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はじめに 

 

現構成員よる生涯学習推進委員会議は、2018 年５月から開始し、主として各委員の活動

報告をふまえて今期の協議課題について検討を重ねてきた。その議論の中から今期のテー

マ「ダイバーシティの推進と学習都市づくり」を設定し、11 回の定例会議における討議を

通して論点の整理・検討に努めてきた。 今回上梓となった報告書の背景にある論点は、過

去４年間に発行された２つの報告書が下敷きになっている。第 10 期生涯学習推進委員会議

の提言「（仮称）生涯学習大学の創設について」においては、区内の在住・在勤者の「学び

を紡ぐ新たな仕組み」として生涯学習カレッジ（以下、「ちよカレ」と略記）の構築に向け

た提言であった。第 11 期生涯学習推進委員会議の報告書「学びを紡ぎ地域を結ぶネットワ

ークづくり」は、第 10 期の提言をふまえて、主として「ちよカレ」での学習成果を地域に

還元するための人材養成・人材活用の視点から検討したものであった。今回はこうした「ち

よカレ」における知の循環をふまえて、ユネスコが提唱した「学習都市」（Learning Cities）

認定条件の１つでもある「言語的・民族的マイノリティや社会的に不利な背景を持つ学習者」

（UNSCO Institute for Lifelong Learning, UNSCO Global Network of Key Features of 

Learning Cities：Guiding Documents,2015,p.14.)への学びの支援をどのように位置づけて

いくのか、ダイバーシティの受容と推進が論点とされた。これは、開催が待たれるオリンピ

ック・パラリンピックの根本原則「人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的ま

たはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、

いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない」（JOC 国際専門

部会 竹内浩翻訳・編集『オリンピック憲章』公益財団法人日本オリンピック委員会、2019

年，p.11）とも連動する。いわば、ダイバーシティの包摂への取り組みは国際社会が日本に

突き付けた喫緊の課題であり、オリンピック・パラリンピックの開催にともない、LGBTIQ

や障がい者、異なる民族との共生への関心はさらに高まってきている。「アイヌの人々の誇

りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」の施行（2019 年 5 月）な

ど、マイノリティに対する法律の整備が進められた背景には、そうした課題への対応が内包

されているといえよう。 

以上のような文脈をふまえて、本提言は、Ⅰ第 12 期テーマ決定の経緯、Ⅱ「ダイバーシ

ティの推進と学習都市」のめざすもの、Ⅲ「ダイバーシティの推進と学習都市」における学

習のしくみ、Ⅳ「ダイバーシティの推進と学習都市」とその学習内容と学習の方法、という

4 本の柱で構成されている。  

本提言を出発点として、区民のだれもが多様性の中の一人として認識し、多文化・多世代

でつながる在住（麹町地区・神田地区）・在勤・在学に象徴される千代田のダイバーシティ

が魅力ある新たな「学び」を創出し、本区の地域コミュニティのエンパワ－メントを育む一

助となれば望外の喜びである。  
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Ⅰ．第 12期テーマ決定の経緯 

 2018 年度の会議では、本区の特徴として夜間人口と昼間人口の大きな差があり、都の中

心的な区であることから多様な人々が行き交い、また歴史的・文化的伝統が豊かであること

などが指摘され、こうした多様性に応じた生涯学習の在り方を議論することが課題になる

という意見にまとめられた。さらに、その課題をまちづくりや地域活性化につなげることが

これからの千代田区には必要だという認識で一致したところである。 

 そこで、2019 年度のテーマ設定に当たって、区の多様性を活かした学びによってまちづ

くり等を推進することを包括した概念として、ダイバーシティと学習都市という二つの考

え方が提起された。 

 

近年、生涯学習・社会教育はもちろん行政機関や企業では、ダイバーシティの観点から行

政と経営が推進されるようになった。ダイバーシティとは、元々はマイノリティの参画とい

う視点から徐々に範囲を広げていき、ジェンダーや LGBTIQ、国籍・人種・民族、障がい

の有無などを問わず、多様な人々の参画を目指す取組として発展してきている。 

 ダイバーシティは、「『ジェンダー、人種・民族、年齢における違いのことを指す』（⽶国

雇用機会均等法委員会（Equal Employment Opportunity Commission））とされてきたが、

近年、特に欧⽶諸国においては、ダイバーシティの対象の範囲の拡大とともに、ダイバーシ

ティのレベルの深化が進んでおり、多くの実務家や研究者が、限定的な定義からより包括的

な概念化を指向している」とされる(株式会社 NTT データ経営研究所『諸外国におけるダ

イバーシティの視点からの行政評価の取組に関する調査研究報告書』2019 年 3 月)。 

 また、会議で参考資料として提供された三重県が策定した「ダイバーシティみえ推進方針」

(2017 年)は、「ダイバーシティ（diversity ）は日本語に訳すと多様性です。ここでは、一人

ひとりが尊重され、多様性が受容され、さらにそれぞれ違った個性や能力を持つ一人ひとり

がよい意味でお互いに影響し合うことにより、個々人では成し得なかった相乗効果を社会

に生み出すという『ダイバーシティ＆インクルージョン』の意味も込めて 、ダイバーシテ

ィという言葉を使用しています」と述べている。これは教育に限定した「方針」ではないが、

本会議ではこの考え方を生涯学習に引きつけてテーマを設定し、その在り方について議論

を進めることとした。 

 その結果、テーマは以下のように定められた。 

  「ダイバーシティの推進と学習都市づくり」 

 このテーマに関しては以下のような意見が交わされた。 

・ダイバーシティは、徐々に意味が広がっていったことから、その観点はまちづくりに生か

され、学習都市づくりにつながるイメージがある。 

・本区は多様性に富む区であるからこそ課題をしぼり、世代毎に学習課題を明らかにしなが

ら、学習都市にふさわしい考え方、学習の仕方、具体的な進め方などを検討するとよい。 

・女性、障がい者、外国人、子どもなど属性の違いに注目すれば、人権教育そのものの課題
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になると思う。 

・千代田区のような出入りの激しい地域では、生涯学習に集う人たちに対して、多様な広が

りを持たせるのは大事になってくると思う。 

・多様な人たちの居住によって、コミュニティの変容が起こり新たなコミュニティの形成が

されていく。外国籍の人口増加によってコミュニティが再生していく可能性はあるが、共生

にはさまざまな課題が残される。 

・ダイバーシティの推進と学習都市によって明るい区の発展につながり、それによって住民

やその周辺の人々にとって幸せが訪れるということをある程度共有したい。 

・全体的に生涯学習社会の中では、ダイバーシティはあまり自覚されていない。行政ではニ

ューパブリック(新しい公共)と重なる概念である。行政の人たちだけが公共を担うのではな

いという考え方が広がってきている。そのような意味でいうと完成させるというより、問題

提起になるのではないか。 

 本テーマに対して以上のような検討課題が具体的に提起されたことから、以下に、これら

議論をまとめることとする。 

 

Ⅱ．「ダイバーシティの推進と学習都市」のめざすもの 

学習都市に向けたダイバーシティはどのような方向を目指せばよいのだろうか。 

1．伝統的な価値を土台にしながら能動的な価値をつくる 

千代田区ではダイバーシティを推進して、どのような学習都市をつくっていくべきか。ダ

イバーシティの推進という価値をどこに置くか、どのような価値が見出されるのかが実感

としてないと長続きしないのではないか。 

そこで、経済的・環境的に恵まれている、歴史的なことからも情報をダイナミックに扱い、

伝統的文化や従来の受動的価値を土台にさらに発展させるべきである。特に現代社会では

ICT の浸透によってアナログ的な営為が軽視されつつあるが、そうした流れを検証し、身近

な地域の良さや特徴を改めて実感することは一つの能動的な価値づくりの土台になる。 

要するに、地域を軸に据えながら、ダイバーシティにふさわしい能動的な価値を住民が実

感できるような方向で作り上げていくということが大切になる。 

2．「オールちよだ」を目指して 

同時に、「オールちよだ」という発想も必要になる。区内は旧区の神田地区と麹町地区に

分けられ、それぞれの地域は独自の文化スタイルを持ち、町会単位に伝統的な地域・文化活

動などが展開されてきている。そこで、それぞれの地域性を活かして、千代田区全体の活動

にまで発展させるという「オールちよだ」(学校教育の中ではすでに用いられている概念)と

いう新たな発想が求められるであろう。この発想は前述した能動的な価値観を表す概念だ

と言えよう。 

また、「オールちよだ」にはインクルーシブや異文化理解、ジェンダーなどの人権に関わ

る視点を包括し、異年齢・同年代交流を拡充するなどそれぞれの「違い」を尊重し合うとい
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う考え方が重視されるべきである。 

その「オールちよだ」を目指すためには人々の「学び」を活かし、千代田区全体にまで広

げていくことが課題になる。 

3．ダイバーシティにふさわしい人材育成を進める 

そうなると、「オールちよだ」にふさわしい、以下のような資質を備えた人材育成が求め

られてくる。まず、その資質として大切なのは、対人コミュニケーション能力である。コミ

ュニケーション能力はいろいろな学習の場で心を許していく時、いろいろなことがわかり

あえるために不可欠になる。そうして差別をなくしていくことにつながると考えられる。 

 そして、他者を尊重し、その違いを認め合い、それを活かそうとする豊かな人間性を備え

た人材育成も大切になる。 

 以上のような人材育成には、人々が身近な地域で「学び」、そして「ちよだ生涯学習カレ

ッジ」(以下「ちよカレ」と略記)などを軸とする全区的な「学び」が求められる。そうした

「学び」を「ちよだ」の地域活性化につなげることが学習都市づくりそのものだと言ってよい。 

 

Ⅲ．「ダイバーシティの推進と学習都市」における学習のしくみ 

 それでは、ダイバーシティを推進するための学習のしくみをどう構築すればよいのだろ

うか。 

 1．「地域寺子屋」(仮称)の展開 

区内の各地域の必要課題(主催者が学習者にとって必要だと捉える課題であり、現代的課

題とも言い換えられる)や要求課題(学習者が望む課題)としての学習課題を各論に位置づけ、

地域の価値を改めて見出し、新たな価値づくりを図るためには、身近な学習の場や機会が置

かれていることが望まれる。たとえば、20 年前と比較すると人口は約２倍に増え、若い世

代が増加している現状では、地域性にも変化が現れている。そこで、町会やコミュニティ・

スクール(法律で言うコミュニティ・スクールではない)などで身近な地域で学べるためのし

くみとして「地域寺子屋」の役割を担う機会の充実を提案したい。そこでは、異年齢の交流

が可能となり、インクルーシブや異文化理解の視点を重視することをはじめ、多様な人々が

学べ、交流できる学びの場として機能させ、それぞれの人がコミュニケーション能力を伸ば

しながら、「できること」を活かし、「できないこと」を「できること」に発展させるように、

それぞれのステージに合った学びのしくみにするのである。具体的な例として、ある高校生

は、子どもの貧困問題など学んだことを年下の子どもたちに伝え、彼／女らと一緒に学べる

場が千代田区にみつからないと話していた。つまり、どのようにアプロ―チしていいのかわ

からないと言うのである。そこで、そうした場として「地域寺子屋」を位置づけるのである。 

 また、学級・講座のような学習プログラムやサークル学習に加えて、地域の人々がごく自

然に集まり、交流できる場としても「地域寺子屋」は機能できる。例えれば、図書館のよう

な開放的な施設にするのである。そもそも江戸時代の寺子屋は小規模な学びの場であった

のみならず、現在の学校のように時間割がなく、開校時間内に子どもたちが自分の都合に応
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じて顔を出して学べる場であり、教育方法は個別指導によった。このように学習プログラム

の時間にとらわれずに参加できる運営方法が採用されることが望まれる。 

このような「地域寺子屋」は、まずは現在、課外時間帯の教室の活用としても機能してい

るコミニュティスクール内に設置することが可能ではないだろうか。 

 2．「ちよカレ」の運用方法の充実と改善 

 「地域寺子屋」が地域性を濃くし、各地域で展開されるとすれば、次に求められるのは各

地域を鳥瞰できるような位置づけとして「ちよカレ」の充実を図るための改善も課題になる

と思われる。「ちよカレ」もダイバーシティの観点から充実と改善を図るのである。 

たとえば、区民以外の人々の参加を得るために、「区内在住・在勤・在学」という対象の

枠組みを見直し、より広い地域からの学生を募ることも検討に値する。この見直しは、区外

を含む多様な人々がカレッジで学ぶ機会になると共に、入学生確保にもつながることになる。 

 また、カリキュラムの見直しも課題になる。現行では 2 年間一貫のカリキュラム編成で

実施されているが、様々な属性を抱える人々が参加できるようにするために、1 年間や半年

間などセメスター制を導入することも課題になる。 

 そして、「ちよカレ」卒業生が「地域寺子屋」で学びを支援するというしくみを構築する

ことが学習都市づくりに効果的だと考えられる。たとえば、卒業生は講師等の指導者となり、

また学習事業の企画に関わり、さらに「地域寺子屋」から「ちよカレ」への学びの発展を誘

うのである。 

 このような改善策によって、「ちよカレ」でより多くの人々が学べるように展開し、そこ

で学んだ成果をまちづくりに活かすことができるようにしていくことは、千代田区の活性

化を促すことになるはずである。 

3．「仕掛け」をつくる 

 しかしながら、様々な学びのしくみを設定しても、なかなか人が集まらないという指摘も

ある。そこで、「最初の一歩」を促すための「仕掛け」づくりが必要になる。 

 参考までにオーストラリアにおけるデモクラシー・ソーセージ(投票所でソーセージなど

のバーベキューを行うイベントを意味する言葉)の例をあげれば、小学生の段階から親が子

どもたちを選挙に連れていくと、投票会場ではバーベキューなどの屋台が開かれて子ども

も楽しめるため、大人は選挙に行くようになる。こうして、小学生の段階から民主主義を経

験する機会が得られる。このバーベキューは「仕掛け」の一つになる。 

 「仕掛け」には、「面白い」「役に立つ」「楽しい」「新しい」などの要素が含まれる。社会

教育では前述した学習課題のうち、必要課題だけにとらわれず、要求課題も重視すること、

また学習に呼び込む「楽しい」ことなども取り入れることが考えられる。 

 以上のように、「地域寺子屋」参加者から「ちよカレ」受講・卒業生へとつながり、さら

に「地域寺子屋」の支援という学びの循環を築いていくことは、結局、学習を基軸とした地

域活性化・地域づくりが推進されることになる。そうした仕組みの構築がこれからの課題に

なると考えられる。 
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Ⅳ．「ダイバーシティの推進と学習都市」とその学習内容と学習の方法 

 最後に、ダイバーシティと学習都市づくりの推進を図るためにはどのような学習内容と

学習方法が考えられるのか。ダイバーシティに直接関わる学習内容は多様性を踏まえただ

けに実に多様であるため多くのことについて言及しないが、ここでは必要課題として、防災、

障がい者理解、異文化理解に関わる内容について述べておきたい。 

1．特に必要な学習内容 

 (1)防災学習 

 言うまでもなく、大雨や震災などの災害は人々の生活や命を脅かす。2019 年の台風は日

本の多くの地域で深刻な被害を与えた。そうした災害時には当然、防災というリスクマネジ

メントや避難などクライシスマネジメントが不可欠になるが、特に障がいのある人や外国

人、幼い子どもたちの中には、どのような防災対策が必要で、災害時にどう避難し、どう行

動したらよいのか分からない者も少なくない。 

阪神淡路大震災の時は、外国籍につながる住民も炊き出し支援に加わったと言われるが、

その背景には、公民館を中心に共生のための学習を持続し、多言語放送を FM で流すなど

の地道な努力があったと言われる。このような共生のための学習がいざという時に実る可

能性がある。これは学習課題のうちの必要課題に当てはまることになる。 

 (2)障がい者理解学習 

 多様性を理解することとは、「違い」を理解するだけでなく、「共通性」も理解することで

ある。また、「見えること」を理解すると同時に「見えないこと」も理解しなければならな

い。 

 障がいとひと言で言われるが、多くの人は何らかの形で障がいに突き当たることがある。

眼鏡の常用者は眼鏡がなければ障がいがあることになる。反対に、障がい者と言われる人は

ある場面では障がいがない。車椅子の使用者は座って読書をしている限り障がいはない。し

たがって、障がいとは場面によってどのような人にもあり得るという共通性が認識される

必要がある。そこに障がい者理解のねらいがある。 

 また、見えない障がいがある人もいる。私たちはともすると、見える障がいのある人には

それなりの対応をとることができるが、聴覚障がいや精神障がい、発達障がいなど見えない

障がいに対しては適切な対応がとれない場合がある。現在、そうした障がいのある人にはリ

ボンやバッジをつけてもらうこともあるが、見えないだけに孤立させてしまうこともある。

そうした障がいのある人にも目配りができるような学習が重視されなければならない。 

 (3)異文化理解学習 

前述した多様性の理解は異文化理解にも当てはまる。 

たとえば、ある国際機関が中東にトイレを寄附して造ったが、なかなか利用されなかった。

なぜなら、臀部をメッカの方に向けることはできないという文化が定着しているためであ

る（トイレの位置・方向等が問題であることがその国際機関は理解できていなかった）。バ

ングラデシュでは非識字の女性たちに積極的に手芸を教えるなど女性の支援を行ってきた
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が、女性の地位向上を望まない地域の人々から反感を買い、日本人スタッフは襲撃され重傷

を負ったという事件があった。これら支援者側には、理解が表面的であり、「見えない」こ

とまで深まっていなかったのである。 

2．学習の方法 

 (1)「学習縁」を広げる 

「学習縁」とは、学びの場や機会で学習したことが人と人との関係をつくり、さらに自発

的に能動的に学んだことを地域に活かし、千代田区の学習都市づくりにつなげて、これを媒

介にして日本や世界にまで目を向けるようになるという同心円的な学びの発展を促すきっ
．．

かけ
．．

を意味すると言われる。そうした発展をたどりながら、学びの成果を地域に活かすよう

になれば、ダイバーシティによる学習都市の価値を高めることになる。 

(2)対面的・体験的な学習を展開する 

現在でも障がい者理解や多様性の理解は十分でなく、薄い理解にとどまりがちである。そ

こで、多様性や違いを理解し、これを尊重することができることにつながる学びの在り方と

して、対面的・体験的学習が効果的だと言えよう。換言すれば、アクティブ・ラーニングの

方法を取り入れるのである。つまり、言葉や知識だけの理解では表面的な理解にとどまる傾

向にあることから、五感を用いることによって学びを深化させるのである。特に、「違い」

を理解するためにはそうした学習方法が欠かせない。 

「地域寺子屋」などで多様な人たちと交流することは対面的・体験的学習の基本になると

言えよう。 

 (3)座学と体験との相互作用を図る 

 多様性や「違い」の理解には対面的・体験的な学習が効果的だと述べたが、このような学

びの場・機会の設定には限界がある。対面・体験だけでは学べない内容もあり、またその場

の設定には予算的・物理的制約が加わる。たとえば、精神障がいを体験することは不可能に

近く、異文化理解と言っても現実的には特定の国や文化が限定されてしまう。 

 したがって、体験等が困難な学びには講義等の座学も不可欠になるが、座学を座学にとど

めず経験(体験)につなげると共に、体験したことを座学に照らして学ぶように両者を往還さ

せ、相互作用を図ることも大切になる。「地域寺子屋」で多様なたちと交流し、そこで実施

される学習事業や「ちよカレ」で学び、そうした学びの後に多様な人たちと交流すれば、新

たな深い多様性理解に発展することになるであろう。 

 

 以上に述べた学習内容と学習方法を「地域寺子屋」や「ちよカレ」などで十分に取り入れ

るよう配慮することによって、ダイバーシティによる学習都市づくりを目指すことがこれ

からの千代田区に求められると考えた次第である。 

 

 

 



 

8 

 

おわりに 

 

 千代田区は 23 区の中で最も人口が少ないが、昼間人口との差が最も大きい区であり、ま

た多くの官庁や大手企業を抱える首都機能を有する。したがって、区内には多様な人たちが

生活し、区民以外の人たちの多くが行き交うことから、多様性を意味するダイバーシティの

考え方が強く求められる自治体の一つだと言える。そうした人々の多様性をまちづくりに

活かすことが重要だという意見が本委員会議で活発に交わされたところである。そこで、ユ

ネスコが提唱する「学習都市」のアイデアをテーマとして取り上げ、千代田区の実態を踏ま

えた議論に発展したのである。 

 まちづくりという考え方は、昭和 40年代頃までは非都市部の課題とされる傾向にあった。

たとえば、秋田県は生涯教育のまちづくりを推進し、生涯学習宣言を行う自治体には小規模

な町村が多かった。いわば「村おこし」の一環として生涯学習が位置づけられていたのであ

る。 

しかし、生涯学習によるまちづくりはもはや非都市部のみの課題ではなく、千代田区を始

めとする都市部でも課題視されるようになった。千代田区は区民人口が増えてきているこ

とから新たなまちづくりが必要になるだろうし、多様性を有する人たちの生活をより豊か

にするためのまちづくりも重要課題になる。このような考え方から本報告書がまとめられ

たのである。 

 本報告書をまとめるにあたって 2 年間に 10 回ほどの会議を重ねたが、各回では委員から

様々な立場や視点からテーマに向けて意欲的な意見がだされ、活発な議論が展開された。本

委員の属性も多様であり、学校関係、青少年関係、障がい者関係、スポーツ関係、文化関係、

社会福祉関係、学識などの属性を有する委員のほか公募を加えている。その意味で、ダイバ

ーシティをめぐる議論が無理なく意欲的に展開されたところである。 

 これからは、人種・国籍が異なる人や障がいのある人をはじめ、様々な属性や要素を有す

る人たちが地域で学び、その成果をまちづくりに活かすことができる機会の拡充が一層強

く求められるであろう。 

 


