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 協働会議における提言書（たたき台） 

【テーマ：子育て・学校教育・生涯学習・青少年育成・文化・スポーツ】 
 

１.本テーマにおけるキーワード 

【全体】連携、つながる 
【子育て】多様な担い手 
【学校教育】生きる力、一貫性のある教育、継続的な関わりや活躍 
【生涯学習】シニア層の学びの場、地域での活躍につながる、世代間で学び合う 
【児童・青少年育成】多世代がつながる、世代間の相互理解や共感 
【文化・スポーツ】活動の場・発表の場の充実 

 

２.現状・課題・問題点 

【子育て】 

（１）保育需要について 

・共働き世帯が増え、保育の需要が増加している一方で、不均一な人口分布や需要の高い地

域の用地不足等の課題もあり、近くに保育施設がなく不便な状況もある。 

（２）子育て支援について 
・従来よりも子育てに関する経済的支援は充実してきているが、子育てに関わる当事者（親・

保育士）の負担感は増している。 
・保育人材の不足の解消については、多世代（若年層やシニア層）の参加による人的支援の

ほか、ＡＩなどのテクノロジーの活用が求められる。 
 
【学校教育】 
（１）１５年教育について（０歳から中学校） 

・幼稚園・保育園と小学校の連携により子どもの成長に合わせた一体的な支援を行う必

要がある。 
・小中一貫教育については、メリット・デメリット（中学生が与える小学生への影響な

ど）についてよく検討を行う必要がある。 
（２）学校施設について 

・人口増加に加え、工場等の移転による大型マンションの建設は学校不足につながって

しまう。 
（３）学校教育について 

・外国人が増えている中、外国人の子どもに対する日本語教育が求められる。 
・子どもが自ら考え、自らの身を守れるよう防災教育も含めた「生きる力」が身につく教

育が必要である。 
（４）地域とともにある学校について 

・教員が多忙であることを理解しているので、コミュニティ・スクールの取り組みの中

で、地域とのさらなる連携の検討が必要である。 
・連携については、これまで以上に高校生や大学生が活躍することが求められる。 
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【生涯学習】 
（１）リタイア後の地域参加について 

・高齢化の進展によりシニア層が増えてきているが、リタイア後に地域参加できる人と

そうでない人の差がある。 
（２）市民大学等の講座について 

・著名人の講座を聞く機会が少ないことや、講座に気軽に参加できるようなＰＲが不足

していることに対して、より良い講座の内容や周知方法について検討する必要がある。 
・世代によって抱えている悩みなどは異なる場合がある。講座等を通じて世代間の悩み

を共有できる場が必要である。 
 
【青少年育成】 
（１）子どもたちの遊びについて 

・テレビゲーム等の普及による外遊びの減少や、一人で遊ぶ習慣がついている子どもが

いる。 
・学校が休みのときは、イベントへの参加者が少ない。 

（２）社会教育の場について 
・異年齢や多世代との関わりの場を通じて、仲間づくりや社会のルール、生きる力を学

べる環境が必要である。 
 
【文化・スポーツ】 
（１）施設、活動の場について 

・新たな文化スポーツ施設の建設は困難である。特に文化活動について発表の場が少な

い。 
 

３.今後目指すべき理想の姿とそれに対する考え方（提言） 

全体に対する根本的な考え方 

「組織（市民・行政・議会）の壁を越えた連携」 

縦割り行政による連携不足が、各テーマの取り組みに対する停滞感や閉塞感を招いて

しまう。まちづくりに大切な「人」を動かすのもまた、「人」であり、みんなを巻き込ん

でいくためにも、様々な壁を乗り越えた連携を図る必要がある。 

 

【子育て】 
理想の姿 

「地域の人々や多世代の担い手による継続的な子育てができるまち」 
考え方 

今後も子育ての担い手不足は続くと予想される。そのため、多様な担い手（リタイア世

代や中学生・高校生）が子育てに加わることで、親や保育士の負担軽減や不安解消につな

がる。また、地域の中で継続的に子どもと関わり成長を見守ることで、高校生・大学生に

なっても地域とのつながりが生まれる。 
 
【学校教育】 
理想の姿 
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「子どもの成長に見合った一貫性のある教育ができるまち」 
考え方 

幼稚園・保育園と小学校、あるいは小学校と中学校が連携・一貫性をもつことで子ども

の発達に適した教育を提供することができる。 
 
理想の姿 

「どの世代においても学校が身近になるまち」 
考え方 

コミュニティ・スクールにより学校と地域の距離が近づいた。コミュニティ・スクール

や小学校の複合施設化などは、地域の多世代の人々にとって学ぶ場や交流の場となる。

今後の取り組みの中では、高校生・大学生の地域での継続的な関りや活躍についても検

討する必要がある。 
 
理想の姿 

「子どもたちに生きる力が身に付くまち」 
考え方 

子どもが自ら考え、自らの身を守れるよう、生きる力を身に付ける教育が必要である。 
 
【生涯学習】 
理想の姿 

「シニア層が学べる講座が増え、地域での活躍につながるまち」 
考え方 

リタイア後の地域参加には個人差があるため、その解消のために市民大学等の講座を

地域参加につながる機会としていく。また、子育て支援に関する講座を学ぶことで、シ

ニア層が子育て支援の新たな担い手につながることも期待される。 
 
理想の姿 

「世代間で学び合い、悩み事を共有できるまち」 
考え方 

世代間で異なる悩みを共有することや、互いの得意分野から学び合うことで相互理解

が深まる。 
 
【児童・青少年育成】 
理想の姿 

「魅力的な企画を仕掛ける大人がいて、わくわくしながら自発的・積極的に参加する

子どもがいて、自然と社会のルールや生きる力などを身につけることができるまち」 
考え方 

イベントをはじめとする催し物などは、子どもが参加すると必然的に大人も参加し、

多世代がつながることができる。また、子どもはその体験が記憶に残り、その子どもが大

人になって次の世代へつなぐことが期待される。さらに、多世代がつながる場があるこ

とで、仲間づくりや社会のルールを自然と身につけることができ、世代間の相互理解や

共感を生み出すことができる。 
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【文化・スポーツ】 
理想の姿 

「官民が連携し、民間施設も利用しながら文化・スポーツ活動を発表する場所がある

まち」 
考え方 

各地区にある公共施設をしっかりと活用しながらも、民間施設との官民連携を進める

ことで、文化・スポーツ活動の場・発表の場を充実させることができる。 
 

４.理想の姿実現のための参考となる取り組み、意見集  

【全体】についての取り組み 

・まちづくりに関して、市民が意見を言いやすい雰囲気や仕組みづくりが必要である。 
・世代間交流や地域のつながりが生まれるように、様々な集まれる場（①物理的な場所

②機会）をつくる。（気軽に参加できるイベント開催や参加者数を増やす工夫） 
・各分野に挙げられるような取り組み案は、できるだけ期間を区切らず継続していくこ

とが重要である。 
 
【子育て】についての取り組み 

・高齢者が昔遊びを子どもに教えることや、赤ちゃんの世話をすることで世代間交流を

促進する。 
・中学生、高校生、大学生が保育人材として活躍できる場をつくる。 
・ＡＩを保育人材の負担軽減に活用する。 

 
【生涯学習】についての取り組み 

・講座に参加した際に、アンケートに積極的に回答するなどして講座内容のアイデアを

提案する。 
・意見収集ボックスの設置など、講座のアイデア提案のハードルを下げ、気軽に提案で

きる環境をつくる。 
・市民目線でわかりやすい講座、興味を引くタイトルの講座など、お金を使わなくても

人が集まる講座内容を考える。 
・リタイア後の地域参加のきっかけとなるような講座を充実させる。 
・インターネットだけでなく、公民館などの公共施設でも講座内容のＰＲや情報共有を

する。 
・子どもが上の世代から学ぶ機会をつくる（料理・昔遊び）。 

 
【児童・青少年育成】についての取り組み 

・若年層ボランティアや中学生・高校生のインターンシップを増やし、まちづくりのア

イデアを出してもらうなど積極的にまちづくりに参加してもらう。 
・子どもたちが楽しんで参加できる地域行事を増やす。 
・昔の遊びなど、シニア層と子どもたちが一緒に学ぶ企画を増やす。 
・仲間づくりや社会のルールを子どもたちが学べる場をつくる。 
・本人も気づいていない魅力を持った大人を掘り起こし、活躍できる場へつなげる。 
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【文化・スポーツ】についての取り組み 
・民間企業とタイアップして色々な施設で様々な発表イベントを開催し、発表の場を増

やす。 
 

 ５.テーマに係る三者の役割分担について 
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 協働会議における提言書（たたき台） 

【テーマ：協働（ボランティア・地域コミュニティ）・国際交流・地域の情報化・男女

共同参画社会】 
 

１.本テーマにおけるキーワード 

【全体】 
【ボランティア】 
【地域コミュニティ】 

 【国際交流】 
 【地域の情報化】 
 【男女共同参画社会】 
 

２.現状・課題・問題点 

【協働全般】 
（１）自治基本条例について 
 ・自治基本条例が制定されて約４年が経過しているが、まだまだ市民に条例が浸透してい

ない。 
 
【ボランティア】 

（１）ＰＴＡ活動について 

・ＰＴＡ活動は任意ではあるが、半強制的に参加しなければならない雰囲気があり、共働き

世帯は大変である。 
・ＰＴＡ活動の負担軽減を考える時期に来ている。 

 
【地域コミュニティ】 
（１）コミュニティ全般について 
 ・マンション内でのコミュニティ形成が難しい状況である。一方で、マンションツアー

を開催して、コミュニティ意識が向上した事例もある。 
 ・「美女木地区まちづくり協議会」のような地域型の協議会の促進が必要である。 
 ・町会・自治会館などのコミュニティ施設の利用を促進させるＰＲが不足しており、場

所を知らない人もいる。 
 ・若い人（子育て世代）とシニア層のつながりが少ない。 
（２）町会・自治会について 

・役員が高齢化していることに加え、子ども世代の転出によりシニア夫婦世帯が増えて

おり、高齢者のみに負担が集中している。 
・役員になると広報配布、募金集金などの負担が多くなるイメージがあり、後任の役員

のなり手が少ない。 
・町会・自治会への加入は任意ではあるが、全般的に、加入率は低下しており、特に大型

マンションの加入率が低下している。 
・若い世代でも町会・自治会加入の必要性は理解している方もいると思うが、活動の負
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担が多いイメージや加入方法が分かりづらい、加入するメリットが充分に伝わっていな

いなど、加入のハードルが高い。 
・町会・自治会に加入していない市民への情報が、伝わりにくい印象がある。 
・町会としては、町会会館を有効活用してもらいたいと思っているが、利用者の固定化

や利用できることを知らない市民が多いなど課題がある。 
・町会・自治会総会の出席者が少ない。 

 
【国際交流】 
（１）在住外国人について 

・マンション内では、外国人向けの案内が少なく、ルールや情報が伝わりにくい。 
・外国人の住民が増えており、今後も増加傾向が続くと予想される。 
・市では外国人向けのごみの出し方のパンフレットを作成しているものの、ごみ出しの

ルールが守られていないことがある。 
 
【地域の情報化】 
（１）情報共有・連携について 

・子育て世代は、子どもが保育園・幼稚園を卒園して、小学校に入学するなど環境が変わ

ると、情報やコミュニティが途切れてしまう。 
・個人情報保護の観点から、情報の共有が難しい場合がある。 
・民生委員の存在など、地域の中の取り組みが伝わっていない。 
・町会未加入者には広報やパンフレットが配られないので、情報が行き渡らない。 

 
【男女共同参画社会】 
（１）男女共同参画全般について 

・男女共同参画社会に関する課題の認知度が低い。 
 
（２）女性の活躍について 

・イベント（ママフェス、朝市、町会のお祭り、ＰＴＡ活動）などでは、女性が主体とな

り活躍している事例も多い。 
 

３.今後目指すべき理想の姿とそれに対する考え方（提言） 

全体に対する根本的な考え方 

「様々な主体同士の横の連携」 

学校、ＰＴＡ＋Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ＝ＰＴＣＡ、地域のボランティア団体、サークル、

子ども会、町会、自治会、シニア世代、子育て世代など様々な主体同士の横の連携が重要

である。また、各主体には子ども、外国人、男性、女性など多種多様な方々が参加してい

ることが望ましい。そのことにより、地域コミュニティをはじめとする団体の活動の担

い手が多様化することにつながる。 

 

【ボランティア】 
理想の姿 

「シニア世代も含めた地域全体でＰＴＡ活動に参加・協力するまち」 
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考え方 
ＰＴＡは任意であるが、負担感などから今後も加入率の低下が懸念される。そこで、Ｐ

ＴＡにＣｏｍｍｕｎｉｔｙを加えたＰＴＣＡという考え方も必要となってくる。シニア

世代、学校開放利用団体など地域のコミュニティが学校とＧｉｖｅ＆Ｔａｋｅで協力を

していくことで、お互いにＷｉｎ＆Ｗｉｎの関係が構築される。さらに副次的な効果と

して、シニア世代の健康寿命延伸や孫世代の参画も期待される。 
 
【地域コミュニティ】 
理想の姿 

「子ども会や町会・自治会、ボランティア団体など、横の連携が強化されたまち」 
考え方 

個人的なつながり、各団体内のつながりはあるが、団体間のつながりが希薄である。実

際に顔を合わせることでつながりが生まれ、理解が深まり、団体への加入も促進される。

また、近所に顔見知りが増えれば、安心感も増えてくる。災害時には自助・共助が基本と

なることから、連携の強化は重要である。 
 
理想の姿 

「公園や福祉センターなどの公共施設が、利用者に合わせた利用形態を採用し、誰で

も自由に使えるまち」 
考え方 

体を動かせる環境など青少年が集う場が少ないが、新たな公共施設の建設は難しい。

そこで、既存の公共施設の稼働状況を踏まえて、利用主体（ターゲット）や利用方法な

ど、利用形態が変わっても利用ができる工夫をすることで、公共施設の有効活用が図ら

れる。 
 
理想の姿 

「コミュニティの拠点となり得る町会・自治会館が有効に使われているまち」 
考え方 

町会会館や自治会館の認知度が向上し、地域の拠点となれば、交流の促進や、災害時

にも適切に活用することができる。また、持続的に会館が使用されるようにするために

は、補助金や利用者の使用料などで維持費を確保する必要がある。 
 
【国際交流】 
理想の姿 

「日本人と外国人との間に壁がないまち」 
考え方 

お互いの文化について知る、伝えることを通じて、理解が促進される。例えば、環境へ

の順応力が高い子どもが、親などの身近な大人にルールを教えたり、外国人が多い会社

に働きかけて、ルールの周知や交流に協力を求め、様々な主体と連携を図っていく必要

がある。 
 

【地域の情報化】 
理想の姿 

「人材リストをより充実させることで、地域のつながりが促進されたまち」 
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考え方 
情報の核となるよろず相談人・所があると、地域に情報が伝わりやすい。また、地域で

の役割を次世代へ伝える仕組みや方法があると、つながりも深めやすい。 
 

理想の姿 
「町会会館等地域の情報が共有され、有効に利用されているまち」 

考え方 
町会会館をの有効活用やお祭りなどのイベントといった地域の情報を共有することで、

コミュニティ促進が図られることが期待される。そのため、町会会館が利用されるため

には、まずは施設に関する情報共有が大切である。 
 
【男女共同参画社会】 
理想の姿 

「職場だけでなく、あらゆる機会で男女ともに活躍するまち」 
考え方 

男女共同参画社会の推進のためには、職場での取り組みも大切であるとともに、例え

ば地域コミュニティにおいて女性が活躍できる社会をつくる必要がある。 
 

４.理想の姿実現のための参考となる取り組み、意見集  

【ボランティア】についての取り組み 
・学校の施設（体育館やナイター施設など）を地域に開放する代わりに、地域の団体が児

童・生徒向けの講座や掃除などボランティア活動を行う。その際は公平性や学校周辺の

住民に配慮して活動する必要がある。 
・団体やサークルと学校が協働する。 
・シルバー人材センターなどに登下校の見守りなどの防犯活動を委託するなど、ＰＴＡ

の負担を軽減する。 
・放課後こども教室に、高校生・大学生が参加する。 

 
【地域コミュニティ】についての取り組み 

・町会会館・自治会館を活用して、子育てサロンや元気体操などのイベントを行う。 
・餅つき大会や昔遊びイベントなど、多世代が多く集まる場所において自治会への加入

を勧める。 
・多世代交流の場となる市民体育祭を、引き続き実施する。 

 
【国際交流】についての取り組み 

・外国人との交流では、お互いの悩みも聞き合えるようにする。 
・交流が促進されやすくするために、まずは、国ごとのイベントを開き、各国の人が参加

しやすい環境をつくり、その後、日本人と外国人を混ぜたイベントを開催する。 
・地域型の組織で外国人が日本の生活習慣を学べるように、日本語教室を一拠点ではな

く各地域で進める。 
・外国人が地域に馴染みやすくするため、日本の基本的な生活（ごみ出しなど）は転入時

に伝える。 
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【地域の情報化】についての取り組み 

・チラシやリーフレットなどで町会会館・自治会館を知ってもらう。 
・一部の人に負担が集中しないように、情報伝達の核となる人の育成を行う。 
・地域のお祭りなどのイベント情報をＰＲする。 
 

【男女共同参画社会】についての取り組み 
・男女共同参画社会に関する課題を、情報紙「つばさ」で引き続き発信する。 
・イベントなどで身近に感じられるように、男女共同参画に関する取り組みや現状をク

イズ形式などにして、意識向上を図る。 
・若いころから課題意識を持ってもらうため、中学生に対して男女共同参画社会の情報

提供をする。 
 

 ５.テーマに係る三者の役割分担について 

テ ー マ

名 

市民 議会 行政 

ボ ラ ン

ティア 

 

 

 

 

  

地 域 コ

ミ ュ ニ

ティ 

 

 

 

 

  

国 際 交

流 

 

 

 

 

  

地 域 の

情報化 

 

 

 

 

  

男 女 共

同 参 画

社会 
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