
令和２年度社会教育・公民館等職員研修会Ⅲ兼コミュニティづくり研修会Ⅰ 

文部科学省事業 共に学び生きる共生社会コンファレンス東北ブロック 開催要項 

 

１ 本研修会テーマ 共生社会をつくるということ 

～誰もが自己を肯定できる社会になるために私たちにできることとは～ 

 

２ 本研修会の位置付けと経緯 

(1) 宮城県社会教育・公民館等職員研修会について 

これまでこの研修会は，年４回の研修会に，①社会教育の基本原理，②地域生涯学習の計画化，③

学ぶ機会を持つことに困難を抱える人々へのアウトリーチ（社会的包摂），④東日本大震災の経験をこ

れからの社会教育に生かす，の四点に関わる学びを組み込むことで，市町村の社会教育関係職員の資

質と実践力の向上を目指してきた。 

このたびの研修企画は，そのうちの③に該当するものであり，昨年初めて取り組み，そして近年広

がる認知症当事者運動に学ぶ内容をさらに発展させたものである。 

(2) 文部科学省「共に学び，生きる共生社会コンファレンス」との連動について 

 文部科学省は 2018 年の組織改編を機に，現代社会に欠落している重大問題である「障がい者の生

涯学習」の機会の拡充を目的とした部門を新規に構築し，全国７ブロックで「共生社会コンファレン

ス」を展開している。このコンファレンスは，障がい者本人による学びの成果発表等や，学びの場づ

くりに関する好事例の共有，障がい者の生涯学習活動に関する研究協議等を行うことで，障がいのあ

る者とない者の交流による障がい理解の促進や，支援者同士の学び合いによる学びの場の担い手の育

成，障がい者の学びの場の拡大を目指すものである。このコンファレンスの趣旨は，宮城県のこの研

修の４つの柱の③と重なるものであることから，文科省との協議の上，2020年度は両者を連動させて

開催する運びとなった。 

 

３ ねらい 

○ 社会教育施設が，いわゆる五体満足で，能力の減退や喪失といった課題に悩んでいない，元気な人の

みが活用できる施設にとどまりがちであることを越え，生涯を通して「いつでも」「だれもが」学べる機

会を提供する機関であるという基本原則を確認し，それを今日に実現するために，職員や市民がそれぞ

れの立場で何ができるかを，認知症当事者運動等に学びながら考え合う機会とする。 

○ 人生の「終（しま）い」を孤立せずに迎えられる条件づくりなどの諸実践に学びながら「共生社会」

を「みんな」で創り上げる（社会をより良いものに変革する）学習と実践とはどのようなものなのか，

そこに向けて社会教育にできることは何かを考える機会とする。  

 

４ 主 催  宮城県教育委員会 宮城県公民館連絡協議会 文部科学省 

 

５ 日 時  令和２年１１月２６日（木）午前１０時～午後４時 

       ※午前９時３０分から入室可能（９時４０分までに完了ください） 

 

６ 開催方式  遠隔会議システム「Zoom」を活用したオンライン研修会 

       ※インターネット環境とパソコン・タブレット等によりご参加いただけます。なお，インタ

ーネットへの接続料は自己負担となります。 

 

７ 対 象 

(1) 教育機関 市町村教育委員会職員，公民館等社会教育関連施設職員，社会教育主事有資格者， 

都道府県教育委員会職員，障がい者の学習支援実践者（NPO等），大学関係者等 

(2) 福祉機関 市町村職員（保健福祉部局職員等），福祉サービス事業所職員，社会福祉協議会職員等 

(3) 一般   障がいのある方や家族，障がい者の学びに関心のある方等 



８ 研修会講師 

 ○基調講演・シンポジウム講師：松下  拡 氏 元松川町（長野県）社会教育主事 

 ○コメンテーター       細山 俊男 氏 社会教育・生涯学習研究所 所長 

 ○コーディネーター      石井山竜平 氏 東北大学大学院教育学研究科准教授 

 ○話題提供者         布田 幸子 氏 特定非営利活動法人ホームひなたぼっこ 

佐々木恵子 氏 おれんじドア実行委員（宮城の認知症をともに考える会） 特別養護老人ホームうらやす施設長 

若生 栄子 氏 おれんじドア実行委員（宮城の認知症をともに考える会） 公益社団法人「認知症の人と家族の会」宮城県支部代表 

今田 愛子 氏 おれんじドア（宮城の認知症をともに考える会） 

鈴木  理 氏 おれんじドア副代表 特別養護老人ホームうらやす介護職員 

加藤 勝宏 氏 おれんじドア実行委員 

 

９ 日程及び内容 

時間 内          容 

 9:30 

 9:45 

入室（Zoom内に参加） 

お互いを知る（グループワーク）※自己紹介・役割分担に関する話合い 

10:00 

 

 

 

(1) 開会行事 

 ①挨 拶 宮城県教育庁生涯学習課 参事兼課長 嘉藤 俊雄 

②諸連絡（本日の流れ，オンライン研修のルール等の確認，検討委員紹介） 

③遠隔会議システム『Zoom』の操作説明 

10:15 

 

(2) 基調講演「地域の健康課題と住民の学習」 

講      師    元松川町（長野県）社会教育主事       松下 拡 氏 

コメンテーター   社会教育・生涯学習研究所 所長           細山 俊男 氏 

コーディネーター 東北大学大学院教育学研究科准教授      石井山 竜平 氏 

11:25 【休憩】 

11:30 (3) グループワークⅠ ※基調講演の感想・質問に関する話合い 

12:00 【休憩】 ※動画上映 

13:00 

 

 

 

(4) 話題提供 

話題提供者 「おれんじドアからの拡がり」「当事者として介護施設（うらやす）で働く」 

おれんじドア副代表 特別養護老人ホームうらやす介護職員                   鈴木  理 氏  

「おれんじドア 本人・若年性認知症のつどい翼との出会い」 

おれんじドア実行委員                                                     加藤 勝宏 氏 

             「当事者とともに働くこと，活動することからの学び」 

おれんじドア実行委員（宮城の認知症をともに考える会） 特別養護老人ホームうらやす（名取市）施設長    佐々木 恵子 氏 

「本人・若年性認知症のつどい翼の活動を通して」 

おれんじドア実行委員（宮城の認知症をともに考える会） 公益社団法人「認知症の人と家族の会」宮城県支部代表 若生 栄子 氏 

           「歩こう会～地域での活動を通して～」  

おれんじドア（宮城の認知症をともに考える会）               今田 愛子 氏 

              「赤ちゃんからお年寄りまで大家族のように」 

特定非営利活動法人 ホームひなたぼっこ（岩沼市）代表               布田 幸子 氏 

14:40 (5) グループワークⅡ ※話題提供に関する話合い 

15:05 【休憩】 

15:10 

 

 

 

 

(6) シンポジウム 

コーディネーター                                          石井山 竜平 氏 

コメンテーター                                            細 山 俊男 氏 

シンポジスト                                             松 下  拡 氏 

               佐々木 恵子 氏，若生 栄子 氏，今田 愛子 氏 

布田 幸子 氏，鈴木 理 氏，加藤 勝宏 氏 

15:40 (7) グループワークⅢ ※本研修会で学んだことに関する振り返り 

15:55 

16:00 

(8) 閉会行事 文部科学省から ※諸連絡等 

 

※当日の進行状況により変更の可能性があります。 



10 申込方法 

・研修会・事前 ZOOM練習会の案内メールを受信するメールアドレスから，下記宛てにお申込みください。 

・宮城県教育庁生涯学習課社会教育支援班宛て（担当鎌田） 

E-mail（syogaks@pref.miyagi.lg.jp）にお申し込みください。 

・件名に「11月 26日コンファレンス申込み」と記載ください。 

〈注意事項〉 

① 班内共有のメールアドレスであるため，他のメールに紛れてしまわないように，件名の記入内容の統

一に御協力ください。 

② 本文には，「1.お名前 2.電話番号 3.所属（特に所属がない方は「一般」） 4.経験年数(社会教育の仕事

に携わったことのある方のみ) 5.研修会当日の使用端末（１台の端末で複数名で参加される場合は，参

加される方全員の情報）」を記載の上，お申し込みください。 

※記載例 鎌田光伸／0222113653／宮城県教育庁生涯学習課社会教育支援班／７年／PC 

※ここまで記載していただくのはグループ作りの参考にさせていただくためですので御理解ください。 

③ 締切は，１１月２０日（金）午後４時まで 

※研修会や事前 ZOOM 練習会の案内メールが前日までに届かない場合は，宮城県教育庁生涯学習課社会教

育支援班（022－211－3653）までお電話ください。  

 

11 事前 ZOOM練習会について  

ZOOMを初めて体験される方を対象に，下記の日程と内容で事前接続確認を行います。御参加くださいま

すようお願いします。 

 【日程】 １回目：１１月１９日（木） 午後３時３０分～午後４時 

２回目：１１月２４日（火） 午後３時３０分～午後４時 

      ３回目：１１月２４日（火） 午後７時～午後 7時３０分 

 【内容】 ビデオ操作・ミュート方法・チャットの利用方法などを予定しています。  

  ※事前 Zoom練習会の詳細は後日，申し込みメールへの返信で御連絡いたします。 

 

12 サテライト会場について 

 ・多くの方に参加していただけるよう，サテライト会場を準備します。 

※仙台教育事務所（仙台市青葉区堤通雨宮町 4-17）の２階 202会議室（１５～２０名程度）を準備してお

ります。詳細は案内メールで連絡します。 

 

13 その他 

 (1) 障がいなどの理由により支援の必要な方は，ご相談ください。 

(2) 参加方法の詳細につきましては，事前に送付する案内メールを御確認の上，御参加ください。 

(2) Zooｍのアプリは必ず最新版への更新をお願いします。 

(3) 同室内で複数の PC等から参加される場合，ハウリング等の音声トラブルを起こす可能性があるため，

イヤホンマイクまたはヘッドセットの御利用を推奨します。 

 (4) 今回お申し込みいただいたメールアドレス等の個人情報については，本目的以外には使用いたしませ

ん。  

(5) 本研修会の録画・録音・撮影や資料等の無断配布や SNSでの無断配信は，個人情報保護法，著作権法

に基づき謹んでいただきます。 

 

 

＜問合せ＞ 宮城県教育庁生涯学習課社会教育支援班 鎌田光伸 

Tel:022-211-3653  E-mail：syogaks@pref.miyagi.lg.jp 

mailto:syogaks@pref.miyagi.lg.jp


 


