
岩手県教育委員会事務局
生涯学習文化財課 

平成30年度教育振興運動市町村担当者研修会
（H30.5.16） 

「今年度の『教育振興運動』推進方針をふまえた 
 

運動の一層の推進を図る具体的方策」について 



平成30年度「教育振興運動」推進方針 岩手県教育委員会  
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2 

教育振興運動は、将来にわたり本県
における「地域と学校の連携・協働」
の基盤を担うもの 

いわて型 

コミュニティ・スクール 
コミュニティ・スクール
（学校運営協議会制度） 

教育振興運動の理念や既存の取組を積極的に活用 

今後の「地域と学校の連携・協働」を見
据え、教育振興運動を持続的な仕組み
や活動としてさらに充実させていく 



平成30年度「教育振興運動」推進方針 岩手県教育委員会  
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各市町村・実践区で 
活用 

教育振興運動を基盤とした、 
地域と学校の連携・協働を図る 



教育振興運動とは 

◇ 地域が抱える子どもたちの教育課題を解決 
  する運動です。 
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平成30年度「教育振興運動」推進方針 

運動の目的である 
「子どもたちの教育課題の解決」を図るためのもの 



Ⅰ 推進目標  
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  半世紀にわたり、学校・家庭・地域の連携
により実践してきた本県独自の教育振興運動
の原点に立ち返り、地域の教育課題解決に向
けた自主的・実践的運動の一層の推進を図り
ます。 

地域の 
教育課題解決 

自主的・ 
実践的運動 

一層の推進を図る 

学 校 

家 庭 地 域 教育振興運動の原点 



Ⅱ 現状と課題 

6 

１「みんなで教振！５か年プラン」 
 について 



Ⅱ 現状と課題 
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「みんなで教振！５か年プラン」 
（平成２７～３１年度） 

両者の取り組みを有機的に連動させながら推進 

全県共通課題 
「情報メディアとの 
  上手な付き合い方」 

地域の教育課題 
「多様な体験、交流 
  活動等」 

運動の一層の活性化を図る 



Ⅱ 現状と課題 

8 



Ⅱ 現状と課題 
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Ⅱ 現状と課題 
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1日1時間以上、携帯電話やスマートフォンで通話やメール、イン
ターネットをしている県内の小学校6年生及び中学校３年生の割合 

（％）  

全国学力・ 
学習状況調査 
質問紙調査 

半数に近い生徒 



Ⅱ 現状と課題 

11 

全県共通課題「情報メディアとの上手な付き合い方」の
取組状況（％） 
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H29教育振興運動
推進状況調査 



Ⅱ 現状と課題 
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昨年度県内各地域で取り組まれた具体的事例 
 

 ○ 情報メディアに関する講演会等の実施 
 ○ インターネット利用のルールに関するリーフレットを 
  市内小・中・高等学校すべての保護者に送付 
 ○ 地区懇談会の場で、テーマとして取り上げて交流 
 ○ パネルディスカッションを開催し、メディア利用に関 
  する現状と課題について情報共有 
 ○ 「ノーテレビデー」のポスターやステッカーを作成し、 
  全戸配布 
 
 

H29教育振興運動
推進状況調査 



Ⅱ 現状と課題 
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昨年度県内各地域で取り組まれた具体的事例 
 

 ○ 「ノーメディア月間チラシ」の配布 
 ○ メディアの危険性を伝える「公民館だより」の配布 
 ○ 地域、行政の共通理解を図るグループワークの実施 
 ○ メディア利用と児童・生徒の健康保持増進の関係に 
  ついて理解を深めるワークショップの実施 
 ○ 児童生徒や保護者を対象としたアンケート調査の実 
  施・活用 
 ○ 「ノーゲームデー」「ノーメディアデー」「メディアコント 
  ロール」等、使用ルールに関する取組                        
  など・・・ H29教育振興運動

推進状況調査 



Ⅱ 現状と課題 
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情報メディアの一層の普及に伴い、実情に
応じた更なる取り組みが求められている 

県内各地域で様々な取組が展開 



Ⅱ 現状と課題 
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急速に普及しつつあるスマートフォン等の 

情報メディアは、情報の入手やコミュニケー
ションツールとして非常に便利 

子どもの学力や体力
の向上、基本的生活
習慣の確立等にも
様々な影響 

個人情報の流出等
により事件や犯罪
に巻き込まれる危
険性 



Ⅱ 現状と課題 
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 ○ 読書運動やあいさつ運動 
 ○ 花いっぱい運動 
 ○ クリーン作戦 
 ○ 自然体験活動 
 ○ ボランティア活動 
 ○ 郷土芸能の伝承活動 
 ○ 世代間交流 
 ○ スポーツ・文化活動 
 ○ 中高生の社会参加活動   など 

地域の特色を生かしたさまざまな活動に取り組ん
でいます。 

地域の教育課題への取組状況 
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Ⅱ 現状と課題 
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地域の教育課題への取組数（件） 
H29教育振興運動
推進状況調査 



Ⅱ 現状と課題 
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H29教育振興運動
推進状況調査 



Ⅱ 現状と課題 
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社会参加活動 
自然体験活動 

情報メディアとの 
上手な付き合い方 有機的 

連動 

連動した取組
を実施した 
市町村 

５５％ 

十分に意識
しているとは
言えない 
状況 

H29教育振興運動
推進状況調査 



Ⅱ 現状と課題 
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２「運動の基本理念」に関わる課題 
  について 



Ⅱ 現状と課題 
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教育振興運動は、学校、家庭、住民等が総ぐるみで、
地域の教育課題の解決に自主的に取り組む教育運動 

① 教育課題を地域単位で人々が話合い、 

② 運動の計画を立て、 

③ 地域の特色を生かして自主的に解決する 

活動そのものが目的化している傾向 

【推進プロセス】 

何のために、どのように行うのか、十分に 
検討されていない 



Ⅱ 現状と課題 
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子ども、家庭、学校、地域、行政の５者が、 

 それぞれの役割を果たしながら、相互に連携 
                して進める運動 
役員になると

大変 

大人だけが
準備 

子どもは 
お客さん 負担感の

増大 



Ⅱ 現状と課題 
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３「地域と学校の連携・協働」に 
  ついて 



Ⅱ 現状と課題 
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教育振興運動は、将来にわたり本県
における「地域と学校の連携・協働」
の基盤を担うもの 

いわて型 

コミュニティ・スクール 
コミュニティ・スクール
（学校運営協議会制度） 

教育振興運動の理念や既存の取組を積極的に活用 

今後の「地域と学校の連携・協働」を見
据え、教育振興運動を持続的な仕組み
や活動としてさらに充実させていく 



Ⅱ 現状と課題 
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教育振興運動は、教育の側面からの地域づくり 

一人一人が 

主役 

持続可能な地域コミュニティの形成 

関わりをもつ地域の多様な団体や住民
を拡充していくことが求められている 



Ⅲ 重点的取組 
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１ 全県共通課題の取組と、子どもの未来のために 
 価値のある活動（読書活動、体験・交流活動等）の 
 相乗効果を期す考え方（有機的な連動）に留意した 
 取組を展開する。 

２ 「５者の役割分担による教育課題の解決」という 
 運動理念に照らし、教育課題を焦点化したうえで 
 活動内容や推進プロセス等を点検する。 

３ 「適切（一部に負担が偏らない）で効果的な連携・ 
 協働」に留意しながら、地域の実状に応じ、持続的 
 なしくみを意識した組織や活動のあり方等の見直し 
 や検討を進める。 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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１ ［Ⅲ－１ 全県共通課題］ に関すること 

２ ［Ⅲ－２ 活動内容の点検］ に関すること 

３ [Ⅲ－３ 組織や活動のあり方の見直しや検討] に
関すること （見直し・検討の視点） 

（１）「利用実態」の集約と共有 
（２）「利用ルール」の見直し 
（３）「体験・交流活動」等との連動 

（１）「まなびフェスト」の活用 
（２）「PDCAのプロセス」に基づいた活動の充実 

（１）地域と学校が話し合う機会の確保 
（２）地域連携窓口教員等との連携 
（３）日常的な情報共有 
（４）関係者の拡充 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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１ ［Ⅲ－１ 全県共通課題］ に関すること 
 （１）「利用実態」の集約と共有 
    ・メディアの利用実態やルールの順守状況を定期的に集約し、  
    関係者に周知することで、取組の成果・課題の共有を図る。 
                               【行政、学校】 
 （２）「利用ルール」の見直し 
    ・取組の成果・課題に基づき、必要に応じて利用ルールの見 
    直しを図る。               【家庭、子ども、学校】 
 
 （３）「体験・交流活動」等との連動 
    ・身のまわりには、情報メディアとは異なる楽しく有意義なこと 
    が数多くあることを実感させる意味からも、地域の教育課題 
    をふまえた多様な体験・交流活動等の機会を提供する。 
                               【地域、家庭】 

役割を果たすべき立場 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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子ども、家庭、学校、地域、行政の５者が、 

 それぞれの役割を果たしながら、相互に連携 
                して進める運動 

総ぐるみ 役割の所在が不明確 
になることも 

役割を果たすべき立場を明確することで 

より効果的な連携・協働を推進 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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１ ［Ⅲ－１ 全県共通課題］ に関すること 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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１ ［Ⅲ－１ 全県共通課題］ に関すること 

（１）「利用実態」の集約と共有 
  ・メディアの利用実態やルールの順守状況 
        を定期的に集約し、関係者に周知すること 
        で、取組の成果・課題の共有を図る。 
                                                  【行政、学校】 





生活ログについて 

ねらい 
・規則的正しく、望ましい内容で過ごせているか 

『見える化』 
・子供が、自ら生活状況を記入することで 

『自らの気づき』 
・子供の生活の様子について、家庭と学校も知り、 

『共通認識』 



 





36 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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１ ［Ⅲ－１ 全県共通課題］ に関すること 

（２）「利用ルール」の見直し 
      ・取組の成果・課題に基づき、必要に 
        応じて利用ルールの見直しを図る。 
 
                                    【家庭、子ども、学校】 





改善を加えながら、自分たちにあったルールを自分
たちで創っていきたい 



６ 

滝二中から広がる「ルールづくり」 
平成２９年度パネルディスカッション 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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１ ［Ⅲ－１ 全県共通課題］ に関すること 

（３）「体験・交流活動」等との連動 
      ・身のまわりには、情報メディアとは異なる 
   楽しく有意義なことが数多くあることを実 
   感させる意味からも、地域の教育課題を 
   ふまえた多様な体験・交流活動等の機会 
   を提供する。 
                                                    【地域、家庭】 







Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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２ ［Ⅲ－２ 活動内容の点検］ に関すること 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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２ ［Ⅲ－２ 活動内容の点検］ に関すること 

（１）「まなびフェスト」の活用 

 当該校の児童生徒の実態をふまえ、 
 教育課題を解決したり力をさらに 
 高めたりするために重点的に取り 
 組む教育活動や検証のための指標 
 等が示されています。 

例 読書目標（低学年６０冊、中学年４０冊、高学年２５冊） 
    家庭学習時間（低学年３０分、中学年５０分、高学年８０分） 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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２ ［Ⅲ－２ 活動内容の点検］ に関すること 

（１）「まなびフェスト」の活用 
      ・県内の公立小・中・義務教育学校が毎年 
    公表している「まなびフェスト」により、 
        子どもに関する課題や学校の取組等を 
        共有するとともに、教育振興運動が担う 
        ことができる活動内容を検討する。 
                                        

                                               【地域、家庭、行政】 
「地域と学校の連携・協働」の基盤 

  活動内容をより一層充実させていく必要がある 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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２ ［Ⅲ－２ 活動内容の点検］ に関すること 

（２）「PDCAのプロセス」に基づいた活動の 
       充実 

近年、運動本来の目的である「課題解決」の
視点が薄れ、活動そのものが目的化している
傾向が見受けられる。 

活動実施までの推進プロセスが十分に
意識されていない 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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２ ［Ⅲ－２ 活動内容の点検］ に関すること 

（２）「PDCAのプロセス」に基づいた活動の 
       充実 
      

       ・活動を計画する際、ＰＤＣＡサイクルに 
         沿った計画書様式にまとめることで、 
         プロセスを意識した活動の推進を図る。 
 

                                          【行政、地域、学校】 
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【ＰＤＣＡサイクル】 

   １【課題の掘り起こしや焦点化】  

    （Action） 

   ２【活動計画とその役割分担】  

    （Plan） 

   ３【活動の展開】  

      （Do） 

   ４【反省と評価】             

          （Check） 



50 

平成30年度「教育振興運動」
推進方針（県教委）に添付 

【PDCAサイクルに沿った計画書様式】（参考例） 

Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

・記載すべき内容や 
  留意点 

それぞれの過程ごとに 

・具体的な取組内容  
        を示したもの 

是非 
ご活用ください！ 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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２ ［Ⅲ－２ 活動内容の点検］ に関すること 

（２）「PDCAのプロセス」に基づいた活動の 
       充実 
      ・活動そのものが目的化することのない 
        よう、「反省と評価」においては、成果 
        や課題の見える化の工夫（指標設定と 
        その手法の確保等）に努め、関係者全 
        体で共有できるようにする。 
 

                                             【行政、地域】 
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【PDCAサイクルに沿った計画書様式】（参考例） 

指標 手法 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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３ [Ⅲ－３ 組織や活動のあり方の見直しや検討] 
に関すること  （見直し・検討の視点） 

持続的な取組やしくみとするため、活動や運営の負担が一部に
偏ることのないよう組織体制も含めて点検する。 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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３  [Ⅲ－３ 組織や活動のあり方の見直しや検討]に関すること 

（１）地域と学校が話し合う機会の確保 
      ・次代を担う子どもに関する課題やその 
    解決の取組等について、地域側と学校 
        側が率直に話し合う機会が十分に確保 
        され、課題感や目標感が共有されてい 
        るかどうか。 
 

                                                      【地域、学校】 「まなびフェスト」
の活用を！ 







Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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３  [Ⅲ－３ 組織や活動のあり方の見直しや検討]に関すること 

（２）地域連携窓口教員等との連携 
      ・全ての小・中・義務教育学校で位置づけ 
    られている地域連携窓口教員等を活用 
        し、地域と学校の連携が図られているか 
        どうか。 
                                                     【学校、地域】 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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３  [Ⅲ－３ 組織や活動のあり方の見直しや検討]に関すること 

（３）日常的な情報共有 
      ・市町村の推進組織事務局、学校、実践区 
        相互の日常的な情報共有の手だてが講じ 
        られ、適切に機能しているかどうか。 
         
                                           【行政、地域、学校】 

情報が十分に共有
されていますか？ 



Ⅳ ５者に期待される具体的取組 
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３  [Ⅲ－３ 組織や活動のあり方の見直しや検討]に関すること 

（３）日常的な情報共有 
   また、５者全体を対象とする広報活動が 
        行われているかどうか。 
 

                                           【行政、地域、学校】 

・「ノーメディア月間チラシ」の配布 

・メディアの危険性を伝える「公民館だより」の配布 

５者全体が情報共有できる広報活動を 

・全戸配布の広報による取組の成果・課題の共有 
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３  [Ⅲ－３ 組織や活動のあり方の見直しや検討]に関すること 

（４）関係者の拡充 

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

・活動関係者の「負担感の増大」 

・「地域づくり」という視点からも、関わりをもつ 
   地域の多様な団体や住民を拡充していくことが 
   求められている 
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３  [Ⅲ－３ 組織や活動のあり方の見直しや検討]に関すること 

（４）関係者の拡充 
      ・地域における関係者に広がりをもたせ 
        る取組が行われているかどうか。 
                                                      【地域、家庭】 

非常に重要な取組
事項 

具体的対応に苦慮して
いる、解決困難な課題 

午後の演習で、一緒に考えましょう！ 



平成30年度「教育振興運動」推進方針 岩手県教育委員会  
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教育振興運動を基盤とした、 
地域と学校の連携・協働を図る 

１ 全県共通課題 

２ 活動内容の点検 

３ 組織や活動の見直し 
  や検討 

各市町村・実践区で 
活用 

※ 教育振興運動推進状況調査に 
      より評価・検証 



☆教育振興運動関係の資料はこちらから 
岩手県生涯学習情報提供システム 

「まなびネットいわて」 
http://www2.pref.iwate.jp/~hp1595/ 
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