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人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について

中央教育審議会答申

研究目的Ⅰ 研究の概要

1

人づくり つながりづくり 地域づくり

いわて県民計画（2019～2028）

岩手県教育振興計画

一人ひとりの学びを、地域コミュニティの再生・維持・向上や地域課題の解決に役立てること

生涯を通じて学び、その成果を生きがいにつなげるとともに、地域社会と関わりを持ちながら
生活すること

地域づくりにおける社会教育の意義

人生100年時代・・・高齢者単独世帯・・・世帯構成平均人数2.44人・・・Society5.0・・・



令和元年度（１年次）

②アンケート調査
県内 市町村、公民館・地区センター等 対象

現状把握

地域づくりに関わる学習機会

Ⅰ 研究の概要 １年次の研究

2

①文献研究
地域づくりと社会教育の関わり

国と県の施策・取組の整理



Ⅰ 研究の概要 １年次に析出した課題

（１） 「学習の内容」（主に人づくりとの関わり）

住民の生活に即した学習課題と学習内容の充実を図

り、人づくりを進めていく必要がある。

（２） 「学習の方法」（主につながりづくりとの関わり）

多様な主体との連携のもと、住民の主体的学習や住

民相互のつながりづくりを進めるための学習方法を工

夫する必要がある。

3

（３） 「学習成果の活用」（主に地域づくりとの関わり）

学びと活動の循環を図り、学びの成果を地域づくり

に活用していく必要がある。



4

訪問調査
人づくり・つながりづくり・地域づくりが行われている実践事例

令和２年度（２年次）

Ⅰ 研究の概要 ２年次の研究

地域 主体 内容

古館地区 ・古館まちづくりの会
（NPO法人）

古館地区住民（１０歳以上）
全員アンケート

山田高台団地 ・山田町復興企画課
・山田町地域コミュニティ形成
アドバイザー（岩手大学）

・社会福祉協議会
（岩手県・山田町）
・株式会社 邑計画事務所

山田高台団地
自治会設立準備委員会
※大規模災害公営住宅自治会
交流会

下有住地区 ・下有住地区公民館
・下有住いきいき活動協議会
（住民組織）

地域づくり事業
※中上仮設跡地利用検討会



２年次の研究

5

実践事例の学習的側面【 視点 】

４・学習の支援

１・学習の内容

２・学習の方法

３・学習成果の活用

Ⅰ 研究の概要

公的社会教育の関わり



Ⅱ 研究の内容

6

【古館地区の地域づくり】

県央に位置し比較的人口の多い地域である。こ
の地域は旧古館村からの住民と、新しい住宅地の
住民が混在している。
2019年に、住民の有志によるNPO法人古館まち
づくりの会が新しく設立され、古館公民館を拠点と
して地域づくり活動を行っている。
訪問調査は、「古館地区住民アンケート」の取組
を中心に行った。

※2018年度：古館公民館・文部科学省優良公民館
表彰受賞

古館地区住民アンケート

古館地区



Ⅱ 研究の内容

7

古館地区

住民主体の地域づくりのきっかけをつくる

○住民全員（１０歳以上）を対象にした
アンケート

正確な実態の把握をする



Ⅱ 研究の内容 古館地区

8

アンケート 全体の流れ

○計画・準備

○説明・協力依頼 ※各地区

○アンケート実施 ※各地区

○全体集計・分析

○古館まちづくりの会 アンケート報告会・交流会

○古館地区住民全体報告

○ダイジェスト版配布

アンケート各地区説明会（各地区での分析作業）



Ⅱ 研究の内容 古館地区

9

【計画・準備】 【説明・協力依頼】

アンケートの趣旨、実施方法、協力依頼の
住民説明会



Ⅱ 研究の内容 古館地区

10

【アンケート実施】

住民組織（住民）・学校の協力



Ⅱ 研究の内容 古館地区

11

【ダイジェスト版】

【アンケート報告会】

【全体集計・分析（基礎資料）】



Ⅱ 研究の内容 古館地区

12

【各地区長・
自治公民館長との意見交換会】

【各地区説明会】

住民による分析



Ⅱ 研究の内容 古館地区・訪問調査の分析と考察

13

学習の内容

世帯ごとではない、住民全員（１０歳以上）が対象

全ての世代で30％以上の回収率
全体回収率49.8％

【アンケート回収率】



Ⅱ 研究の内容 古館地区・訪問調査の分析と考察

14

学習の内容

地区別に細分化された資料

【クロス集計】

【自由記述の分析】



Ⅱ 研究の内容

15

・正確な実態把握による
根拠に基づいた
学習課題の設定

学習の内容

古館地区・訪問調査の分析と考察



Ⅱ 研究の内容

16

住民組織（住民）との話し合い → 学び

学習の方法

古館地区・訪問調査の分析と考察

全体回収率49.8％ → 住民の主体的な関わり

延べ１７回

【説明・協力依頼】



Ⅱ 研究の内容

17

・地域に根ざした
住民組織との連携

・住民の主体性を養う
話し合い

学習の方法

古館地区・訪問調査の分析と考察



Ⅱ 研究の内容
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分析が進み、地域づくり活動へ発展・・・
現在進行中・・・

古館地区・訪問調査の分析と考察

学習成果の活用

【住民による分析】



Ⅱ 研究の内容

19

住民の学び

学習の支援

古館地区・訪問調査の分析と考察

ファシリテーター連携

スケジュール提案 学びの場課題



Ⅱ 研究の内容

20

学習の支援

古館地区・訪問調査の分析と考察

・学びの主体としての住民と
学習の支援者の
役割の明確化



Ⅱ 研究の内容

21

古館公民館
学習機会の提供

古館
まちづくりの会
地域活動のサポート

古館地区

住民への学習機会の提供
住民の地域活動のサポート

公的社会教育の関わり



Ⅱ 研究の内容 山田高台団地

22

【山田高台団地の地域づくり】

東日本大震災後に造成された、町営災害公営住
宅を含む新しい団地である。新たな地域づくりのた
めに、行政・大学・社会福祉協議会・民間等が連携
し、ゼロからのコミュニティづくりを支援している。
訪問調査は、山田高台団地「自治会設立準備

委員会」の取組を中心に行った。また、山田高台
団地と同様の経緯で設立された自治会の交流事
業、大規模災害公営住宅自治会交流会について
も関連事業として訪問調査を行った。

山田高台団地自治会設立準備委員会

※山田第１団地と飯岡団地は、住民の話し合いにより名称が「山田高台団地」となる。



Ⅱ 研究の内容

23

住民自身で地域課題を解決していける
支え合い体制の構築

山田高台団地

住民がコミュニティ（自治組織）を形成する

○山田高台団地自治会設立の支援



Ⅱ 研究の内容 山田高台団地

24

山田高台団地自治会設立までの流れ

○コミュニティ支援会議・支援者打ち合わせ

○山田第1団地・飯岡団地入居者説明会及び顔合わせ会
※地区別

○山田高台団地 第１回～５回 自治会設立準備委員会

○山田高台団地
「ゴミステーションの利用区分と自治会等に関する集会」

※地区別

○山田高台団地 第６回～14回 自治会設立準備委員会

○山田高台団地 自治会設立総会

※山田高台団地 自治会役員会（第1回）
※大規模災害公営住宅 自治会交流会 ・ （支援者交流会）



Ⅱ 研究の内容 山田高台団地

25

【コミュニティ支援会議・支援者打ち合わせ】 【山田第１団地・飯岡団地
入居者説明会及び顔合わせ】

支援者の連携

4コマを活用した自己紹介ツール
（顔合わせ会でのアイスブレイク）



Ⅱ 研究の内容 山田高台団地

26

【山田高台団地 自治会設立準備委員会】

約1年間・計14回 開催

生活課題・ゴミステーション利用区分 ↔ 行政課題・行政区割り



Ⅱ 研究の内容 山田高台団地

27

山田高台団地 第１回自治会設立準備委員会（議事録） 

日 時：令和元年７月 24 日（水） 18 時 30 分～20 時 45 分 

場 所：山田消防署 大会議室  

出 欠：〇飯岡団地       出席３名、欠席４名 

     〇山田第１団地【北側】 出席７名、欠席なし 

     〇山田第１団地【南側】 出席３名、欠席１名 

〇合計  出席 13 名、欠席５名 

支援者：山田町、コミュニティ形成支援員 

山田町地域コミュニティ形成アドバイザー・岩手大学（進行・板書） 

山田町社協、県社協、県立生涯学習推進センター 

邑計画事務所 

※オブザーバー 船越第１団地自治会 

次 第：司会進行により、以下の次第で議事を進めた。 

１．開会 ２．挨拶 ３．顔合わせ会の振り返り 

４．参加者の紹介 ５．協議 ６．その他 

７．閉会   

資 料：次第 

資料１「山田第１団地・飯岡団地入居者説明会」及び「顔合わせ会」開催結果概要 

    資料２ ゴミステーション位置図（管理班分類） 

    資料３ 行政区割り案１・２ 

要 旨：次第に沿って、以下の通り話し合いを行った。なお、参加人数を考慮し、「飯岡

団地」３名と「山田第１団地【南側】」３名の計６名のグループ、「山田第１団地

【北側】」７名のグループに分かれた。 

１. 開会  

２．挨拶 

３．顔合わせ会の振り返り 

・資料「顔合わせ会開催結果概要」を用いて、前回の振り返りを行った。 

４．参加者の紹介 

・参加者が自己紹介（名前、住んで良かったこと、一言）を行った。その際に、自身

が居住している区画の提示も行った。 

・「住んで良かったこと」として挙げられた内容を以下に示す。 

「高台なので逃げなくて良いです」、「景色が良く山田ヒルズと呼んでいます」、

「整備されているので利便性が良いです」、「仮設から新居に移り広々と寝られて

います」、「三陸道ができて交通の便が良くなりました」、「区画が整備されてい

てきれいです」、「交通の便が良く、公共施設が近いです」、「いつも家から警察

と消防署を見ています」、「地盤が固くて安心です」、「町に近くても静かで住み

やすいです」、「仮設から移り穏やかに過ごしています」、「自動車免許の高齢者

講習を受けて、再度免許を取得しました」、「どこに行くにも便利です」、「子ど

もが騒いでも大丈夫なので安心です」、「周りの人がみんな親切で助け合いができ

そうです」 

ファシリテーター 情報提供

反省会

【議事録】

【会議記録（ホワイトボード）】

準備・打ち合わせ



Ⅱ 研究の内容 山田高台団地

28

【山田高台団地 ゴミステーション利用区分と自治会等に関する集会】

準備委員（住民）による運営



Ⅱ 研究の内容 山田高台団地

29

【山田高台団地自治会設立総会】

【山田高台団地自治会役員会】

会場準備

準備委員・役員候補者（住民）による運営

リハーサル



Ⅱ 研究の内容 山田高台団地

30

【大規模災害公営住宅自治会交流会】

【支援者交流会】

支援者の連携



Ⅱ 研究の内容 山田高台団地・訪問調査の分析と考察

31

学習の内容

住民の生活課題 ↔ 行政の課題

準備委員の会議への参加率平均約79.3％

【ゴミステーション利用区分・行政区割・班割】



Ⅱ 研究の内容 山田高台団地・訪問調査の分析と考察

32

学習の内容

・住民と行政が必要とする
課題を共有



Ⅱ 研究の内容

33

学習の方法

山田高台団地・訪問調査の分析と考察

ファシリテーターによる 論点整理

情報提供

話し合いの重要性

話し合いの仕方



Ⅱ 研究の内容

34

山田高台団地・訪問調査の分析と考察

学習の方法

準備委員・役員候補者

相互理解を深める → 納得



Ⅱ 研究の内容
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山田高台団地・訪問調査の分析と考察

学習の方法

・相互理解を深める話し合い



Ⅱ 研究の内容

36

山田高台団地・訪問調査の分析と考察

学習成果の活用

【自治会設立準備委員会】

【地区集会】

【自治会設立総会】

【自治会役員会】



Ⅱ 研究の内容
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学習成果の活用

山田高台団地・訪問調査の分析と考察

・学びの経験を積み重ねた
段階を追った活用



Ⅱ 研究の内容
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学習の支援

山田高台団地・訪問調査の分析と考察

ファシリテーター

情報提供
連絡調整先進事例の紹介 連携（打ち合わせ・反省）

住民の学び

資料



Ⅱ 研究の内容
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学習の支援

山田高台団地・訪問調査の分析と考察

・多様な支援者の
連携による支援



継続した支援

Ⅱ 研究の内容

40

山田高台団地自治会

学びによる人づくり・つながりづくり

復興支援

山田高台団地

公的社会教育の関わり

住
民
主
体
の

地
域
づ
く
り



Ⅱ 研究の内容 下有住地区

41

【下有住地区の地域づくり】

県南の山間地で、比較的人口の少ない地域である。
この地域では、下有住地区公民館と住民全員を構
成員とした住民組織「下有住いきいき活動協議会」と
連携・協働して、様々な地域課題に対応しながら継
続した地域づくりを行っている。
訪問調査は、地域づくりに関わる事業を中心に行
った。

※2019年度：下有住地区公民館・文部科学省優良
公民館表彰受賞

地域づくり事業



Ⅱ 研究の内容
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下有住地区

○人が集い、交流する、継続した地域づくり

下有住小学校の閉校

東日本大震災による仮設団地の建設・撤去

自分達でできることは自分達で（共助）



Ⅱ 研究の内容

43

主な事業名

○下有住を語る会（新年交賀会）

○よりあいカフェなるせ

○そば蒔き・そば打ち

○夕涼み会

○クッブ大会（ニュースポーツ）

○大収穫祭（しもありすフリーマルシェ）

※中上仮設跡地利用検討会（旧下有住小学校関連跡地用）

下有住地区



Ⅱ 研究の内容

44

下有住地区

【よりあいカフェなるせ】 【よりあいカフェなるせ・高齢者教室】

地域の実態把握・人材発掘
【有住小学校への手作りマスク寄贈】

学校との
つながり



Ⅱ 研究の内容
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下有住地区

【しもありすフリーマルシェ・開催に関わる話し合い】



Ⅱ 研究の内容
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下有住地区

【しもありすフリーマルシェ】

高校生による受付

【放課後子ども教室
エコバック販売】

住民による会場準備

住民の交流の場



Ⅱ 研究の内容

47

下有住地区

【中上仮設跡地利用検討会（旧下有住小学校）】

【中上仮設団地（木造応急仮設住宅）】



Ⅱ 研究の内容

48

下有住地区・訪問調査の分析と考察

学習の内容

【旧下有住小学校】 【中上仮設団地】

学校の閉校、仮設団地建設・撤去 → 地域コミュニティへの影響

住民 ↔ 行政



Ⅱ 研究の内容
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学習の内容

下有住地区・訪問調査の分析と考察

・住民と行政が課題を共有



Ⅱ 研究の内容
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下有住地区・訪問調査の分析と考察

学習の方法

住民の話し合いの場



Ⅱ 研究の内容
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学習の方法

下有住地区・訪問調査の分析と考察

・地域に根ざした
住民組織との連携

・話し合いをベースにした
共同学習



Ⅱ 研究の内容
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下有住地区・訪問調査の分析と考察

学習成果の活用

【そば蒔き・そば打ち
（収穫され乾燥中）】

大収穫祭 → しもありすフリーマルシェとして継続開催



Ⅱ 研究の内容
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学習成果の活用

下有住地区・訪問調査の分析と考察

・学びから活動へ、
活動から学びへと

学びと活動の循環



Ⅱ 研究の内容
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学習の支援

下有住地区・訪問調査の分析と考察

住民の学び

周知

資料

連絡調整

学びの場
ファシリテーター



Ⅱ 研究の内容
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学習の支援

下有住地区・訪問調査の分析と考察

・学習や活動の継続を支える
実務的な支援



Ⅱ 研究の内容 下有住地区
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下有住
いきいき活動協議会
住民の共助の力

公的社会教育の関わり

住民のつながりを軸とした地域づくり

下有住地区公民館
コミュニティの拠点・
学びの場



Ⅱ 研究の内容 訪問調査のまとめ
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学習の内容
・正確な実態を把握し根拠に基づいた学習課題を設定すること

・主体として学ぶ住民と生活を支える行政が課題を共有すること

学習の方法
・住民の主体性を養い相互理解を深めるための話し合いをベー

スにした共同学習をすること

・地域に根ざした住民組織と連携した学習を展開すること



Ⅱ 研究の内容 訪問調査のまとめ
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学習成果の活用
・学習の過程において計画的に段階を追った活用を考えること

・学んだことを生かし活動すること及び、活動を軸とした学び
をともに学習と捉えて学びと活動を循環させること

学習の支援
・学びの主体としての住民と学習の支援者の役割を明確にするこ

と

・多様な支援者が学習の目的を共有し連携して支援すること

・学習や活動の継続を支える実務的な支援をすること



Ⅱ 研究の内容 訪問調査のまとめ
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公的社会教育の関わり
住民が地域づくりの主体

～住民の学びによる、人づくり・つながりづくり・地域づくり～

学習を工夫・開発する
住民の自立的な学びに向け

学習を支援する（支援者の支援を含む）



Ⅲ 研究のまとめ 研究の成果・今後の課題
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訪問調査により、住民の学びと地域づくりとの関わりを明らか

にするとともに、公的社会教育が住民の学びに対しどのような役

割を担っているのか、また担っていくべきか探ることができた。

（１） 公的社会教育は、住民の学びを組織するため４つの視点に基づ

き提供する学習を工夫・開発する必要がある。

（２） 公的社会教育は、住民の自立的な学びに向け、学習の支援者へ

の支援も含めて学習全体を支援していく必要がある。

〇研究の成果

〇今後の課題



調査・研究に御協力いただいた皆様に
心より感謝申し上げます


