生徒等が通いやすいカリキュラム開

発を進めてきたNHK学園高等学校との共催事業を発
展した。さらに、立川市「自立支援ネットワーク会議」

にも児童青少年課とともに参加し、ネットワーク形成

を図っている。 
こうした取り組みを通じて、問題への包括的アプロ

ーチが可能な公民館だからこそ、今後もネットワーク

のハブ機能を担っていくことができると考えられる。 
 
２ 本事業を通してみえてきた職員の役割 
 多様な「入口」機能により、「自立に課題を抱える

若者」のニーズを顕在化させることができた。そうし

た若者のニーズに対して、公民館における学習支援や

人間関係を豊かにしていく共同的・主体的な活動を行

う過程が、若者の成長にとって意味のある作用となっ

たと考えられる。そうしたプロセスを辿るために果た

す公民館職員の役割は、以下の３つに整理できる。 
第一に、「若者支援」領域におけるユニバーサルア

プローチとしての社会教育において、「居場所」と「社

会参加」を目的とした多様な若者が関わりあっていく

集団活動を事業化していくこと。 
第二に、公民館的機能の補完のため連携事業や諸施

設とのネットワークを構築していくこと。 
第三に、「自立に課題を抱える若者」が誰かに頼り

頼られながら相互主体性を発揮し、レジデンスを高め

ていく環境づくり（コーディネート）をしていくこと。 
そうした公民館職員の役割には２つの側面がある

といえる。一つ目の側面は、多様な若者たちと向きあ

い、共に活動を支えるユースワーカー的役割である。

国立市公民館の場合は、主に若者たちと世代が近い

（担当４年目・２年目）職員が担当してきた。二つ目

の側面は、若者を取り巻く関係機関・支援者・保護者

をつなぎ、また若者の課題やニーズをつなぐコーディ

ネーター的役割である。これは主に中堅（担当７年目）

の職員が担当してきた。 
 
３ 本事業の意味の共有化 

 本事業を推進した公民館 GPでは、採択した事業の
内容を徹底して発表・公開・評価していくことが求め

られた。そのため、事業の意義を言語化して伝えるた

めに担当として日常的に行ってきた業務を省察する

きっかけとなった。その過程で、平成 25 年度から青
年室や「喫茶わいがや」に関わるスタッフと公民館

GPを活用した取り組みについて話し合う機会を設け
てきた。青年たちからは、職員が国立市公民館が独自

に取り組んできた事業に対して表す言葉に「居場所」

づ
・

くり
・ ・

や、「中間的就労」、「社会参加支援」といった

言葉に対して、印象として支援する側／支援される側

とを分けていくことになるとの意見交換をしてきた。

まさに、これまでの青年室に集まる若者の活動は、主

体的な若者の活動にしょうがいしゃも共に活動して

いるというフラットな関係性に特徴があり、またその

考え方を大切にしてきたからこそ公民館の活動が継

続してきたと言える。こうしたプロセスを踏まえて、

事業の意義を職員と青年とで共有できたことも成果

の一つだといえる。 
 
４ 本事業の今後 
 本事業は、平成 28 年度以降も継続・拡充していく
予定である。いうまでもなく、公民館にはその固有の

「居場所」や講座実施などの機能を発展させ、若者主

体の学習活動を大事にしていく必要がある。特に、中

高生の学習支援については、予算を拡充し、さらに体

制整備を進めていく方針である。 
他方で、NHK 学園高等学校との連携も継続し、他

の教育機関・地域との協働に拡げていくことが求めら

れている。こうしたなかで、関係機関それぞれの役割

の整理と明確化を踏まえて、連携の体制整備をしてい

く必要があるといえる。 

 



－ 95－

「自立に課題を抱える若者」の
社会参加支援事業

東京都国立市公民館

井口啓太郎

橋田慈子

和田貴博

平成26年度「公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム」成果発表
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中間報告資料より引用
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若者が社会関係資本を獲得していくため、
集団活動への参加と成長を支援する取り組みが必要
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•

•
•

大学を休学していたため、
「喫茶わいがや」で日常的に
活動することが多くなっていく。
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•

•

•
2013
2013 2014

•

•

•

社会教育全国集会、ゼミナールコーヒーハウスなど

若者たちが「居場所にしていく」カフェの可能性
若者×居場所×かかわる

（「全国喫茶コーナー交流会」第２分科会）
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• 学業・サークル・就職活動のはなし、女子校トーク

• →職員が青年室に頻繁に顔を出すようにして、若者同士の交流会を企画し、継続。

• カフェでの活動を希望、人と交流したい、ボランティアをしたいなど

• →それぞれの若者の話や思いをじっくり聞き取る。

• わいがや、青年教室、学習支援のスタッフなど

• →若者に部活動や青年講座などの企画や運営参加を促す。

• 職員は若者が主体的に関われるようコーディネーターとして関わる。

• →中高生にとって学習支援などの場が居場所になるように、教える若者自身がコーディネー
トできるように協働して取り組む。
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→

様々な地域課題に取り組み、諸団体と関わる（＝問題を制度的に把握しない）公民館
が本来有している「包括性」（＝属性・課題が異なる人々の結節点）を活かしていく。
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本事業の実施により、外国にルーツがある者や発達障害、
精神疾患がある者などの参加が増加し、「自立に課題を
抱える若者」のニーズを顕在化させることができた。
→食事づくりをする〈今日、ご飯作ってみる？〉や野外活
動を行う〈初心者山部〉などの交流型講座によって「支援
の顔」をしない公民館への「入口」機能強化が効果的。

そうした若者のニーズに対し、公民館における学習支援
や人間関係を豊かにしていく共同的・主体的な活動を行
うプロセスが、若者の成長にとって意味のあるものとし
て作用することが示せた。
→喫茶コーナーでの実習体験（＝中間的就労）や青年室で
の自主活動（＝居場所）への参加と定着に向けたコーディ
ネートが鍵。

 「若者支援」領域において、「居場所」と「社会参
加」を目的にした、広範な若者が関わりあっていく集
団活動を事業化していくことが、社会教育のアプロー
チとして有効。

 「開放性」「共同性」「包括性」の３要素を事業計画
に構造化し、関連させていくことが重要。

 公民館の諸機能の限界を補完していくために、連携事
業やネットワーク構築が不可欠。

 「自立に課題を抱える若者」が誰かに頼り頼られなが
ら相互主体性を発揮し、レジリエンスを高めて（自信
回復して）いく環境づくりが職員の役割。
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そうした公民館職員の役割は２つの側面がある。

第一の側面は、多様な若者たちと向きあい、共
に活動を支えるユースワーカー的役割。
→主に世代が近い（担当3年目・1年目）職員が担当。

第二の側面は、若者を取り巻く関係機関・支援
者・保護者をつなぎ、また若者の課題・ニーズ
とをつなぐネットワーカー的役割。
→主に中堅（担当6年目）の職員が担当。

本事業は、３カ年での継続実施を念頭に計画を立案していた
ため、成果測定と事業評価は中途段階。

試行的な教育事業であったため、どのような学習・変容が
あったのか定性的に明らかにし、内外にアピール・可視化し
て、さらに関わる参加者を拡大していく。
→参加してきた若者が経験・変化を語れる場をオムニバス形
式で設けること、及び若者がドキュメンタリー映像を製作す
ることなど。

平成27年度は、事業規模をやや縮小しつつ一般財源を中心に
事業を継続し、成果測定・事業評価（事業報告書作成）に取
り組む。

それらの結果をフィードバックし、平成28年度以降、庁内連
携会議において市の総合的な若者支援施策を策定していく。


