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Ⅰ
１

研究の概要

研究主題
「市町村における教育振興運動の効果的な推進方策に関する実践的研究」

２

研究目的

岩手県では、昭和 40 年に、子ども・家庭・学校・地域・行政の 5 者が、それぞれの責任を明
確にしながら相互に連携し、地域の教育課題の解決に自主的に取り組む「教育振興運動」が提唱
され、昨年度（平成 26 年度）で 50 周年を迎えた。開始以来、学力の向上、健全育成、健康と安
全等、その時代背景に対応した実践的な取組が各市町村において進められ、本県の教育水準や家
庭・地域の教育力の向上に大きな役割を果たしてきた。
国においては、平成８年の中央教育審議会「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について」
（第１次答申）の中で、学校・家庭・地域社会の役割と連携のあり方についての具体的な提言が
あり、平成 18 年に改正された教育基本法では、学校・家庭及び地域住民その他関係者の役割と
責任の自覚、相互連携・協力について謳われている。また、平成 27 年 12 月に出された中央教育
審議会「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の
推進方策について」
（答申）の中で、
「本答申全体を流れている理念は、未来を創り出す子供たち
の成長のために、学校のみならず、地域住民や保護者等も含め、国民一人一人が教育の当事者と
なり、社会総掛かりでの教育の実現を図るということであり、そのことを通じ、新たな地域社会
を創り出し、生涯学習社会の実現を果たしていくということである」と明言されており、本県の
教育振興運動の理念は国の教育改革の方向性を先行するものであり、今正に求められている教育
施策である。
一方で、教育振興運動を実践する市町村においては、市町村合併や学校統合、東日本大震災津
波等による実践区の再編、新たな教育課題に対する取組のあり方等の課題があり、各実践区にお
いても、課題が焦点化されていない、または、課題がありながらも解決や改善までの見通しが曖
昧で結果的に単発的取組になりがちであるなど、一部では活動が画一化・単調化の傾向にあるこ
とも指摘されている。
そのような中で、市町村の教育振興運動担当者においては、市町村全体や各実践区に対する関
わり方に、具体的あるいは効果的な取組とするための方策に課題感を抱えている状況もみられる。
そこで、本研究では、教育振興運動における市町村の推進上の課題を明らかにするとともに、
その解決に向けて実践的に取り組むこととし、その成果を各市町村の運動の効果的推進方策とし
て活かしていただくことを目的として行うものである。
３

年次計画
本研究は、２か年にわたって行う。
各種調査をもとにした実態把握や研究協力市町村における実態把握を行
い、教育振興運動の推進における現状と課題を明らかにするとともに、現時
（平成 27 年度） 点で実施可能な課題解決のための支援に取り組みながら、市町村における効
果的な推進のための望ましい方向性について明らかにする。
１年次

２年次

１年次の取組をもとに引き続き課題解決のための支援を実施しながら、市

（平成 28 年度） 町村における教育振興運動の効果的な推進方策について具体的に提示する。
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Ⅱ
１

研究の内容
内容

教育振興運動の
教育振興運動の「推進方策
推進方策」の考え方
の考え方

（１）「推進方策」の定義
「推進方策」の定義を、実践区（実践組織）で行われる教育振興運動（実践活動）が、適切
「推進方策」の定義を、実践区（実践組織）で行われる教育振興運動（実践活動）が、適切
または効果的な状況で進められるようにするための組織や運営のあり方などに関する多様な
環境づくりの
環境づくりの取組
取組やその手だてとする。
やその手だてとする。図１に、
に、市町村における運動推進のための組織体制（推
進組織）とその機能、実践区（実践組織）
進組織）とその機能、実践区（実践組織）への支援等の具体的な関わり方
への支援等の具体的な関わり方
への支援等の具体的な関わり方について示す
について示す。
図１ 全体のイメージ （○の項目が具体の推進方策例を表す）

実践区（実践組織）

推進組織
（※複数の実践組織を所管する

子ども

家庭

学校

地域

行政

市町村エリア等の組織）

○課題の掘り起こし
○目標（ゆめ）の共有
○運動方針

課題の掘り起こし・「目標（ゆめ）」の共有
・５
５者が、課題やめざしたいこと（ゆめ）
課題やめざしたいこと（ゆめ）について話し合
課題やめざしたいこと（ゆめ）について話し合

A

い、活動の目標を共有する。
・内容によっては具体的な実態把握を行い、課題感や目標
感を高める。

○実践区（リーダー）に対
する助言指導や支援
○情報提供
・「県教育振興運動
「県教育振興運動推進方針」
推進方針」

役割の分担・計画の立案

・「市町村教育振興計画」
「市町村教育振興計画」等
・各種調査結果の提供

・目標（ゆめ）の実現に向けて、５者それぞれがどのよう
・目標（ゆめ）の実現に向けて、 者それぞれがどのよう

等

P

な役割を担って活動していけばよいかを話し合う。
・役割分担に沿った具体的な計画（いつ、どこで、だれが、
何を、どのように…）を立てる。

○実践活動に対する支援
する情報提供
情報提供
・人的支援や経費的支援

等

○大人の学びの機会提供
・研修会の開催
・研修会の開催や研修
研修機会に
関する
関する情報提供

等

○広報等による情報提供
・活動に関する周知広報活動

○反省と評価
・各実践区の活動成果の集約
・推進機能が果たせたかどうか
の振り返り
・各実践区の活動の結果や成果

・単発的な取組だけでなく、継続的または複数年にわたる

相談 ・助言指導 ・支援 ・情報提供

・活動の手だてや事例等に関
活動の手だてや事例等に関

中期的な見通しをもった取組も検討する。

活動の展開
・計画に沿った活動を展開する。

D

・子どもと大人がともに高まりあえるような活動をめざす。

反省と評価
・結果（やったこと）だけでなく、成果を振り返るよう
にする。

C

・可能な限り、成果の「見える化」に取り組む。
・課題も明らかにし、次の活動につなげるようにする

等に関する周知広報活動

A

県教委「教振ってなに？総論編」（H15）P11
P11 を加筆修正
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（２）「推進方策」の提唱（近年の動向）
県では、市町村における教育振興運動の推進に向けて、様々な取組を提唱してきているが、
後述の分析に関連する「みんなで教振！10 か年プロジェクト」と「みんなで教振！５か年プラ
ン」についてあらかじめ紹介する。

「みんなで教振！10 か年プロジェクト」

平成 17 年度～平成 26 年度

教育振興運動の原点に立ち返って運動推進の再点検と改善に取り組むことを目的とし
て、平成 17 年度より「みんなで教振！10 か年プロジェクト」を推進し、PDCA サイクル
を明確にしながら、推進のための方策の提案、市町村への具体的支援、周知・啓発、各
節目における集約大会の実施等を行い、運動推進の課題解決に取り組んできた。
平成 17 年度から平成 19 年度までを「再構築の３年」とし、組織再生のための見直し
の推進、課題設定と共有化のための見直しの推進、重点課題解決のためのモデルプログ
ラムの開発や市町村と連携した実践研究を行った。
平成 20 年度から平成 22 年度までは、前年度までの見直しをもとに、
「実践の３年」と
して、見直した組織や手法での実践、モデルプログラムの周知・啓発と実践、効果的な
評価方法の開発や市町村と連携した実践研究を実施した。また、平成 21 年度からは、
「全
県共通課題」として「家庭学習の充実」と「読書活動の推進」に取り組み、具体的な数
値目標を掲げ、その取組率や岩手県教育委員会実施の「学習定着度状況調査」質問紙調
査による評価を通して、達成状況を検証することとした。
平成 23,24 年度は、
「検証の２年」として、バランスのとれた運動の推進に向けた定着
の努力と課題の再検証を行うことを目標として運動が進められた。また東日本大震災津
波の被災を受け、平成 24 年度からは「復興教育」の推進を位置づけ、学校教育での復興
教育との連動、全国生涯学習ネットワークフォーラムの開催など地域コミュニティの再
生支援との連動をとおして、地域総ぐるみで「復興教育」に取り組む体制づくりについ
ても提唱した。
平成 25,26 年度は「飛躍の２年」として、運動の最終点検と震災からの運動再開、課
題解決を図りながら 10 年間の運動の集約について取り組んだ。
図２

「みんなで教振！10 か年プロジェクト」の概要
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参考）「みんなで教振！10 か年プロジェクト」の全県共通課題の取組による成果の例
①

「家庭学習の充実」の取組による家庭学習時間の向上

授業以外で1日にどのくらい勉強をしますか
（目標値を達成した児童生徒の割合）
（％）
75

80
71

70
70
60
60

62

61

57

50
50

57

55

53
40

小学校5年生
（60分以上）

52

50

中学校1年生
（60分以上）

46

30
20

11

10

11

12

H20

H21

H22

H23

中学校2年生
（120分以上）

14

16

15

H24

H25

H26

10
0

平成 20 年度～平成 26 年度岩手県学習定着度状況調査より作成

②

「読書活動の推進」の取組による読書冊数等の向上

1か月間における読書冊数
（冊）
14
13.6

14.0

12
12.0

10

11.4

11.1

小学校5年生
10.0

9.9

8

中学校2年生
6
3.6

4

3.9

4.0

3.9

4.1

3.0

3.1

1.8

1.7

1.6

1.8

1.6

1.9

2.0

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

高校2年生

2
0

平成 20 年度～平成 26 年度岩手県子どもの読書状況調査より作成
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③

全県共通課題「家庭学習の充実」
「読書活動の推進」による実践区全体の
取組率向上

小中学校区において「全県共通課題」に取り組んでいる割合
（％）

99.6

100

98.8
94.2

94.0

95

家庭学習

93.6
91.9
90

88.7

読書活動
87.6

86.8
85

85.9

80

H22

H23

H24

H25

H26

平成 22 年度～平成 26 年度岩手県学習定着度状況調査より作成
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平成 27 年度から取組中

「みんなで教振！５か年プラン」

教育振興運動の基本理念に基づいた運動の一層の活性化を図ることを目的として、
平成 27 年度から５年間、「みんなで教振！５か年プラン」を推進している。
情報技術の進歩により、スマートフォンやタブレットパソコン等の新たな情報ツー
ルが普及している。それらは、情報の入手や発信など、多くの人々とコミュニケーシ
ョンをとる便利な面がある反面、使い方によっては人の心を傷つけたり、犯罪や事件
に巻き込まれてしまったりするなどの危険性があり、情報メディアが学力や体力の向
上、基本的な生活習慣等の様々な面にも影響を与えることが懸念されている。
そこで、「情報メディアとの上手な付き合い方」を全県共通課題とし、これまで各
市町村実践区等で取り組まれてきた「地域の教育課題」への取組と有機的に連動させ
ながら、更なる充実と解決に向けて取組が行われている。

図３

「みんなで教振！５か年プラン」の概要
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（３）「推進方策」の評価の観点
実践区における教育課題の解決を図るためには、運動を適切に進めるための環境の充実が必
要であり、これを行政の立場にある市町村担当者が意図的に行うことが必要である。
そこで、教育振興運動の評価について、下の図４の通り、実践区において地域の教育課題の
解決や改善がなされたとする「運動本来の成果」と、組織体制、推進方策などの市町村にお
ける「運動を適切に進めるための環境づくりの成果」に分けて分析する必要がある。

図４

推進方策における評価の観点の整理

評価の

運動本来の成果

視点①

教育課題の解決・改善状況

評価の
視点②

実践区

運動を適切に進める
ための環境づくり
組織体制・推進方策など
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市町村

２

市町村における教育振興運動の推進体制状況
岩手県教育委員会では、県内市町村教育委員会の教育振興運動担当者を対象に、例年「教育振
興運動推進状況調査」を実施し、実践区で取り組んだ内容やその成果、担当者が認識している成
果や課題、地域の教育課題などを明らかにしながら、岩手県全体における教育振興運動推進の評
価・検証等の参考としている。
ここでは、
「教育振興運動推進状況調査」の結果や推移、またその他市町村を取り巻く各種デ

ータから、市町村担当者の課題感や成果感を分析し、推進体制状況について示す。

市町村の状況

（１）教育振興運動の組織状況
平成 27 年度現在、県内 33 市町村のうち、教育振興運動を実施しているとする市町村は 32
市町村である（東日本大震災津波の影響により、１市では取組が再開されていない）。そのう
ち、３市が市町村合併後も旧市町村単位による推進組織を継続していることから、教育振興運
動を実施している推進組織の合計は 44 市町村・地区となっている。
また、その組織形態として教育振興運動の組織（教育振興運動推進協議会等）として行って
いる市町村・地区が 36、教育振興運動の組織ではなく、青少年育成団体、子ども会育成連合会、
PTA 組織などの別の団体組織で実施している市町村・地区が８となっている。
表１

教育振興運動を実施している市町村数（平成 27 年度）
教育振興運動実施の有無
市町村で単一の推進組織で実施

教育振興運動推進組織がある
教育振興運動推進組織がない

市町村数

旧市町村単位による推進組織で実施

表２

３

※1

１
平成 27 年度

※1

２９

教育振興運動推進状況調査より作成

陸前高田市は、東日本大震災津波の影響により教育振興運動推進組織での取組を停止している。

教育振興運動を推進する組織の形態（平成 27 年度）
推進形態

市町村・地区数

教育振興運動の組織（教育振興運動推進協議会等）で進めている

３６

教育振興運動の組織ではなく、別の団体組織で進めている
平成 27 年度

８
教育振興運動推進状況調査より作成

①市町村における教育振興運動の推進体制から
○

市町村数と推進組織数は一致していない

○

これまでの取組の経緯を踏まえ、地域の実情に応じた推進体制となっている

※2

方向性
①
※2

各市町村の実態に応じた推進組織を検討すること

解決・改善の方向性を表す。
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市町村の状況

（２）市町村数、学校数、教育振興運動実践区数の推移
岩手県では、平成 13 年より県内各地の市町村において相次いで合併が行われ、市町村数が
減少した。それに伴い、単位市町村において教育振興運動を担当する職員数は減少し、一人の
担当者が担うエリアは相対的に拡大したものと考えられる。ただし、前述の通り、市町村合併
後も実践区の再編等は行わず、旧市町村毎に担当者を配置する等の措置をとり、合併前の推進
体制を維持している市もある。
また、児童・生徒数の減少により、小学校や中学校の統廃合が進み、その数も徐々に減少し
ている。今後も、学校統合が予定されている市町村があり、それに伴う実践区の再編も予想さ
れる。
なお、下のグラフ１のように実践区数が年度により増減している様子が見られる。この実践
区数は、市町村担当者が教育振興運動推進状況調査で回答した数値であるが、担当者の捉え方
により他の運動体や PTA、自治会組織を実践区として位置づける場合がある。平成 27 年度は全
県共通課題「情報メディアとの上手な付き合い方」の取組が進められ、新たに実践区として活
動していると認識したことが影響していると考えられる。
グラフ１

岩手県内

市町村数・小中学校数・実践地区数の推移

（学校数・実践区数）

800
700

（市町村数）
70

市町村合併の最盛期

731 736 720 733
639 638

60

新たな全県共通課題の提唱

583

600

540

514

477 471 464
461 447
437 429
422 412

500

489
394

400

505
471

451448 453

378 372
362

50

市町村数

40

小学校数

30

中学校数

20

高等学校数

10

実践区数

347 342

300
214

213

210

209

204

202

199

196

195

193

189

189

178

172

171

200
99

98

97

94

93

92

92

88

87

82

82

81

81

81

81

58

58

58

58

35

35

35

35

34

34

33

33

33

33

100
59

0

0
Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27
岩手県の市町村合併状況
平成 27 年度学校基本統計報告書
平成 13 年度～平成 27 年度 教育振興運動推進状況調査より作成

②市町村、学校、実践区数の推移から
○
○
○

市町村合併により担当者一人当たりのエリアの拡大や担当実践区数の増加がみられる
学校の統廃合による実践区の再編がみられる
担当者の捉え方により、実践区の位置づけが異なり実践区数が変化する場合がある

方向性
②

地域の教育環境の変化に対応した実践区のあり方を検討すること
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市町村の状況

（３）教育振興運動担当者の担当年数
下のグラフ２の通り市町村職員の教育振興運動担当者の担当年数をみると、１～２か年が全
体の約３分の２を占めており、平均 2.2 か年である。初めて業務を担当する場合には、教育振
興運動そのものを理解するところから始まり、実践区への指導助言や支援などについて負担に
感じる場合が多いのではないかと予想される。もちろん、主担当ではなくとも以前から業務に
携わっていた場合もあると考えられるため、担当者であるか否かによる負担感の有無は一概に
は言えない。しかし、教育振興運動推進上の課題を的確に把握し、解決に向けて取り組もうと
しても、短期間では継続的な改善への取組が十分にできずに担当が変わることも考えられる。
以上のことから、市町村において担当者が教育振興運動について負担感を持たずに継続的に
推進するためには、担当者が２か年程度で変わっても推進できる方策の蓄積が必要ではないか
と考えられる。
グラフ２

市町村職員の教育振興運動担当年数（平成 19 年度～平成 27 年度）

６か年, 2

７か年, 1
担当年数，人数（人）

５か年, 6
４か年, 13

１か年, 46
３か年, 19
※平成 19 年度のみ

平均
2.2か年

の担当者は、それ以
前から継続して担
当しているか否か
が確認できないた
め総数から除いて

２か年, 42

いる。また、年度を

総数129人
（H19～21 35市町村）
（H22～23 34市町村）
（H24以降 33市町村）

あけて再び担当し
ている場合は、年数
を合算している。

毎年 4 月の岩手県教育委員会への担当者報告より

③教育振興運動の担当年数から
○

担当年数が１～２か年である市町村の教育振興運動担当者が６割以上を占めている

○

担当年数の平均は 2.2 か年である

方向性
③

教育振興運動担当者が短期間で変わっても推進できる方策の蓄積や引継ぎを
行うこと
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評価の視点②「運動を適切に進めるための環境づくり」

実践区の状況

（４）各実践区における教育振興運動の取組の評価
ここからは、
「教育振興運動推進状況調査」について分析しながら、市町村における教育振
興運動の推進状況について考察していく。
「教育振興運動推進状況調査」では、各市町村や実践区における教育振興運動の取組状況（好
ましい状況で取組が進められているかどうか）について各市町村担当者に問う項目がある。次
頁のグラフ３に「市町村・地区における教育振興運動の取組の評価」の推移について示す。
平成 20・21 年度は、取組の評価が高く出ているが、前年度までの見直しをもとに、
「実践の
３年」として、実践を通して具体的な取組が実施されていたことが背景にあるのではないかと
思われる。また、「チーム教振」による希望市町村への人的支援を行ったことによる目に見え
る取組が影響しているのではないかと考える。
平成 23・24 年度は、
「検証の２年」として、バランスのとれた運動の推進に向けた定着の努
力と課題の再検証を目標として運動が進められたが、平成 22 年度に続いて、
「よく取り組んで
いる」とする評価が減少している。これは、具体的な検証の難しさが背景にあり、担当者の意
識として評価が表れたのではないかと考えられる。また、平成 23 年度以降は、推進、実践活
動が「ほとんど取り組まれていない」とする評価が一定割合続いている。これは、東日本大震
災津波の影響により教育振興運動の具体的な取組ができない状況であったことも影響してい
るのではないかと考えられる。
平成 25・26 年度は「飛躍の２年」として、運動の最終点検と震災からの運動再開、課題解
決を図りながら 10 年間の運動の集約について取り組んだが、平成 25 年度は若干評価が上がっ
ている。これは、各教育事務所による市町村活性化研修会などの具体的支援がその影響として
考えられる。また、平成 27 年度は、新たな全県共通課題における課題把握のためのアンケー
トの実施や情報メディアの講演会や研修会の実施など、明確な活動が影響しているのではない
かと思われる。
以上のことから、市町村担当者の意識として、具体的な活動を進めることができる状況であ
れば、担当者が実践区に対しても具体的な取組の内容を伝えやすかったり、目に見える活動と
して評価しやすかったりしたことで、
「良く取り組んでいる」という評価になったのではない
かと考える。
「みんなで教振！10 か年プロジェクト」の取組においては、PDCA サイクル・評価の可視化
の提示など、随所で様々な方策の提案は行われていたが、教育振興運動を推進する上で、PDCA
サイクルを活用しての評価・改善に取り組むためのさらなる具体的方策を明らかにしていくこ
とが必要なのではないかと考える。
④各実践区における教育振興運動の取組の評価から
○

教育振興運動推進のための分かりやすい具体的な取組方策を提示した年度にお
いては、
「取組状況が良い」とするプラス評価が増加する傾向がある

方向性
④

単年度の PDCA サイクルにおける P「計画」段階での課題把握と C「評価」段階で
の評価方法を明らかにし実践すること
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グラフ３

「市町村・地区における教育振興運動の取組の評価」の推移

100%

問

90%
80%

貴市町村における教育振興運
動の取組状況を評価すれば、次
の評価の中で最も近いものはど
れですか。

組織も活発に機能しており、運動
として非常によく推進されている

70%
60%

多少の課題はあるが、おおむね良
好に推進されている

50%
40%

運動の硬直化やマンネリ化が見ら
れるが、実践活動は継続的に取り
組まれている
運動の趣旨や目的が理解されて
おらず、実践活動も低調である

30%
20%
マイナス評価なし

10%
0%
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

・モデル地区によ
るモデルプログ
ラムの検討・開
発

・モデルプログラムの
提唱
→実践の雛形の提示
・全県共通課題の
提唱
→PDCA サイクル・評価
の可視化の提示
・「チーム教振」の
派遣
→希望市町村の支援

・教振アドバイザ
ーの派遣

ＣＨＥＣＫ
定着と検証の２年

への
支援

周知・
啓発

・市町村担当者
研修会
・実践区リーダー
研修会
・地域連携窓口
教員研修会
・初任研、10 年研
の講義

・市町村担当者研修会
・教育振興運動推進
研修会
・メールマガジンの
配信
・初任研、10 年研の
講義

教育振興運動推進状況調査より作成
○みんなで教振！5 か年プラン
「情報メディアとの上手な付き合い方」

ＡＣＴＩＯＮ
飛躍の２年

・「復興教育」の
位置づけ

・「復興教育」の推進
・H25:全国生涯学習
ネットワークフォー
ラムの開催

・市町村の推進支援
→H23：市町村の被災
対応や社会教
育事業の支援
→H24：市町村・地域
活性化研修会
の実施
・市町村担当者
研修会
・教育振興運動推進
研修会
・メールマガジンの
配信
・イメージソングの
作成
・初任研、10 年研の
講義

・市町村・地域活性化
研修会
→市町村の推進支援
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・市町村担当者研修会
・教育振興運動推進
研修会
・メールマガジンの配信
・イメージソングの奨励
・2 年研、10 年研の講義

10

か年プ ロジ ェク ト」

ＤＯ
実践の３年

平成 17 年度～平成 27 年度

「みんな で教振 ！

市町村

ＰＬＡＮ
再構築の３年

周年 記念 大会

提案

集約大会

方策の

集約大会

集約大会

PDCA
ステージ

50

推進、実践活動がほとんど行われ
ておらず、教育運動としての役割
を果たしていない

評価の視点①「運動本来の成果」

実践区の状況

（５）各実践区における運動の成果
教育振興運動は、各実践区における教育課題の解決が大きな目標である。教育振興運動推
進状況調査では、各市町村や実践区において教育振興運動に取り組んだことにより、教育課
題の解決が図られたかどうかを問う項目がある。次頁のグラフ４に、
「教育振興運動に取り
組んだ成果」の推移について示す。
その評価を見ると、
「成果を上げている」とする回答は平成 20 年度が最も多かった。平成
20 年度は、県が提唱した「みんなで教振！10 か年プロジェクト」における「実践の 3 年」
の初年度であり、前年度までに掘り起こした課題に対応した具体的な実践について推進する
ステージであった。そのような年度においては、実践区において目に見える活動が推進され
ることにより運動の取組内容が分かりやすく、その成果についても好評価として挙げやすか
ったのではないかと考える。
平成 21 年度、22 年度までは、運動の成果についての評価は下がるが、その後は、
「おおむ
ね満足できる成果を上げている」とする割合が増加している。全県共通課題として提唱した
「読書活動の推進」や「家庭学習の充実」など、具体的な目標を定めたことにより、一定の
成果を上げたことが反映していると考えられる。
平成 27 年度においても、
「成果を上げている」とする回答が増加している。平成 27 年度
より「みんなで教振！５か年プラン」による新たな全県共通課題「情報メディアとの上手な
付き合い方」が提唱され、課題の把握や講演会等による啓発事業など、具体的な取組が行わ
れていることにより、具体的成果として認識されているのではないかと考える。
以上のことから、県が子どもを取り巻く状況に対応した具体的な取組方策を示すことによ
り、市町村においても教育振興運動としての取組が進めやすくなり、
「教育課題の解決が進
み成果があがった」とする割合が増加するのではないかと考える。
一方で、運動の成果に疑問を持つ回答も一定割合続いている。上記の好評価についても同
様であるが、この評価が具体的な調査等の検証による客観的評価から導き出されているもの
なのか、担当者の意識による主観的評価であるかは現状では明確ではないため、教育課題に
対する具体的な検証が行われているかも含めて、調査する必要がある。
また、教育課題の検証方法について、各市町村や実践区において明確でない場合には、客
観的な検証方法の提示を行う必要があると思われる。

- 13 -

グラフ４ 「教育振興運動に取り組んだ
「教育振興運動に取り組んだ成果
成果」の推移
の推移
100%
問

90%

80%

貴市町村の教育振興運動の
成果を評価すれば、次の評価
の中で最も近いものはどれで
すか。

70%
各地域の教育課題の解決が着実に図
られ、非常に高い成果を上げている。

60%

40%

再構築の３年

実践の３年

定着と
検証の 2 年

飛躍の 2 年

５か年プ ラン

みんなで教振！１０か年プロジェクト

みんな で教振 ！

50%

30%

20%

多くの課題解決が図られており、おお
むね満足できる成果を上げている。

十分とはいえないが、多くの課題につ
いて成果を上げつつある。

努力はしているが、成果が得られてい
るかどうか疑問である。

一定のマイナス評価が継続

10%
運動の成果はほとんど見られない。

0%
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
平成 17 年度～平成
～平成 27 年度

教育振興運動推進 状況調査より作成
より作成

⑤
⑤教育振興運動
運動に取り組んだ
取り組んだ成果の推移
成果の推移から
○

県の具体的な
具体的な取組方策
方策（実践方策
方策）や成果測定
）や成果測定の方法の明示により教育課題の解決につ
の方法の明示により教育課題の解決につ

ながったとする割合が増加している
○

成果に疑問があるとする
疑問があるとする一定の割合が
疑問があるとする
割合が継続している
継続している
方向性
⑤-１

教育課題の解決につながるための方策を確保すること

方向性
⑤-２

実践活動の成果測定の方法を位置づけること
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評価の視点②「運動を適切に進めるための環境づくり」

市町村担当者の意識

（６）教育振興運動の推進体制に関する評価
次頁のグラフ５に、平成 26 年度より新たに教育振興運動推進状況調査に設問項目として
追加された「取り組んだ成果」の具体的内容を示し、推進体制に関する評価を考察する。
「運動の考え方や進め方の理解が進んできた」が最も多く、
「学校（教員）の理解が進み、
協力・連携も進んできた」
「家庭（保護者）の理解が進み、協力・連携が進んできた」も上
位に挙げられている。学校や家庭による一定の理解が図られたと意識されていることが分か
る。また、
「地域の教育課題を話し合う場を設定することができるようになってきた」こと
も上位に挙げられており、話し合いの場の必要性は認識され、それが成果としても表れてい
る。
しかし、
「子どもが活動に参画するなど、子どもの考えが反映された活動になってきた」
の割合は他の項目と比較して低く、子どもの参画に対する成果があまり高くないことが分か
る。

⑥市町村における教育振興運動の推進体制に関する評価から

「評価できる」との回答が多かった評価項目

成

果

「運動の考え方や進め方の理解が進んできた」
「学校（教員）の理解が進み、協力・連携も進んできた」

運動の理解が進んだ

「家庭（保護者）の理解が進み、協力・連携が進んできた」
「地域の教育課題を話し合う場を設定することができる
ようになってきた」

方向性
⑥

課題を共有する体制が
整ってきた

多様な立場の参画による話し合いの場のもち方やその手法について実践区に普
及させること
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グラフ５
問

「取り組んだ成果」に関する評価（平成 26 年度からの調査）

貴市町村における運動推進体制につい
て評価できることを、次の項目の中から
主なものを３つ以内で選んでください。

（％）
0

10

20

30

40

50

運動の考え方や進め方の理解が
運動の理解促進
進んできた
学校（教員）の理解が進み、
学校の理解促進
協力・連携も進んできた

家庭（保護者）の理解が進み、
家庭の理解促進
協力・連携も進んできた
地域の教育課題を話し合う場を
話し合う場の設定
設定することができるように
なってきた
市町村組織や地域の実践組織の役割
組織の役割の明確化
が明らかになってきた
地域住民、諸団体（ＮＰＯ含む）
企業等の理解が進み、
地域、団体の理解促進
協力・連携も進んできた
地域の教育課題の掘り起こし、実践計画の
ＰＤＣＡサイクル定着
策定、実践活動、評価・反省、新たな課題の
設定等についてＰＤＣＡサイクルを意識して
進めることができるようなってきた

H26

東日本大震災津波からの復興推進に
震災復興への貢献
役立っている

H27

活動に関わる大人が増えてきた
活動者の増加

教育委員会内各課、他部局等の理解が進
教委・他部局の理解促進
み、協力・連携も進んできた
子どもが活動に参画するなど、子どもの
子どもの参画促進
考えが反映された活動になってきた

その他
その他

平成 26・27 年度
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教育振興運動推進状況調査より作成

評価の視点②「運動を適切に進めるための環境づくり」

市町村担当者の意識

（７）教育振興運動の推進体制上の課題
次頁のグラフ６に「市町村・地区における教育振興運動推進上の課題・悩み」の推移を示
す。
「活動に関わる大人が限られるなど、地域全体の活動になっていない」の項目が依然と
して高い傾向にある。また、
「地域の教育課題などを話し合う機会を持ちにくい」
「主役であ
る子どもの参画が難しく、子どもの考えが活動に反映されにくい」などの項目については、
近年増加傾向にある。
その一方で、
「地域の教育課題の掘り起こし、実践計画の策定、実践活動、評価・反省、
新たな課題の設定等について具体的にどのように進めればよいのかがわからないため、各実
践区に対して指導助言ができない」
「運動の推進に必要な予算の確保が難しい」などの項目
については課題として挙げる割合が減少してきている。改善した理由としては、各教育事務
所における教育振興運動推進研修会や市町村支援事業を通した理解促進、国庫委託事業「学
びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業」における教育振興運動への予算活用な
どが考えられる。
また、学校、家庭、地域住民、教育委員会内各課、他部局等においての教育振興運動の理
解や共有について課題としている回答は少なく、近年教育振興運動に対する一定の理解が図
られてきていると考えられる。

⑦市町村における教育振興運動推進体制上の課題から
課題の推移について
依然高い傾向にあるもの

課題・悩みの回答項目
「活動に関わる大人が限られるなど、地域全体の活動になってい
ない」
「地域の教育課題を話し合う機会を持ちにくい」

増加傾向にあるもの

「主役である子どもの参画が難しく、子どもの考えが活動に反映
されにくい」
「地域の教育課題の掘り起こし、実践計画の策定、実践活動、評
価・反省、新たな課題の設定等について具体的にどのように進

改善傾向にあるもの

めればよいのかがわからないため、各実践区に対して指導助言
ができない」
「運動の推進に必要な予算の確保が難しい」

方向性
⑦-１

地域全体の活動にするための運動の工夫の手立てを普及させること

方向性
⑦-２

子どもの参画の具体的方法について手立てを普及させること
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グラフ
グラフ６

「市町村・地区における教育振興運動推進上の課題・悩み
市町村・地区における教育振興運動推進上の課題・悩み
市町村・地区における教育振興運動推進上の課題・悩み」の推移

問 貴市町村における運動推進上の課題や悩み
がありましたら、次の項目の中から主なものを
３つ以内で選
３つ以内で選んでください。
ください。

0

20

40

60

80

（％）

地域の教育課題の掘り起こし、実践計画の策定、実践活
地域の教育課題の掘り起こし、実践計画の策定、実践活
動、評価・反省、新たな課題の設定等について具体的にど
動、評価・反省、新たな課題の設定等について具体的にど
のように進めればよいのかがわからないため、各実践区に
のように進めればよいのかがわからないため、各実践区…
のように進めればよいのかがわからないため、各実践区
対して指導助言ができない

減少傾向

地域の教育課題などを話し合う機会を持ちにくい
地域の教育課題などを話し合う機会を持ちにくい

運動の推進に必要な予算の確保が難しい
運動の推進に必要な予算の確保が難しい

増加傾向

運動の理念や進め方が難解であり理解し難い
学習する時
運動の理念や進め方が難解であり理解し難い
間的余裕や研修の機会もない
学習する時間的余裕や研修の機会もない

市町村推進組織の構成や人選が難しい
市町村推進組織の構成や人選が難しい

依然高 い傾向 の課題

活動に関わる大人が限られるなど、地域全体の活動になっ
活動に関わる大人が限られるなど、
ていない
地域全体の活動になっていない

H22
H23

適切な実践地区（実践区）の規模や事務局の設置場所に悩
適切な実践地区（実践区）の規模や事務局の設置場所に
んでいる
悩んでいる

H24
主役である子どもの参画が難しく、子どもの考えが活動に
主役である子どもの参画が難しく、
反映されにくい
子どもの考えが活動に反映されにくい

H25
市町村推進組織や地域の実践組織の具体的な役割がわか
市町村推進組織や地域の実践組織の具体的な役割が
らない
わからない

教育振興運動 の理解が進 ん でいる

学校（教員）の理解が得られにくく、協力・連携が進まない
学校（教員）の理解が得られにくく、協力・連携が進まない

地域住民、諸団体（
地域住民、諸団体（ＮＰＯ含む）、企業等の理解が得られ
含む）、企業等の理解が得られ
地域住民、諸団体（ＮＰＯ含む）、企業等の理解が
にくく、協力・連携が進まない
得られにくく、協力・連携が進まない
教育委員会内各課、他部局等の理解が得られにくく、協力・
教育委員会内各課、他部局等の理解が得られにくく、
連携が進まない協力・連携が進まない

家庭（保護者）の理解が得られにくく、協力・連携が進まない
家庭（保護者）の理解が得られにくく、協力・連携が進まない

H26
H27

東日本大震災津波の影響

その他

平成 22 年度～平成 27 年度
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教育振興運動推進
教育振興運動推進状況
状況調査より作成
より作成

（８）教育振興運動の推進体制状況からみた課題改善の方向性
以上、調査の分析から見えてきた課題解決及び改善の方向性についてまとめる。

解決・改善の方向性

地域の教育環境の変化に対応
した実践区のあり方を検討す

改善 の視点

推進組織を検討すること

組織 の見直 しと

方向性
②

各市町村の実態に応じた

新たな組織 の構築

市 町村 の状 況から

方向性
①

改善の視点

(1)

方向性
④

クルにおける P「計

かにし実践すること
方向性
⑤-１

教育課題の解決につ
ながるための方策を
確保すること

方向性
⑤-２

実践活動の成果測定
の方法を位置づける

サイク ルの各 ステージ における

での評価方法を明ら

PDCA

主 要な 取組方策 の明確 化

(2)

宮古
イ－
（イ）・
（エ）
大船渡
イ－（ウ）

こと

方向性
⑦-１

方向性
⑦-２

多様な立場の参画に
よる話し合いの場の
もち方やその手法に
ついて実践区に普及
させること
地域全体の活動にす
るための運動の工夫
の手立てを普及させ
ること

子どもの参画の具体
的方法について手立
てを普及させること
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改善 の視点

方向性
⑥

具体的場 面における充実方策

担 当者 の意識から

教育振興運動担 当者が短期間 で変わ っても推進 できる方策 の蓄積 や引継ぎ を行う こと

実践 区 の状 況から

握と C「評価」段階

大船渡
（エ）・
（オ）

単年度の PDCA サイ
画」段階での課題把

イ－（ア）

改善 の視点

③

宮古

イ－

ること
方向性

次章・具体的実践
との関連

(3)

大船渡
イ－（イ）
宮古
イ－
（ウ）・
（エ）
大船渡
イ－（ア）
宮古
イ－（エ）

３

市町村における教育振興運動推進体制の充実に向けた具体的実践

（１）教育振興運動市町村支援プロジェクト事業
これまで、県内市町村における教育振興運動やそれを取り巻く現状や推進上の課題について
考察を行い、推進体制上の課題の概要は把握できた。しかし、各市町村により状況は異なると
考えられ、その状況に応じた具体的な支援が必要である。
そこで、岩手県立生涯学習推進センターでは、希望する市町村と連携し、所管教育事務所と
共に、一歩踏み込んだ教育振興運動推進体制構築・改善への実践的な取組を行うこととした。
表３にその概要を示す。
表３

教育振興運動市町村支援プロジェクト事業の概要

市町村の教育振興運動の推進全般に関する日常的支援は、主に所管教育事務所
が行っているが、「課題は感じていても、解決に取り組む時間を十分に確保でき
ない」
「一緒に取り組むスタッフが少ない」
「課題解決に必要な情報やノウハウが
趣

旨

十分に集まらない」などの事情から、なかなか踏み込んだ取組ができないでいる
市町村があるのではないかと考える。
そこで、所管教育事務所に加え、県立生涯学習推進センターも実践研究の立場
から共に、今までよりも踏み込んだ取組を行い、市町村の教育振興運動の充実に
つなげることとする。

実施期間

平成 27 年度～平成 28 年度
①希望市町村が抱える課題や目標について取り上げ、その解決や達成に向けた方
法を検討し、具体的な取組を実施する。
②市町村レベルでの教育振興運動の推進方策に関する内容（例：実践区再編、推

実施内容

進組織改善、計画や実践集約・連携・広報・研修等の望ましい在り方、またそ
れらの複合的内容）に取り組む。
③県立生涯学習推進センターの実践研究として位置づけ、当該年度２月の岩手県
生涯学習推進研究発表会にて経過や成果を報告する。
①県立生涯学習推進センター及び所管教育事務所社会教育主事が当該市町村に
出向き、市町村担当者と共に協議・検討、具体的取組を進める。

実施方法

②実践研究であることから、アンケート調査等必要な場合には、その構想や実施
手順、集計・分析等は市町村の協力の下、県立生涯学習推進センターが実施す
る。
③主に市町村の取組に対する人的支援とする
①各教育事務所あたり１市町村とし、最大６教育事務所での実施とする。

募集方法

②沿岸被災市町村は優先的に対応し、希望に添えない市町村には、他の方法にて
支援を行う。

募集
スケジュール

市町村への募集通知

２月下旬

計画書提出期限

２月 23 日（月）

市町村への決定通知

３月 10 日（火）

取組開始

４月

※決定後、可能な範囲で打合せ実施

※状況により、2 次募集も実施
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（２）宮古市における実践
宮古市より平成 27 年２月に「平成 27 年度『教育振興運動市町村推進支援プロジェクト』計
画書」の提出があり、岩手県立生涯学習推進センターと共同で教育振興運動推進方策の充実に
取り組むこととした。

宮古市における実践の概要

ア

推進体制における課題の整理と共有
（ア）計画書

（イ）教育振興運動に

の概要

関する情報交換会

（ウ）宮古市における
教育振興運動の推進に
ついての課題

計画書や聞き取りによる課題の把握

イ

課題の明確化と共有

課題解決のための取組
（イ）
『インターネ

（エ）
『教育振興運動の

（ア）各教育振興運動

ット利用に関する

集い』共同企画

推進組織への訪問

実態調査』の実施
教育振興運動における課題

推進組織の状況把握と

全県共通課題における

の共有と課題解決のための

共通理解

課題把握のための取組

実践へ向けての取組支援

（ウ）「教育委員会だより」への教育振興運動の取組掲載
教育振興運動についての市民への周知

ウ

宮古市における実践の成果と今後の取組
（ア）実践の成果

（イ）今後の取組

成果の共有と次年度へ向けての検討
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ア

推進体制における課題の整理と共有
教育振興運動の推進方策を改善・充実に取り組むに当たって、宮古市の教育振興運動の推

進状況、要望等を把握することで課題を明確にし、具体的取組につなげる必要がある。そこ
で、下記に計画書の概要を示す。また、課題把握のための宮古市への訪問調査や各種会合へ
の訪問等を通した課題把握の状況について述べる。
（ア）計画書の概要
○新里地区教育振興運動推進委員会（４実践区）
・茂市地区実践協議会・蟇目地区実践協議会
・刈屋地区実践協議会・和井内地区実践協議会
○田老地区教育振興運動推進協議会（３実践区）
・田老第一小学校実践協議会・田老第三小学校実践協議会

推進組織と
実践区の状況

・田老第一中学校実践協議会
○川井地区教育振興運動推進委員会（２実践区）
・川井小学校実践協議会・門馬小学校区実践協議会
※

川井西学校実践協議会・小国小学校実践協議会・江繋小学校実践協
議会は、学校統合により、再編協議が予定されている。

○その他（宮古地区）
・13 小学校（新里・田老・川井

各地区除く）

・10 中学校（新里・田老・川井

各地区除く）

・新里・田老・川井地区においては、市町村合併以前から実践組織をもと
に教育振興運動が図られ、５者の連携のもと、地域と密着した活動が展
開されてきている。
・宮古地区においては、実践組織としてではないが教育振興運動に相応す

現時点で
考えている
解決したい課題
や取り組みたい
内容

る地域の力を結集した活動が各地区で行われ成果を挙げてきている。
・このような中で、毎年、
「宮古市教育振興運動集約大会」を開催し、実践
活動の発表を行うなど、各実践区及び PTA 活動の成果と集約を図るとと
もに「家庭教育学級講演会」を併せて開催してきた。平成 26 年度は、山
口小学校支援地域本部コーディネーターによる事例発表と「市民講演会」
を併せ、PTA のみならず参加者層の拡大を図った。
・実践組織を新たに作り上げるのではなく、今、各地区で行っている活動
を、教育振興運動として捉える整備を図り、更なる推進を目指す。
・まなびフェストの取組内容等との連携方法

推進センターや
教育事務所から
支援して
ほしいこと

（詳細な取組を知る機会は少ない）
・地域連携窓口教員などとの連携（つながりが少ない）
・教育振興運動に係る情報・資料提供
・整備の図り方

取組期間の
希望と理由
要望事項

・希望する取組期間は、１年間
・その理由

１年毎に進め、方向と状況の確認を行いたいため

・学校や実践協議会の理解を得ながら、負担をあまりかけることなく整備
を図りたい。

- 22 -

（イ）教育振興運動に関する情報交換会
日

時

平成 27 年４月 14 日（火）

場

所

宮古市新里生涯学習センター玄翁館

出席者

各地区教育振興運動担当者、宮古市教育委員会生涯学習課職員、宮古教育事
務所社会教育主事、当センター社会教育主事
教育振興運動に関する状況、またそれを取り巻く状況について関係者から
聞き取りを行い、今後のプロジェクト推進の方向性を探ることと、県立生涯
学習推進センターが進める「市町村における教育振興運動の効果的な推進方
策」への位置づけのための情報収集を目的に情報交換会を実施した。
・平成 27 年度で宮古市は、旧田老町、旧新里村と合併してから 10 年が経過、
旧川井村が合併してから５年が経過。
・教育振興運動に関しては、旧自治体単位で活動していること。
・旧宮古市地域においては、実践区としての位置づけがないこと。
・旧町村単位の各推進協議会、推進委員会がそれぞれ単独で活動しているも
のを集約していくことや、実践区のない旧宮古市地域での教育振興運動の
推進方策が課題。
○田老地区
・津波により、コミュニティが分断された状態であり、コミュニティの再
構築が求められているが、スタート地点に立ったばかり。
・高台移転は決まったものの区割り等はまだ決まっておらず、その間の人
口流出が止まらない。家が建つまで７～８年はかかる。

内

容

・地域コミュニティの再構築を通して今後の可能性を見出している。
○新里地区
・少子高齢化が進み地域に若い人がいない。
・来年度、小学校が４校から１校に統合される。今後の組織の在り方につ
いては、PTA 組織と連動しながら組織再編を進めたいが、できるだけ負担
をかけず長く続いていく組織を作りたい。
・仮に実践組織が１つになった場合、１推進組織、１実践区となり、宮古
市全体としての組織の見直しが必要である。
○川井地区
・合併前から広域にわたる範囲を抱える地区である。
・郷土芸能を核として地域がまとまっており、教振の推進の内容として郷
土芸能は欠かせない。
・少子高齢化、過疎が進み、今年度、小学校４校が１校に統合し、川井小、
門馬小の２校となり、実践組織について再編成を検討している。
・小学校単位での実践区が望ましいと考えてはいるが、統合した川井小の
範囲が広すぎ、一つの実践区として活動するのは現実的ではない。
・PTA 活動、学校行事を吸い上げながら教振として位置づけていくのが現実
的ではないかと考えている。

- 23 -

（ウ）宮古市における教育振興運動の推進についての課題
以上の計画書並びに情報交換から、下記のように課題を整理し共有した。

①

ある

方向性
②

地域の教育環境の変化に対応した実
践区のあり方を検討すること

宮古
課題

「実践区を設定していない地域での教育振興

②

運動の進め方」について検討する必要がある

方向性
⑦-１

地域全体の活動にするための運動の

検討すること

工夫の手立てを普及させること

改善 の視点

各市町村の実態に応じた推進組織を

(1)

具体的場 面における充実方策

方向性
①

改善 の視点

「学校統合による実践区の見直し」が必要で

組織 の見直 しと
新たな組織 の構築

宮古
課題

(3)

方向性
⑦-２

宮古
課題

③

子どもの参画の具体的方法について
手立てを普及させること

「新たな全県共通課題『情報メディアとの
上手な付き合い方』の取り組み方」につい

方向性
④

単年度の PDCA サイクルにおける P「計
画」段階での課題把握と C「評価」段
階での評価方法を明らかにし実践す
ること

方向性
⑤-１

教育課題の解決につながるための方

方向性
⑤-２

実践活動の成果測定の方法を位置づ

策を確保すること

けること
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サイク ルの各 ステージ における
主 要な 取組方策 の明確 化

PDCA

改善 の視点

て検討する必要がある

(2)

イ

方向性
②

課題解決のための取組

（ア）各教育振興運動推進組織への訪問
前述のとおり、宮古市における特徴として、市町村合併前の単位で教育振興運動に取り
組んでおり、実践区としての活動を行っている。そこで、年度当初に行われる各実践区で
の会議に参加し、各推進組織での情報交換や今年度県が提唱している教育振興運動推進方
針についての説明を通して共通理解を図った。
新里地区教育振興運動実践協議会事務局会議
日

時

平成 27 年５月 15 日(金)

場

所

宮古市新里生涯学習センター玄翁館

出席者

内

容

新里地区各実践区事務局長、新里地区教育振興運動推進事務局担当者、宮古
市教育委員会生涯学習課職員、宮古教育事務所社会教育主事、当センター社
会教育主事
全県共通課題等、今年度の岩手県における教育振興運動の推進方針の説明、
新里地区における教育振興運動の状況把握を行った。
・平成 27 年度推進方針については、新たな全県共通課題との連動を新たに明
記
・新里地区４小学校の統廃合に伴い、実践組織の見直しをおこなうこと
・再編後の集約大会の持ち方を考える必要があること
・川井地区の組織再編についての情報共有の必要性

川井地区教育振興運動推進委員会議
日

時

平成 27 年５月 26 日(火)

場

所

宮古市川井生涯学習センター
川井地区教育振興運動推進委員、川井地区教育振興運動推進事務局担当者、
宮古市教育委員会生涯学習課職員、宮古教育事務所社会教育主事、当センタ
ー社会教育主事
全県共通課題等、今年度の岩手県における教育振興運動の推進方針の説明、
川井地区における教育振興運動の状況把握を行った。
・H25・26 年度は未開催。今回小学校の統合による組織の見直しもあり開催
・今年度から、川井小学校、門馬小学校の２校区を実践区とすることが決定
・旧小学校単位の実践区における活動については、川井小学校において PTA
３役と相談しながら推進方法について検討中。基本的には今までの実践
（班）単位を継続する方向
・出席した委員から全県共通課題に関わる方策について体験活動が大変有意
義になるのではないかとの意見

出席者

内

容

田老地区教育振興運動事務局長会議
日

時

平成 27 年６月１日(月)

場

所

宮古市田老公民館
田老地区各実践区事務局長、田老地区教育振興運動推進事務局担当者、宮古
市教育委員会生涯学習課職員、宮古教育事務所社会教育主事、当センター社
会教育主事
全県共通課題等、今年度の岩手県における教育振興運動の推進方針の説明、
田老地区における教育振興運動の状況把握、当センターへの研究協力依頼を
行った。
・６月の田老地区教育振興運動推進協議会総会に向けての協議
・今年度の県の方針について、総会で周知いただくよう依頼

出席者

内

容
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方向性
⑤-１

方向性
⑤-２

（イ）『インターネット利用に関する実態調査』の実施
今年度から始まった「みんなで教振！５か年プラン」における全県共通課題「情報メディ
アとの上手な付き合い方」を柱として、全市での教育振興運動の取組として位置づけ実践に
つなげることをねらい、各実践区での取組のもととなる課題把握のための調査を実施するこ
ととした。
これは、課題把握について宮古市教育委員会が中心となって全小中学校を対象に実施する
ことにより、実践区を設定していない地域においても課題を明確にし、子ども、保護者、学
校、地域が協力し、課題解決に向けて取り組むための環境づくりもねらったものである。
課題把握のための「インターネット利用に関する実態調査」については、当センターで提
供した調査票や集計表を用いて調査を行い、集計や分析についても協力しながら実施した。
『インターネット利用に関する実態調査』
（児童・生徒）実施のための支援
期

間

平成 27 年７月～８月

対

象

宮古市内全小中学校

小学校４年生から中学校３年生

全児童・生徒

・当センター作成『インターネット利用に関する実態調査』調査票の活用
・宮古市教育委員会生涯学習課教育振興運動担当者より宮古市内全小中学校
内

容

へ調査を依頼
・『インターネット利用に関する実態調査』集計表の活用
・各学校と市全体の集計結果をそれぞれの各小中学校へ配布し、情報メディ
アの実態把握に活用

『インターネット利用に関する実態調査』
（保護者）の実施のための支援

期

間

平成 27 年 12 月

対

象

宮古市内全小中学校

小学校４年生から中学校３年生の保護者

・当センター作成『インターネット利用に関する実態調査』調査票（マーク
シート版）の活用
・宮古市教育委員会生涯学習課教育振興運動担当者より宮古市内全小中学校
内

容

へ調査を依頼
・『インターネット利用に関する実態調査』SQS 集計システム（マークシート
による集計システム）の活用
・集計結果は、各学校へ配布するとともに１月開催の教育振興運動の集いに
て公表
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方向性
①

方向性
⑦-１

（ウ）「教育委員会だより」への教育振興運動の取組の掲載
年２回、全戸配布される「宮古市教育委員会だより」
（図５）により、宮古市における
教育振興運動の取組とその意義についての周知、教育振興運動の実践区を設置していない
地域における理解促進、また、当センターの実践研究「教育振興運動市町村支援プロジェ
クト」の共同事業として２年間実施することについて理解を図るための周知を行った。

図５

「宮古市教育委員会だより」より抜粋
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方向性
⑤-１

方向性
⑤-２

方向性
⑦-１

方向性
⑦-２

（エ）「宮古市教育振興運動の集い」企画支援
宮古市における教育振興運動の集約集会として位置づけられている「宮古市教育振興運
動の集い」に向けて、市内全小中学校（小学校４年から中学校３年）の児童生徒とその保
護者を対象としたインターネット利用状況の実態把握と課題の明確化、課題解決に向けて
の取組の方向性を５者で共有する場となるよう開催についての支援を行った。
（１月 31 日
実施）
課題の共有に向けた支援

内

容

・教育振興運動の集いに、「『インターネット利用に関する実態調査』から分
かったことと今後の教育振興運動における取組について」と題して、当セ
ンター社会教育主事がアンケートの分析結果を説明し、宮古市におけるイ
ンターネット利用についての課題を明らかにし、今後の教育振興運動とし
ての取組の方向性を提示する。

インターネット利用に関する共通理解の場の支援

内

容

・インターネット利用に対する今後の取組のあり方を学ぶ機会を提案した。
教育振興運動の講演「情報メディアとの上手な付き合い方」
～学校・家庭・地域の理解と対応（仮題）～
玉川大学教職大学院 准教授 近藤昭一 氏
（専攻分野：生徒指導、学校の経営と危機管理、教育相談、
メディアコミュニケーションと人格形成)
・当センターより講師の紹介を行った。また、宮古教育事務所事業「教育振
興運動地域課題支援事業」を活用し、人的、経費的支援を行った。

子どもの参画のあり方に対する支援

内

容

・学校教育課と連携を図り、市内小中学校の代表が「情報メディア」につい
て話し合い、問題に対して取り組むことを宣言する場を閉会行事に設ける
ことを提案した。
・この提案を受けて、市内中学生の代表が集う宮古市中学生意見交流会（１
月６日開催）の際に、生徒指導上様々な問題を抱えている「情報メディア」
について、各校にて標語の募集を行うこととした。更に、生徒が「教育振
興運動の集い」閉会行事において標語を発表し、問題解決に向けて子ども
自身主体的に取り組む宣言を行う予定である。
・教育振興運動は、子ども・家庭・学校・地域・行政の５者が責任を明確に
しながら相互に連携し、教育課題の解決を図る運動であるが、子ども自身
が主体的に参画する場面が少ないという課題がある。
・宮古市は、すべての小中学校において『インターネットの利用に関する実
態調査』を実施し、その結果を各学校に還元しており、子ども自身が問題
意識を持って主体的に取り組む機会として、今後の各校におけるルール作
りにつなげることとした。
・本企画については、学校教育課が取り組んだ。
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ウ

宮古市における実践の成果と今後の取組
宮古
課題

①

「学校統合による実践区の見直し」について

方向性
②

地域の教育環境の変化に対応した実践区のあり方を検討すること

・田老地区、新里地区、川井地区の各実践組織事務局と市生涯学習課
が今まで以上に連携し、教育振興運動の進め方について共通理解を
図る場を持つことができた。
（ア）成果

・川井地区においては、小学校の統合に合わせて５実践区のうち４実
践区が統合し２実践区として再編した。統合した実践区では、地理
的制約があるため、実践区内を４実践班として、より実態に応じた
取組ができるように工夫している。
・来年度（平成 28 年度）新里地区の４小学校が１校に統合するが、

（イ）今後の取組

実践区のあり方については、先行して組織の見直しを図った川井地
区や他市町村の情報も得ながら、実態に即した見直しを行う必要が
ある。

宮古
課題

②

「実践区を設定していない地域での教育振興運動の進め方」について

方向性
①

各市町村の実態に応じた推進組織を検討すること

方向性
⑦-１

地域全体の活動にするための運動の工夫の手立てを普及させること

方向性
⑦-２

子どもの参画の具体的方法について手立てを普及させること

（ア）成果

・実践区を位置づけていなかった宮古地区においては、課題の把握を
通して、PTA を母体とした教育振興運動の実践に向けた方向性を見
出すことができた。
・子どもの参画を促すために、集約集会における中学生代表の『情報
メディア』標語の発表に向けた取組を通して、今後の各校における
子どもの主体的な活動につなげることができた。

（イ）今後の取組

・今後、継続した取組ができるように、地域の教育課題の解決を意識
した取組について PTA 等へ働きかけ、行政の立場からその具体的方
法について提案し、協働して推進していく必要がある。
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宮古
課題

「新たな全県共通課題『情報メディアとの上手な付き合い方』

③

ついて

方向性
④

の取り組み方」に

単年度の PDCA サイクルにおける P「計画」段階での課題把握と C「評価」
段階での評価方法を明らかにし実践すること

方向性
⑤-１

教育課題の解決につながるための方策を確保すること

方向性
⑤-２

実践活動の成果測定の方法を位置づけること

・『インターネットの利用に関する実態調査』を市内全小中学校の協
力のもとで実施し、小中学校個別の課題把握と宮古市全体における
実態把握を行うことができた。
（ア）成果

・アンケート調査は、当センターが提案した調査方法を実施し、集計
及び分析の支援にあたるとともに、「宮古市教育振興運動の集い」
において課題の提示と課題解決のための方向性を示すことができ
た。
・『情報メディア』標語の周知による啓発と、各学校における児童・
生徒によるルール作りを支援していく必要がある。

（イ）今後の取組 ・具体的な検証方法を提案しながら、来年度以降も『インターネット
の利用に関する実態調査』を継続して実施し、各学校での取組の効
果を検証する必要がある。
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（３）大船渡市における実践
大船渡市より平成 27 年６月に「平成 27 年度『教育振興運動市町村推進支援プロジェクト』
計画書」の提出があり、岩手県立生涯学習推進センターと共同で教育振興運動推進方策の充
実に取り組むこととした。
大船渡市における実践の概要

ア

推進体制における課題の整理と共有
（ア）計画書

（イ）教育振興運動に

の概要

関する情報交換会

（ウ）大船渡市におけ
る教育振興運動の推進
についての課題

計画書や聞き取りによる課題の把握

イ

課題の明確化と共有

課題解決のための取組

（ア）大船渡
市民運動推進
協議会総会に
おける講演

（イ）大船渡
市社会教育委
員・教育振興
運動関係者研
修会
子どもを中心とし

教育振興運動
の周知

た地域づくりのあ
り方と話し合いの
場の作り方の支援

（ウ）
『インタ

（オ）集約集会

ーネット利用

実施に向けて

に関する実態

の取組支援

調査』の実施

実践区におけ
る課題把握の
ための支援

教育振興運動
推進組織の立
ち上げ支援

（エ）教育振興運動推進体制の構築に係る情報提供
県内他市町村における教育振興運動推進組織の規約例と組織図例の提供

ウ

大船渡市における実践の成果と今後の取組
（ア）実践の成果

（イ）今後の取組

成果の共有と次年度へ向けての検討
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ア

推進体制における課題の整理と共有
教育振興運動の推進方策の改善・充実に取り組むに当たって、大船渡市の教育振興運動の

推進状況、要望等を把握することで課題を明確にし、具体的取組につなげるために、課題把
握のための訪問調査や各種会合への訪問、教育振興運動関係者への研修会等を行い、把握し
た状況について述べる。
（ア）計画書の概要
○大船渡市民運動推進協議会

・盛地区実践区・大船渡地区実践区・末崎地区実践区
推進組織と
実践区の状況

・赤崎地区実践区・蛸ノ浦地区実践区・猪川地区実践区
・立根地区実践区・日頃市地区実践区
・綾里地区教育振興運動実践協議会
・越喜来地区教育振興運動実践協議会
・吉浜地区教育振興運動実践協議会
・教育振興運動が「市民運動」の中の一つとなっており、活動が埋没し
てしまっている。
・旧三陸町の 3 実践区（越喜来、綾里、吉浜）については、各学校が事

現時点で

務局として教育振興運動を実施しているが、旧三陸町以外の実践区で

考えている

は、実質的に公民館の子どもを核とした活動を教育振興運動として報

解決したい課題

告している。

や取り組みたい
内容

・今年度末の集会にて、
「市民運動」を発展的に解散させ、教育振興運動
の協議会を立ち上げたい。
・公民館長の多くは、子どもを中心とした活動の必要性、地域と学校が
連携した活動の大切さを感じてはいるが、教育振興運動の目的は学力
向上と捉えている。

推進センターや
教育事務所から
支援して

・県内各実践区の推進体制の情報提供
・全県共通課題の実態把握に係るアンケート調査

ほしいこと

取組期間の
希望と理由

・希望する取組期間は、１年間
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（イ）教育振興運動に関する情報交換会
日

時

平成 27 年６月 10 日（水）

場

所

大船渡市役所大会議室

出席者

大船渡市教育委員会生涯学習課職員、沿岸南部教育事務所社会教育主事、当
センター社会教育主事

教育振興運動に関する状況、またそれを取り巻く状況について、大船渡市
教育委員会関係者から聞き取りを行い、今後のプロジェクト推進の方向性を
探ることと、県立生涯学習推進センターが進める「市町村における教育振興
運動の効果的な推進方策」への位置づけのための情報収集を目的に情報交換
会を実施した。
・教育振興運動の担当者が１名から２名になり、推進体制の見直しに着手す
ることとなった。
・大船渡市では、
「市民運動」として、市内の各種団体、各種組織を束ねる組
織が昭和 51 年頃より発足。毎年、1 月下旬から 2 月上旬にかけて、
「生涯学
習市民運動の集い」を開催し、設定されたテーマ（食育、地域づくり、教
振など）に沿った事例発表と講演を行うことで「市民運動」のまとめの集
会としている。
・教育振興運動は「市民運動」の中の一つの活動となっており、埋没してい
内

容

る状況である。
・大船渡市内には 11 の公民館があり、小学校 12 校・中学校 8 校が 11 の公民
館いずれかの範囲内にある。各公民館の館長が教育振興運動の実践区会長
として位置づけられている。
・旧三陸町の 3 地区（越喜来、綾里、吉浜）については、各学校が事務局と
して教育振興運動を実施しているため、活発な活動ができている。
・旧三陸町以外の実践区では、実質的に公民館の活動を教育振興運動として
報告している。
・今後、
「市民運動」を構成する各種団体の活動は従来通り継続するが、今年
度末の集会において「市民運動」は解散し、教育振興運動の協議会を立ち
上げたい。
・実践区単位の公民館長は、様々な地域づくりの業務等も担い震災以降多忙
である。
・子どもを中心とした活動の必要性、地域と学校が連携した活動の大切さは
感じているが、なかなか主体的な活動に踏み出せていないのが現状である。
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（ウ）大船渡市における教育振興運動の推進についての課題
以上の計画書並びに情報交換から、下記のように課題を整理し共有した。

課題

進組織の立ち上げに向けた組織のあり方」の検討
が必要である

方向性
①

大船渡

各市町村の実態に応じた推進組織を検討
すること

「公民館区を実践区とする地域での教育振興運

組織 の見直 しと
新たな組織 の構築

①

「市民運動推進協議会から新たな教育振興運動推

改善 の視点

大船渡

(1)

課題

②

動の進め方」について検討する必要がある

のあり方を検討すること

多様な立場の参画による話し合いの場の
もち方やその手法について実践区に普及

(3)

させること

方向性
⑦-１

大船渡

課題

地域全体の活動にするための運動の工夫
の手立てを普及させること

「新たな全県共通課題『情報メディアとの上手
な付き合い方』の取り組み方」について検討す
る必要がある
単年度の PDCA サイクルにおける P「計画」
段階での課題把握と C「評価」段階での評価
方法を明らかにし実践すること
方向性
⑤-１

方向性
⑤-２

教育課題の解決につながるための方策を確
保すること

実践活動の成果測定の方法を位置づける
こと
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PDCA

サイク ルの各 ステージ における
主 要な 取組方策 の明確 化

方向性
④

改善 の視点

③

改善 の視点

方向性
⑥

地域の教育環境の変化に対応した実践区

具体的場 面における充実方策

方向性
②

(2)

イ

方向性
⑦-１

課題解決のための取組

（ア）大船渡市民運動推進協議会総会における講演
日

時

平成 27 年６月３日(水)

場

所

大船渡市三陸公民館

出席者

大船渡市民運動推進協議会関係者

内

・復興・地域づくりを住民の自主的・自立的な活動により行う「住みよいま
ち、連帯感あふれるまちづくり」を進めるにあたり、
「教育振興運動」を重
点に運動を展開し、そのための組織体制の整備をおこなうことを確認した。
・教育振興運動を柱とした地域づくりにあたり、社会教育委員及び社会教育
関係職員の意識啓発及び学習機会として「社会教育委員・教育振興運動関
係者研修会」を実施することと、当センターの調査研究に位置づけること
も提案する。
・市教育委員会事務局としても、当センターの調査研究との協働により教育
振興運動の体制づくりにあたっていきたいと考えている。
・講演
平成 27 年度以降の教育振興運動推進組織の設立を見据えての講演内容を
依頼される。「市民運動」から教育振興運動に重点化を図るにあたり、「活
動ありき」ではなく、子どもの課題を把握した上で「その課題の解決のた
めに必要な活動」という視点を持って従前の活動を精査していく必要があ
ることを伝えた。

容

講演：「子どもに笑顔を！地域に元気を！～自分にできることをやっていこう！」
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方向性
⑥

（イ） 大船渡市社会教育委員・教育振興運動関係者研修会
日

時

平成 27 年 10 月８日(木)

場

所

大船渡市三陸公民館

出席者

大船渡市社会教育委員、教育振興運動関係者、大船渡市教育委員会生涯学習
課職員、当センター社会教育主事
・講演
地域のオピニオンリーダーとして活動している社会教育委員と社会教育
事業の推進にあたる社会教育関係者・教育振興運動関係者を対象に、東北
学院大学人間科学科 教授 水谷 修 氏より講演をいただき、
「子どもの
力を活かした地域づくり」について学んだ。

内

容
・ワークショップ
地域の大人が集まって自分の活動を通して、子どもの教育課題について
話し合い、地域の教育課題を把握する活動を体験した。
手法を示すことで、各実践区で同様の取組を行っていただくことを期待
して実施した。

ワークショップによる
教育課題についての話し合い

講演：
「子どもの力を活かした地域づくり」

- 36 -

方向性
⑤-１

方向性
⑤-２

（ウ）『インターネット利用に関する実態調査』の実施
全県共通課題である「情報メディアとの上手な付き合い方」における大船渡市小中学校児
童・生徒の実態把握し、大船渡市教育振興運動集約大会において実態を共有することを目的
として、『インターネット利用に関する実態調査』を実施した。

『インターネット利用に関する実態調査』
（児童・生徒）実施のための支援
期

間

平成 27 年 10 月

対

象

大船渡市内全小中学校

小学校 4 年生から中学校 3 年生

全児童・生徒

・当センター作成の『インターネット利用に関する実態調査』アンケート調
査票活用。
・大船渡市教育委員会生涯学習課教育振興運動担当者より大船渡市内全小中
内

容

学校へ調査を依頼。
・『インターネット利用に関する実態調査』アンケート集計表の活用。
・各学校と市全体の集計結果をそれぞれの各小中学校へ配布し、情報メディ
アについての実態把握に活用。

『インターネット利用に関する実態調査』
（保護者）の実施のための支援
期

間

平成 27 年 10 月

対

象

大船渡市内全小中学校

小学校 4 年生から中学校 3 年生児童生徒の保護者

・当センター作成の『インターネット利用に関する実態調査』アンケート調
査票の活用。
・大船渡市教育委員会生涯学習課教育振興運動担当者より大船渡市内全小中
内

容

学校へ調査を依頼。
・『インターネット利用に関する実態調査』アンケート集計表の活用。
・各学校と市全体の集計結果をそれぞれの各小中学校へ配布し、情報メディ
アについての実態把握に活用。
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方向性
①

（エ） 新たな教育振興運動推進体制の構築に係る情報提供
市民運動推進協議会の解散を受け、教育振興運動の体制づくりにあたり規約等や推
進体制を整える必要があることから、県内の各市町村における教育振興運動推進組織
の規約と組織図の提供を行っている。今後、実践区をどのように設定するか、中心と
なって推進する事務局はどのように位置づけるかなど、推進体制の構築に向けて実情
に応じた支援を行っていく。

方向性
①

方向性
⑤-１

方向性
⑤-２

方向性
⑦-１

（オ）集約集会実施に向けての取組支援
２月 20 日（土）に大船渡市民運動推進協議会の解散と教育振興運動推進組織の立ち
上げに向けて集会が実施される予定である。
集会の場では、組織体制のみならず、今年度取り組んでいる『インターネット利用
に関する実態調査』の結果の公表と調査から明らかになった問題点、今後の取組につ
いて説明するとともに、講演を通して問題意識を共有することとしている。
講演に含まれる調査結果の集計やその分析、考察については当センターも協力し、
今後の取組方策の支援につなげていく。

ウ

大船渡市における実践の成果と今後の取組
大船渡

課題

①

「市民運動推進協議会から新たな教育振興運動推進組織の立ち上げに向けた
組織のあり方」について

方向性
①

各市町村の実態に応じた推進組織を検討すること

（ア）成果

・教育振興運動組織の立ち上げに向けた具体的な取組に係る
情報提供等の支援を実施した。

・今後、規約や組織づくりなど、新たな教育振興運動推進組
（イ）今後の取組

織の立ち上げに向けた支援を継続して行っていく必要が
ある。
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大船渡

課題

②

「公民館区を実践区とする地域での教育振興運動の進め方」について

方向性
②

地域の教育環境の変化に対応した実践区のあり方を検討すること

方向性
⑥

多様な立場の参画による話し合いの場のもち方やその手法につい

方向性
⑦-１

地域全体の活動にするための運動の工夫の手立てを普及させるこ

て実践区に普及させること

と
・教育振興運動を推進する関係者を対象にワークショップ

（ア）成果

を行い、様々な立場の大人が子どもの地域課題について
話し合う場を持つことができた。
・実践区及び事務局の位置づけ等、さらに支援をしていく

（イ）今後の取組

必要がある。
・話し合いの場を実践区単位で行うための手立てを考慮し
ていく必要がある。

大船渡

課題

「新たな全県共通課題『情報メディアとの上手な付き合い方』の取り組み

③

方」について

方向性
④

単年度の PDCA サイクルにおける P「計画」段階での課題把握と C「評
価」段階での評価方法を明らかにし実践すること

方向性
⑤-１

教育課題の解決につながるための方策を確保すること

方向性
⑤-２

実践活動の成果測定の方法を位置づけること

・『インターネットの利用に関する実態調査』アンケートを
（ア）成果

市内全小中学校の協力のもとで実施し、小中学校個別の実
態把握と大船渡市全体における実態把握を行うことがで
きた。
・各学校でのルール作り等の取組を進めるために、来年度以

（イ）今後の取組

降も『インターネットの利用に関する実態調査』を継続し
て実施していく必要がある。
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４

１年次の
年次の取組のまとめと
のまとめと２
２年次の取組の
取組の方向性
組織の見直しと新たな組織の構築について
について
改善の視点
改善の視点（１）
（１） 組織の見直しと新たな組織の構築

宮古市においては、川井地区において
学校統合によ
学校統合による組織の見直しとして実
組織の見直しとして実
践区の
践区の再編成が行われ
が行われた。また、
また、来年度
来年度
も新里地区において
も新里地区において学校統合による組
学校統合による組
織の見直しが
織の見直しが考えられている。
考えられている。今後も実
実
践区における活動の状況について状況
把握を継続していきたい。
先頃、推進組織担当者が、平成
先頃、推進組織担当者が、
22 年
度に実践区の見直しを行った田野畑村
実践区の見直しを行った田野畑村
の情報収集を行っている。田野畑村は、
情報収集を行っている。田野畑村は、
国庫委託事業である学校支援地域本部
事業を活用し、地域コーディネーターが

担当者による先行事例の情報収集

各実践区の事務局的役割を担っており、
小学校統合後も従来の実践区を維持し
小学校統合後も従来の実践区を維持しながら、地域課題の解決にあたっている。今後も情報提
地域課題の解決にあたっている。今後も情報提
供等の支援を継続していく。
また、今まで実践区を位置づけていなかった
また、今まで実践区を位置づけていなかった宮古地区
宮古地区でも、
でも、全県共通課題における
全県共通課題における実態把握
全県共通課題における
把握
のための取組を行い、
のための取組を行い、教育振興運動の活動
教育振興運動の活動
教育振興運動の活動につなげる
つなげるための素地作りができたのではないかと
ための素地作りができたのではないかと
考える
考える。実践区としての位置づけ
実践区としての位置づけでは
実践区としての位置づけではなくても、
も、教育課題の
の解決のための組織として
解決のための組織として十分に機
解決のための組織として十分に機
能を果たす
を果たすための支援を継続していく。
ための支援を継続していく。
大船渡市においては、市民運動推進協議会から教育振興運動推進組織に向けて、組織の見直
しを進めている
を進めている。また、公民館区を中心とした実践区としての位置づけについても検討
を進めている。また、公民館区を中心とした実践区としての位置づけについても検討
。また、公民館区を中心とした実践区としての位置づけについても検討してい
い
る中で、関係者に教育振興運動の理解
る中で、関係者に教育振興運動 理解を促すために講演会やワークショップ等を行った。今後
ために講演会やワークショップ等を行った。今後
は、全県共通課題の共有とその解決のための
は、全県共通課題の共有とその解決のための取組
取組を通して、概念だけではなく実際の活動を通
を通して、概念だけではなく実際の活動を通
して理解を深めて
理解を深めて
理解を深めていくよう支援してい
よう支援してい
よう支援していく。

P.19 解決・改善の

２年次の取組の方向性

方向性との関連

・新たな組織の構築に関する県内市町村の組織や規約などの紹介
・新たな組織の構築に関する県内市町村の組織や規約などの紹介、見直しに
見直しに
より再構築された組織
再構築された組織
再構築された組織及び実践区への支援、今後見直しを図る実践区への
実践区への支援、今後見直しを図る実践区への
支援を継続的に行い、それらが
支援を継続的に行い、それらが推進組織の
い、それらが
の検討に活かされ
活かされ、改善へ
改善へつなが
つなが
ったかどうかを明らかに
どうかを明らかに
どうかを明らかにする。
。
・国庫事業である学校支援地域本部事業の活用のあり方などについて検討
・国庫事業
学校支援地域本部事業の活用のあり方などについて検討
方向性
②

し、国が示す方針や施策と教育振興運動のねらい
国が示す方針や施策と教育振興運動のねらいについての関係性につい
国が示す方針や施策と教育振興運動のねらいについての関係性につい
て明らか
明らかにする。
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改善の視点（２） PDCA サイクルの各ステージにおける主要な取組方策の明確化について
今年度から取組が始まった全県共通課題「情報メディアとの上手な付き合い方」に係る調査
として、宮古・大船渡両市とも、当センターが提案した『インターネットの利用に関する実態
調査』を活用し、全小学校 4 年生から中学校 3 年生までの児童・生徒とその保護者を対象に調
査を行い、各実践区（学校区）と市全体としての実態を明らかにすることができた。調査手法
としてマークシート方式（SQS）を提示し、負担の少ない集計方法で今後も継続的に実態を把
握できるように支援を行った。
また、宮古市においては調査結果の分析をもとに「宮古市教育振興運動の集い」で課題を明
らかにし、課題解決の具体的な取組として情報メディアに係る「ルール作り」に向けた道筋を
つけることができた。

P.19 解決・改善の

２年次の取組の方向性

方向性との関連

・引き続き、課題の解決状況を把握しながら、実態把握による課題設定、課
方向性
④

題を踏まえた実践方法、実践の振り返り方法、改善と新たな課題の共有な
ど、実践区の具体的な取組を通して単年度の PDCA サイクルにおける取組
方策とその評価方法について明らかにする。

方向性
⑤-１

・全県共通課題に対する継続的な調査とその結果の推移などの調査について
宮古・大船渡両市と共に取り組み、長期での成果測定の方策を明らかにす

方向性
⑤-２

方向性
③

る。

・担当者が短期間で変わっても推進可能な方策の蓄積のしかた、引継ぎ方に
ついて明らかにする。

改善の視点（３） 具体的場面における充実方策について
「運動に関わる大人が限られるなど、地域全体の活動になっていない」という運動推進上の
課題に対して、宮古市では、「宮古市教育委員会だより」の全戸配付により教育振興運動の周
知を行った。これは、実践区のない宮古地区での理解にもつなげたいという担当者の思いによ
るものである。大船渡市においては、
「大船渡市民運動推進協議会総会」や「大船渡市社会教
育委員・教育振興運動関係者研修会」の場において、子どもを中心とした地域づくりや地域の
教育課題の解決についての講演などを通して周知を図った。
教育振興運動の理解については、一朝一夕で得られるものではないため、全県共通課題など
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の取組による具体的な教育課題の解決で、教育振興運動が持つ良さを示しながら理解へとつな
げていく必要があるのではないかと考える。
「地域の教育課題などを話し合う機会を持ちにくい」という課題に対して、大船渡市におい
ては、教育振興運動関係者によるワークショップを通して、様々な立場の大人が子どもの教育
課題について話し合う機会を設定し、その具体的方法を示すことができた。今後、教育振興運
動の理解を深めるため、実践区単位において話し合う場を設定することの支援が必要である。
「主役である子どもの参画が難しく、子ども
の考えが活動に反映しにくい」という課題に対
して、宮古市では、学校教育課と連携し、中学
校代表生徒が標語を作り、集約集会で発表する
という具体的な取組が行われる予定である。こ
のことは、子どもの参画のみならず、行政とし
ての役割分担が効果的に機能した一例となる。
宮古・大船渡両市への支援については、地域
や該当市町村の実態を把握する所管の教育事
務所社会教育主事も積極的に参画した。また、
人的支援のみならず教育事務所事業である「教

宮古市中学生意見交流会

育振興運動市町村支援事業」を活用し、講演に係る講師についての支援や各実践区での情報収
集などを行った。また、教育振興運動を充実させるためには、生涯学習課と学校教育課との連
携を図り、行政としての役割分担のあり方についても明らかにしていく必要がある。

P.19 解決・改善の

２年次の取組の方向性

方向性との関連

・様々な立場の大人が子どもの教育課題について話し合いの機会を設定し、
方向性
⑥

そのコーディネート等引き続き支援を行い、実践区においても話し合いの
機会を持つための方策について実践を通して明らかにする。
・様々な機会と媒体により継続的な教育振興運動の周知を図る取組を通し

方向性
⑦-１

て、地域全体の活動につなげるための効果的な取組について明らかにす
る。
・全県共通課題の取組を通して、各学校でのルール作りにつながる実践事例

方向性
⑦-２

や手法の提示等の支援を行い、具体的な取組につながるように支援しなが
ら、子どもの参画の具体的方法について明らかにする。
・市町村教育委員会、県教育委員会の役割分担のあり方、生涯学習・社会教
育担当課と学校教育担当課、首長部局の参画による役割分担のあり方な
ど、各担当の特性を活かした行政の役割分担を明らかにする。
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社会教育主事（主）

澤柳

健一

主任社会教育主事（副）

藤原

誠彦

社会教育主事（副）

平田

敬子

資 料
○[巻末資料Ⅰ] ----------------------------------------------------------- １
平成 27 年度教育振興運動推進状況調査 調査用紙・集計結果

○[巻末資料Ⅱ] ----------------------------------------------------------- ７
教育振興運動市町村支援プロジェクト事業

関連資料

○[巻末資料Ⅲ] ----------------------------------------------------------- ９
『インターネット利用に関する実態調査』
（児童・生徒用）（保護者用）調査票
マークシート方式調査票

－１－

名

名

職

氏

連絡先電話番号

属

所

市 町 村 名

※回答者

調 査 票

教育振興運動推進状況調査

はい

イ

記号を□に記入ください（以下同様）

「イ いいえ」と回答した市町村は、問 11 にお進みください。

いいえ

組織（団体）名

地区数

実践規模

小学校区

中学校区

公民館区

町内会区
（自治会等）

そ の 他
（
）

問５ 実践している組織（団体）について、該当する箇所にそれぞれの地区数を記入ください。

イ 実施していない。

ア 実施している。

□に記入ください。

合

計

問４ 問１で答えた組織では、集約集会（成果の発表会等）を実施していますか。次のア～イから１つ選び、記号を

イ 実施していない。

ア 実施している。

問３ 問１で答えた組織では、総会を実施していますか。次のア～イから１つ選び、記号を□に記入ください。

記号

イ 教育振興運動の組織ではなく、別の団体組織で進めている。

ア 教育振興運動の組織（教育振興運動推進協議会等）で進めている。

記入し、その組織名（団体名）をお書きください。

問２ 貴市町村において、
「教育振興運動」を進めていくうえで、どのような組織で進めているか当てはまる記号を

ア

（ 教育振興運動推進協議会、子ども会、ＰＴＡ、市町村民会議、自治会等、推進にあたっての組織は問いません ）

問１ 貴市町村では、
「教育振興運動」を進めていますか。

平成２７年度

の

他

活動内容（

） 地区数（

地区数（

）

）

10 スポーツ・レクリエーション

地区数

オ 運動の成果はほとんど見られない。

エ 努力はしているが、成果が得られているかどうか疑問である。

ウ 十分とはいえないが、多くの課題について成果を上げつつある。

イ 多くの課題解決が図られており、おおむね満足できる成果を上げている。

ア 各地域の教育課題の解決が着実に図られ、非常に高い成果を上げている。

つ選び、記号を□に記入ください。

問８ 貴市町村の教育振興運動の成果を評価すれば、次の評価の中で最も近いものはどれですか。次のア～オから１

オ 推進、実践活動がほとんど行われておらず、教育運動としての役割を果たしていない。

エ 運動の趣旨や目的が理解されておらず、実践活動も低調である。

ウ 運動の硬直化やマンネリ化が見られるが、実践活動は継続的に取り組まれている。

イ 多少の課題はあるが、おおむね良好に推進されている。

ア 組織も活発に機能しており、運動として非常によく推進されている。

～オから１つ選び、記号を□に記入ください。

問７ 貴市町村における教育振興運動の取組状況を評価すれば、次の評価の中で最も近いものはどれですか。次のア

12 そ

11 情報メディア（全県共通課題への取組含む）

５ 文化・芸術活動

９ 国際理解・国際協力

４ 郷土芸能伝承活動

７ 世代間交流・ふれあい交流活動
（児童生徒の異年齢交流活動、親子教
室、三世代交流、障害者との交流等）

その他の活動

食育推進活動

動（あいさつ運動含む）

８ 勤労体験学習
（農･林･漁業体験、職場体験など）

その他の活動

環境美化活動

６ 健康・安全
推進活動

３ 自然体験活動
（キャンプ・野外活動、自然体験・環境学習など）

２ 社会参加活動

社会奉仕体験活動

その他の活動

１ 自ら学ぶ力を
育てる学習活動 学力向上支援

読書活動推進

基本的生活習慣づくり活

問６ 組織（団体）で取り組んでいる活動内容について、下表の項目に地区数を記入ください。
項
目
地区数
項
目

－２－

ソ 地域全体の教育に対する関心の高揚
タ 地域文化の伝承
チ 地域コミュニティの形成や維持
ツ 東日本大震災津波の影響（
テ その他（

、企業等の理解が進み、協力・連携も進んできた。
ク 地域住民、諸団体（ＮＰＯ含む）

ケ 教育委員会内各課、他部局等の理解が進み、協力・連携も進んできた。

コ 子どもが活動に参画するなど、子どもの考えが反映された活動になってきた。

サ 東日本大震災津波からの復興推進に役立っている。

シ その他（

）内にも記入ください。

）
）

セ 東日本大震災津波の影響（

ソ その他（

ス 運動の推進に必要な予算の確保が難しい。

シ 主役である子どもの参画が難しく、子どもの考えが活動に反映されにくい。

サ 教育委員会内各課、他部局等の理解が得られにくく、協力・連携が進まない。

、企業等の理解が得られにくく、協力・連携が進まない。
コ 地域住民、諸団体（ＮＰＯ含む）

ケ 家庭（保護者）の理解が得られにくく、協力・連携が進まない。

ク 学校（教員）の理解が得られにくく、協力・連携が進まない。

キ 活動に関わる大人が限られるなど、地域全体の活動になっていない。

カ 地域の教育課題などを話し合う機会を持ちにくい。

的にどのように進めればよいのかがわからないため、各実践区に対して指導助言ができない。

オ 地域の教育課題の掘り起こし、実践計画の策定、実践活動、評価・反省、新たな課題の設定等について具体

エ 適切な実践地区（実践区）の規模や事務局の設置場所に悩んでいる。

ウ 市町村推進組織の構成や人選が難しい。

イ 市町村推進組織や地域の実践組織の具体的な役割がわからない。

ア 運動の理念や進め方が難解であり理解し難い。また、学習する時間的余裕や研修の機会もない。

「セ」や「ソ」を選んだ時は、
（
号を□に記入ください。

問 10 貴市町村における運動推進上の課題や悩みがありましたら、次の項目の中から主なものを３つ以内で選び、記

セ 学校・家庭・地域社会の協力・連携体制の整備

キ 家庭（保護者）の理解が進み、協力・連携も進んできた。

）

ス ＰＴＡ活動、子ども会活動などの青少年育成活動の充実

カ 学校（教員）の理解が進み、協力・連携も進んできた。

コ 家庭の教育力の向上

サ 社会教育としての青少年教育の充実

オ 活動に関わる大人が増えてきた。

）
）

小学校（

小学校（

小学校（

【

【

【
合 計

【

）校、中学校（

合 計

）校、中学校（

合 計

）校、中学校（

合 計

）校、中学校（

御提出願います。

ありがとうございました

】校

】校

）校

】校

）校

】校

）校

）校

※問３の実態把握のために、総会資料と組織図がありましたら、本調査の回答に併せて所管の教育事務所に

【資料提供のお願い】

問 13 その他、ご意見、ご要望等があれば、お書きください。

(3)「家庭学習」に関する取組を実施している公立小中学校数

(2)「読書活動」に関する取組を実施している公立小中学校数

パソコン等）
」に関する取組を実施している公立小中学校数

(1)「情報メディア（スマートフォン、携帯電話、ＴＶ、ゲーム、小学校（

貴市町村管内の公立小中学校数（こちらも記載）→

している（これから実施する予定も含む）公立小中学校の数を記入してください。

施されているのかを把握するため、(1)「情報メディア」(2)「読書活動」(3)「家庭学習」に関する取組を実施

の多くの小中学校区で取組を実践してほしいと考えています。県内の小中学校区で、これらの取組がどの程度実

共通課題に掲げ、
「読書活動」や「家庭学習」の推進など、地域の教育課題解決の取組とも連動させながら、県内

問 12 県では今年度から、
「みんなで教振！５か年プラン」において「情報メディアとの上手な付き合い方」を全県

シ 情報メディア（スマートホン、携帯など）の活用

ケ 教員の地域との連携に関する意識の向上

ク 学校教育の充実

カ 子どもの健全育成や非行防止

エ 地域の教育課題を話し合う場を設定することができるようになってきた。

キ 地域の安全な環境の整備

エ 子どもの進学率の向上

オ 子どもの体力や健康の増進

ウ 地域の教育課題の掘り起こし、実践計画の策定、実践活動、評価・反省、新たな課題の設定等につい

てＰＤＣＡサイクルを意識して進めることができるようになってきた。

イ 子どもの学習意欲や生活意欲の向上

ウ 子どもの学力の向上

）内にも記入ください。

イ 市町村組織や地域の実践組織の役割が明らかになってきた。

ください。
「ツ」や「テ」を選んだ時は、
（

問 11 貴市町村における地域の教育課題について、次の項目の中から主なものを３つ以内で選び、記号を□に記入
ア 地域の教育環境の整備・充実

）内にも記入ください。

ア 運動の考え方や進め方の理解が進んできた。

ださい。
「シ」を選んだ時は、
（

問９ 貴市町村における運動推進の成果について、次の項目の中から主なものを３つ以内で選び、記号を□に記入く

平成 27 年度教育振興運動の推進状況
１

市町村における推進組織の現状
教育振興運動推進組織の有無【Ｈ27 実績】
教育振興運動単独組織で推進

教育振興運動とは別の組織で推進

推進組織はない

３６市町村・地区

８市町村・地区

３市町村・地区

※

合

計

４７市町村・地区

県内における市町村数は 33 市町村であるが、市町村合併により新体制に移行した市町村においても、３市において教育振

興運動は旧市町村単位による独立した組織で実施されていることから、合計は４７市町村・地区（うち進めていない３市町村・
地区）となっている。
※

東日本大震災津波により、陸前高田市は教育振興運動の活動を停止していることから部分回答となっているものである。

※

奥州市では、市内５協議会を統括するために「奥州市教育振興運動協議会」という名称の組織を設置しているが、実践区の
直接のとりまとめを行っていないことから、推進組織としてはカウントしないものである。

参考）H21～H26 までの推移

※H27 調査より設問項目の見直しを実施

教育振興運動単独組織で推進
年度
市町村数

２

教育振興運動とは別の組織で推進
他の運動体や組織と合わせて推進
別の団体で推進

H21⇒ H22⇒ H23⇒ H24⇒H25⇒H26
30 31 28 27 24 28

年度
市町村数

H21⇒ H22⇒ H23⇒ H24⇒H25⇒H26
8
8 10 12 16 12

H21 ⇒ H22⇒ H23⇒ H24⇒H25⇒H26
7
7
6
7 7 4

年度
市町村数

実践組織の状況
(1) 実践地区数の推移【Ｈ27 実績】
年度

11

実践
1,093
地区

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

743

731

736

720

733

639

638

583

540

514

489

471

451

448

453

505

※ H26 年度からは、教育振興運動を他の運動体や組織と合わせて推進している組織や団体も実践地区数に含めることとしてカウントしており、
H27 年度は、子ども会やＰＴＡ組織を実践区数にカウントした市町村があったため増加。

(2)

実践地区の規模

【Ｈ27 実績】
実 践 地 区 数

実践地区の規模

Ｈ21

小 学 校 区

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

H25

H26

H27

２５６（４９．８％） ２３９（４８．８％） ２４９（５２．９％） ２２９（５０．８％） 227（50.7％） 232（51.2％）

中 学 校 区

７７（１５．０％） ７９（１６．１％） ８０（１７．０％） ８０（１７．７％） 80（ 17.9％）

102(20.2%)

公 民 館 区

３１（ ６．０％）

２４（ ４．９％）

３４（７．５％）

34（ 7.6％）

28（6.2％）

42(8.3%)

町 内 会 区

８３（１６．１％）

８４（１７．１％） ８４（１７．８％） ７３（１６．２％）

73（16.3％）

73（16.1％）

74(14.7%)

その他（保育園、高校区等）

６７（１３．０％）

６４（１３．１％）

34（ 7.6％）

36（7.9％）

53(10.5%)

５１４

４８９

448

453

計
(3)

主題別実践地区のべ数
内

容

２１（４．５％）

234(46.3%)

84（18.5％）

３７（７．９％）
４７１

H22

４５１

H23 H24

H25

H26 H27

内

容

H22

H23

815 勤労体験
667 国際理解

２７２

２００

１３３

146

140

165

155

５０

３３

３８

38

55

51

62

３５９

２７０

２３１

206

208

233

279

126

328

７８

３３

７１

136

137

71

58

７０１ ８１６ ７７９

716

760

752

社会参加 注２）

７６７ ５６１ ６１１

648

628

571

自然体験

１８２ １５５ １５９

161

181

154

郷土芸能

２５８ ２２５ １９９

201

178

187

176 スポ・レク
212 情報メディア

文化・芸術

１７１ １３４ １３２

146

161

159

164 その他

生活・健康

７５５ ５８７ ５８３

560

597

564

595

５４１ ３６４ ３２３

335

337

347

実践地区数
H21

学習活動 注１）

世代間交流

505

【Ｈ27 実績】
実践地区数

H21

３５（７．８％）

360

計
（１実践区あたりの
取組平均数）

H24

H25

H26

H27

４，１３４ ３，３７８ ３，２５９ 3,293 3,422 3,380 3871
（8.04） （6.90） （６．９１） （7.30） （7.64） (7.46) (7.66)

注１）内訳 ： 読書活動409⇒410⇒397⇒374⇒386⇒414⇒439、学力向上237⇒362⇒330⇒302⇒330⇒306⇒274、その他55⇒44⇒52⇒40⇒44⇒32⇒102
注２）内訳 ： 社会奉仕299⇒242⇒240⇒263⇒276⇒237⇒228、環境美化427⇒288⇒305⇒312⇒296⇒273⇒374、その他41⇒31⇒66⇒73⇒56⇒61⇒65

－３－

２

１
問

貴市町村における教育振興運動

か。

価の中で最も近いものはどれです

の取組状況を評価すれば、次の評

－４－

検証の 2 年 飛躍の 2 年

一定のマイナス評価が継続

実践の３年

５か 年プ ラ ン

問

貴市町村の教育振興運動
の成果を評価すれば、次の評
価の中で最も近いものはど
れですか。

・約 9 割の市町村等が成果について認めており、前問で「硬直化・マンネリ化」と回答した市町村等におい
ても、多くが「成果をあげつつある」と回答している。
・成果に疑問がある、成果がほとんど見られないとする評価も一定の割合で継続している。

再構築の３年

プラス評価の増加

「教育振興運動に取り組んだ成果」の推移

・平成 27 年度は、「概ね良好」と回答した市町村等が約 5 割であり、残り 5 割も硬直化・マンネリ化は見ら
れるものの継続的に実践活動が行われているとする回答である。
「低調」「ほとんど行われていない」とす
る回答はない。
・平成 27 年度は、新たな全県共通課題『情報メディアとの上手な付き合い方』の提示がなされ、課題把握
のためのアンケートの実施や情報メディアに関する講演会や研修会の実施など、各市町村や実践区におい
て明確な活動が行われていることが評価に現れたと考えられる。

「市町村・地区における教育振興運動の取組の評価」の推移

「みんなで教振！１０か年プロジェクト」（平成 17 年度～平成 26 年度）及び
「みんなで教振！５か年プラン」（平成 27 年度より 5 か年）における推移

みんな で教 振 ！

３

・運動の考え方や進め方の理解、学校（教員）や家庭（保護者）の理解と協力・連携が進んで
きたことが上位に挙げられており、学校や家庭による一定の理解が図られたと意識されてい
ることが分かる。
・地域の教育課題を話し合う場を設定することができるようになってきたことも上位に挙げら
れており、話し合いの場の必要性は認識され、それが成果としても表れている。
・子どもの活動への参画、子どもの考えが反映された活動の割合は他の項目と比較して低い。

取り組んだ成果の具体的内容（平成 26・27 年度）

４

・「活動に関わる大人が限られるなど、地域全体の活動になっていない」「地域の教育課題など
を話し合う機会を持ちにくい」などの項目が６年間に渡って依然として高い傾向にある。
・「市町村推進組織の構成や人選が難しい」「主役である子どもの参画が難しく、子どもの考え
が活動に反映されにくい」などの項目については、近年増加傾向にある。
・各実践区に対しの指導助言や運動の推進に必要な予算確保の項目については課題として挙げ
る割合が減少してきている。
・学校、家庭、地域住民、教育委員会内各課、他部局等においての教育振興運動の理解や共有
について課題としている回答は少なく、近年教育振興運動に対する一定の理解が図られてき
ていると考えられる。

「市町村・地区における運動推進上の課題・悩み」の推移

５

・「家庭の教育力の向上」が教育課題として最も多く挙げられている。
・次いで、「子どもの学力向上」、「情報メディアの活用」（H26 からの項目）、「学校・家庭・地
域の連携」について、ほぼ同割合で教育課題として挙げられている。
・
「子どもの学力向上」「学校・家庭・地域の連携」「子どもの意欲向上」については、今年度
教育課題として挙げる割合が減少した。

「市町村・地区における教育課題」の推移

減 少傾 向

－５－

－６－

６

情報メディア

H23

85.9

87.6

H24

H25

家庭学習

91.9

93.6

94.2

読書活動

H26

H27

87.1

95.0

97.8

・今年度から始まった新たな全県共通課題について、約半数の実践区においてテーマとして設
定され取り組まれている。
・昨年までの全県共通課題「家庭学習の充実」「読書活動の推進」についても、多くの市町村
で継続的に取り組んでいる。

H22

86.8

85.0

80.0

88.7

94.0

98.8

99.6

９５．０％

(%)

９９．６％

９８．８％

小中学校区において「全県共通課題」に取り組んでいる割合

90.0

95.0

100.0

９３．６％

９４．２％

９７．８％

９４．０％

９１．９％

８８．７％

８７．６％

８６．８％

読 書 活 動

H27

家 庭 学 習

H26
８７．１％

H25

情報メディア

８５．９％

Ｈ２７

６５．０％（505 実践区中 328 実践区）

(2) 小中学校区における全県共通課題の取り組み割合
H22
H23
H24

情報メディアとの上手な付き合い方

「全県共通課題」の取組状況
(1) 実践区における全県共通課題の取り組み割合

－７－



ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡑࡋ࡚ࠊࡲ࡛ࡼࡾࡶࡉࡽ㋃ࡳ㎸ࢇࡔྲྀ⤌ࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡲ࡛ࡼࡾࡶࡉࡽ㋃ࡳ㎸ࢇࡔྲྀ⤌ࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡲ࡛ࡼࡾࡶࡉࡽ㋃ࡳ㎸ࢇࡔྲྀ⤌ࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ


 ᡤ⟶ᩍ⫱ົᡤຍ࠼
ᩍ⫱ົᡤຍ࠼ࠊ┴❧⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡶ
ࠊ┴❧⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡶ
ࠊ┴❧⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡶᐇ㊶◊✲ࡢ❧ሙࡽࡑࡢྲྀ⤌ࡢ㍯ධࡽࡏ࡚
ᐇ㊶◊✲ࡢ❧ሙࡽࡑࡢྲྀ⤌ࡢ㍯ධࡽࡏ࡚

Ť
Ť ᛢ᫆ᚐൿƴ࣏ᙲƳऴإǍȎǦȏǦƕҗЎƴᨼǇǒƳƍŵ
ᛢ᫆ᚐൿƴ࣏ᙲƳऴإǍȎǦȏǦƕҗЎƴᨼǇǒƳƍŵ

Ť
Ť ɟደƴӕǓኵǉǹǿȃȕƕݲƳƍŵ
ɟደƴӕǓኵǉǹǿȃȕƕ
ŵ

Ť
Ť ᛢ᫆Ƹज़ơƯƍƯǋŴᚐൿƴ
ᛢ᫆Ƹज़ơƯƍƯǋŴᚐൿƴӕǓኵǉ᧓Ǜ
ӕǓኵǉ᧓ǛҗЎƴ
җЎƴᄩ̬ưƖƳƍŵ
ᄩ̬ưƖƳƍŵ

ἲ
ἲࢆࡶ᳨ウࡋࠊලయⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࢆࡶ᳨ウࡋࠊලయⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࢆࡶ᳨ウࡋࠊලయⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡲࡍࠋ

1/2

㞟ィ࣭ศᯒ➼ࡣࠊࡶࡕࢁࢇ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ഃࡀ
㞟ィ࣭ศᯒ➼ࡣࠊࡶࡕࢁࢇ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ഃࡀᕷ⏫ᮧࡢࡈ༠ຊࡢࡶ
ᕷ⏫ᮧࡢࡈ༠ຊࡢࡶ㐍ࡵࡲࡍ
ᕷ⏫ᮧࡢࡈ༠ຊࡢࡶ㐍ࡵࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧
㸦㸰㸧ᐇ㊶◊✲ࡢ
ࡽࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ➼ࡀᚲせ࡞ࡿሙྜࡶ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡀࠊࡑࡢᵓࡸᐇᡭ㡰ࠊ
ࡽࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ➼ࡀᚲせ࡞ࡿሙྜࡶ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡀࠊࡑࡢᵓࡸᐇᡭ㡰ࠊ

ࡅ࡚
ࡅ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
࠸ࡁࡲࡍࠋ

࡞࠾ࠊࡑࡢ㝿ࡣࠊ
ࡑࡢ㝿ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱⯆㐠ືᢸᙜ⪅ࡢ᪉ࡢ
ᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱⯆㐠ືᢸᙜ⪅ࡢ᪉ࡢ㐣࡞㈇ᢸ࡞ࡽ࡞࠸
㈇ᢸ࡞ࡽ࡞࠸
㈇ᢸ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺༑ศ࡞
࡞㓄៖ࢆᚰ
ࢆᚰ

⪅ࡢ᪉ࡶ
⪅ࡢ᪉ࡶ༠㆟᳨࣭ウࡸලయࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ
༠㆟᳨࣭ウࡸලయࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ
༠㆟᳨࣭ウࡸලయࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ

㸦㸯㸧ᇶᮏⓗࡣࠊ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᡤ⟶ᩍ⫱ົᡤ♫ᩍ⫱ࡀᙜヱᕷ⏫ᮧฟྥ࠸࡚ࠊᕷ⏫ᮧࡢᢸᙜ
ᕷ⏫ᮧࡢᢸᙜ

 3ᲴƲǜƳ࢟ưᡶǊƯƍƘƷƔᲹ
ᲴƲǜƳ࢟ưᡶǊƯƍƘƷƔᲹ
ᲴƲǜƳ࢟ưᡶǊƯƍƘƷƔᲹ


࠾࠸࡚ࠊᙜ
ᙜࢭࣥࢱ࣮♫ᩍ⫱ࡀࡑࡢ⤒㐣ࡲࡓࡣᡂᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡇ
ࢭࣥࢱ࣮♫ᩍ⫱ࡀࡑࡢ⤒㐣ࡲࡓࡣᡂᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡇࡋࡲࡍࠋ
ࢭࣥࢱ࣮♫ᩍ⫱ࡀࡑࡢ⤒㐣ࡲࡓࡣᡂᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡇࡋࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧
㸦㸰㸧᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢᐇ㊶◊✲ࡋ࡚⨨ࡅࡿࡇࡽࠊ
᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢᐇ㊶◊✲ࡋ࡚⨨ࡅࡿࡇࡽࠊ
᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢᐇ㊶◊✲ࡋ࡚⨨ࡅࡿࡇࡽࠊᙜヱᖺᗘ
ᙜヱᖺᗘ 2 ᭶ࡢᒾᡭ┴⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍
ᒾᡭ┴⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍◊✲Ⓨ⾲
ᒾᡭ┴⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍

㸦㸯㸧
㸦㸯㸧ࢇ࡞ෆᐜྲྀࡾ⤌ࡴࡼࡗ࡚ኚࢃࡗ࡚
ࢇ࡞ෆᐜྲྀࡾ⤌ࡴࡼࡗ࡚ኚࢃࡗ࡚
ࢇ࡞ෆᐜྲྀࡾ⤌ࡴࡼࡗ࡚ኚࢃࡗ࡚ࡁࡲࡍࡀ
ࡁࡲࡍࡀࠊ1 ᖺ㹼2 ᖺࡢᮇ㛫ࢆᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᖺࡢᮇ㛫ࢆᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

3ᲴƲǕƘǒƍƷ᧓
ᲴƲǕƘǒƍƷ᧓ ӕǓኵǉƷƔᲹ
ᲴƲǕƘǒƍƷ᧓ưӕǓኵǉƷƔᲹ

ᯝࢆᣲࡆࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ

ᡤ⟶ᩍ⫱ົᡤ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍ᐃᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚⥅⥆ⓗࡘලయⓗྲྀࡾ⤌ࡳࠊ
୍ᐃᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚⥅⥆ⓗࡘලయⓗྲྀࡾ⤌ࡳࠊᡂ

ᅇࡣࠊ◊ಟᶵࡢᥦ౪
◊ಟᶵࡢᥦ౪࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ
࠸࠺ࡼࡾࡶࠊᕷ⏫ᮧࡀ⌧ᅾᢪ࠼࡚࠸ࡿ᥎㐍ୖࡢㄢ㢟ࡢゎỴ➼ࠊᕷ⏫ᮧ

ࢳ࣮࣒࡛ゼၥࡋࠊ༢Ⓨⓗㅮヰࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡞ࡢ◊ಟᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡢࡀ࡞┠ⓗ࡛ࡋࡓࠋ

㸦㸱㸧
㸦㸱㸧6 ᖺ๓┴ᩍጤࡀᐇࡋࡓࠕࢳ࣮࣒ᩍࠖࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢồࡵᛂࡌ࡚ࠊㅮᖌࡸ┴♫ᩍ⫱ࡀ

ࡶࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸧࠸ࡎࢀࡏࡼࠊヲ⣽ࡢ≧ἣࢆఛࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊ୍⥴
࠸ࡎࢀࡏࡼࠊヲ⣽ࡢ≧ἣࢆఛࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊ୍⥴ᵓࢆ⦎ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍ
࠸ࡎࢀࡏࡼࠊヲ⣽ࡢ≧ἣࢆఛࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊ୍⥴ᵓࢆ⦎ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ᵓࢆ⦎ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍ

ࡲࡓࠊ≧ἣࡼࡗ࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢᐇ㊶༊
≧ἣࡼࡗ࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢᐇ㊶༊
≧ἣࡼࡗ࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢᐇ㊶༊ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚
ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㐍ࡵࡿࡇࡶ࠶ࡿ
㐍ࡵࡿࡇࡶ࠶ࡿ⪃࠼࡚
⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦㸨ู⣬㈨ᩱ
㸦㸨ู⣬㈨ᩱ

ࡘ࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ
ࡘ࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࢆᐃࡋ
ࢆᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

⧊ᨵၿࠊィ⏬ࡸᐇ㊶㞟⣙
ィ⏬ࡸᐇ㊶㞟⣙࣭㐃ᦠ
㐃ᦠ࣭ᗈሗ࣭◊ಟ➼
◊ಟ➼ࡑࢀࡒࢀࡢᮃࡲࡋ࠸࠶ࡾ᪉
ࡑࢀࡒࢀࡢᮃࡲࡋ࠸࠶ࡾ᪉ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᮃࡲࡋ࠸࠶ࡾ᪉ࠊࡲࡓࡣࡑࢀࡽࡢ」ྜⓗෆᐜ㸧

㸦㸰㸧
㸦㸰㸧ᇶᮏⓗࡣࠊᕷ⏫ᮧ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱⯆㐠ືࡢ᥎㐍
ᇶᮏⓗࡣࠊᕷ⏫ᮧ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱⯆㐠ືࡢ᥎㐍
ᇶᮏⓗࡣࠊᕷ⏫ᮧ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱⯆㐠ືࡢ᥎㐍᪉⟇㛵ࡍࡿෆᐜ㸦
㛵ࡍࡿෆᐜ㸦࠼ࡤࠊᐇ㊶༊⦅ࡸ
࠼ࡤࠊᐇ㊶༊⦅ࡸ᥎㐍⤌
࠼ࡤࠊᐇ㊶༊⦅ࡸ᥎㐍⤌

ᡭ  㡰
࣭ᕷ⏫ᮧࡢເ㞟㏻▱

ഛ   ⪃

࣭ྲྀ⤌㛤ጞ

ࠕྲྀ⤌ෆᐜ㛵ࡍࡿᵓࠖ
㸨ῧ㈨ᩱ㸸

4᭶

3 ᭶ 10 ᪥㸦ⅆ㸧 ࣭ᕷ⏫ᮧࡢỴᐃ㏻▱
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2 ᭶ 27 ᪥㸦㔠㸧 ࣭ᩍ⫱ົᡤЍ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ᥦฟᮇ㝈

࣭≧ἣࡼࡾࠊ2 ḟເ㞟ࡶ᳨ウࡋࡲࡍࠋ

ࡲࡍࠋ

࣭Ỵᐃᚋࠊྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᡴྜࡏࢆ⾜࠸

2 ᭶ 23 ᪥㸦᭶㸧 ࣭ィ⏬᭩ᥦฟᮇ㝈㸦ᡤ⟶ᩍ⫱ົᡤ㛗࠶࡚㸧 ู࣭ῧᵝᘧࡼࡿ

2 ᭶୰᪪

 ᮇ

㸦㸱㸧ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡣࠊḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ

࠺ࢆ᳨ウࡋࡲࡍࠋ

࡞࠾ࠊᅇᕼᮃἢ࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓᕷ⏫ᮧࡣࠊ༢Ⓨⓗ࡛ࡶࠊఱࡽࡢᨭࡀ࡛ࡁ࡞࠸

㸦㸰㸧ཎ๎ࡋ࡚ࠊἢᓊ⿕⅏ᕷ⏫ᮧࡣඃඛⓗᑐᛂࡍࡿࡶࠊ1 ᩍ⫱ົᡤ࠶ࡓࡾ 1 ᕷ⏫ᮧࡋࡲࡍࠋ

⥭ᛴᛶࠊᑐᛂྍ⬟ᛶࠊᕷ⏫ᮧࡢᬑཬࡢព⩏➼ࢆ຺ࡋ࡚Ỵᐃࡋࡲࡍࠋ

ᮃࡲࢀࡿࡢ࡞ࠊࡑࡢヲ⣽ࢆู⣬ᵝᘧィ⏬᭩ࡼࡾఛ࠸ࠊᕼᮃᕷ⏫ᮧ࡚ࡢ≧ἣࢆ㞟⣙ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ

   㸦㸯㸧ྲྀ⤌ࢆᕼᮃࡉࢀࡿᕷ⏫ᮧࡽࠊࢇ࡞ㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࠊࡑࢀࢆࡢࡼ࠺ᨵၿࡋࡓ࠸ࡢࠊࢇ࡞ᨭࢆ


3ᲰᲴƲƷǑƏƳưӕǓኵǉࠊထƕƖǇǔƷƔᲹ

㐺ᐅᑐᛂࢆ᳨ウࡋࡲࡍࠋ

࡞࠾ࠊᕷ⏫ᮧࡢᕼᮃࡀࠊྛᩍ⫱ົᡤࡽࣂࣛࣥࢫࡼࡃฟࡉࢀ࡞࠸ࡇࡶᐃࡉࢀࡿࡇࡽࠊࡑࡢ㝿ࡣࠊ

࡚ࡢᩍ⫱ົᡤ࡛ᡭࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᑡ࡞ࡃࡶࠊ༙ᩘࡢ 3 ᩍ⫱ົᡤ㸦ཎ๎ࡋ࡚ࠊィ 3 ᕷ⏫ᮧ 3 㸧௨ୖ࡛ࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࠊ2㹼3 ᖺ࡛

ᐜࢆࢀࡃࡽ࠸ࡢᮇ㛫ࢆࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ࡞ࡼࡗ࡚ኚࢃࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ

ᐇ㸦ཎ๎ࡋ࡚ࠊྛᩍ⫱ົᡤ 1 ᕷ⏫ᮧࡋࠊィ 6 ᕷ⏫ᮧ 6 㸧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡢࡼ࠺࡞ෆ

 3ᲴჄϋưƲǕƘǒƍƷࠊထᲢʙ̊ᲣǛӕǓɥƛƯӕǓኵǉƷƔᲹ
    ࡛ࡁࡿࡔࡅᕷ⏫ᮧࡢせᮃἢ࠸࡞ࡀࡽ┴ෆྛᆅ࡛ྲྀ⤌ࢆᒎ㛤ࡋࡓ࠸ࡇࡽࠊ࡚᭱ࡢᩍ⫱ົᡤ࡛ࡢ

ḟࡢࡼ࠺࡞
ࡽࠊ
࡞࡞㋃ࡳ㎸ࢇࡔྲྀ⤌ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠸ࡿ≧ἣࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡲࡍࠋ
࡞࡞㋃ࡳ㎸ࢇࡔྲྀ⤌ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠸ࡿ≧ἣࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡲࡍࠋ

 ⤒㈝㠃࡛ࡢᨭࡣࠊ≉⪃࠼࡚࠸ࡲࡏࢇࠋᕷ⏫ᮧࡢྲྀ⤌ᑐࡍࡿேⓗᨭ࠾⪃࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

3ᲴȢȇȫʙಅƷǑƏƳ࢟ưኺᝲ᩿ưƷૅੲƕƋǔƷƔᲹ

 ᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱⯆㐠ືࡢ᥎㐍
ᩍ⫱⯆㐠ືࡢ᥎㐍⯡㛵ࡍࡿ
ᩍ⫱⯆㐠ືࡢ᥎㐍
㛵ࡍࡿ᪥ᖖⓗᨭ
᪥ᖖⓗᨭࡣࠊᡤ⟶ᩍ⫱ົᡤࡀ
ࡣࠊᡤ⟶ᩍ⫱ົᡤࡀ
ࡣࠊᡤ⟶ᩍ⫱ົᡤࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ

ನ े  ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせࡘ࠸࡚ࠊ
ࡢᴫせࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺
ࡢᴫせࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺ᵓࡋ࡚࠸ࡲࡍ
ᵓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᵓࡋ࡚࠸ࡲࡍ
3ᲫᲴƲǜƳϋܾƴӕǓኵǉƷƔᲹ
ᲫᲴƲǜƳϋܾƴӕǓኵǉƷƔᲹ
ᲫᲴƲǜƳϋܾƴӕǓኵǉƷƔᲹ ƔƭƯܱƞǕƨžȁȸȠਰſƱƸƲƷǑƏƴƪƕƏƷƔᲹ
ƔƭƯܱƞǕƨžȁȸȠਰſƱƸƲƷǑƏƴƪƕƏƷƔᲹ
   㸦㸯㸧
  ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠊ
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６ 中学 3 年

８ ショッピングやオークションに関するもの

７ ゲームに関するもの

６ 電子書籍
書籍に関するもの

しょせき

あなたは、携帯電話やスマートフォンを利用していますか。
あなたは、携帯電話やスマートフォンを利用していますか。【全員答える】
【全員答える】

インターネットにつなぐことができる機器
インターネットにつなぐことができる機器（携帯電話やスマートフォン以外のものも含
（携帯電話やスマートフォン以外のものも含
（携帯電話やスマートフォン以外のものも含みます）
）

あてはまるものを全て
あてはまるものを全て選ぶ
選ぶ

５ タブレット

４ ポータブルゲーム
ポータブルゲーム機

1/4

２ 携帯電話（ガラケー）またはスマートフォン
携帯電話（ガラケー）またはスマートフォン（スマホ）
（スマホ）

３ ノートパソコンまたはデスクトップパソコン

⇒次のページに続きます。

のうち、
のうち、日ごろ（学校での利用は除きます）
（学校での利用は除きます）
（学校での利用は除きます）利用しているものはどれですか。
利用しているものはどれですか。【全員答える】
利用しているものはどれですか。【全員答える】

１ 利用し
利用していない

Q4

４ その他（
その他（→

３ 必要な時に家族のものを借りて利用している

２ 自分専用のものを利用している

１ 利用していない

一つだけ選ぶ

Q3

７ 4 時間（以上）～

６ 3 時間（以上）～4
4 時間（未満）

５ 2 時間（以上）～3
3 時間（未満）

４ 1 時間（以上）～2
2 時間（未満）

３ 30 分（以上）～1 時間（未満）

２ 30 分（未満）（＝30
30 分より短い）

１ 利用していない

2/4

⇒次のページに続きます。

あなたが
あなたがふだん
ふだん（月～金）（学校での利用は除きます）
（学校での利用は除きます）に、1 日にインターネットを利用する時間は、
インターネットを利用する時間は、
だいたいどれくらいですか。【全員答える】
だいたいどれくらいですか。 【全員答える】

一つだけ選ぶ

Q6

）

５ 音楽や動画（
音楽や動画（Youtube
Youtube（ユーチューブ）
（ユーチューブ）
、ニコニコ動画など）に関するもの

４ 地図やナビゲーションに関するもの

じょうほうけんさく

ヌ・エス）とよばれるもの
３ ニュースや 情 報 検索に関するもの

10 わからない

）

５ 中学 2 年

日 児童・生徒用 Ver.2
2

＊メール、
メール、LINE（ライン）
（ライン）
、Facebook
Facebook（フェイスブック）
（フェイスブック）
、Twitter
ter（ツイッター）
（ツイッター）など SNS（エス・エ
SNS（エス・エ

２ コミュニケーション
コミュニケーション*に関するもの
に関するもの

９ その他
その他（→

４ 中学 1 年

あてはまるものを全て
あてはまるものを全て選ぶ
選ぶ

２ 女

あなたの性別
あなたの性別を選んでください。
を選んでください。【全員答える】
を選んでください。 【全員答える】

３ 小学 6 年

）

月

よく利用する
よく利用する（学校での利用は除きます）
（学校での利用は除きます）
（学校での利用は除きます）インターネットの
インターネットのサービスは
サービスは、次のうちどれですか。
次のうちどれですか。
【全員答える】

１ 利用していない

Q5

７ その他（
その他（→

６ 携帯音楽プレイヤー（
携帯音楽プレイヤー（iPod touch など）

１ 男

Q2

２ 小学 5 年

あなたの学年
あなたの学年を選んでください。
を選んでください。【全員答える】
を選んでください。 【全員答える】

６ 質問の答え方がわからない場合は、担任の先生やこの調査を行っている人にたずねてください。

で注意してください。
（利用していない人が答える質問は、
（利用していない人が答える質問は、Q1,2,3,4,5,6,7,10
Q1,2,3,4,5,6,7,10 です）＊
です）＊8,9 以外

５ 「利用していない人」は
「利用していない人」は、質問
、質問（Q4,5,6,7）
）に応じて何度も「利用していない」と答える必要
何度も「利用していない」と答える必要
何度も「利用していない」と答える必要がありますの
がありますの

４ 「インターネットの利用」については、
「インターネットの利用」については、学校以外でのこと
学校以外でのことを答えてください。
答えてください。

それ以外の答えが
それ以外の答えがあるときは、
あるときは、
「その他」を選んで
「その他」を選んでその内容を
その内容を書いてください。
書いてください。

３ 「一つだけ選んで答えるもの」と「あてはまるものは
「一つだけ選んで答えるもの」と「あてはまるものは全て選んで
選んで答えるもの」があります
もの」があります。
もの」があります

確に答えてください。
確に答えてください。また、答えた内容を友だちどうしで見せ合ったりするのはやめましょう。
また、答えた内容を友だちどうしで見せ合ったりするのはやめましょう。

２ だれがどう答えたかをチェックするようなことはしませんので、自分のことについてできるだけ正

１ 調査票は、全部で 4 ページあります。それぞれの質問であてはまる
質問であてはまる番号を○で囲んでください。
質問であてはまる番号を○で囲んでください。

この調査は、インターネットの利用についての実態（ようす）を明らかにするためのものです。

１ 小学 4 年

Q1

日 児童・生徒用 Ver.2
2

インターネット利用に関する実態調査 （児童・生徒用）

月

－１０－

月

日 児童・生徒用 Ver.2
2

一つだけ選ぶ

ていますか。
ていますか。【全員答える】
【全員答える】

インターネットの利用
インターネットの利用（学校での利用は除きます）
（学校での利用は除きます）
（学校での利用は除きます）のしかたについて、親子（家族）でルールを決め
のしかたについて、親子（家族）でルールを決め

月

日 児童・生徒用 Ver.2
2

すか。
すか。【全員答える】
【全員答える】

インターネットを利用
インターネットを利用（学校での利用も含みます）
（学校での利用も含みます）
（学校での利用も含みます）していて、次のようなことを
していて、次のようなことを
していて、次のようなことをされたこと
ことがありま
がありま

あてはまるものを全て
あてはまるものを全て選ぶ
選ぶ

ひなん

とうこう

「10（あてはまるようなことはない）
（あてはまるようなことはない）
」以外の人は、
」 以外の人は、あてはまるものを全て
あてはまるものを全て選ぶ

インターネットを利用
インターネットを利用（学校での利用は除きます）
（学校での利用は除きます）
（学校での利用は除きます）していて、
していて、次のようなことを
次のようなことをしたことがありますか。
がありますか。

【利用している人だけ答える】

10 あてはまるようなことはない

９ その他（
その他（→

ことがある

3/4

⇒次のページに続きます。

）

８ インターネットにのめりこ
インターネットにのめりこんで、
んで、勉強に集中できなかったり、睡眠不足
勉強に集中できなかったり、睡眠不足（すいみんぶそく）になった
勉強に集中できなかったり、睡眠不足（すいみんぶそく）になったりした
（すいみんぶそく）になったりした

７ インターネットで知り合った人との人間関係で悩んだ
インターネットで知り合った人との人間関係で悩んだことがある
ことがある

６ インターネットで知り合った人と会ったことがある
インターネットで知り合った人と
ことがある

５ インターネットで知り合った人とメールや
インターネットで知り合った人とメールやメッセージのやり取り
メッセージのやり取りをしたことがある
をしたことがある

４ ゲームやアプリで、
ゲームやアプリで、お金を使いすぎた
お金を使いすぎたことがある
ことがある

３ 親や家族に
親や家族に話しにくいサイト
話しにくいサイトを見たことがある
を見たことがある

どに書き込んだりしたことがある

２ 自分や友だち・他人の情報
自分や友だち・他人の情報（名前、住所、学校名、写真、メールアドレス、
（名前、住所、学校名、写真、メールアドレス、ID
（名前、住所、学校名、写真、メールアドレス、 など）を送ったり
など）を送ったり掲示板な
な

１ 悪口やいやがらせ
悪口やいやがらせのメールやメッセージを送ったり、
のメールやメッセージを送ったり、
のメールやメッセージを送ったり、書き込み
書き込みをしたり
をしたりしたことがある
ことがある

Q9

９ その他（
（→

８ 困ったときは、
困ったときは、すぐに家族などに相談
すぐに家族などに相談するように決めている
すぐに家族などに相談するように決めている

金がかかること）
金がかかること）の利用方法
の利用方法を決めている
を決めている

７ ゲームやアプリの
ゲームやアプリの利用料金の上限
利用料金の上限（これ以上使わないという額を決めること）や
（これ以上使わないという額を決めること）や
（これ以上使わないという額を決めること）や課金（利用に応じて料
（利用に応じて料

６ パスワードや電話帳
パスワードや電話帳情報、位置情報（
情報、位置情報（GPS
GPS）などの利用者情報が漏れないように
利用者情報が漏れないように
利用者情報が漏れないようにしている

５ 他人を
他人を誹謗 中 傷 （非難や悪口）する書き込みをしないなど、
や悪口）する書き込みをしないなど、送信や
送信や投稿する内容
する内容・約束を決めている
決めている

ひ ぼ う ちゅうしょう

）

インターネットの利用のしかたに 制 限 を加えること

４ 利用する
利用するサイトやアプリの内容
サイトやアプリの内容を決めている
を決めている（
（フィルタリング
フィルタリング*を含む）
を含む）

３ メールやメッセージを送る
メールやメッセージを送る相手を制限
相手を制限している
している（決めている）
（決めている）

２ 利用する
利用する場所を決めている
を決めている

せいげん

Q7 で「４ ルールを決めている」と答えた人
ルールを決めている」と答えた人に聞きます
聞きます。それは次のうちどんなことですか。
。それは次のうちどんなことですか。

１ 利用する
利用する時間を決めている
を決めている

Q8

4/4

【全員答える】と【利用している人だけ答える】
【全員答える】と【利用している人だけ答える】にまちがい
まちがいがないか、もう一度見直してください。
がないか、もう一度見直してください。

質問はこれで終わりです
質問はこれで終わりです。ありがとうございました。
。ありがとうございました。

６ あてはまるようなことはない

５ その他（
その他（→

４ インターネットで知り合った人から、「会おう」
インターネットで知り合った人
「会おう」と誘われた
誘われたことがある
ことがある

４ 利用していて、
利用していて、ルールを決めている
ルールを決めている（→
ルールを決めている
Q8 へ進む）

めいわく

３ 知らない人やお店などからメールが送られてきた
知らない人やお店などからメールが送られてきたことがある。
ことがある。
（迷惑
（迷惑メールを含む）

に書き込まれたりしたことがある

）

２ 自分の情報
自分の情報（名前、住所、学校名、写真、メールアドレス、
（名前、住所、学校名、写真、メールアドレス、
（名前、住所、学校名、写真、メールアドレス、ID など）を他人に送られたり、掲示板など
など）を他人に送られたり、掲示板など

１ 悪口やいやがらせ
悪口やいやがらせのメールやメッセージを送られたり、
のメールやメッセージを送られたり、
のメールやメッセージを送られたり、書き込みをされたりしたことがある
をされたりしたことがある

「6（あてはまるようなことはない）
（あてはまるようなことはない）
」以外の人は、あてはまるものを全て
」以外の人は、あてはまるものを全て選ぶ

Q10

３ 利用していて、
利用していて、話し合ったことはあるが、特にルールは決めていない
話し合ったことはあるが、特にルールは決めていない（→
話し合ったことはあるが、特にルールは決めていない
Q9 へ進む）

利用しているが、話し合ったこともな
話し合ったこともないので
いので、ルールも
も決めていない
決めていない（→ Q9 へ進む）
２ 利用しているが、

１ 利用していないので、ルールはない
利用していないので、ルール
（→ Q10 へ進む）

Q7

－１１－

日 保護者用
保護者 Ver2
2

４ ポータブルゲーム
ポータブルゲーム機

1/4

2/4

⇒次のページに続きます。

２ 公序良俗に
公序良俗に反する
反するような情報や成人向け情報等の有害情報に関する問題を知っている
ような情報や成人向け情報等の有害情報に関する問題を知っている

「8（いずれも知らない）
（いずれも知らない）
」以外の人はあてはまるものを全て
」以外の人はあてはまるものを全て選ぶ

３ ノートパソコンまたはデスクトップパソコン
⇒次のページに続きます。

あなた（保護者自身）は
あなた（保護者自身）は、
、次のような
次のようなインターネットを安全に安心して利用するために注意しな
インターネットを安全に安心して利用するために注意しな
ければならない内容を知っていますか。
ければならない内容を知っていますか。【全員答える】
【全員答える】

１ 出会い系サイトや著作権等の違法情報の問題を知っている

Q6

７ 4 時間（以上）～

携帯電話（ガラケー）またはスマートフォン（スマホ）
（スマホ）
２ 携帯電話（ガラケー）またはスマートフォン

１ 利用し
利用していない

あてはまるものを全て
あてはまるものを全て選ぶ
選ぶ

ち、
ち、あなた（保護者自身）が
あなた（保護者自身）が日ごろ利用しているものはどれですか。
あなた（保護者自身）が
利用しているものはどれですか。【全員答える】
利用しているものはどれですか。 【全員答える】

インターネットにつなぐことができる機器
インターネットにつなぐことができる機器（携帯電話やスマートフォン以外のものも含む）
（携帯電話やスマートフォン以外のものも含む）
（携帯電話やスマートフォン以外のものも含む）のう

５ 2 時間（以上）～3
3 時間（未満）

４ その他（
その他（→

Q3

４ 1 時間（以上）～2
2 時間（未満）

３ 必要な時に家族のものを借りて利用している

６ 3 時間（以上）～4
4 時間（未満）

３ 30 分（以上）～1 時間（未満）

２ 30 分（未満）（＝30
30 分より短い）

一つだけ選ぶ

あなた
あなた（保護者自身）
（保護者自身）が 1 日にインターネットを利用する時間は、だいたいどれくらいですか。
インターネットを利用する時間は、だいたいどれくらいですか。
【全員答える】

１ 利用していない

Q5

２ 自分専用のものを利用している

１ 利用していない

）

あなた
あなた（保護者自身）
（保護者自身）は、携帯電話やスマートフォンを利用していますか。
、携帯電話やスマートフォンを利用していますか。
、携帯電話やスマートフォンを利用していますか。【全員答える】
【全員答える】

一つだけ選ぶ

Q2

５ その他（→

10 わからない

９ その他

７ ゲームに関するもの

６ 電子書籍に関するもの

５ 音楽や動画（
音楽や動画（Youtube
Youtube、ニコニコ動画など）に関するもの
、ニコニコ動画など）に関するもの

４ 地図やナビゲーションに関するもの

３ ニュースや情報検索に関するもの

２ 母親

４ 祖母

日 保護者用
保護者 Ver2
2

２ コミュニケーション
コミュニケーション*に関するもの
に関するもの ＊メール、
メール、LINE、
、Facebook、
、Twitter など SNS とよばれるもの

あてはまるものを全て選ぶ
あてはまるものを全て

８ ショッピングやオークションに関するもの

３ 祖父

）

月

あなた（保護者自身）が
あなた（保護者自身）がよく利用する
よく利用する
よく利用するインターネットの
インターネットのサービスは
サービスは、次のうちどれですか。
次のうちどれですか。
【全員答える】

１ 利用していない

Q4

７ その他（
その他（→

６ 携帯音楽プレイヤー（
携帯音楽プレイヤー（iPod touch など）

５ タブレット

１ 父親

）

あなた（保護者自身）の立場（児童生徒との関係）についてお知らせください。
あなた（保護者自身）の立場（児童生徒との関係）についてお知らせください。【全員答える】
【全員答える】

お子さんを念頭に
お子さんを念頭にお答えください。
お答えください。

種に複数
複数在学されている
在学されている場合でそれぞれの状況が異なる場合は、
場合でそれぞれの状況が異なる場合は、
場合でそれぞれの状況が異なる場合は、最もインターネットを利用している
最もインターネットを利用している

お子さんが複数の学校種に
お子さんが複数の学校種に在学中の
在学中の場合は
場合は調査を依頼された学校種のお子さんを、
調査を依頼された学校種のお子さんを、
調査を依頼された学校種のお子さんを、また、
また、同じ学校

４ 質問
質問内容は、主に「保護者ご自身の状況
内容は、主に「保護者ご自身の状況
内容は、主に「保護者ご自身の状況や意識」と「お子さん
」と「お子さんの状況
の状況」で構成しています
構成しています。
構成しています

すので、予めご了承ください。Q9 以外は全て答えていただきます
以外は全て答えていただきます。
。

３ 「利用していない」方は
「利用していない」方は、質問に応じて何度も「利用していない」と答えていただく必要がありま
、質問に応じて何度も「利用していない」と答えていただく必要がありま

それ以外の
それ以外の答えがあるときは、
答えがあるときは、
「その他」を選んで
「その他」を選んでその内容を
その内容を書いてください。
書いてください。

２ 「一つだけ選んで答えるもの」と「あてはまるものは
「一つだけ選んで答えるもの」と「あてはまるものは全て選んで
選んで答えるもの」があります
もの」があります。
もの」があります

１ 調査票は、全部で 4 ページです。それぞ
ページです。それぞれの質問であてはまる
質問であてはまる番号を○で囲んでください。
質問であてはまる番号を○で囲んでください。

この調査は、インターネットの利用についての実態を明らかにするためのものです。

一つだけ選ぶ

Q1

月

インターネット利用に関する実態調査 （保護者用）

－１２－

月

日 保護者用
保護者 Ver2
2

【全員答える】

一つだけ選ぶ

子どもさんの携帯電話やスマートフォンには、
子どもさんの携帯電話やスマートフォンには、フィルタリング機能
フィルタリング機能*が設定されていますか。
フィルタリング機能 が設定されていますか。

一つだけ選ぶ

【全員答える】 （この質問の回答のために、子どもさんと確認することはしないでください）

子どもさんの
子どもさんのインターネット利用のしかたについて、
インターネット利用のしかたについて、親子（家族）間でルールを決めていますか。
でルールを決めていますか。

ることからそのようにいわれる。

一定の基準で
一定の基準で制限する機能
制限する機能。有害サイトへの
。有害サイトへのアクセスを制限するサービス機能。
アクセスを制限するサービス機能。
「禁止」や「許可」のフィルターをかけ

少年に不適切な情報に接触しないようにするために、利用している機器や回線に導入・設定することで、閲覧や利用を

保護者の目の届かないところで青少年がインターネットを利用する際に、出会い系サイトやアダルトサイトなど、青

１ 利用する
利用する時間を決めている
を決めている

２ 利用する
利用する場所を決めている
を決めている

3/4

⇒次のページに続きます。

Q8
8 で、
「４ ルールを決めている」と答えた
ルールを決めている」と答えた方に伺います。それは次のうちどんなことですか。
に伺います。それは次のうちどんなことですか。

あてはまるものを全て
あてはまるものを全て選ぶ
選ぶ

Q9

４ 利用していて、
利用していて、ルールを決めている
ルールを決めている（→
ルールを決めている
Q9 へ進む）

３ 利用していて、
利用していて、話し合ったことはあるが、特にルールは決めていない
話し合ったことはあるが、特にルールは決めていない（→
話し合ったことはあるが、特にルールは決めていない
Q10
10 へ進む）

２ 利用しているが、
利用しているが、話し合ったことも
話し合ったこともないので
ないので、ルールも
も決めていない
決めていない（→ Q10
10 へ進む）

利用していないので、ルールは
（→ Q10 へ進む）
１ 利用していないので、ルールはない

Q8

６ 学校において、子どもに対する「情報モラル教育」を充実させる

４ わからない

Q11

）

い。
（自由記述）

4/4

質問は終わりです
質問は終わりです。ありがとうございました。
。ありがとうございました。

「
「情報メディアとの
情報メディアとの上手な付き合い方」の取組について、ご意見等がある場合は、お書きくださ
上手な付き合い方」の取組について、ご意見等がある場合は、お書きくださ

17 わからない

16 特にない

15 その他（
その他（→

14 小中学校への携帯電話やスマホの持込を禁止する

13 各家庭で小中学生には携帯電話やスマホを持たせないようにする

12 有害情報を掲載しているサイトの責任者に対する規制を強化する

11 有害サイトへの規制を強化する

10 保護者同士で気軽に相談できる関係をつくる

９ 相談機関・窓口を利用しやすいように改善する

会を設ける

８ 国・自治体や民間団体等が、保護者に対してインターネット
国・自治体や民間団体等が、保護者に対してインターネットの危険性や注意すべき点
保護者に対してインターネットの危険性や注意すべき点
の危険性や注意すべき点を
を説明する機
説明する機

７ 学校の保護者会やＰＴＡの会合、教育振興運動等の取組などで、保護者に対する啓発を充実させる

５ 安全な利用のための機能・設定について、業者が販売時に保護者にきちんと説明する

＊フィルタリング機能とは

４ フィルタリングの操作方法や名称をわかりやすくする

３ フィルタリング機能が設定されていない（不十分である）

３ フィルタリングの性能や機能を充実させる

２ フィルタリングの使用を徹底させる

１ インターネット利用のルール作りなど、家庭における取組

あてはまるものを全て
あてはまるものを全て選ぶ
選ぶ

いますか。
いますか。【全員答える】
【全員答える】

あなた（保護者自身）は
あなた（保護者自身）は、子どものインターネット利用について、どのような取組が必要だと思
、子どものインターネット利用について、どのような取組が必要だと思

２ フィルタリング機能が設定されている

１ 子どもは
子どもは、携帯電話やスマートフォンを利用していない
携帯電話やスマートフォンを利用していない

Q7

Q10

）

８ 困ったときは、すぐに
困ったときは、すぐに家族などに相談する
家族などに相談するように決めている
ように決めている
９ その他（
その他（→

７ ゲームやアプリの
ゲームやアプリの利用料金の上限
利用料金の上限や課金（利用に応じて料金がかかること）
（利用に応じて料金がかかること）の利用方法
（利用に応じて料金がかかること）の利用方法を決めている
を決めている

７ ウィルス対策や不正アクセス対策等のセキュリティ対策に関する問題を知っている

８ いずれも知らない

６ パスワードや電話帳
パスワードや電話帳情報、位置情報（
情報、位置情報（GPS
GPS）などの利用者情報が漏れないように
利用者情報が漏れないように
利用者情報が漏れないようにしている

６ 個人情報やパスワード等のプライバシー保護に関する問題を知っている

日 保護者用
保護者 Ver2
2

５ 他人を
他人を誹謗中傷（
（非難や悪口）する書き込みをしないなど、
や悪口）する書き込みをしないなど、
や悪口）する書き込みをしないなど、送信や
送信や投稿する内容
する内容や約束を決めている
を決めている

月

５ インターネットの過度の利用に関する問題を知っている

４ 利用する
利用するサイトやアプリの内容
サイトやアプリの内容を決めている
を決めている（フィルタリングを含む）
（フィルタリングを含む）

３ メールやメッセージを送る
メールやメッセージを送る相手を制限
相手を制限している
している（決めている）
（決めている）

４ クレジットカードの管理等の電子商取引に関する問題を知っている

もの）で注意すべき点を知っている

LINE、Facebook
Facebook、Twitter
Twitter など SNS とよばれる
３ インターネット上のコミュニケーション（メール、LINE

－１３－
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