
社会教育関係職員の研修の充実方策に

関する実践的研究 

平成28年２月４日 

～金ケ崎町社会教育指導員の研修を通して～ 

岩手県立生涯学習推進センター 

社会教育主事 下久根哲行 

（2年次） 
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１．研究の背景 

本県の社会教育関係職員の研修の実態の把握 

金ケ崎町との実践的な研修推進に係る共同取り組み 

 文部科学省『社会教育調査報告書』 

平成14年 平成23年 
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２．研究の目的 

１．本県の社会教育関係職員の 

  研修における現状を明らかにする 

２．金ケ崎町の社会教育指導員 

  （非常勤）の研修に協力、 

  研修の充実方策について検討する 

個別の研修会ではなく、人材育成を図る年間を通した一連の取組 
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３．年次計画 

（１）県内市町村の社会教育 

         関係職員の研修 

         への取組状況の把握 

         ⇒ アンケート調査 

 

（２）金ケ崎町と連携した 

         社会教育指導員研修の 

         実践 

         ⇒ 今後の望ましい研修 

             のあり方を探る 

１年次（26年度） 

（１）金ケ崎町と連携した実  

   践的な研修を進め、社会 

   教育指導員のスキルアッ 

   プを図る 

２年次（27年度） 

（２）研修の充実方策につ 

   いて検討する 
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１. 社会教育関係職員の全体数は減少  

      ⇨  非常勤職員数は概ね維持、                                  

       全体に占める割合は増加傾向 

２. 社会教育事業数は増加 ⇨ 多忙化 

３.  関係職員の研修機会は減少 

   本県の状況 ＝ 全国とほぼ同様の状況 

４．本県における社会教育関係職員の現状 
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（１）「社会教育関係職員の研修」に関するアンケート調査結果 

● 関係職員の研修費の有無 

23 10 

0% 50% 100%

平成26年 

予算化している 予算化していない 

(N=33) 

４．本県における社会教育関係職員の現状 

● 市町村独自の研修機会の有無 

5 28 

0% 50% 100%

平成26年 

実施している 実施していない 

(N=33) 

5 

● 研修を進めるうえでの阻害要因 ● 優先度が高いと考える研修内容 

36% 

45% 

52% 

91% 

研修に対する予算が少な
い 

研修会場が遠くて参加し
にくい 

研修日程が合わず参加し
にくい 

業務が多忙であり、人的
余裕がない 

平成26年度 

(N=33) 複数回答 

平成26年度 

(N=33) 複数回答 

22 

24 

29 

 社会教育・生涯学習に関す
る知識・理論 

 住民ニーズや学習課題を把
握する力 

 事業を企画立案、運営する
力 

「業務が多忙であり、人的余裕がない」 
「研修日程が合わず参加しにくい」 

「事業を企画・立案・運営する力」 
「住民ニーズや学習課題を把握する力」 
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（２）「社会教育関係職員の研修」に関するアンケート調査結果 

＜調査結果の考察＞  

市町村独自の研修機会が減り、予算化も厳しくなってきている 

費用対効果の高い研修のしくみづくりや工夫の検討 

● 研修費について 

業務が多忙で、それを補うような人的余裕がない 

必要最低限の研修機会の確保 

● 研修について 

事業の企画・展開に直結するような力、住民のニーズや学習課題を把握する力 

職員が短期間で社会教育事業を担うことができるスキル 

● 職員に必要な研修の内容 

４．本県における社会教育関係職員の現状 
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５．金ケ崎町での場合 
（１）金ケ崎町での「社会教育指導員の研修」に関する担当者との協議 

＜平成26年度に実施した研修の課題＞ 

＜独自研修に関する研修の課題＞ 

・社会教育に関する専門性を高める研修が計画的に実施  
 されていない。 

・「地域の実情にあった事業プグラムなどに関する専 
 門的な研修」「生涯教育を広く推進する実践力や専 
 門性を高める研修」を行っていない。 
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社会教育関係職員の研修の充実方策に関する実践的研究 

金ケ崎町との共同実践について 

金ケ崎町社会教育指導員の研修を通して 
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１．＜金ケ崎町の現状＞ 

１．各地区生涯教育センターは、所長（非常勤）＋社会教 
  育指導員２名（１名は２地区掛け持ち）、計３名の非  
  常勤職員によって運営されている。 

２．社会教育指導員は、社会教育・生涯学習事業、自治連 
  合会等との連携事業など、限られた時間の中で幅広い 
  業務に対応している。 

３．社会教育行政未経験者も多く、専門性や実践力を高め 
  る研修体系及び研修計画が必要である。 
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２．＜金ケ崎町の研修に関する課題等＞ 

１ 社会教育指導員の育成のための研修の推進は喫緊  
  の課題である 

３ 年間を見通して、計画的に研修の推進を図る必要 
  がある 

２ 限られた職員数で社会教育行政を推進する市町村  
  教育委員会では、研修計画の立案が困難な場合も  
  ある 

研修の重要性を再確認して、必要な研修の把握と実情
にあった計画を立案し実施する事が重要である 
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３．＜金ケ崎町の研修充実に関する方向性＞ 

１ 研修を実施するにあたり、担当者と研修に関する役割  
  の再確認 

 
２ 当センターが作成した研修体系表を基にする 

 
３ 金ケ崎町として、「望む職員像」から必要な研修内容 
  を検討 

 
４ 研修対象者のニーズを把握 

 
５ これまでの研修履歴を整理 

 
６ 独自研修と推進センターが行う研修会とを組み合わせ 
  る 
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４． ＜研修計画作成シート＞ 
研修（人材育成）の目的 「地域活動の活性化を図るため、地域コミュニティを牽引する人材を育成する。また、課題解決に向けてグループ活動・討議を行うことにより、今後の社会教育推進に活かすことができるようにする。」 

現状と
課題 

前年度からの課題 地域住民の学習機会の充実や生涯教育を広く推進する実践力や専門性が求められている。社会教育指導員は未経験者も多く、専門性や実践力を高めるための研修が必要である。 

受講者のニーズ 事業プログラム、チラシ作成、コミュニケーション、実践交流等研修 

今年度の研修の重点テーマ（今年度の目標） 
金ケ崎町社会教育指導員としての意義を理解することで、やりがいを持って職務を行う 

社会教育指導員の事業や実践の交流から自地区や町全体の事業に活かす 

○金ケ崎町「まちづくりはひとづくり」を支える関係職員の実践的研修のあり方について (研修体系) 

N
o 

分類 
N
o 

中分類 No 項目 内容 実施月 
実施方法 
①主催による 
②派遣による 

研修会等の名称 
必要性 
優先度 

職員の 
ニーズ 

備   考 

1 
基本的な知識
や技能に関わ
る研修 

1 
基盤となる知識・
社会教育の法令 

1 
社会教育関係職員としての心
構え 

職員としての姿勢や職務、仕事の進め方等 
5月 
4・8月 

センター 
金ケ崎町 

新任社会教育関係職員研修講座(14,15日) 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 

◎ 3.1  

2 社会教育と生涯学習の定義 
それぞれの理念、歴史、今日的な役割等。施策や事業
の最終的な目標に関わる方向性 

5月 
4月 

センター 
金ケ崎町 

新任社会教育関係職員研修講座(14,15日） 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 

◎ 3.0  

3 
社会教育の法令等（国、県、
市町村） 

社会教育（生涯学習）に関わる各種法令の意味、経緯
等 

5月 
4・8月 

センター 
金ケ崎町 

新任社会教育関係職員研修講座(14,15日) 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 

◎ 2.6  

2 国・県の施策 

4 市町村の施策や事業 市町村の施策や事業のねらい、経緯、成果や課題等 6月 金ケ崎町 金ケ崎町社会教育指導員等研修会(19日) ◎ 2.8  

5 国や県の施策や事業 国や県の事業のねらい、経緯、成果や課題等 7月 金ケ崎町 金ケ崎町社会教育指導員等研修会(17日) ◎ 2.8  

6 予算編成 
予算編成の仕組み、長期的、総合的な視点、編成、執
行する際の工夫等 

        2.5    

3 
IT機器等の活用能
力 

7 IT機器の活用と情報管理 
効率良い文書作成、情報収集、提供、プレゼンテー
ション作成、著作権、個人情報の管理等 

      ○ 2.5    

4 
コミュニケーショ
ン能力 

8 コミュニケーション 
接遇、相手に応じたコミュニケーション、自分の考え
を伝える、話し合いの進行や合意形成 

5月 
7月 

センター 
社会教育指導員等研修講座(21日) 
対人スキルアップ研修講座(28日) 

◎ 3.6  

2 
専門的な知識
や技能に関わ
る研修 

5 
事業の企画運営・
評価 

9 各種調査の作成と分析 
事業や施策実施の重要な根拠ともなる地域の実態や
ニーズ、課題やその原因を把握する調査の作成、実施、
分析 

        2.8    

10 
課題やニーズの把握と学習プ
ログラムの企画・運営 

課題やニーズの把握、それらに基づいた具体的な学習
プログラムの企画・運営 

7月・8月 金ケ崎町 金ケ崎町社会教育指導員等研修会(17日) ◎ 3.6  

11 
参加型学習プログラムを企
画・立案・運営する力 

参加型学習プログラムの企画・立案・運営、ファシリ
テーターとして必要な知識や技能 

7・8月 
センター 
金ケ崎町 

事業プログラム開発研修講座(20日) 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 

○ 3.5  

12 事業評価と改善について 
事業の目標設定、評価のあり方、評価に基づいた改善
策の提案 

11月 金ケ崎町 金ケ崎町社会教育指導員等研修会(24日) ◎ 3.0  

6 
地域人材や資源の
活用と支援 

13 
社会教育計画の立案や地域づ
くりについて 

中長期的、組織的、総合的な計画を立案するスキル、
留意事項、実践的な演習 

        2.7    

14 
地域指導者養成研修の企画・
運営 

地域指導者養成研修の企画立案、プログラム内容、運
営スキル等 

      ○ 3.3    

15 施設の効率的な経営 
社会教育・生涯学習施設の効率的な運営方法、課題や
解決策等 

        2.7    

16 
地域の教育資源の発掘と人材
育成のあり方 

地域の教育資源の発掘と整理、人材情報の収集と育成、
ボランティアの意義、知の循環型社会の理解と促進 

9月 センター 資質向上研修講座(17日) ○ 3.2  

17 学習活動の支援 
学習活動における会場作り、様々な学習手法、プログ
ラム等をアドバイス 

8月～ 金ケ崎町 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 
(地域づくりかねがさき校) 

○ 3.5  

18 
学社が連携・協力した組織的
な教育活動 

学社連携の事業（学校支援地域本部事業、教育振興運
動含む）の理念、実践方法、成果や課題等 

 
 

○ 2.7    

7 
関係機関等との連
絡調整  

19 
各部局や社会教育関係者の連
絡調整のあり方 

連携・協力のための利害の把握と交渉・調整・交渉、
広い視野 

5月 センター 社会教育指導員等研修講座(21日) ○ 3.1  

20 人的ネットワークの形成 情報交換、人脈の形成、キーパーソンの把握等   
金ケ崎町 
センター 

金ケ崎町各研修 
センター各研修 

○ 3.5  

8 情報提供 

21 効果的な広報・周知 
チラシや情報誌の作成、住民への周知の効果的な方法
等 

6月 
 

金ケ崎町 
 

金ケ崎町社会教育指導員等研修会(19日) 
 

◎ 3.5  

22 様々な事例等の情報収集 
事業や施策等の先進事例の収集、整理、アイディアの
導入等 

        2.8    

3 

職務に応じて
必要な知識や
技能に関わる
研修 

9 
地域や職員の職務
によって必要とな
る知識・技能  

23 
各時期の教育に関する知識・
技能 

乳幼児教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢
者教育等 

      ○ 3.5    

24 
各領域の教育に関する知識・
技能 

社会体育、男女共同参画、視聴覚教育、環境教育、人
権教育、まちづくり、国際理解、情報科学、文化財、
芸術文化、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、図書館等 

        3.5    

【必要性】◎：研修の必要度・重要度が高いと考えられる項目 ○：高めることが望ましいと考えられる項目 空欄：今回は研修をしない項目 
【職員のニーズ】個別アンケートによる４段階評価 ４：とても必要 ３：必要 ２：あまり必要を感じない １：必要を感じない  

【満足度】事後の個別アンケート（４段階評価）４：とても満足 ３：満足 ２：あまり満足ではない １：満足ではない  により適宜満足度を表記する。 

① 「研修計画作成シート」に研修の優先度、対象者ニーズ 

② 推進センターの研修講座名と実施時期、実施方法等 

③ これまでの協議内容や研修履歴を基に研修項目を絞り込み 

【留意点】 

● 研修の優先度と対象者ニーズが合致している研修項目は可能な限り実施する 

● 今回は、対象者ニーズよりも町側が必要と判断した研修項目を優先する 

● 研修履歴の整理で、課題として上げられた内容を考慮する 
● 研修目的と重点テーマを再確認し、町の行事や業務の多忙時期等を考慮しな 

 がら推進センターとの研修を組み合わせる 

④ 実施したい研修項目に当センターの研修がない場合は、独自研修 

  として計画 
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４．＜研修計画作成シート＞ 
研修（人材育成）の目的 「地域活動の活性化を図るため、地域コミュニティを牽引する人材を育成する。また、課題解決に向けてグループ活動・討議を行うことにより、今後の社会教育推進に活かすことができるようにする。」 

現状と
課題 

前年度からの課題 地域住民の学習機会の充実や生涯教育を広く推進する実践力や専門性が求められている。社会教育指導員は未経験者も多く、専門性や実践力を高めるための研修が必要である。 

受講者のニーズ 事業プログラム、チラシ作成、コミュニケーション、実践交流等研修 

今年度の研修の重点テーマ（今年度の目標） 
金ケ崎町社会教育指導員としての意義を理解することで、やりがいを持って職務を行う 

社会教育指導員の事業や実践の交流から自地区や町全体の事業に活かす 

○金ケ崎町「まちづくりはひとづくり」を支える関係職員の実践的研修のあり方について (研修体系) 

N
o 

分類 
N
o 

中分類 No 項目 内容 実施月 
実施方法 
①主催による 
②派遣による 

研修会等の名称 
必要性 
優先度 

職員の 
ニーズ 

備   考 

1 
基本的な知識
や技能に関わ
る研修 

1 
基盤となる知識・
社会教育の法令 

1 
社会教育関係職員としての心
構え 

職員としての姿勢や職務、仕事の進め方等 
5月 
4・8月 

センター 
金ケ崎町 

新任社会教育関係職員研修講座(14,15日) 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 

◎ 3.1  

2 社会教育と生涯学習の定義 
それぞれの理念、歴史、今日的な役割等。施策や事業
の最終的な目標に関わる方向性 

5月 
4月 

センター 
金ケ崎町 

新任社会教育関係職員研修講座(14,15日） 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 

◎ 3.0  

3 
社会教育の法令等（国、県、
市町村） 

社会教育（生涯学習）に関わる各種法令の意味、経緯
等 

5月 
4・8月 

センター 
金ケ崎町 

新任社会教育関係職員研修講座(14,15日) 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 

◎ 2.6  

2 国・県の施策 

4 市町村の施策や事業 市町村の施策や事業のねらい、経緯、成果や課題等 6月 金ケ崎町 金ケ崎町社会教育指導員等研修会(19日) ◎ 2.8  

5 国や県の施策や事業 国や県の事業のねらい、経緯、成果や課題等 7月 金ケ崎町 金ケ崎町社会教育指導員等研修会(17日) ◎ 2.8  

6 予算編成 
予算編成の仕組み、長期的、総合的な視点、編成、執
行する際の工夫等 

        2.5    

3 
IT機器等の活用能
力 

7 IT機器の活用と情報管理 
効率良い文書作成、情報収集、提供、プレゼンテー
ション作成、著作権、個人情報の管理等 

      ○ 2.5    

4 
コミュニケーショ
ン能力 

8 コミュニケーション 
接遇、相手に応じたコミュニケーション、自分の考え
を伝える、話し合いの進行や合意形成 

5月 
7月 

センター 
社会教育指導員等研修講座(21日) 
対人スキルアップ研修講座(28日) 

◎ 3.6  

2 
専門的な知識
や技能に関わ
る研修 

5 
事業の企画運営・
評価 

9 各種調査の作成と分析 
事業や施策実施の重要な根拠ともなる地域の実態や
ニーズ、課題やその原因を把握する調査の作成、実施、
分析 

        2.8    

10 
課題やニーズの把握と学習プ
ログラムの企画・運営 

課題やニーズの把握、それらに基づいた具体的な学習
プログラムの企画・運営 

7月・8月 金ケ崎町 金ケ崎町社会教育指導員等研修会(17日) ◎ 3.6  

11 
参加型学習プログラムを企
画・立案・運営する力 

参加型学習プログラムの企画・立案・運営、ファシリ
テーターとして必要な知識や技能 

7・8月 
センター 
金ケ崎町 

事業プログラム開発研修講座(20日) 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 

○ 3.5  

12 事業評価と改善について 
事業の目標設定、評価のあり方、評価に基づいた改善
策の提案 

11月 金ケ崎町 金ケ崎町社会教育指導員等研修会(24日) ◎ 3.0  

6 
地域人材や資源の
活用と支援 

13 
社会教育計画の立案や地域づ
くりについて 

中長期的、組織的、総合的な計画を立案するスキル、
留意事項、実践的な演習 

        2.7    

14 
地域指導者養成研修の企画・
運営 

地域指導者養成研修の企画立案、プログラム内容、運
営スキル等 

      ○ 3.3    

15 施設の効率的な経営 
社会教育・生涯学習施設の効率的な運営方法、課題や
解決策等 

        2.7    

16 
地域の教育資源の発掘と人材
育成のあり方 

地域の教育資源の発掘と整理、人材情報の収集と育成、
ボランティアの意義、知の循環型社会の理解と促進 

9月 センター 資質向上研修講座(17日) ○ 3.2  

17 学習活動の支援 
学習活動における会場作り、様々な学習手法、プログ
ラム等をアドバイス 

8月～ 金ケ崎町 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 
(地域づくりかねがさき校) 

○ 3.5  

18 
学社が連携・協力した組織的
な教育活動 

学社連携の事業（学校支援地域本部事業、教育振興運
動含む）の理念、実践方法、成果や課題等 

 
 

○ 2.7    

7 
関係機関等との連
絡調整  

19 
各部局や社会教育関係者の連
絡調整のあり方 

連携・協力のための利害の把握と交渉・調整・交渉、
広い視野 

5月 センター 社会教育指導員等研修講座(21日) ○ 3.1  

20 人的ネットワークの形成 情報交換、人脈の形成、キーパーソンの把握等   
金ケ崎町 
センター 

金ケ崎町各研修 
センター各研修 

○ 3.5  

8 情報提供 

21 効果的な広報・周知 
チラシや情報誌の作成、住民への周知の効果的な方法
等 

6月 
 

金ケ崎町 
 

金ケ崎町社会教育指導員等研修会(19日) 
 

◎ 3.5  

22 様々な事例等の情報収集 
事業や施策等の先進事例の収集、整理、アイディアの
導入等 

        2.8    

3 

職務に応じて
必要な知識や
技能に関わる
研修 

9 
地域や職員の職務
によって必要とな
る知識・技能  

23 
各時期の教育に関する知識・
技能 

乳幼児教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢
者教育等 

      ○ 3.5    

24 
各領域の教育に関する知識・
技能 

社会体育、男女共同参画、視聴覚教育、環境教育、人
権教育、まちづくり、国際理解、情報科学、文化財、
芸術文化、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、図書館等 

        3.5    

【必要性】◎：研修の必要度・重要度が高いと考えられる項目 ○：高めることが望ましいと考えられる項目 空欄：今回は研修をしない項目 
【職員のニーズ】個別アンケートによる４段階評価 ４：とても必要 ３：必要 ２：あまり必要を感じない １：必要を感じない  

【満足度】事後の個別アンケート（４段階評価）４：とても満足 ３：満足 ２：あまり満足ではない １：満足ではない  により適宜満足度を表記する。 
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№ 月日 研修テーマ 

１ 4/7（火） 「今年度の方向性と社会教育指導員の役割」 

２ 6/19（金） 「これからの生涯教育と金ケ崎町」 

３ 7/17（金） 「深い学びを支える社会教育・公民館と現代的役割」 

４ 8/25（火） 「むすぶ・つなぐ－社会教育関係職員の仕事－」 

５ 8/26（水） 
「地域づくりワークショップ－地域コミュニティの活
性化－」 

６ 11/24（火） 「絆でつながる社会教育・生涯学習」 

５．＜研修の共同実践＞ 
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第2回：H27.6.19／研修テーマ「これからの生涯教育と金ケ崎町」 

５．＜研修の共同実践＞ 

実態 

・目指すまちづくりの具体的な内 
 容と課題を理解していない 
 
・チラシ作成の専門知識や技能が 
 不足している 

目指 
す姿 

・目指すまちづくりと地区セン 
 ターの役割を理解している 
 
・チラシ作成の知識や技能を修得、 
 業務で活かす 

目的 
・職員同士の連携促進を図る 
・日常業務に役立つ実践的な知 
 識・技能の習得 研修の成果と課題 

町の施策を理解し、町職員としての自覚を高めることができた 

業務に関わる技能の内容は意欲的であり、大きな成果を得ることができた 

※個別の研修会の展開やアンケート結果、成果と課題等は資料をご覧ください 
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第4回：H27.8.25／研修テーマ「むすぶ・つなぐ－社会教育関係職員の仕事－」 

５．＜研修の共同実践＞ 

実態 

・業務に追われ、自己の役割や事 
 業の意義を見失いがちである 
 
・事業を共同で企画立案した経験 
 がない 

目指 
す姿 

・自己の役割や事業の意義を理解 
 し、職務を遂行する 
 
・よりよい事業の為、互いに学び 
 あい、助け合う 

目的 

・公民館職員としての資質向上及 
 び相互の連携を図る 
・地域の教育力向上について考え 
 る 研修の成果と課題 

本音を出し合える人間関係や職務の下支えとなる推進体制が構築されてきた 

意見交換は主体的に学びあい、相互に刺激しあって大きな効果が得られた 

※個別の研修会の展開やアンケート結果、成果と課題等は資料をご覧ください 
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６．＜金ケ崎町との研修会の状況＞ 

（ ）内は推進センター共催研修の回数 

  
従前 共同実践以後 

25年度 26年度 27年度 

金ケ崎町による独自研修会 
実施回数 １回 ３回(１) 

６回
（５） 

参加延べ人数 ９名 30名 71名 

推進センターへの 
派遣研修 

新任社会教育関係者研修講座 １名 ６名 ６名 

社会教育指導員等研修講座 ４名 13名 15名 

対人スキルアップ研修講座     ０名 

事業プログラム研修講座 ２名  7名 ０名 

資質向上研修講座     ０名 

合   計 
実施回数 ４回 6回 ８回 

参加延べ人数 16名 56名 92名 
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① アンケート結果の考察「研修満足度」と「研修後の意識」 

７．＜研修の検証＞ 

＜年間の研修会に対する満足度と研修後の意識の変化の推移（N=16）＞ 

0407研修① 0514推セ① 0521推セ② 0619研修② 0717研修③ 0825研修④ 1124研修⑤ 

研修後の意識 1.8 2.6 2.1 3.0 2.9 3.2

研修満足度 3.9 4.0 3.5 3.8 3.7 3.8 3.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

指
数
の
平
均
値 

※「研修満足度」研修の満足度について、「有意義である」から「有意義でなかった」まで（４段階）を自己評価にて測定したもの 
  （４：有意義 ３：どちらかといえば有意義 ２：どちらかといえば有意義でない １：有意義でない） 
※「研修後の意識」研修参加者の研修直後の自身の気持ちについて「自信を持ってやれる」から「不安である」まで（４段階）を自己評価にて測定し    
  たもの 
  （４：自信を持ってやれる ３：どちらかといえば自信を持ってやれる  ２：どちらかといえば不安である １：不安である） 
※「0407研修①」：4月7日に金ケ崎町独自で実施した研修会(研修後の意識のデータはない) 
 「0514推セ①」：5月14日に県立生涯学習推進センターが実施した研修会に参加したもの 

意識の変化 

研修満足度 
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① アンケート結果の考察「経験年数」と「研修満足度」の関係 

0

1

2

3

4

経験年数２年以下 経験年数３年以上 

0407研修① 0514推セ① 0521推セ② 0619研修② 0717研修③ 0825研修④ 1124研修⑤ 

指
数
の
平
均
値 

７．＜研修の検証＞ 
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① アンケート結果の考察「経験年数」と「研修後の意識」の関係 

0

1

2

3

4

経験年数２年以下 経験年数３年以上 

0514推セ① 0521推セ② 0619研修② 0717研修③ 0825研修④ 1124研修⑤ 

業務経験が短い≒意識（以後の業務に向かう自信等）の向上 

経験年数が長い＝意識（以後の業務に向かう意識）の安定 

指
数
の
平
均
値 

７．＜研修の検証＞ 
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3.7  

2.6  

3.4  

2.8  

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

研修満足度 研修後の意識 

ニーズ高 ニーズ低 
指
数
の
平
均
値 

７．＜研修の検証＞ 

① アンケート結果の考察 
  対象者ニーズによる「研修満足度」・「研修後の意識」の違い 



22 

② 聞き取り調査の考察 

● 調査対象 

● 調査期間 

● 調査結果 

：各地区生涯教育センターに勤務する 

 社会教育指導員及び所長 
：平成27年12月７日～11日 

● 調査方法 ：個別面接法 

７．＜研修の検証＞ 

主体性や意識の向上 

研修成果の日常業務への反映 

特に新任者（未経験者）における研修機会の意義 

ネットワーク活用を含めた相談窓口機能の必要性 
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＜参考＞金ケ崎町での「研修計画作成シート」に満足度などを記入したシート 

研修（人材育成）の目的 「地域活動の活性化を図るため、地域コミュニティを牽引する人材を育成する。また、課題解決に向けてグループ活動・討議を行うことにより、今後の社会教育推進に活かすことができるようにする。」 

現状と
課題 

前年度からの課題 地域住民の学習機会の充実や生涯教育を広く推進する実践力や専門性が求められている。社会教育指導員は未経験者も多く、専門性や実践力を高めるための研修が必要である。 

受講者のニーズ 事業プログラム、チラシ作成、コミュニケーション、実践交流等研修 

今年度の研修の重点テーマ（今年度の目標） 
金ケ崎町社会教育指導員としての意義を理解することで、やりがいを持って職務を行う 

社会教育指導員の事業や実践の交流から自地区や町全体の事業に活かす 

○金ケ崎町「まちづくりはひとづくり」を支える関係職員の実践的研修のあり方について (研修体系)     

N
o 

分類 
N
o 

中分類 No 項目 内容 実施月 
実施方法 
①主催による 
②派遣による 

研修会等の名称 
必要性 
優先度 

職員の 
ニーズ 

備   考 満足度 参加率 

1 
基本的な知識
や技能に関わ
る研修 

1 
基盤となる知
識・社会教育の
法令 

1 
社会教育関係職員としての
心構え 

職員としての姿勢や職務、仕事の進め方等 
5月 
4・8月 

センター 
金ケ崎町 

新任社会教育関係職員研修講座(14,15日) 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 

◎ 3.1  
初めてで不安である。 
 

88.2 
100 

100 
100 

2 社会教育と生涯学習の定義 
それぞれの理念、歴史、今日的な役割等。施策や事
業の最終的な目標に関わる方向性 

5月 
4月 

センター 
金ケ崎町 

新任社会教育関係職員研修講座(14,15日） 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 

◎ 3.0  初めてで不安である。 
88.2 
100 

100 
100 

3 
社会教育の法令等（国、県、
市町村） 

社会教育（生涯学習）に関わる各種法令の意味、経
緯等 

5月 
4・8月 

センター 
金ケ崎町 

新任社会教育関係職員研修講座(14,15日) 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 

◎ 2.6  初めてで不安である。 
88.2 
100 

100 
100 

2 国・県の施策 

4 市町村の施策や事業 市町村の施策や事業のねらい、経緯、成果や課題等 6月 金ケ崎町 金ケ崎町社会教育指導員等研修会(19日) ◎ 2.8  
研修で分かっても、それを活かせ
るか不安との感想 

75 81.2 

5 国や県の施策や事業 国や県の事業のねらい、経緯、成果や課題等 7月 金ケ崎町 金ケ崎町社会教育指導員等研修会(17日) ◎ 2.8  大事とは思うが高度である 7.1 85 

6 予算編成 
予算編成の仕組み、長期的、総合的な視点、編成、
執行する際の工夫等 

        2.5        

3 
IT機器等の活用
能力 

7 IT機器の活用と情報管理 
効率良い文書作成、情報収集、提供、プレゼンテー
ション作成、著作権、個人情報の管理等 

      ○ 2.5        

4 
コミュニケー
ション能力 

8 コミュニケーション 
接遇、相手に応じたコミュニケーション、自分の考
えを伝える、話し合いの進行や合意形成 

5月 
7月 

センター 
社会教育指導員等研修講座(21日) 
対人スキルアップ研修講座(28日) 

◎ 3.6  個別で実践出来るか不安である 
100 
46.2 

98.8 
セ０ 

2 
専門的な知識
や技能に関わ
る研修 

5 
事業の企画運
営・評価 

9 各種調査の作成と分析 
事業や施策実施の重要な根拠ともなる地域の実態や
ニーズ、課題やその原因を把握する調査の作成、実
施、分析 

        2.8        

10 
課題やニーズの把握と学習
プログラムの企画・運営 

課題やニーズの把握、それらに基づいた具体的な学
習プログラムの企画・運営 

7月・8月 金ケ崎町 金ケ崎町社会教育指導員等研修会(17日) ◎ 3.6  時間をかけて取り組めない 
92.9 
84.6 

93.7 
89.5 

11 
参加型学習プログラムを企
画・立案・運営する力 

参加型学習プログラムの企画・立案・運営、ファシ
リテーターとして必要な知識や技能 

7・8月 
センター 
金ケ崎町 

事業プログラム開発研修講座(20日) 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 

○ 3.5  
事業も多く、スケジュールに追わ
れている 

92.9 
84.6 

セ０ 
93.7 

12 事業評価と改善について 
事業の目標設定、評価のあり方、評価に基づいた改
善策の提案 

11月 金ケ崎町 金ケ崎町社会教育指導員等研修会(24日) ◎ 3.0  事業の見直し 87.5 94.8 

6 
地域人材や資源
の活用と支援 

13 
社会教育計画の立案や地域
づくりについて 

中長期的、組織的、総合的な計画を立案するスキル、
留意事項、実践的な演習 

        2.7        

14 
地域指導者養成研修の企
画・運営 

地域指導者養成研修の企画立案、プログラム内容、
運営スキル等 

      ○ 3.3        

15 施設の効率的な経営 
社会教育・生涯学習施設の効率的な運営方法、課題
や解決策等 

        2.7        

16 
地域の教育資源の発掘と人
材育成のあり方 

地域の教育資源の発掘と整理、人材情報の収集と育
成、ボランティアの意義、知の循環型社会の理解と
促進 

9月 センター 資質向上研修講座(17日) ○ 3.2  国体プレ大会等対応参加無し   0 

17 学習活動の支援 
学習活動における会場作り、様々な学習手法、プロ
グラム等をアドバイス 

8月～ 金ケ崎町 
金ケ崎町社会教育指導員等研修会 
(地域づくりかねがさき校) 

○ 3.5  WS（地域づくり課）     

18 
学社が連携・協力した組織
的な教育活動 

学社連携の事業（学校支援地域本部事業、教育振興
運動含む）の理念、実践方法、成果や課題等 

○ 2.7        

7 
関係機関等との
連絡調整  

19 
各部局や社会教育関係者の
連絡調整のあり方 

連携・協力のための利害の把握と交渉・調整・交渉、
広い視野 

5月 センター 社会教育指導員等研修講座(21日) ○ 3.1  個別で実践出来るか不安である 46.2 98.8 

20 人的ネットワークの形成 情報交換、人脈の形成、キーパーソンの把握等   
金ケ崎町 
センター 

金ケ崎町各研修 
センター各研修 

○ 3.5  
他地区との意見交換の場を設定し
たい 

100   

8 情報提供 

21 効果的な広報・周知 
チラシや情報誌の作成、住民への周知の効果的な方
法等 

6月 
 

金ケ崎町 
 

金ケ崎町社会教育指導員等研修会(19日) 
 

◎ 3.5  
研修で分かっても、それを活かせ
ないとの感想あり 

81.3 81.2 

22 様々な事例等の情報収集 
事業や施策等の先進事例の収集、整理、アイディア
の導入等 

        2.8        

3 

職務に応じて
必要な知識や
技能に関わる
研修 

9 

地域や職員の職
務によって必要
となる知識・技
能  

23 
各時期の教育に関する知
識・技能 

乳幼児教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高
齢者教育等 

      ○ 3.5        

24 
各領域の教育に関する知
識・技能 

社会体育、男女共同参画、視聴覚教育、環境教育、
人権教育、まちづくり、国際理解、情報科学、文化
財、芸術文化、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、図書館等 

        3.5        

【必要性】◎：研修の必要度・重要度が高いと考えられる項目 ○：高めることが望ましいと考えられる項目 空欄：今回は研修をしない項目 
【職員のニーズ】個別アンケートによる４段階評価 ４：とても必要 ３：必要 ２：あまり必要を感じない １：必要を感じない  

【満足度】事後の個別アンケート（４段階評価）４：とても満足 ３：満足 ２：あまり満足ではない １：満足ではない  により適宜満足度を表記する。 

備  考 満足度 参加率 
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社会教育関係職員の研修の充実方策に関する実践的研究 

研修充実のための方策の提案 

金ケ崎町社会教育指導員の研修を通して 

金ケ崎町の実践をふまえて 

担当者の負担に考慮し、 

よりコンパクトなものを目指して 
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１．研修担当者の役割の明確化 

段 階 具体的な役割 

「計画」段階 
●研修目的の確認 

●年間研修計画の作成 

●重点目標を踏まえた各研修会の企画立案 

「運営」段階 
●各研修会の運営 

●各研修会における目標達成の評価 

●年間研修計画の進捗管理 

「評価」段階 
●年間研修計画における重点目標の達成状況の評価 

●社会教育関係職員個々の評価 

●次年度への研修推進に係る改善点の把握 

＜研修担当者の役割＞ 
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２．研修計画作成シート 

○研修計画作成シート （県立生涯学習推進センターの「研修体系表」を基に作成） 

今年度の研修の重点目標 
                  

                  

N
o 

分類 
N
o 

中分類 No 研修項目 内容 必須度 
職員の 
ニーズ 

実 績 小計 
優先する

研修 
実施月 

実施方法 
①独自研修 
②派遣研修 

研修会等
の名称 

実施研修 

1 
基本的な知識や技能に
関わる研修 

1 
基盤となる知識・社会
教育の法令 

1 社会教育関係職員としての心構え 職員としての姿勢や職務、仕事の進め方等                 

2 社会教育と生涯学習の定義 
それぞれの理念、歴史、今日的な役割等。施策や事業の最終的
な目標に関わる方向性 

                

3 
社会教育の法令等（国、県、市町
村） 

社会教育（生涯学習）に関わる各種法令の意味、経緯等                 

2 国・県の施策 

4 市町村の施策や事業 市町村の施策や事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

5 国や県の施策や事業 国や県の事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

6 予算編成 
予算編成の仕組み、長期的、総合的な視点、編成、執行する際
の工夫等 

                

3 IT機器等の活用能力 7 IT機器の活用と情報管理 
効率良い文書作成、情報収集、提供、プレゼンテーション作成、
著作権、個人情報の管理等 

                

4 
コミュニケーション能
力 

8 コミュニケーション 
接遇、相手に応じたコミュニケーション、自分の考えを伝える、
話し合いの進行や合意形成 

                

2 
専門的な知識や技能に
関わる研修 

5 事業の企画運営・評価 

9 各種調査の作成と分析 
事業や施策実施の重要な根拠ともなる地域の実態やニーズ、課
題やその原因を把握する調査の作成、実施、分析 

                

10 
課題やニーズの把握と学習プログ
ラムの企画・運営 

課題やニーズの把握、それらに基づいた具体的な学習プログラ
ムの企画・運営 

                

11 
参加型学習プログラムを企画・立
案・運営する力 

参加型学習プログラムの企画・立案・運営、ファシリテーター
として必要な知識や技能 

                

12 事業評価と改善について 事業の目標設定、評価のあり方、評価に基づいた改善策の提案                 

6 
地域人材や資源の活用
と支援 

13 
社会教育計画の立案や地域づくり
について 

中長期的、組織的、総合的な計画を立案するスキル、留意事項、
実践的な演習 

                

14 地域指導者養成研修の企画・運営 
地域指導者養成研修の企画立案、プログラム内容、運営スキル
等 

                

15 施設の効率的な経営 社会教育・生涯学習施設の効率的な運営方法、課題や解決策等                 

16 
地域の教育資源の発掘と人材育成
のあり方 

地域の教育資源の発掘と整理、人材情報の収集と育成、ボラン
ティアの意義、知の循環型社会の理解と促進 

                

17 学習活動の支援 
学習活動における会場作り、様々な学習手法、プログラム等を
アドバイス 

                

18 
学社が連携・協力した組織的な教
育活動 

学社連携の事業（学校支援地域本部事業、教育振興運動含む）
の理念、実践方法、成果や課題等 

                

7 
関係機関等との連絡調
整  

19 
各部局や社会教育関係者の連絡調
整のあり方 

連携・協力のための利害の把握と交渉・調整・交渉、広い視野                 

20 人的ネットワークの形成 情報交換、人脈の形成、キーパーソンの把握等                 

8 情報提供 
21 効果的な広報・周知 チラシや情報誌の作成、住民への周知の効果的な方法等                 

22 様々な事例等の情報収集 事業や施策等の先進事例の収集、整理、アイディアの導入等                 

3 
職務に応じて必要な知
識や技能に関わる研修 

9 
地域や職員の職務に
よって必要となる知
識・技能  

23 各時期の教育に関する知識・技能 乳幼児教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢者教育等                 

24 各領域の教育に関する知識・技能 
社会体育、男女共同参画、視聴覚教育、環境教育、人権教育、
まちづくり、国際理解、情報科学、文化財、芸術文化、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、
図書館等 

                

【必須度】４；全員の受講が必要な研修（必須研修） ３；能力に応じて個別受講させる研修（選択研修） ２；希望者の受講を許可する研修（希望研修）  １；今年度は行う必要がない研修 
【職員のニーズ】４；できない（学ばなければならない）  ３；苦手である（学ぶ必要がある）  ２；できる（あまり学ぶ必要はない）  １；充分出来る（学ぶ必要はない） 
【実績】今までに実施してきた（受講させてきた）ことがある研修項目の実施年度を「実績」の欄に書き入れる 

【満足度】事後の個別アンケート（４段階評価）４：とても満足 ３：満足 ２：あまり満足ではない １：満足ではない  により適宜満足度を表記する。 

資料 巻末資料７ページ 

対 象 良  さ 

担当者 

●必要な研修項目から具体的な研修内容を選択できる 

●必要な研修や対象者ニーズなどに応じて選択できる 

●講師に依頼する際、講演や講義の内容を伝えられる 

●研修の重点、身につける知識・技能を意識してもらうこ  

 とができる 

●年間研修の進捗管理ができる 

対象者 

●年間の研修の概要が分かり、見通しをもって業務をする  

 ことができる 

●研修の重点を意識できる 

●身につけるべき知識・技能を理解できる 



27 

３．研修計画の作成手順 

＜研修計画の作成手順①～⑦の体系＞ 

④
研
修
履
歴
の
整
理 

⑦
独
自
研
修
の
検
討 

②研修項目の 
必須度の把握 

③対象者 
ニーズの把握 

①
研
修
体
系
の
確
認 

⑤
研
修
項
目
の
優
先
度 

 
の
把
握
と
絞
り
込
み 

⑥
外
部
研
修
機
会
の
把
握 
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手順①：研修体系の確認 
○研修計画作成シート （県立生涯学習推進センターの「研修体系表」を基に作成） 

今年度の研修の重点目標 
                  

                  

N
o 

分類 
N
o 

中分類 No 研修項目 内容 必須度 
職員の 
ニーズ 

実 績 小計 
優先する

研修 
実施月 

実施方法 
①独自研修 
②派遣研修 

研修会等
の名称 

実施研修 

1 
基本的な知識や技能に
関わる研修 

1 
基盤となる知識・社会
教育の法令 

1 社会教育関係職員としての心構え 職員としての姿勢や職務、仕事の進め方等                 

2 社会教育と生涯学習の定義 
それぞれの理念、歴史、今日的な役割等。施策や事業の最終的
な目標に関わる方向性 

                

3 
社会教育の法令等（国、県、市町
村） 

社会教育（生涯学習）に関わる各種法令の意味、経緯等                 

2 国・県の施策 

4 市町村の施策や事業 市町村の施策や事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

5 国や県の施策や事業 国や県の事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

6 予算編成 
予算編成の仕組み、長期的、総合的な視点、編成、執行する際
の工夫等 

                

3 IT機器等の活用能力 7 IT機器の活用と情報管理 
効率良い文書作成、情報収集、提供、プレゼンテーション作成、
著作権、個人情報の管理等 

                

4 
コミュニケーション能
力 

8 コミュニケーション 
接遇、相手に応じたコミュニケーション、自分の考えを伝える、
話し合いの進行や合意形成 

                

2 
専門的な知識や技能に
関わる研修 

5 事業の企画運営・評価 

9 各種調査の作成と分析 
事業や施策実施の重要な根拠ともなる地域の実態やニーズ、課
題やその原因を把握する調査の作成、実施、分析 

                

10 
課題やニーズの把握と学習プログ
ラムの企画・運営 

課題やニーズの把握、それらに基づいた具体的な学習プログラ
ムの企画・運営 

                

11 
参加型学習プログラムを企画・立
案・運営する力 

参加型学習プログラムの企画・立案・運営、ファシリテーター
として必要な知識や技能 

                

12 事業評価と改善について 事業の目標設定、評価のあり方、評価に基づいた改善策の提案                 

6 
地域人材や資源の活用
と支援 

13 
社会教育計画の立案や地域づくり
について 

中長期的、組織的、総合的な計画を立案するスキル、留意事項、
実践的な演習 

                

14 地域指導者養成研修の企画・運営 
地域指導者養成研修の企画立案、プログラム内容、運営スキル
等 

                

15 施設の効率的な経営 社会教育・生涯学習施設の効率的な運営方法、課題や解決策等                 

16 
地域の教育資源の発掘と人材育成
のあり方 

地域の教育資源の発掘と整理、人材情報の収集と育成、ボラン
ティアの意義、知の循環型社会の理解と促進 

                

17 学習活動の支援 
学習活動における会場作り、様々な学習手法、プログラム等を
アドバイス 

                

18 
学社が連携・協力した組織的な教
育活動 

学社連携の事業（学校支援地域本部事業、教育振興運動含む）
の理念、実践方法、成果や課題等 

                

7 
関係機関等との連絡調
整  

19 
各部局や社会教育関係者の連絡調
整のあり方 

連携・協力のための利害の把握と交渉・調整・交渉、広い視野                 

20 人的ネットワークの形成 情報交換、人脈の形成、キーパーソンの把握等                 

8 情報提供 
21 効果的な広報・周知 チラシや情報誌の作成、住民への周知の効果的な方法等                 

22 様々な事例等の情報収集 事業や施策等の先進事例の収集、整理、アイディアの導入等                 

3 
職務に応じて必要な知
識や技能に関わる研修 

9 
地域や職員の職務に
よって必要となる知
識・技能  

23 各時期の教育に関する知識・技能 乳幼児教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢者教育等                 

24 各領域の教育に関する知識・技能 
社会体育、男女共同参画、視聴覚教育、環境教育、人権教育、
まちづくり、国際理解、情報科学、文化財、芸術文化、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、
図書館等 

                

【必須度】４；全員の受講が必要な研修（必須研修） ３；能力に応じて個別受講させる研修（選択研修） ２；希望者の受講を許可する研修（希望研修）  １；今年度は行う必要がない研修 
【職員のニーズ】４；できない（学ばなければならない）  ３；苦手である（学ぶ必要がある）  ２；できる（あまり学ぶ必要はない）  １；充分出来る（学ぶ必要はない） 
【実績】今までに実施してきた（受講させてきた）ことがある研修項目の実施年度を「実績」の欄に書き入れる 

【満足度】事後の個別アンケート（４段階評価）４：とても満足 ３：満足 ２：あまり満足ではない １：満足ではない  により適宜満足度を表記する。 

３．研修計画の作成手順 



29 

○研修計画作成シート （県立生涯学習推進センターの「研修体系表」を基に作成） 

今年度の研修の重点目標 
                  

                  

N
o 

分類 
N
o 

中分類 No 研修項目 内容 必須度 
職員の 
ニーズ 

実 績 小計 
優先する

研修 
実施月 

実施方法 
①独自研修 
②派遣研修 

研修会等
の名称 

実施研修 

1 
基本的な知識や技能に
関わる研修 

1 
基盤となる知識・社会
教育の法令 

1 社会教育関係職員としての心構え 職員としての姿勢や職務、仕事の進め方等                 

2 社会教育と生涯学習の定義 
それぞれの理念、歴史、今日的な役割等。施策や事業の最終的
な目標に関わる方向性 

                

3 
社会教育の法令等（国、県、市町
村） 

社会教育（生涯学習）に関わる各種法令の意味、経緯等                 

2 国・県の施策 

4 市町村の施策や事業 市町村の施策や事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

5 国や県の施策や事業 国や県の事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

6 予算編成 
予算編成の仕組み、長期的、総合的な視点、編成、執行する際
の工夫等 

                

3 IT機器等の活用能力 7 IT機器の活用と情報管理 
効率良い文書作成、情報収集、提供、プレゼンテーション作成、
著作権、個人情報の管理等 

                

4 
コミュニケーション能
力 

8 コミュニケーション 
接遇、相手に応じたコミュニケーション、自分の考えを伝える、
話し合いの進行や合意形成 

                

2 
専門的な知識や技能に
関わる研修 

5 事業の企画運営・評価 

9 各種調査の作成と分析 
事業や施策実施の重要な根拠ともなる地域の実態やニーズ、課
題やその原因を把握する調査の作成、実施、分析 

                

10 
課題やニーズの把握と学習プログ
ラムの企画・運営 

課題やニーズの把握、それらに基づいた具体的な学習プログラ
ムの企画・運営 

                

11 
参加型学習プログラムを企画・立
案・運営する力 

参加型学習プログラムの企画・立案・運営、ファシリテーター
として必要な知識や技能 

                

12 事業評価と改善について 事業の目標設定、評価のあり方、評価に基づいた改善策の提案                 

6 
地域人材や資源の活用
と支援 

13 
社会教育計画の立案や地域づくり
について 

中長期的、組織的、総合的な計画を立案するスキル、留意事項、
実践的な演習 

                

14 地域指導者養成研修の企画・運営 
地域指導者養成研修の企画立案、プログラム内容、運営スキル
等 

                

15 施設の効率的な経営 社会教育・生涯学習施設の効率的な運営方法、課題や解決策等                 

16 
地域の教育資源の発掘と人材育成
のあり方 

地域の教育資源の発掘と整理、人材情報の収集と育成、ボラン
ティアの意義、知の循環型社会の理解と促進 

                

17 学習活動の支援 
学習活動における会場作り、様々な学習手法、プログラム等を
アドバイス 

                

18 
学社が連携・協力した組織的な教
育活動 

学社連携の事業（学校支援地域本部事業、教育振興運動含む）
の理念、実践方法、成果や課題等 

                

7 
関係機関等との連絡調
整  

19 
各部局や社会教育関係者の連絡調
整のあり方 

連携・協力のための利害の把握と交渉・調整・交渉、広い視野                 

20 人的ネットワークの形成 情報交換、人脈の形成、キーパーソンの把握等                 

8 情報提供 
21 効果的な広報・周知 チラシや情報誌の作成、住民への周知の効果的な方法等                 

22 様々な事例等の情報収集 事業や施策等の先進事例の収集、整理、アイディアの導入等                 

3 
職務に応じて必要な知
識や技能に関わる研修 

9 
地域や職員の職務に
よって必要となる知
識・技能  

23 各時期の教育に関する知識・技能 乳幼児教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢者教育等                 

24 各領域の教育に関する知識・技能 
社会体育、男女共同参画、視聴覚教育、環境教育、人権教育、
まちづくり、国際理解、情報科学、文化財、芸術文化、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、
図書館等 

                

【必須度】４；全員の受講が必要な研修（必須研修） ３；能力に応じて個別受講させる研修（選択研修） ２；希望者の受講を許可する研修（希望研修）  １；今年度は行う必要がない研修 
【職員のニーズ】４；できない（学ばなければならない）  ３；苦手である（学ぶ必要がある）  ２；できる（あまり学ぶ必要はない）  １；充分出来る（学ぶ必要はない） 
【実績】今までに実施してきた（受講させてきた）ことがある研修項目の実施年度を「実績」の欄に書き入れる 

【満足度】事後の個別アンケート（４段階評価）４：とても満足 ３：満足 ２：あまり満足ではない １：満足ではない  により適宜満足度を表記する。 

手順②：研修項目の必須度の把握 

【「今年度の研修の重点目標」の記入】 
何に重点を置いて、社会教育関係職員に研修にあたらせるのかを記入する。 

【「必須度」の記入】 

下記の４段階で判断し記入する。 

＜必須度の４段階＞ 

今年度の重点目標を達成させるために、 

４←全員の受講が必要な研修（必須研修）    

３←能力に応じて個別受講させる研修（選択研修） 

２←希望者の受講を許可する研修（希望研修）  

１←今年度は行う必要がない研修 

必須度 

３．研修計画の作成手順 
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○研修計画作成シート （県立生涯学習推進センターの「研修体系表」を基に作成） 

今年度の研修の重点目標 
                  

                  

N
o 

分類 
N
o 

中分類 No 研修項目 内容 必須度 
職員の 
ニーズ 

実 績 小計 
優先する

研修 
実施月 

実施方法 
①独自研修 
②派遣研修 

研修会等
の名称 

実施研修 

1 
基本的な知識や技能に
関わる研修 

1 
基盤となる知識・社会
教育の法令 

1 社会教育関係職員としての心構え 職員としての姿勢や職務、仕事の進め方等                 

2 社会教育と生涯学習の定義 
それぞれの理念、歴史、今日的な役割等。施策や事業の最終的
な目標に関わる方向性 

                

3 
社会教育の法令等（国、県、市町
村） 

社会教育（生涯学習）に関わる各種法令の意味、経緯等                 

2 国・県の施策 

4 市町村の施策や事業 市町村の施策や事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

5 国や県の施策や事業 国や県の事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

6 予算編成 
予算編成の仕組み、長期的、総合的な視点、編成、執行する際
の工夫等 

                

3 IT機器等の活用能力 7 IT機器の活用と情報管理 
効率良い文書作成、情報収集、提供、プレゼンテーション作成、
著作権、個人情報の管理等 

                

4 
コミュニケーション能
力 

8 コミュニケーション 
接遇、相手に応じたコミュニケーション、自分の考えを伝える、
話し合いの進行や合意形成 

                

2 
専門的な知識や技能に
関わる研修 

5 事業の企画運営・評価 

9 各種調査の作成と分析 
事業や施策実施の重要な根拠ともなる地域の実態やニーズ、課
題やその原因を把握する調査の作成、実施、分析 

                

10 
課題やニーズの把握と学習プログ
ラムの企画・運営 

課題やニーズの把握、それらに基づいた具体的な学習プログラ
ムの企画・運営 

                

11 
参加型学習プログラムを企画・立
案・運営する力 

参加型学習プログラムの企画・立案・運営、ファシリテーター
として必要な知識や技能 

                

12 事業評価と改善について 事業の目標設定、評価のあり方、評価に基づいた改善策の提案                 

6 
地域人材や資源の活用
と支援 

13 
社会教育計画の立案や地域づくり
について 

中長期的、組織的、総合的な計画を立案するスキル、留意事項、
実践的な演習 

                

14 地域指導者養成研修の企画・運営 
地域指導者養成研修の企画立案、プログラム内容、運営スキル
等 

                

15 施設の効率的な経営 社会教育・生涯学習施設の効率的な運営方法、課題や解決策等                 

16 
地域の教育資源の発掘と人材育成
のあり方 

地域の教育資源の発掘と整理、人材情報の収集と育成、ボラン
ティアの意義、知の循環型社会の理解と促進 

                

17 学習活動の支援 
学習活動における会場作り、様々な学習手法、プログラム等を
アドバイス 

                

18 
学社が連携・協力した組織的な教
育活動 

学社連携の事業（学校支援地域本部事業、教育振興運動含む）
の理念、実践方法、成果や課題等 

                

7 
関係機関等との連絡調
整  

19 
各部局や社会教育関係者の連絡調
整のあり方 

連携・協力のための利害の把握と交渉・調整・交渉、広い視野                 

20 人的ネットワークの形成 情報交換、人脈の形成、キーパーソンの把握等                 

8 情報提供 
21 効果的な広報・周知 チラシや情報誌の作成、住民への周知の効果的な方法等                 

22 様々な事例等の情報収集 事業や施策等の先進事例の収集、整理、アイディアの導入等                 

3 
職務に応じて必要な知
識や技能に関わる研修 

9 
地域や職員の職務に
よって必要となる知
識・技能  

23 各時期の教育に関する知識・技能 乳幼児教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢者教育等                 

24 各領域の教育に関する知識・技能 
社会体育、男女共同参画、視聴覚教育、環境教育、人権教育、
まちづくり、国際理解、情報科学、文化財、芸術文化、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、
図書館等 

                

【必須度】４；全員の受講が必要な研修（必須研修） ３；能力に応じて個別受講させる研修（選択研修） ２；希望者の受講を許可する研修（希望研修）  １；今年度は行う必要がない研修 
【職員のニーズ】４；できない（学ばなければならない）  ３；苦手である（学ぶ必要がある）  ２；できる（あまり学ぶ必要はない）  １；充分出来る（学ぶ必要はない） 
【実績】今までに実施してきた（受講させてきた）ことがある研修項目の実施年度を「実績」の欄に書き入れる 

【満足度】事後の個別アンケート（４段階評価）４：とても満足 ３：満足 ２：あまり満足ではない １：満足ではない  により適宜満足度を表記する。 

手順③：対象者ニーズの把握 

【「対象者ニーズ」の記入】 
研修対象者（各社会教育関係職員）が「職員による自己把握シート」に記入した下記の４段
階の評価の平均を算出し、その値を記入する。 
＜「職員による自己把握シート」の４段階評価＞ 
４←できない（学ばなければならない） 
３←苦手である（学ぶ必要がある） 
２←できる（あまり学ぶ必要はない） 
１←充分できる（学ぶ必要はない） 

職員の 
ニーズ 

３．研修計画の作成手順 
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○研修計画作成シート （県立生涯学習推進センターの「研修体系表」を基に作成） 

今年度の研修の重点目標 
                  

                  

N
o 

分類 
N
o 

中分類 No 研修項目 内容 必須度 
職員の 
ニーズ 

実 績 小計 
優先する

研修 
実施月 

実施方法 
①独自研修 
②派遣研修 

研修会等
の名称 

実施研修 

1 
基本的な知識や技能に
関わる研修 

1 
基盤となる知識・社会
教育の法令 

1 社会教育関係職員としての心構え 職員としての姿勢や職務、仕事の進め方等                 

2 社会教育と生涯学習の定義 
それぞれの理念、歴史、今日的な役割等。施策や事業の最終的
な目標に関わる方向性 

                

3 
社会教育の法令等（国、県、市町
村） 

社会教育（生涯学習）に関わる各種法令の意味、経緯等                 

2 国・県の施策 

4 市町村の施策や事業 市町村の施策や事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

5 国や県の施策や事業 国や県の事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

6 予算編成 
予算編成の仕組み、長期的、総合的な視点、編成、執行する際
の工夫等 

                

3 IT機器等の活用能力 7 IT機器の活用と情報管理 
効率良い文書作成、情報収集、提供、プレゼンテーション作成、
著作権、個人情報の管理等 

                

4 
コミュニケーション能
力 

8 コミュニケーション 
接遇、相手に応じたコミュニケーション、自分の考えを伝える、
話し合いの進行や合意形成 

                

2 
専門的な知識や技能に
関わる研修 

5 事業の企画運営・評価 

9 各種調査の作成と分析 
事業や施策実施の重要な根拠ともなる地域の実態やニーズ、課
題やその原因を把握する調査の作成、実施、分析 

                

10 
課題やニーズの把握と学習プログ
ラムの企画・運営 

課題やニーズの把握、それらに基づいた具体的な学習プログラ
ムの企画・運営 

                

11 
参加型学習プログラムを企画・立
案・運営する力 

参加型学習プログラムの企画・立案・運営、ファシリテーター
として必要な知識や技能 

                

12 事業評価と改善について 事業の目標設定、評価のあり方、評価に基づいた改善策の提案                 

6 
地域人材や資源の活用
と支援 

13 
社会教育計画の立案や地域づくり
について 

中長期的、組織的、総合的な計画を立案するスキル、留意事項、
実践的な演習 

                

14 地域指導者養成研修の企画・運営 
地域指導者養成研修の企画立案、プログラム内容、運営スキル
等 

                

15 施設の効率的な経営 社会教育・生涯学習施設の効率的な運営方法、課題や解決策等                 

16 
地域の教育資源の発掘と人材育成
のあり方 

地域の教育資源の発掘と整理、人材情報の収集と育成、ボラン
ティアの意義、知の循環型社会の理解と促進 

                

17 学習活動の支援 
学習活動における会場作り、様々な学習手法、プログラム等を
アドバイス 

                

18 
学社が連携・協力した組織的な教
育活動 

学社連携の事業（学校支援地域本部事業、教育振興運動含む）
の理念、実践方法、成果や課題等 

                

7 
関係機関等との連絡調
整  

19 
各部局や社会教育関係者の連絡調
整のあり方 

連携・協力のための利害の把握と交渉・調整・交渉、広い視野                 

20 人的ネットワークの形成 情報交換、人脈の形成、キーパーソンの把握等                 

8 情報提供 
21 効果的な広報・周知 チラシや情報誌の作成、住民への周知の効果的な方法等                 

22 様々な事例等の情報収集 事業や施策等の先進事例の収集、整理、アイディアの導入等                 

3 
職務に応じて必要な知
識や技能に関わる研修 

9 
地域や職員の職務に
よって必要となる知
識・技能  

23 各時期の教育に関する知識・技能 乳幼児教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢者教育等                 

24 各領域の教育に関する知識・技能 
社会体育、男女共同参画、視聴覚教育、環境教育、人権教育、
まちづくり、国際理解、情報科学、文化財、芸術文化、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、
図書館等 

                

【必須度】４；全員の受講が必要な研修（必須研修） ３；能力に応じて個別受講させる研修（選択研修） ２；希望者の受講を許可する研修（希望研修）  １；今年度は行う必要がない研修 
【職員のニーズ】４；できない（学ばなければならない）  ３；苦手である（学ぶ必要がある）  ２；できる（あまり学ぶ必要はない）  １；充分出来る（学ぶ必要はない） 
【実績】今までに実施してきた（受講させてきた）ことがある研修項目の実施年度を「実績」の欄に書き入れる 

【満足度】事後の個別アンケート（４段階評価）４：とても満足 ３：満足 ２：あまり満足ではない １：満足ではない  により適宜満足度を表記する。 

手順④：研修履歴の整理 

【「実績」の記入】 
過去に実施してきた研修項目の直近の実施年度を記入する。 

実績 

３．研修計画の作成手順 
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○研修計画作成シート （県立生涯学習推進センターの「研修体系表」を基に作成） 

今年度の研修の重点目標 
                  

                  

N
o 

分類 
N
o 

中分類 No 研修項目 内容 必須度 
職員の 
ニーズ 

実 績 小計 
優先する

研修 
実施月 

実施方法 
①独自研修 
②派遣研修 

研修会等
の名称 

実施研修 

1 
基本的な知識や技能に
関わる研修 

1 
基盤となる知識・社会
教育の法令 

1 社会教育関係職員としての心構え 職員としての姿勢や職務、仕事の進め方等                 

2 社会教育と生涯学習の定義 
それぞれの理念、歴史、今日的な役割等。施策や事業の最終的
な目標に関わる方向性 

                

3 
社会教育の法令等（国、県、市町
村） 

社会教育（生涯学習）に関わる各種法令の意味、経緯等                 

2 国・県の施策 

4 市町村の施策や事業 市町村の施策や事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

5 国や県の施策や事業 国や県の事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

6 予算編成 
予算編成の仕組み、長期的、総合的な視点、編成、執行する際
の工夫等 

                

3 IT機器等の活用能力 7 IT機器の活用と情報管理 
効率良い文書作成、情報収集、提供、プレゼンテーション作成、
著作権、個人情報の管理等 

                

4 
コミュニケーション能
力 

8 コミュニケーション 
接遇、相手に応じたコミュニケーション、自分の考えを伝える、
話し合いの進行や合意形成 

                

2 
専門的な知識や技能に
関わる研修 

5 事業の企画運営・評価 

9 各種調査の作成と分析 
事業や施策実施の重要な根拠ともなる地域の実態やニーズ、課
題やその原因を把握する調査の作成、実施、分析 

                

10 
課題やニーズの把握と学習プログ
ラムの企画・運営 

課題やニーズの把握、それらに基づいた具体的な学習プログラ
ムの企画・運営 

                

11 
参加型学習プログラムを企画・立
案・運営する力 

参加型学習プログラムの企画・立案・運営、ファシリテーター
として必要な知識や技能 

                

12 事業評価と改善について 事業の目標設定、評価のあり方、評価に基づいた改善策の提案                 

6 
地域人材や資源の活用
と支援 

13 
社会教育計画の立案や地域づくり
について 

中長期的、組織的、総合的な計画を立案するスキル、留意事項、
実践的な演習 

                

14 地域指導者養成研修の企画・運営 
地域指導者養成研修の企画立案、プログラム内容、運営スキル
等 

                

15 施設の効率的な経営 社会教育・生涯学習施設の効率的な運営方法、課題や解決策等                 

16 
地域の教育資源の発掘と人材育成
のあり方 

地域の教育資源の発掘と整理、人材情報の収集と育成、ボラン
ティアの意義、知の循環型社会の理解と促進 

                

17 学習活動の支援 
学習活動における会場作り、様々な学習手法、プログラム等を
アドバイス 

                

18 
学社が連携・協力した組織的な教
育活動 

学社連携の事業（学校支援地域本部事業、教育振興運動含む）
の理念、実践方法、成果や課題等 

                

7 
関係機関等との連絡調
整  

19 
各部局や社会教育関係者の連絡調
整のあり方 

連携・協力のための利害の把握と交渉・調整・交渉、広い視野                 

20 人的ネットワークの形成 情報交換、人脈の形成、キーパーソンの把握等                 

8 情報提供 
21 効果的な広報・周知 チラシや情報誌の作成、住民への周知の効果的な方法等                 

22 様々な事例等の情報収集 事業や施策等の先進事例の収集、整理、アイディアの導入等                 

3 
職務に応じて必要な知
識や技能に関わる研修 

9 
地域や職員の職務に
よって必要となる知
識・技能  

23 各時期の教育に関する知識・技能 乳幼児教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢者教育等                 

24 各領域の教育に関する知識・技能 
社会体育、男女共同参画、視聴覚教育、環境教育、人権教育、
まちづくり、国際理解、情報科学、文化財、芸術文化、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、
図書館等 

                

【必須度】４；全員の受講が必要な研修（必須研修） ３；能力に応じて個別受講させる研修（選択研修） ２；希望者の受講を許可する研修（希望研修）  １；今年度は行う必要がない研修 
【職員のニーズ】４；できない（学ばなければならない）  ３；苦手である（学ぶ必要がある）  ２；できる（あまり学ぶ必要はない）  １；充分出来る（学ぶ必要はない） 
【実績】今までに実施してきた（受講させてきた）ことがある研修項目の実施年度を「実績」の欄に書き入れる 

【満足度】事後の個別アンケート（４段階評価）４：とても満足 ３：満足 ２：あまり満足ではない １：満足ではない  により適宜満足度を表記する。 

手順⑤：研修項目の優先度の把握と絞り込み 

【「小計」の記入】 
「必要性」の数値と「職員のニーズ」の数値を合計し、
「小計」の欄に記入する。 

【「優先する研修」の記入】 
「小計」の値が高い順を基本とし、「実績」や様々な市
町村の実情を踏まえて実施する研修を絞り込み、優先順
位を決めて「優先する研修」の欄に記入する。 

小計 
優先する 

研修 

３．研修計画の作成手順 
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○研修計画作成シート （県立生涯学習推進センターの「研修体系表」を基に作成） 

今年度の研修の重点目標 
                  

                  

N
o 

分類 
N
o 

中分類 No 研修項目 内容 必須度 
職員の 
ニーズ 

実 績 小計 
優先する

研修 
実施月 

実施方法 
①独自研修 
②派遣研修 

研修会等
の名称 

実施研修 

1 
基本的な知識や技能に
関わる研修 

1 
基盤となる知識・社会
教育の法令 

1 社会教育関係職員としての心構え 職員としての姿勢や職務、仕事の進め方等                 

2 社会教育と生涯学習の定義 
それぞれの理念、歴史、今日的な役割等。施策や事業の最終的
な目標に関わる方向性 

                

3 
社会教育の法令等（国、県、市町
村） 

社会教育（生涯学習）に関わる各種法令の意味、経緯等                 

2 国・県の施策 

4 市町村の施策や事業 市町村の施策や事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

5 国や県の施策や事業 国や県の事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

6 予算編成 
予算編成の仕組み、長期的、総合的な視点、編成、執行する際
の工夫等 

                

3 IT機器等の活用能力 7 IT機器の活用と情報管理 
効率良い文書作成、情報収集、提供、プレゼンテーション作成、
著作権、個人情報の管理等 

                

4 
コミュニケーション能
力 

8 コミュニケーション 
接遇、相手に応じたコミュニケーション、自分の考えを伝える、
話し合いの進行や合意形成 

                

2 
専門的な知識や技能に
関わる研修 

5 事業の企画運営・評価 

9 各種調査の作成と分析 
事業や施策実施の重要な根拠ともなる地域の実態やニーズ、課
題やその原因を把握する調査の作成、実施、分析 

                

10 
課題やニーズの把握と学習プログ
ラムの企画・運営 

課題やニーズの把握、それらに基づいた具体的な学習プログラ
ムの企画・運営 

                

11 
参加型学習プログラムを企画・立
案・運営する力 

参加型学習プログラムの企画・立案・運営、ファシリテーター
として必要な知識や技能 

                

12 事業評価と改善について 事業の目標設定、評価のあり方、評価に基づいた改善策の提案                 

6 
地域人材や資源の活用
と支援 

13 
社会教育計画の立案や地域づくり
について 

中長期的、組織的、総合的な計画を立案するスキル、留意事項、
実践的な演習 

                

14 地域指導者養成研修の企画・運営 
地域指導者養成研修の企画立案、プログラム内容、運営スキル
等 

                

15 施設の効率的な経営 社会教育・生涯学習施設の効率的な運営方法、課題や解決策等                 

16 
地域の教育資源の発掘と人材育成
のあり方 

地域の教育資源の発掘と整理、人材情報の収集と育成、ボラン
ティアの意義、知の循環型社会の理解と促進 

                

17 学習活動の支援 
学習活動における会場作り、様々な学習手法、プログラム等を
アドバイス 

                

18 
学社が連携・協力した組織的な教
育活動 

学社連携の事業（学校支援地域本部事業、教育振興運動含む）
の理念、実践方法、成果や課題等 

                

7 
関係機関等との連絡調
整  

19 
各部局や社会教育関係者の連絡調
整のあり方 

連携・協力のための利害の把握と交渉・調整・交渉、広い視野                 

20 人的ネットワークの形成 情報交換、人脈の形成、キーパーソンの把握等                 

8 情報提供 
21 効果的な広報・周知 チラシや情報誌の作成、住民への周知の効果的な方法等                 

22 様々な事例等の情報収集 事業や施策等の先進事例の収集、整理、アイディアの導入等                 

3 
職務に応じて必要な知
識や技能に関わる研修 

9 
地域や職員の職務に
よって必要となる知
識・技能  

23 各時期の教育に関する知識・技能 乳幼児教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢者教育等                 

24 各領域の教育に関する知識・技能 
社会体育、男女共同参画、視聴覚教育、環境教育、人権教育、
まちづくり、国際理解、情報科学、文化財、芸術文化、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、
図書館等 

                

【必須度】４；全員の受講が必要な研修（必須研修） ３；能力に応じて個別受講させる研修（選択研修） ２；希望者の受講を許可する研修（希望研修）  １；今年度は行う必要がない研修 
【職員のニーズ】４；できない（学ばなければならない）  ３；苦手である（学ぶ必要がある）  ２；できる（あまり学ぶ必要はない）  １；充分出来る（学ぶ必要はない） 
【実績】今までに実施してきた（受講させてきた）ことがある研修項目の実施年度を「実績」の欄に書き入れる 

【満足度】事後の個別アンケート（４段階評価）４：とても満足 ３：満足 ２：あまり満足ではない １：満足ではない  により適宜満足度を表記する。 

手順⑥：外部研修機会の把握 

【「研修会等の名称」「実施月」「研修方法」の記入】 
外部機関が実施する研修講座の年間計画等を参考に、 
各項目を記入する。 

【「実施研修」の記入】 
実施すべきと判断した外部研修の「実施研修」
の欄に○を記入する。 

実施月 
研修方法 

①独自研修 
②派遣研修 

研修会等の名称 
実施 
研修 

３．研修計画の作成手順 
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○研修計画作成シート （県立生涯学習推進センターの「研修体系表」を基に作成） 

今年度の研修の重点目標 
                  

                  

N
o 

分類 
N
o 

中分類 No 研修項目 内容 必須度 
職員の 
ニーズ 

実 績 小計 
優先する

研修 
実施月 

実施方法 
①独自研修 
②派遣研修 

研修会等
の名称 

実施研修 

1 
基本的な知識や技能に
関わる研修 

1 
基盤となる知識・社会
教育の法令 

1 社会教育関係職員としての心構え 職員としての姿勢や職務、仕事の進め方等                 

2 社会教育と生涯学習の定義 
それぞれの理念、歴史、今日的な役割等。施策や事業の最終的
な目標に関わる方向性 

                

3 
社会教育の法令等（国、県、市町
村） 

社会教育（生涯学習）に関わる各種法令の意味、経緯等                 

2 国・県の施策 

4 市町村の施策や事業 市町村の施策や事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

5 国や県の施策や事業 国や県の事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

6 予算編成 
予算編成の仕組み、長期的、総合的な視点、編成、執行する際
の工夫等 

                

3 IT機器等の活用能力 7 IT機器の活用と情報管理 
効率良い文書作成、情報収集、提供、プレゼンテーション作成、
著作権、個人情報の管理等 

                

4 
コミュニケーション能
力 

8 コミュニケーション 
接遇、相手に応じたコミュニケーション、自分の考えを伝える、
話し合いの進行や合意形成 

                

2 
専門的な知識や技能に
関わる研修 

5 事業の企画運営・評価 

9 各種調査の作成と分析 
事業や施策実施の重要な根拠ともなる地域の実態やニーズ、課
題やその原因を把握する調査の作成、実施、分析 

                

10 
課題やニーズの把握と学習プログ
ラムの企画・運営 

課題やニーズの把握、それらに基づいた具体的な学習プログラ
ムの企画・運営 

                

11 
参加型学習プログラムを企画・立
案・運営する力 

参加型学習プログラムの企画・立案・運営、ファシリテーター
として必要な知識や技能 

                

12 事業評価と改善について 事業の目標設定、評価のあり方、評価に基づいた改善策の提案                 

6 
地域人材や資源の活用
と支援 

13 
社会教育計画の立案や地域づくり
について 

中長期的、組織的、総合的な計画を立案するスキル、留意事項、
実践的な演習 

                

14 地域指導者養成研修の企画・運営 
地域指導者養成研修の企画立案、プログラム内容、運営スキル
等 

                

15 施設の効率的な経営 社会教育・生涯学習施設の効率的な運営方法、課題や解決策等                 

16 
地域の教育資源の発掘と人材育成
のあり方 

地域の教育資源の発掘と整理、人材情報の収集と育成、ボラン
ティアの意義、知の循環型社会の理解と促進 

                

17 学習活動の支援 
学習活動における会場作り、様々な学習手法、プログラム等を
アドバイス 

                

18 
学社が連携・協力した組織的な教
育活動 

学社連携の事業（学校支援地域本部事業、教育振興運動含む）
の理念、実践方法、成果や課題等 

                

7 
関係機関等との連絡調
整  

19 
各部局や社会教育関係者の連絡調
整のあり方 

連携・協力のための利害の把握と交渉・調整・交渉、広い視野                 

20 人的ネットワークの形成 情報交換、人脈の形成、キーパーソンの把握等                 

8 情報提供 
21 効果的な広報・周知 チラシや情報誌の作成、住民への周知の効果的な方法等                 

22 様々な事例等の情報収集 事業や施策等の先進事例の収集、整理、アイディアの導入等                 

3 
職務に応じて必要な知
識や技能に関わる研修 

9 
地域や職員の職務に
よって必要となる知
識・技能  

23 各時期の教育に関する知識・技能 乳幼児教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢者教育等                 

24 各領域の教育に関する知識・技能 
社会体育、男女共同参画、視聴覚教育、環境教育、人権教育、
まちづくり、国際理解、情報科学、文化財、芸術文化、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、
図書館等 

                

【必須度】４；全員の受講が必要な研修（必須研修） ３；能力に応じて個別受講させる研修（選択研修） ２；希望者の受講を許可する研修（希望研修）  １；今年度は行う必要がない研修 
【職員のニーズ】４；できない（学ばなければならない）  ３；苦手である（学ぶ必要がある）  ２；できる（あまり学ぶ必要はない）  １；充分出来る（学ぶ必要はない） 
【実績】今までに実施してきた（受講させてきた）ことがある研修項目の実施年度を「実績」の欄に書き入れる 

【満足度】事後の個別アンケート（４段階評価）４：とても満足 ３：満足 ２：あまり満足ではない １：満足ではない  により適宜満足度を表記する。 

手順⑦：独自研修の検討 

【「研修会等の名称」「実施月」「研修方法」の記入】 
予定される独自研修の名称や実施予定月を記入する。「
研修方法」の欄には「①」と記入する。 

【「実施研修」の記入】 
実施すべきと判断した独自研修の「実施研修」
の欄に○を記入する 

実施月 
研修方法 

①独自研修 
②派遣研修 

研修会等の名称 
実施 
研修 

３．研修計画の作成手順 
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４．個別の研修を進める上での留意点 

項目 留意点 

他の研修機会の活用 
・積極的に他機関が行う研修を利用する。 
・広域地域における市町村合同研修会も受講を奨励する。 

研修機会の設定の工夫 

・「独自研修」は、全員が受講できるよう実施時期を決定する。 
・「独自研修」は会議及び連絡会等と同日開催とし、市町村事務局等

を会場とする。 
・所属する教育施設を輪番制で会場とする方法もある。 

習熟度に応じた派遣 ・研修担当者が個人の習熟度を把握し、指名して研修会に派遣する必
要もある。 

学習形態の工夫 
・ワークショップによる学習形態の活用。グループ分け（経験年数長

短別、混成グループなど）をおこなう方法もある。 
・ワークショップにおいてファシリテーター役を交代で行う。 

研修内容の共有 ・会議・連絡会等の場において受講した職員から研修内容についての
情報共有、伝講を行う。 

情報の共有 ・意見交換や情報交換を密にするため、メール及びＳＮＳ等を活用し
て横の連携の強化を図る。 

＜研修推進上の留意点（取組み例）＞ 
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５．研修充実のための評価 

１．「研修企画者の期待するねらい（評価項目）を   
  何人が達成できたか」を正確に把握することが  

  望まれる 

２．受講者の満足度は評価の一部であり、 

  「自己変容」の度合いを測ることが大切である 

「自己変容」は「意識の変化」や「行動の変化」によって測られる 

① 各研修会の評価のあり方 
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５．研修充実のための評価 

金ケ崎町での「受講者の自己変容」を測るために・・・ 

① 研修会後のアンケートで「研修後の意識」を継続的に調査し、 
  「意識の変化」を探った。 

 

② 一連の研修が終了した12月に受講者の職場へ訪問調査を行い、 
 を聞き取り調査した。 
    
 上司である地区生涯教育センター所長からも話を聞いた。 

① 各研修会の評価のあり方 
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５．研修充実のための評価 

・ 「自己変容」についてのアンケートを採る。 
 
・ 知識・技能に係る事前アンケート調査を行い、事後ア 
  ンケート調査と比較して「自己変容」の度合いを測る。 
 
・ 研修中の受講者の様子を観察する。 
 

・ 研修後のレポート等で研修の定着度を測る。 

 
調査に当たっては、肯定的評価または否定的評価に分けて
判断することが望ましい。 

① 各研修会の評価のあり方 
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５．研修充実のための評価 

１．個別の研修会の評価を総合的に判断して 
 「今年度の研修の重点目標」の達成度を測る 

２．研修受講状況を把握し、派遣研修の「参加率」、 

  独自研修の「実施率」も評価の一つとして 

  次年度の研修計画の改善につなげる 

３．客観的に達成度を測るためには、研修対象者の 

  上司等への調査を行う方法が考えられる 

② 研修計画の評価のあり方 
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＜参考＞「研修計画作成シート」を活用した評価の記入 

５．研修充実のための評価 

○研修計画作成シート （県立生涯学習推進センターの「研修体系表」を基に作成） 

今年度の研修の重点目標 
                  

                  

N
o 

分類 
N
o 

中分類 No 研修項目 内容 必須度 
職員の 
ニーズ 

実 績 小計 
優先する 

研修 
実施月 

実施方法 
①独自研修 
②派遣研修 

研修会等 
の名称 

実施 
研修 

実施後 
満足度 

備考 参加率 

1 
基本的な知識や技能に
関わる研修 

1 
基盤となる知識・社会
教育の法令 

1 社会教育関係職員としての心構え 職員としての姿勢や職務、仕事の進め方等                 

2 社会教育と生涯学習の定義 
それぞれの理念、歴史、今日的な役割等。施策や事業の最終的
な目標に関わる方向性 

                

3 
社会教育の法令等（国、県、市町
村） 

社会教育（生涯学習）に関わる各種法令の意味、経緯等                 

2 国・県の施策 

4 市町村の施策や事業 市町村の施策や事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

5 国や県の施策や事業 国や県の事業のねらい、経緯、成果や課題等                 

6 予算編成 
予算編成の仕組み、長期的、総合的な視点、編成、執行する際
の工夫等 

                

3 IT機器等の活用能力 7 IT機器の活用と情報管理 
効率良い文書作成、情報収集、提供、プレゼンテーション作成、
著作権、個人情報の管理等 

                

4 
コミュニケーション能
力 

8 コミュニケーション 
接遇、相手に応じたコミュニケーション、自分の考えを伝える、
話し合いの進行や合意形成 

                

2 
専門的な知識や技能に
関わる研修 

5 事業の企画運営・評価 

9 各種調査の作成と分析 
事業や施策実施の重要な根拠ともなる地域の実態やニーズ、課
題やその原因を把握する調査の作成、実施、分析 

                

10 
課題やニーズの把握と学習プログラ
ムの企画・運営 

課題やニーズの把握、それらに基づいた具体的な学習プログラ
ムの企画・運営 

                

11 
参加型学習プログラムを企画・立
案・運営する力 

参加型学習プログラムの企画・立案・運営、ファシリテーター
として必要な知識や技能 

                

12 事業評価と改善について 事業の目標設定、評価のあり方、評価に基づいた改善策の提案                 

6 
地域人材や資源の活用
と支援 

13 
社会教育計画の立案や地域づくりに
ついて 

中長期的、組織的、総合的な計画を立案するスキル、留意事項、
実践的な演習 

                

14 地域指導者養成研修の企画・運営 
地域指導者養成研修の企画立案、プログラム内容、運営スキル
等 

                

15 施設の効率的な経営 社会教育・生涯学習施設の効率的な運営方法、課題や解決策等                 

16 
地域の教育資源の発掘と人材育成の
あり方 

地域の教育資源の発掘と整理、人材情報の収集と育成、ボラン
ティアの意義、知の循環型社会の理解と促進 

                

17 学習活動の支援 
学習活動における会場作り、様々な学習手法、プログラム等を
アドバイス 

                

18 
学社が連携・協力した組織的な教育
活動 

学社連携の事業（学校支援地域本部事業、教育振興運動含む）
の理念、実践方法、成果や課題等 

                

7 
関係機関等との連絡調
整  

19 
各部局や社会教育関係者の連絡調整
のあり方 

連携・協力のための利害の把握と交渉・調整・交渉、広い視野                 

20 人的ネットワークの形成 情報交換、人脈の形成、キーパーソンの把握等                 

8 情報提供 
21 効果的な広報・周知 チラシや情報誌の作成、住民への周知の効果的な方法等                 

22 様々な事例等の情報収集 事業や施策等の先進事例の収集、整理、アイディアの導入等                 

3 
職務に応じて必要な知
識や技能に関わる研修 

9 
地域や職員の職務に
よって必要となる知
識・技能  

23 各時期の教育に関する知識・技能 乳幼児教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢者教育等                 

24 各領域の教育に関する知識・技能 
社会体育、男女共同参画、視聴覚教育、環境教育、人権教育、
まちづくり、国際理解、情報科学、文化財、芸術文化、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、
図書館等 

                

【必須度】４；全員の受講が必要な研修（必須研修） ３；能力に応じて個別受講させる研修（選択研修） ２；希望者の受講を許可する研修（希望研修）  １；今年度は行う必要がない研修 
【職員のニーズ】４；できない（学ばなければならない）  ３；苦手である（学ぶ必要がある）  ２；できる（あまり学ぶ必要はない）  １；充分出来る（学ぶ必要はない） 
【実績】今までに実施してきた（受講させてきた）ことがある研修項目の実施年度を「実績」の欄に書き入れる 

【満足度】事後の個別アンケート（４段階評価）４：とても満足 ３：満足 ２：あまり満足ではない １：満足ではない  により適宜満足度を表記する。 

＜「実施後満足度」の記入＞ 
①研修会の実施後、受講した受講者の研修会の満足度を下記の４段階で
評価する 
    ４；（研修会は）有意義であった 
    ３；（研修会は）どちらかといえば有意義であった 
    ２；（研修会は）どちらかといえば有意義ではなかった 
    １；（研修会は）有意義ではなかった 
②「評価４」の割合（％）を算出し「実施後満足度」に書き入れる。 

＜「備考」の記入＞ 
研修会の実施後、研修担当者が感じた研修会の課題等についてのメモを
書き入れる。 

＜「参加率」の記入＞ 
研修会対象者のうち、何名参加したのか割合を算出して書き入れる。 

実施後 
満足度 

備  考 参加率 
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研究のまとめ 

１．市町村を対象とした調査結果の分析・考察により、 

  社会教育関係職員に関わる研修の実態や研修担当者 

  の意識、課題等を明らかにすることができた。 

２．金ケ崎町と共同で行った実践研究を通して、現場の 

  実状、研修方策、職員のニーズや意識の変容等につ 

  いて検証することができた。 

３．実践から得た知見をもとに「研修計画作成シート」 

  を考案し、より研修を充実させるための方策を提示 

  することができた。 

＜研究の成果＞ 
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研究のまとめ 

１．国や県の動向や施策等の変化に注目し、定期的調査を 

  行い、情報収集や現状把握に努めていく必要がある。 

２．「研修計画作成シート」を市町村において活用しても  

  らい、意見や助言を得ながら、より実効性の高いもの 

  に改善していく必要がある。 

３．今後の非常勤職員等によって運営される地区センター 

 ・公民館の増加に伴い、職員の資質向上は極めて重要に 

  なる。より効果的な研修体制や方策を確立していくこ 

  とが求められる。 

＜今後の課題＞ 



ご静聴ありがとうございました 


