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発刊にあたって

岩手県教育委員会教育長　　高　橋　嘉　行

岩手独自の教育運動として地域ぐるみで取り組んできた教育振興運動も、50年の歳月を数えるに至
りました。

この記念すべき時にあたり、これまでの本運動のあゆみを集約し記念誌として発刊できますこと
は、運動推進に関わる者の一人としてこの上ない喜びであります。

顧みますと、昭和30年代における本県の教育水準や環境は、全国と比べて大きな格差がありまし
た。このため昭和39年に策定された「岩手県教育振興基本計画」において、児童生徒の学習意欲の向
上はもとより、学校教育の充実、家庭教育の振興、教育条件の整備充実、地域社会における教育環境
の醸成を図るため、子ども・保護者・教師・地域・行政の５者がそれぞれの責任を果たし、教育効果
を高めようとする「教育振興運動」が提唱されたところです。

運動開始当初は、「子どもに机や勉強部屋を」というテーマが取り上げられましたが、以来、今日
までの永きにわたり、各地域で時代の課題に取り組みながら、関係者の皆様方の熱意と並々ならぬ御
努力により、教育振興運動は県内各地域に着実に根付くとともに、本県の教育水準の向上に多大な成
果をあげてまいりました。本県の誇るべき運動として定着し、全国からも注目されるようになりまし
た。

平成17年からは「みんなで教振！10か年プロジェクト」を推進し、組織の見直しや地域の教育課題
の掘り起こし等の運動の原点に立ち返る取り組みを進めるとともに、全県共通課題『家庭学習の充
実』、『読書活動の推進』にも力を入れてまいりました。

また、近年では学校・家庭・地域との連携・協働による「いわて型コミュニティ・スクール」との
連動を進めるとともに、東日本大震災津波からの復旧・復興に向けた取組を推進してきたところで
す。特にも、震災直後の大混乱の中にあって、助け合い、支え合い、絆を強め、地域が一体となって
危機を乗り越えられたのは、教育振興運動の精神が受け継がれてきたからではないかと思います。

おわりに、多くの関係者の皆様に、今後の運動推進と新たな実践活動の創造のための参考として本
記念誌を御活用いただきますようお願い申し上げ発刊のことばといたします。
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教育振興運動50周年記念大会 平成27年 1月16日（金） 盛岡市民文化ホール　大ホール

主催者挨拶（岩手県教育委員会委員長　八重樫 勝）

祝辞（岩手県知事　達増 拓也　氏　　岩手県議会議長　千葉 伝　氏　　岩手県市長会・町村会代表（盛岡市長）　谷藤 裕明　氏）
助言者（新妻 二男　氏）

長島小学校区教育振興協議会
大船渡市立吉浜中学校 岩手県立伊保内高等学校

「厨中北梅太鼓」　　盛岡市立厨川中学校

演題　　「岩手と共に」
講師　　菊池　幸見　　氏
（株）ＩＢＣ岩手放送
放送本部報道局アナウンス部専任部長
兼　編成局ラジオ放送部専任部長

【開会行事】

【経過報告】

【事例発表】

【記念講演】

【アトラクション】

「教育振興運動50年の歩み」（岩手県教育委員会事務局生涯学習文化課総括課長　　松下 洋介）

「未来へつなぐ教育振興運動」
コーディネーター
（岩手大学教育学部 学部長　新妻 二男　氏）
パネリスト
（本堂 晴夏　さん　　　古舘 純奈　さん　　　石川 幸輝　氏　　　村上 洋子　氏　　　佐藤 建　氏　　　木村 庸助　氏）

司会進行（岩手県立盛岡第一高等学校２年　　八重樫 里実　さん　　田中 くるみ　さん）

主催者挨拶
「これからの教育振興運動」
（岩手県教育委員会教育長

高橋 嘉行）

【シンポジウム】

【閉会行事】
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教育振興運動50周年記念大会関連事業 「座談会」

髙橋　寛　　氏
（県生涯学習振興協会 参与）

中村　利之　　氏
（県生涯学習振興協会 会長）

佐々木　哲也　　氏
（奥州市立南都田中学校 校長）

佐藤　公一　　氏
（県立生涯学習推進センター 所長）

司会者　　新妻　二男　　氏
（岩手大学教育学部 学部長）

平成26年10月30日（木）　　岩手県立生涯学習推進センター

第１章　教育振興運動50年のあゆみ

第１節　教育振興運動提唱の背景

１　教育にみられる全国との格差
昭和37年ごろ、岩手の教育水準は、全国平均からみて、かなり低い段階にありました。
これを普及度と学力の二面から捉えると、義務教育を除く普及度においては、幼稚園の就園率

15％前後、高等学校進学率49.7％、大学進学率13.4％（昭和37年度）で、全国水準からみるとまだま
だ低位にあり、全国学力調査による児童生徒の学力水準は、最も低い県のひとつに数えられていま
した。

普及度や学力が全国水準に比べて著しく低い原因には、いろいろな要因が考えられました。最も
直接的な影響を及ぼすと思われる人的、物的教育諸条件整備の現状について調べてみると、当時、
全学校の三分の一がへき地指定校であった本県の場合、小規模学校、単級、複式学級、免許外教員
の占める割合が全国平均より高い現状にありました。また、施設、設備の充足率や保有率が、全国
水準と比べて低い傾向にありました。

このように、教育水準や教育条件において、本県は全国との格差をもっていたことが明らかで、
この背景には、県や市町村の教育財政水準や保護者の教育費負担などが考えられました。

２　教育振興基本計画の策定
本県総合開発の担い手を育成する教育の現状が、全国に比べ、かなり低い水準にあったことは、

ひとりひとりの児童生徒にとっても、岩手の将来にとっても大きな課題でした。そこで、どのよう
な困難があっても、これを乗り越え、なんとかして岩手の教育水準をひきあげ、全国との格差を解
消する努力を続ける必要がありました。

そのためには、本県教育の現状分析に基づく課題が明らかにされ、これを解決する対策としての
重点的目標や施策が確立されなければなりません。昭和38年度に県教育委員会が策定した教育振興
基本計画は、昭和39年度から48年度にわたる長期的展望にたった教育行政としての基本的対策であ
り、この推進を通じて、岩手の教育を全国水準にまで高めようとするものでした。昭和39年度にお
いては、県下全市町村においても同様の計画策定が進められ、県基本計画との調整が行われました。

このようにして、文字どおり県、市町村一体となった教育振興計画が樹立され、格差解消を目指
す第一歩が踏み出されました。

市町村並びに県の教育振興基本計画はただ単に教育行政における計画ではなく、郷土岩手の発展
を願い、未来に生きる児童生徒たちの幸せを願う県民の切なる期待の結晶でした。その意味では、
基本計画は、まさに全県民がつくった全県民のものと言うべきものでした。

３　住民運動への期待
教育振興基本計画は、端的にいえば、教育行政における広い意味での教育諸条件の計画的整備で

あり、家庭教育、学校教育、社会教育にわたる教育水準向上を期待しての努力目標です。これを児
童生徒の学力向上に例をとれば、学校、家庭、地域社会における教育諸条件が改善され、教育活動
がそれぞれに充実し、その結果として、学力の向上が期せられるよう行政はその役割を果たそうと
するものです。

しかし、教育活動の担い手である保護者や教師、社会教育の指導者たちが、自主的、意欲的に児
童生徒の学力を高めようとする盛り上がりを欠けば、いくら条件整備を進めたところで、その効率
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は決して高まりません。さらに地域住民全体の盛り上がりがなければ、教育振興の実をあげること
は難しくなります。

教育の振興、学力の向上といっても、運動全体の自主的、意欲的な盛り上がりと、これに対応す
る行政の施策が相まって、はじめてその実績が期待されます。

教育をめぐる問題は広く、深く、複雑です。教育の理論や方法はたえず進歩し、教育制度や文教
政策も常に前進しなければなりません。教育はいつでも進みゆく社会の動きにふさわしい姿で、新
鮮な生き生きとしたものでなければならず、このような意味からも行政と住民運動との相まった進
め方が大切です。

このように、地域住民の中から盛り上がる運動が起こることによって、施策の効率も高まり、教
育水準の向上も達成されるものと考えられました。

第２節　教育振興運動の構想

１　教育振興運動の胎動
児童生徒、保護者、教師、地域社会、教育行政の５者が一体となって、岩手の教育水準の向上を

図ろうとする運動の必要性は、すでに基本計画策定のときから考えられていました。
大船渡市においては、当市の教育水準を本県の中央部及び隣接する宮城県との比較において分析

し、課題を解決するため、昭和39年度から「教育を高める市民運動」が展開されました。その内容
は、学校教育の充実、社会教育、家庭教育の強化を図ろうとするものであり、運動の組織としては
地域活動を重視した組織がつくられ、日常の実践活動の定着化が図られました。

この大船渡市の運動は、その後の全県的な教育振興運動のパイオニア的役割を果たしました。

２　教育振興運動の提唱
全国との格差があった本県の教育水準の向上は、一朝一夕に解決し得るものではなく、個別的、

部分的な行政措置や施策によって解決し得るものでもないと考えられていました。それは長期的構
造的な展開による教育行政と、それをバックアップする県民の総意が結合してはじめて成果を収め
ることが可能であるという考えが根底にあったからです。

教育振興基本計画では、この点に関して、本県の教育向上に必要なものは、教育の主体である児
童生徒の学習意欲の高揚を中心に据えて、教育行政に携わる者、教師、保護者、社会一般が、それ
ぞれの機能からその責任を果たしていかなければならないことから、５者の協力によって教育を高
めるための「教育振興運動」が提唱されました。

３　教育振興運動の基本構想（提唱当時の資料より引用）
⑴ 基本理念

教育振興運動が、県民全体の共感を得て、組織的、継続的に力強く展開されるためには、盛り
上がる意欲と行政による条件整備との結合によって進められることが基本で、具体的には次のよ
うな考えに基づくものである。
ア　本県の教育振興における児童生徒、保護者、教師、地域社会、教育行政のそれぞれの果たす

べき役割を明確にする方向において、全県民による全県民のための運動でなければならない。
したがって、この運動を進めるにあたっては、みんながそれぞれの立場や役割に応じてなす

べきことに責任を感じ、協力して責任を果たし合うことこそが必要と考える。
イ　本運動はあくまでも自主的創造的な意欲の盛り上がりを基盤として継続的に推進されるもの

でなければならない。
この運動が真にみんなのものとして盛り上がり、継続するためには、一方的な啓発活動やお

しつけであるべきでなく、あくまでも住民の盛り上がる意欲的運動として継続されることが期
待される。

ウ　本運動は、それぞれの地域社会の実情に即し、特色ある運動として進めなければならない。
県内各地域における教育振興の課題は、それぞれの地域の実情から生まれてくるものであ

る。特に本県は広大な面積を抱えているので、県南、県北、沿岸などの地域性が考えられるほ
か、その他の条件によっても、様々な相違がある。

したがって、運動として何を取り上げるか、どのような組織でどのような方法で運動を進め
たらよいかは全県画一の考え方や、やり方では不可能で、あくまでも地域の実情に即した特色
ある運動として地域性に基づいた多様性をもって展開されなければならない。
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エ　運動の効率を高めるため、各領域における個別的独創を避け、課題に対し集中的、総合的組
織運動として進めなければならない。

教育振興運動が必要とされる理由のひとつに、平常的な体制や活動では解決できない事態に
全住民のエネルギーを集中し、課題の解決を図らなければならない。

したがって、運動は課題に対し組織的に仕組み、全体と部分との相互関係からくる位置、役
割を明確にしながら、総合的に進める必要がある。

オ　本運動は、単なる啓発活動にとどまらず、あくまで実践活動の積み上げを中心に、具体的成
果を期するものでなければならない。
したがって、この運動は単なる机上の願望であってはならず、実践こそ生命である。

しかし、このような実践は、決して理論や方法を軽視するものではなく、理論と実践の結び
つきにおいて進められる確かな運動でなければならない。

⑵ 運動の目標
本運動の目標は、県並びに市町村の基本計画に示された重点課題達成との関連において設定さ

れなければならないが、本県の教育水準に見られる全国格差の解消を目指し、教育県としての伝
統を確立することを通して、物心両面にわたる生活水準の高度化を達成するものでなければなら
ない。

このため、教育水準の向上における児童生徒、保護者、教師、地域社会、教育行政それぞれの
果たす役割を確立する方向において、次の5点に集約し、５Ｒ（５者の責任）運動として推進する
こととする。

ア　児童生徒の学習意欲の高揚
イ　家庭教育の振興
ウ　学校教育の充実
エ　地域社会における教育環境の醸成
オ　教育条件の整備充実

⑶ 推進の考え方
運動の推進にあたっては、自主的な運動として芽生え、発展できるような指導や援助が必要で

ある。したがって本運動の推進にあたっては、指導的援助活動（世話活動）、いわゆる推進活動
が第一に必要と考えられた。

⑷ 実践の考え方
【実践活動の地区単位】
教育振興運動の地区単位をどこに設定したらよいかについては、いろいろな議論があり、結

果、小学校区単位が現実的と考えた。
【実践活動の手順】

ア　各小学校区単位に地域教育振興協議会（仮称）を作ること。この協議会の主任務は、地域の
実態に即した実践活動の展開である。

構成メンバーとしては、学校、公民館、青年団体、婦人団体、ＰＴＡ、体育団体、文化団
体、町内会、その他の関係機関団体等が考えられる。

イ　協議会が中心となり、呼びかけ集会を開き、問題意識の掘り起こしをすること。
この集会では、話し合いのほかに、県や市町村の基本計画における現状分析や課題に関する

調査資料やその他の参考資料を十分に活用することが大切である。
ウ　課題を整理し、重点的な共通課題を設定すること。

必要なことは、共通性、緊急性、解決の可能性、具体性などの観点から、重点的な共通課題
を設定すること。

エ　どうしたら解決できるかを考え、実践目標を立てること。
この段階は、いわば課題を解決するための仮説を設定する重要な段階なので、そのための学

習活動が組織的に行われる必要がある。仮に学区内の小・中学校児童生徒の学力向上が最重要
課題として設定した場合、解決策を考える根拠としての、「何故低いのか」について学習が行
われること。

オ　関係機関・団体の役割分担を確立すること。
実践目標が決定されると、次に必要なことは、それぞれの関係機関や団体に必要な役割分担

を行うこと。
カ　実践計画を作成すること。

実践目標をめぐる役割分担が決まったら、これを達成するためのプログラムを作成するこ
と。目標を定め、実施項目を設定し、その項目をどのような方法で実施するのか、更に実施の
期日はいつにするか、誰が中心となって分担実施したらよいかを検討し、具体的な実施計画を
策定すること。

キ　みんなで責任を分担し合い実践活動を展開すること。
実践活動には、それにふさわしい効率的組織が必要。また、実践の展開にあたっては、他地

区の活動や、同一地区の他機関、団体等との連携を考えながら進めることも重要。
ク　実践結果を集約し、今後の課題と方向を明らかにすること。

この種の運動の成果は、短期間において、はっきり現れるものとは限らない。意図的、組織
的に推進される運動である以上、計画年度ごとに、つぶさにその結果が評価され反省されなけ
ればならない。ややもすれば運動のしっぱなしが多いが、このようなことをなくすためにも評
価を徹底すること。

⑸ 運動の推進期間
本運動の推進期間については、おおむね県並びに市町村の教育振興基本計画年次に対応する期

間と考えられているが、一方においては、この運動推進を通し、教育県としての伝統を確立しよ
うとする大きなねらいをもっているので、じっくり腰を据えた継続的な取り組みが必要。

⑹ 推進関係機関・団体
この運動を推進する関係機関や団体は次のとおり。
この運動には、県下の教育関係者をあげての体制が必要とされ、各市町村の段階においても、

これに準じた配置が必要と考えられた。
岩手県教育委員会、市町村教育委員会、岩手県国公立幼稚園長会、岩手県小学校長会、岩手県

中学校長会、岩手県高等学校長会、岩手県ＰＴＡ連合会、岩手県高等学校ＰＴＡ連合会、岩手県
社会教育委員連絡協議会、岩手県婦人団体連絡協議会、岩手県青年団体協議会、岩手県新生活運
動協議会、岩手県体育協会、岩手県青少年問題協議会、岩手県公民館連絡協議会、岩手県私学協
会、岩手県私立幼稚園協会、岩手県各種学校連合会、岩手県幼児教育連盟、岩手県小中学校教育
研究会、岩手県高等学校教育研究会、岩手県、市町村、岩手県教員組合、岩手県高等学校教職員
組合、各経済・社会・文化団体、各報道機関
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⑺ 運動の評価
教育振興運動は、児童生徒の教育効果の向上を目標とする実践活動である。従って、その運動

には具体性を持つ必要がある。具体的目標のない運動は実態が伴わず、課題の解決にも、新たな
課題の掘り起こしにもつながらない。具体的到達目標を掲げる実践運動は、誰がみても明らかな
結果が現れることから、客観的な評価が可能で、それだけ運動参加者にとっても確かな手ごたえ
を得ることとなり、次の課題解決へと進む運動の高まりを期待することができ、運動と評価の関
連を見出すことができる。

具体的運動の内容は、地域ごとの課題があり、一様ではない。また、課題が住民にとってより
身近なものであればある程、その成果も大きい。従って、課題をどう整理し、運動の目標をどう
設定するかが、運動の成否を左右する。運動は、あくまでも基本理念に立脚して、しかも地域の
実情に即し課題解決的に推進される必要がある。

実践活動とは、言うなれば客観的評価が可能な運動ということである。

第３節　50年のあゆみ

１　教育振興運動誕生の背景（昭和30年代）
昭和30年代に行われた全国学力調査の本県の結果は、全国最低レベルにありました。また、小中

学校の長期欠席の割合、幼稚園や保育所への就園率、高等学校への進学率等の教育の普及度につい
ても、全国を下回る状況でした。さらには、県民一人あたりの教育費の支出、市町村の財政におけ
る教育予算についても、全国と比較すると、まだまだ少ない状況でした。

これらの教育水準における全国との格差を解消しようという願いのもと、昭和39年に、全国に先
駆けて「教育振興基本計画」が策定され、当時の工藤巌教育長の提唱による教育振興運動の方向性
が示されました。

２　提唱から普及へ（昭和40年～44年）　
昭和40年は教育振興運動のスタートの年度であり、その推進活動は運動の趣旨を広くＰＲするこ

とから始められました。しかし、この運動の目指す実践活動を助長育成するためには、県段階はも
ちろん、市町村段階においても、組織的な世話活動の先行が必要であるとの考え方から、実際に即
した推進組織の結成や呼びかけから始まる一連の推進活動（指導、助言）の展開が期待されまし
た。

その結果、初年度において、既に40の市町村が組織的な推進活動と取組を始め、翌41年度にはほ
とんどの市町村に教育振興運動が広まり、地域の実情に応じた推進組織が作られました。その中
で、「子供に勉強部屋を与えよう」という実践主題を掲げ、学校が中心となって取り組んだ市町村
や、「地域ぐるみで子供を立派に育てよう」という住民運動に発展させていった地域も出てきまし
た。そして、年とともに、活動内容の多様化、専門化が図られ、５年目（昭和44年度）には、調査
と評価が取り上げられました。

このように、この時期における教育振興運動は、提唱から全県下への普及を達成し、質的向上を
目指す段階まで推進されました。

３　組織と活動の総点検（昭和45年）
昭和45年は岩手国体の年にあたり、国体県民運動も総仕上げを期さなければなりませんでした。

また、過去５か年にわたって継続されてきた教育振興運動は、自然の成り行きとして、その成果を
問われる時期を迎えつつありました。

そこで、この年の運動推進にあたっては、一方において岩手国体の成功に向けて全力を集中する
とともに、他方においては、組織と活動の総点検を行い、前年度に引き続き、運動の成果と問題点
の把握に努めることとなりました。

運動提唱から５年間にわたる運動の成果には大いに見るべきものがあり、児童生徒はもちろん、
学校も、家庭も、地域も、教育条件も着実に変化し、向上していることが、確認されました。

４　普及から充実へ（昭和46年～49年）
昭和45年に開催された岩手国体は大成功理に幕を閉じました。４か年間に集中した国体県民運動

も、無事に当面の役割を果たしました。その中において、花いっぱい運動や体力づくり運動等を展
開した教育振興運動組織の活躍も、すばらしい成果をあげました。

この岩手国体の成功を契機として、教育振興運動は、これまでの検討結果に基づく新たな段階の
推進の方向性を定め、次の重点事項に着手することとなりました。
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⑴ 全県的な重点課題として掲げていた「児童生徒の教育成果の向上」を、実情に即しながら「学
力向上」「健全育成」「健康安全」の３つに具体化し、これらの課題解決に必要と考えられる
重点実践項目を示すこと

⑵ 市町村を基盤とした広域的な共通課題による実践活動を助長すること
⑶ 運動における学校、教師の役割を再検討すること
⑷ 実践項目に即した調査と評価を促進し、運動の成果把握に努めること
⑸ 他の運動との連携を深め、運動の総合化と定着に努めること

以上のように、運動の基本理念は堅持しながらも、その進め方においては、地域の諸事情の推
移に適切に対応するよう配慮されることとなりました。

５　生涯学習への志向（昭和50年～54年）
提唱以来10か年にわたって積み重ねられてきた教育振興運動の成果と課題は、５者別（児童生

徒、家庭、学校、地域、行政）に、さらに主題別（学力向上、健全育成、健康安全）にそれぞれ集
約されました。その結果、児童生徒の学習成果の高まりや保護者に対する運動の理解の深まりなど
に大きな成果が見られ、この運動展開の意義が改めて各方面から見直されました。

しかしながら、今後に向けての問題点も多く、特にも推進体制及び実践活動にみられる地域格差
とリーダー不足は、大きな問題点となってきました。このような状況の中で、教育振興運動推進の
ためには、生涯学習の観点に立った生涯学習運動が必要となり、県内各地で展開されるようになり
ました。

６　青少年の健全育成をめざして～在学青少年社会参加活動の促進～（昭和55年～58年）
５者の役割と責任を明らかにしながら、それぞれが教育振興運動の推進の取組を図ってきました

が、社会の変化等を背景として児童生徒の体験不足が問題になってきました。
そこで、昭和55年度から在学青少年の社会参加活動を促進し、教育振興運動の活性化を図るた

め、「在学青少年社会参加活動促進事業」を中核的事業として導入し、県内各地区にモデル地区を
指定し、青少年の健全育成を推進しました。

さらに、昭和57年度からは、小中学生の主体的な参加による学習や実践活動を促進するため、そ
の中核となる「少年少女教室」事業を導入しました。

このふたつのモデル事業が、県内各地に定着し、在学青少年が地域の形成者の一員として社会参
加を行う価値について、広く県民に理解されるようになってきました。

７　ふれあい教育の推進をめざして（昭和59年～平成２年）
教育振興運動は、提唱以来20年が過ぎ、新しい時代に対応したより効果的な運動の展開が期待さ

れるようになってきました。
特にも、青少年の非行やいじめ等が大きな社会問題として指摘され、また、物質的に恵まれた生

活を享受できる環境が整ってきた反面、忍耐力に欠けたり、人の心の痛みを知ることができなかっ
たりする青少年が増えつつありました。

このため、自律心や思いやりの心の育成等を目指し、人とのふれあいを基盤とした自然や文化と
のふれあいを、教育振興運動の重要な内容と捉え、その積極的な推進と活動成果が期待されまし
た。

８　生涯学習の実践の中で（平成３年～７年）
社会の急速な進展に伴い、家庭環境の変化や価値観が多様化する中、これまでの教育振興運動の

経過と課題を踏まえ、時代の進展と今日的な課題の解決に向けた新たな運動の展開が求められまし
た。

その重点課題として次の３点を掲げ、その推進に努めました。
ア　生涯学習の基礎を培う教育振興運動の推進

青少年期における生涯学習の基礎を培うため、学校はもとより、家庭、地域、行政が一体と
なり、学ぶことの楽しさや生涯にわたって学び続ける意欲と態度を育てる。

イ　青少年の健全な育成を図る教育振興運動の推進
青少年の健全な育成を図るため、地域の青少年育成団体や関係機関との連携を強化し、各種

青少年団体の育成と交流を図るとともに、青少年の地域社会参加活動を効果的に推進する教育
振興運動の促進に努める。

ウ　学校週５日制に対応した教育振興運動の促進
学校週５日制に対応し、青少年がゆとりと生きがいのある生活を実現できるよう、地域の歴

史や文化、スポーツ等の学習活動を行い、様々なグループ・サークルを育成する教育振興運動
の促進に努める。

９　生きる力の育成と完全学校週５日制への対応（平成８年～16年）
平成８年に中央教育審議会は、「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」の答申を行

い、「生きる力」は学校、家庭、地域社会が相互に連携しつつ、社会全体で育んでいくものであ
り、家庭や地域社会における教育力を充実させていくことが大切であるとの提言を行いました。こ
の考え方は、本県独自の教育運動である教育振興運動の理念と合致するものです。そこで、教育振
興運動においても、「生きる力」をバランスよく育むことを目指すこととし、地域の特色を生かし
た多様な体験活動が取り入れられるなどの幅広い運動が展開されました。

平成14年４月からは完全学校週５日制が実施されました。この制度の大きなねらいは、学校、家
庭、地域社会が連携協力し合い、子供たちに学校では経験できない体験等を通じ「生きる力」を育
むことにあります。この制度の円滑な実施と定着は当時の大きな課題であり、学校教育と社会教育
の一層の連携が求められました。そこで、学社連携の下で地域全体の教育力向上を支援する「地域
の教育力向上支援事業」の展開を図ることとしました。

この「地域の教育力向上支援事業」においては、市町村のモデル小中学校に地域教育推進員を配
置するとともに、学校の校務分掌に地域教育担当（地域連携窓口教員）の位置づけを行いました。
また、各教育事務所や総合教育センターにおいて、初任者の教員を対象に学社連携・融合や教育振
興運動についての研修の強化を図りました。さらには、教育振興運動の一層の周知を図るため、手
引き資料（総論編、事例編）を作成し、活用を推進しました。

学校教育と社会教育の連携による「生きる力」の育成を目指した運動の推進は、現在（平成26
年）においても継続して取り組んでいますが、その基礎づくりとなった時期でした。

10　「みんなで教振！10か年プロジェクト」の推進（平成17年～26年）
教育振興運動は、社会の変化やそれぞれの地域の状況の現状に応じ、活動の焦点化を図りながら

継続的に運動を進めてきたことにより、教育水準の向上を始め、教育全般に成果をもたらしてきま
した。しかし、市町村担当者によるアンケート調査結果や地域懇談会の内容から、運動の理念やね
らいの理解が不十分であること、組織や活動の硬直化がみられること、課題の共有不足等の課題が
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浮き彫りになってきました。これらの課題解決に向けて、運動の原点に立ち返り、運動の活性化を
図ることを通して、５者の誇りの巻き返しをめざす「みんなで教振！10か年プロジェクト」を推進
しました。

⑴ 再構築の３年（平成17年～19年）
各市町村や各実践区において、取り組むべき課題の焦点化を図るため、よりよい組織の在り方

や課題の掘り起し、課題の共有化の方法等について見直しを進めました。その際、市町村や実践
区の要望に応じて、教振アドバイザーを派遣し、課題解決に向けた支援を行いました。

また、市町村や実践区における組織の再構築や実践の見直しの参考に資するモデルプログラム
の開発を行うとともに、市町村との連携のもとでモデルプログラムを活用した実践研究を進めま
した。

さらに、地域連携窓口教員研修会や教員の初任者研修、10年研修等において教育振興運動につ
いて講義を行うなど、教職員に対する周知啓発に努めるとともに、教育振興運動のイメージキャ
ラクターを設定し、県民への運動の一層の周知啓発を図りました。
⑵ 実践の３年（平成20年～22年）

再構築の３年において見直した組織や手法、モデルプログラムの活用による実践を重点に取り
組みを進めました。

しかし、一方で、「取り組むべき課題が設定できない。」「全県で一緒に取り組める課題があ
ればよい。」等の意見や要望も市町村や実践区から出されました。そこで、課題を共有し、実践
の成果をともに実感できる運動の推進を図るため、全県共通課題として「家庭学習の充実」と
「読書活動の推進」を提唱するとともに、ＰＤＣＡサイクルによる評価の可視化の提示を行いま
した。これらの取組は、目標達成型の学校経営の改革及び家庭・地域との協働を柱とする「いわ
て型コミュニティ・スクール構想」との連動により効果的に推進されると考えられることから、
国庫委託事業「学校支援地域本部事業」を導入し、教育振興運動と「いわて型コミュニティ・ス
クール構想」の融合推進を図りながら取組を進めました。その取組を円滑に推進するため、各教
育事務所に教育振興運動担当の指導主事の位置づけも行いました。

また、市町村や実践区における実践の支援のため、学識経験者や県社会教育主事を中心とした
「チーム教振」を組織し、派遣を希望する市町村へ出向き、運動の活性化を図るとともに、「教
振メールマガジン」の配信を開始し、一層の周知啓発に取り組みました。
⑶ 定着と検証の２年（平成23年～24年）

見直した組織や手法をもとにした実践の成果と課題を明らかにし、バランスのとれた運動推進
に向けた定着と課題の再検証を進める予定でしたが、東日本大震災津波により、取組を休止せざ
るを得ない状況となりました。そこで、市町村の被災対応や社会教育事業支援等を通じて、早期
の教育振興運動再開に努めました。

その後、徐々に運動を再開する市町村や実践区が増えてきたことから、定着と検証の２年の取
組を進めるとともに、平成24年度からは市町村の教育課題に即した「市町村・地域活性化研修
会」を実施しました。また、甚大な被害を受けた本県においては、復興と震災津波の教訓を継承
することが必要であることから、「復興教育」を教育振興運動の取組の柱に位置付けました。

また、大震災津波からの復興を願うとともに、教育振興運動の一層の周知啓発を図るため、教
育振興運動イメージソング「Hand in Hand」を作成し、周知に努めました。
⑷ 飛躍の２年（平成25～26年）

本プロジェクトにおいて、これまでの８年間の取組で改善できなかった課題の最終点検を行う
ことを通して取組の成果と課題をまとめ、次のステージに向けた取組に生かす基礎づくりを進め

てきました。
また、本プロジェクト推進中に発生した大震災津波により、新たな地域の教育課題が生じてい

る市町村や実践区もあり、その解決に向けた運動推進支援の継続が必要となっています。
平成27年１月には、「教育振興運動50周年記念大会」を開催し、本運動の50年のあゆみを振り

返り、「みんなで教振！10か年プロジェクト」の成果と課題の総括を行いました。そして、これ
らのことを踏まえて、新しい時代へ向けた教育振興運動の方向性を示しました。

【モデルプログラムの例】
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沼宮内駒踊り総合司会　千葉絢子アナウンサー
（岩手めんこいテレビ）

高校生司会者　県立盛岡第二高等学校３年
藤原千秋さん、村野嘉代さん

盛岡市教育振興推進委員会の発表
中学生司会者　盛岡市立下小路中学校２年　畑内政宏さん、藤原誠矢さん

主催者挨拶　船越委員長
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第２章　教育振興運動40周年記念大会
１　教育振興運動40周年記念大会の概要

平成16年11月12日、岩手県民会館大ホールを会場に、「教育振興運動を次代の財産に」をテーマ
として、県内各市町村教育振興運動関係者や一般県民の方々約2,000人の参加を得て、教育振興運動
40周年記念大会を開催しました。

大会では、午前中に、県教育長の経過報告、沼宮内駒踊りの披露や盛岡市、花泉町の活動事例の
発表、運動10周年記念制作映画「わか芽の詩」の上映等を通じて、本県独自の運動として提唱から
40年が経過した教育振興運動のこれまでの取組の様子やその成果、課題等について再確認をしまし
た。

午後には、アニメ作家・松本零士氏の記念講演や、「今後の新たな運動の展開をめざして」を
テーマとしたシンポジウムを通じて、今後の教育振興運動の進むべき方向やそれを実現するための
５者（子供、保護者、教師、地域、行政）の役割分担について考え、今後の実践意欲を高める契機
となりました。

２　大会日程

３　大会の主な内容
⑴ 開会行事・オープニングアトラクション

⑵ 活動事例の発表
ア　盛岡市の教育振興運動の取組

【オープニングアトラクション】
　「豊かな心を育む伝承活動　沼宮内駒踊り」
　　　　　　　　～岩手町沼宮内中学校教育振興運動実践協議会沼宮内小学校実践区～
沼宮内駒踊りは、玉山村外山地区に伝承されていたものを、昭和10年頃、同じ馬の産地のゆか

りで、外山地区から沼宮内に指導者を招き、それに創作を加え完成させたものです。
沼宮内小学校実践区では、その沼宮内駒踊りの伝承活動に、学校、地域をあげて取り組んでき

ました。昭和48年頃からは、毎年、小学校の運動会種目に取り入れ、現在も運動会の時期が近づ
くと、５、６年生が保存会の方々を指導者に招いて練習に励み、その成果を披露しています。ま
た、岩手町秋祭りでも、沼宮内駒踊りが披露されていますが、そこには小学生だけでなく、地域
の中・高校生も参加しており、地域ぐるみの伝統活
動として引き継がれています。

【盛岡市教育振興推進委員会の取組】
　　　　　　　　　　　　　　～盛岡市教育振興推進委員会　事務局員　佐藤淳子　氏～
盛岡市の教育振興運動は、昭和41年から始められた市民運動です。以来、盛岡市の各地で、地

域の実情やその時の教育課題に応じた様々な運動がなされてきました。
現在、盛岡市教育振興推進委員会は第８次５か年計画の共通課題「アクセルとブレーキがとも

にきく子どもを育てよう」を掲げ、それをもとに市内55の学校区教育振興協議会がそれぞれの実
践主題を掲げて主体的に活動を展開しています。

各協議会の活動の様子は、秋に開催される６つの地区別集会で発表されます。２月には実践発
表大会が開催され、各地区の実践発表や児童生徒の活動発表が行われます。地区集会には延べ約
1,800名、実践発表大会には1,000以上が参加し、「あかるく（健全育成）・かしこく（学力向
上）・たくましい（健康安全）」子供たちの成長のための運動を盛り上げています。

【盛岡市米内小中学校区教育振興協議会の取組】
　　　　　　　　　　～米内小中学校区教育振興協議会　会　　長　　赤坂次男　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局員　　中澤博美　氏
　　　　　　　　　　　盛岡市立米内小学校　　　　　　４年　　　　佐藤拓哉さん
　　　　　　　　　　　盛岡市立米内中学校　　　　　　３年　　　　吉田優介さん　～
米内小中学校区では、幼稚園・小学校・中学校の一貫した教育振興を目指し、「かかわり合い

とつながりを大切にし、心豊かな子どもを育てよう」という実践主題を掲げ、地域と家庭と学校
が密接な連携を取りながら運動を進めています。子供を主体に考え、実践がうまく進むよう地域
全体で心がけています。

主な実践としては、地域を愛する人間に育ってほしいという願いを込め、植樹祭、高洞山自然
観察会、米内川環境整備、地域子どもふれあい懇談会、奉仕活動などを行っており、子供たち
は、世代の垣根を越え、地域の人々との関わり合いを積極的にもとうとする意識の高揚が見られ
るようになりました。

今後も、実践を継続し、児童生徒の健全育成を地域ぐるみで行い、それぞれの役割と責任を自
覚し、明るく活気ある米内地区にしていきたいです。
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シンポジウム
「今後の新たな運動の展開をめざして」

県教育委員会　
生涯学習文化課長
渡邉　淳コメンテーター　常磐大学教授　坂本登　氏 花泉町老松地区教育振興運推進協議会の発表

イ　花泉町の教育振興運動の取組 ⑶ 記念講演
演　題「銀河鉄道に子どもたちの夢と希望を乗せて～子どもたちを地域ぐるみで育むために～」

　講　師　　松　本　零　士　氏（アニメ作家、㈶日本宇宙少年団理事長）

⑷ シンポジウム

⑸ 閉会行事
渡邉淳生涯学習文化課長から、県内全市町村

を対象に実施した「教育振興運動に関するアン
ケート調査」の集計結果や本大会の成果を踏ま
え、今後の運動への取組に関するアピールを行
いました。

【花泉町教育振興運動推進委員会の取組】
　　　　　　　　　　　　～花泉町教育振興運動推進委員会　事務局長　高橋重義　氏～
花泉町教育振興運動推進委員会は、36町内関係団体の代表者で構成され、年度毎の運営方針や

５者の連携の進め方等について協議し決定します。それを受け、地域教育担当教員、公民館職
員、図書館職員、教育委員会事務局員等からなる事務担当者会議が、町教育振興運動推進研修
会、町教育振興運動実践交流会の集いの企画運営にあたっています。さらに、町内７つの地区毎
に推進協議会が組織され、各地区の重点課題に対応した実践活動が進められています。

平成16年度は運動テーマに「育もう、心豊かな花泉っ子」を掲げ、実践目標を①月一読書運
動、②指導者の養成、③地域子ども教室の取組、④教育振興運動の周知・啓発として運動に取り
組んでいます。

ＰＴＡ、地域活動指導者、教職員等を対象に教育振興運動推進研修会や毎年２月の教育振興運
動実践交流のつどいを開催し、運動の趣旨の徹底を図るとともに、地域の教育力が結集された運
動となるよう努めています。

【参加者からの感想】
☆先生ご自身の戦争体験、漫画家駆け出し時代のお話などを伺うことができ、生きる勇気や他に

対する優しさなど、多くのものを得た。
☆夢を持ち続けることが人生を楽しく充実したものにすることを教えていただいた。子どもたち

が夢を持てるように大人の役割を果たしていきたい。
☆「夢の列車に乗り続ける」という言葉に生涯学習の原点がある。急に心が明るくなった。【花泉町老松地区教育振興運動推進協議会の取組】

　　　　　　　　　　～老松地区教育振興運動推進協議会　推進委員　千葉敏昭　氏
　　　　　　　　　　　老松小学校スポーツ少年団育成会　会　長　　小野寺英雄　氏
　　　　　　　　　　　花泉町立老松小学校　　　　　　　６　年　　伊藤優美　さん
　　　　　　　　　　　老松小学校児童17名　老松大黒舞保存会10名　　　　　　～
老松地区では、実践目標として「子どもたちが大人（地域）と一緒に学び続けよう」を掲げ、

老松小学校や地域の方々との連携を図りながら、農業体験学習や伝統芸能の伝承活動に取り組ん
でいます。

老松小学校全校児童を対象とした農業体験学習は、地域の協力の下、「ふれあい田んぼ」での
米作りを始め、老人クラブの方と案山子づくりをしたり、地域の方々と自然の恵みに感謝する会
を開催したりして、花泉の農業について学んでいます。また、老松大黒舞保存会の指導の下に取
り組んできた「老松大黒舞」の伝承活動は、運動会や町の夏祭りなどの地域行事において活動の
成果を発表し、地域の子供と大人が共に学び、交流を深める取組になっています。

今後も活動を継続し、子供と大人が交流し一緒に学ぶことによって、地域の教育力が高まるよ
う努めていきたいです。

【今後の新たな運動の展開をめざして】
☆パネリスト　NPO法人里山自然学校「はずみの里」理事長 滝田一郎　氏
　　　　　　　盛岡市立米内小学校長 中村利之　氏
　　　　　　　主婦 松本直子　氏
　　　　　　　滝沢村教育委員会事務局社会教育課長 大坪一彦　氏
☆コーディネーター　常磐大学コミュニティ振興学部教授 坂本　登　氏
各パネリストから、地域、学校、家庭、行政のそれぞれの立場を踏まえて、今後の運動の方向

性について提言いただき、コーディネーターの坂本登先生にまとめていただきました。
「教育振興運動でこれだけの成果をあげたのは、提唱者である工藤巌さん（元岩手県知事）の

教育に対する信念と、それの実現に向けて皆さんが受け継いできた結果であり、まさしく岩手の
財産である。岩手では、家庭も学校も地域も頑張っている。子供は親だけの財産ではなく、社会
全体の財産である。子供たちの真の『生きる力』を育むため、今後は、地域全体で『社会化』を
進めること、つまり、社会全体で子供を鍛え、一人前にしていくとう考え方が必要ではないか。
教育振興運動の今後の在り方のヒントもこの点にあると思う。」
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【演奏 ： 「レイダースマーチ」　「ビバ ラスベガス」　「ブラジル」】
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第３章　教育振興運動50周年記念大会
１　教育振興運動50周年記念大会の概要

教育振興運動が50周年を迎えたことを記念して、平成26年１月16日、盛岡市民文化ホールにお
いて、『教育振興運動50周年記念大会』が開催されました。

県内各地から教育現場や市町村の運動関係者ら約1,150人が参集して開催された大会では、開会
行事の後、記念講演、事例発表、シンポジウム等が行われました。

参加者は、先人が切り開いた本県独自の教育振興への思いを再認識し、さらなる運動への広が
りを確認し合い、成功裡に幕を閉じました。

２　大会日程

３　大会の主な内容
⑴ 開会行事・オープニングアトラクション

八重樫県教育委員会委員長の挨拶で始まった開会行事の後、盛岡市立厨川中学校による「厨中
北梅太鼓」が披露されました。

⑵ 記念講演
演題　「岩手と共に」
講師　菊　池　幸　見　氏

（㈱IBC岩手放送　放送本部報道局アナウンス部専任部長兼編成局ラジオ放送部専任部長）

⑶ 事例発表

【町の組織更新】
平泉町では、平成24年７月に発足した町教育振興推進協議会により、実践区が行政区単位から

学校区単位へと変わり、長島小学校区教育推進協議会（事務局：
小学校）を立ち上げました。これまで培った学校と家庭、地域の
連携を生かして、実践区の主体的な活動を行っています。協議会
の中心は長島小学校区教育振興協議会運営委員会が担い、行政区
長、民生児童委員を含め29名で構成しています。

【親子ふれあいコンサート】
ア　成り立ち

平成22年度よりスタートした親子ふれあいコンサートは今年度で5回目を数えます。当時の学
校長の「保護者に演奏される方が多いので、児童と一緒に演奏できないものか？」という発案
により実行委員会をつくり開催したことが始まりです。
イ　コンサート

４～６年生による長島小学校合奏団、地域の方を中心とした長島オールスターズが出演しま
す。長島オールスターズとは合奏団の卒業生や保護者、教職員でこのコンサートのために結成
した楽団です。練習は小学校音楽室で夜18:30～21:00まで行いました。第1回では、ゲストとして
長島小学校卒業生でプロの演奏家として活躍されている岩渕重樹さんをお招きしています。そ
の後もプロの演奏者を招待したり、東京の娘さんを呼んで家族で参加したりする等盛り上がり
をみせています。今年度は地域の保育所、平泉中学校吹奏楽部も参加し、活動の広がりを実感
しました。

世代を超えた地域一帯の演奏に観客からは、「素晴らしかった」と賞賛をいただきました。
また、日頃、親の演奏する姿をあまりみることのない児童にとって、父や母の演奏する姿は新
鮮に映ったことでしょう。
ウ　世代を超えて

児童は、様々な年代の方と一緒に演奏することで、上手な方からコツを学び「あんなふうに
なりたい」とあこがれの気持ちを抱いています。そして、演奏後の大きな拍手をもらうことが
喜びや励みとなりました。コンサートは地域の方との感動を共有する貴重な場となり、地域み
んなが心を一つにすることができるものとなっています。

【オープニングアトラクション】
　「厨中北梅太鼓」～盛岡市立厨川中学校～
東日本大震災津波により被災し、一時は３校分離したことや、

陸前高田市の氷上共鳴会の指導を受けて練習に励む厨中生の姿な
ど、映像を交えて、力強い太鼓の演奏を披露しました。

思いのこもった演奏に、会場から多くの拍手が送られました。

【学校・家庭・地域の連携による取り組み】
　長島小学校区教育振興協議会（平泉町）
　　「ＰＴＡ親子ふれあいコンサート『響かせよう希望の音を』の取り組みから」

IBC岩手放送のアナウンサーや番組司会者としてご活躍されて
いる菊池氏は、作家としても活動し、エッセイや小説等を執筆し
ています。また方言についても造詣が深く、岩手弁の良さや内容
について研究しています。

講演では、御自身のＰＴＡ活動での経験や方言詩についてのお
話しをいただき、参加者の大きな共感を呼び起こしました。
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【歴史】
伊保内高校の生徒が村内の小学生らに絵本を読み聞かせる「九戸村地域子ども読書会」は昭和

56年に始まりました。当初のねらいは、生徒が子どもたちのリーダーとしての自覚をもち、社会
人になったときの自信につなげることです。初回は体制が整わず苦労もありましたが、２回目か
らは会場までのバスの運行など村がバックアップしてくれました。回を重ねるごとに生徒と学
校、地域、行政の連携が深まっていくようになりました。

また、35年を経て、かつて読み聞かせていた生徒が親となり、その子どもが小学生として参加
するケースもあります。
【活動内容】

１つ目は、郷土の詩人・童話作家である宮沢賢治の童話
の読み聞かせです。２つ目は、手作りした九戸村や岩手に
古くから伝わる民話の紙芝居です。３つ目が、カルタ遊び
や餅つきなどのレクリエーションという三部構成となって
います。

生徒は作品選びから研修などの準備を重ねて本番に臨み
ます。難しい言葉を簡単にしたり、児童が６年間を通じて
同じ作品を聞くことがないよう工夫したりして構成を練っています。

35回目となる今回は１月６、７の両日に、１、２年生全員と３年生の有志が７,８人ずつの10グ
ループに分かれ、村内16か所で小学生に童話や地元の民話の紙芝居などを読み聞かせました。
【成果】

村内の小学生だけでなく、高齢者や小学校の先生方など世代や立場を越え多くの方が参加して
います。その方々との交流により、地域との連携が深まり、伊保内高校のみならず、九戸村あげ
ての伝統行事として定着しました。

多くの村民に喜んでもらうことが活動の大きな励みとな
り、毎年、創意工夫を重ねながら取り組むことで、コミュ
ニケーション能力や表現力の高まりにつながっていると実
感しています。
【今後の課題・展望】

読書会の改善点として、「低学年にもわかりやすい読み
聞かせ」が必要です。そのために、「作品をわかりやすく
工夫する」、「表現力やコミュニケーション能力などスキ
ルアップを図るために発表の場を広げる」、「参加する小学生に役割を持たせる」などの改善を
図りたいと考えています。

そして、「九戸村のよさ」・「岩手のよさ」など「郷土のよさ」を一層発見できる会にしたい
と思います。地域に生まれ、育ち、暮らしている人たちが世代を超えて郷土のよさを見つけられ
るような質の高い活動にしていきたいです。

吉浜は、東日本大震災の時に人的被害や家屋の被害が少な
いことから、「奇跡の集落～ミラクルビレッジ～」と言われ
ました。

吉浜は、明治29年と昭和８年の大津波の後に村長の指導に
より、高台移転を実施していました。先人のおかげで命を守
られたことに感謝したいと思っています。

吉浜中学校では、防災復興教育を大
きな教育活動の柱に据え、活動してい
ます。防災復興教育の構想には、県の
復興プログラム「いきる・かかわる・
そなえる」を盛り込んでいます。防災
復興教育に取り組むにあたり、学校・
地域・保護者・行政・生徒が、連携し
て活動することを目指しています。生
徒達が自分の地域の特色を知ること
が、地域人としての第一歩と考えてお
ります。

また、３年前から福岡県大野城市との交流が始まり、生徒は、吉浜の良さを見直す良い機会に
なっています。大野城市では、中学生が市民に報告会をしているそうです。岩手県と福岡県、離れ
ていても思いはつながっていると感じました。

吉浜中では、文化祭の「演劇」を地域の方々に披露しています。地域の方々は、中学生の学びか
ら発見することが多いようです。他地域から吉浜に来ている方も多く、「吉浜の歴史を初めて知っ
た」という方もいました。

生徒の「生きる力」を最大限に引き
出すために、５者の連携はとても大事
だと考えています。

これからも、様々な活動を通し、家
庭や地域等との連携を図りながら、子
どもたちの健やかな成長を育んでいき
たいと思います。

【全県共通課題「読書活動の推進」の取り組み】
岩手県立伊保内高等学校（九戸村）　
「世代を超えて語り継ぐもの～九戸村地域子ども読書会～」

【「復興教育」「震災からの復興」「いわて型コミュニティ・スクール構想」の取り組み】
　大船渡市立吉浜中学校（大船渡市）
「1000年後まで伝えよう！！東日本大震災　吉浜のこと」
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⑷ シンポジウム
テーマ『未来へつなぐ教育振興運動』

パネリスト
　　【子ども】：本　堂　晴　夏　さん（岩手県立伊保内高等学校１年）
　　　　　　　：古　舘　純　奈　さん（岩手県立伊保内高等学校１年）
　　【家　庭】：石　川　幸　輝　氏　（平泉町立長島小学校前ＰＴＡ会長）
　　【学　校】：村　上　洋　子　氏　（大船渡市立吉浜中学校長）
　　【地　域】：佐　藤　　　建　氏　（花巻市教育振興運動推進協議会長）
　　【行　政】：木　村　庸　助　氏　（山田町教育委員会事務局生涯学習課課長補佐）

コーディネーター
　　　　　　　　新　妻　二　男　氏　（岩手大学教育学部　学部長）

（新妻）
本シンポジウムのテーマは「未来につなぐ教育振興運動」ですので、今後に向けてというあた

りに焦点をおいた話し合いができればと考えています。よろしくお願いします。
（本堂）

伊保内高校は小さい高校ですので、不利なところもありますが、その不利なところを強みに変
えて活動しています。その一つが、挨拶が立派だと褒められていることです。私たちはそのよう
に感じたことはありませんが、外部から来た方からよく褒められます。小さい村なので、幼いこ
ろから地域の人たちと毎日自然に挨拶を交わす習慣があり、それで挨拶が良い高校であるという
捉え方をされています。

小さい村ということを生かし、本校の文化祭は「村民が集う文化祭というテーマで開催してい
ます。生徒数の５倍以上の来客があります。小さいということを逆手に取り、全国の小規模校の
モデルを目指しています。生徒と先生だけでは全国の小規模校のモデルは目指せませんが、地域
や保護者の方々と連携しながら、本校の良さを岩手や全国に伝えていければと考えています。
（古舘）

伊保内高校には江刺家神楽という郷土芸能があります。私が伊保内高校に進学したいと思った
のは、その江刺家神楽があったからです。村民の皆さんも心優しい人たちで、高校と地域とのつ
ながりがとても深い村だと思っています。ボランティア活動、クリーン活動等も盛んです。ボラ
ンティア活動には伊保内高校の生徒も参加しており、学ぶこともたくさんあります。島根県の隠
岐島前高校は、地域と連携したユニークなアイデアで過疎化という問題を解決し、人口を増加さ
せているということです。私たちの九戸村でも、伊保内高校を勝手に応援する会を地域の方々が
立ち上げて下さいました。そのお蔭で、様々な場面で自由に翼を広げて活動することができま
す。地域の方々に感謝しつつ、そのお礼を返せるように、地域との絆を大切にしながら、後世に
つなげていきたいと思います。
（新妻）

小規模校としてのモデル化を図りたい、地域とのつながりを大事にしたいということでした。
隠岐島の高校は全国的に取り上げられる事例ですけれども、同様のことを伊保内あるいは九戸村
でも実現したいという固い決意だと思います。

（石川）
長島に合奏団が根付いたのは、実は50年前、前回の岩手国体の時です。旧長島中学校に国体で

演奏して欲しいということで楽器が入りました。始めてすぐには演奏できないので、小学校から
習い始めるということになり、小学校にも楽器が入りました。教振と同じくして50年前に楽器が
入り、それからずっと続いてきたという経過になります。これまで絶えることなく続けられたの
は、もちろん皆さんの支えもあるのですが、無理せず等身大で、しかも地元のイベント重視で
やってきたことが良かったのかと思っています。ずっと続けてきたことの象徴として、親子ふれ
あいコンサートをやっています。世代を超えてできるというのは、楽器をやる者からすると楽し
いです。もちろんスポーツでもできると思いますが、長島の場合、合奏団というツールで長く続
けてきたことで、こういう輪ができ、こういう活動ができているのかと思います。始めた時は、
教育振興運動をやろうという気持ちは全くないわけで、好きで始めた音楽を一緒にやろうという
ことですけれども、それが肩肘張らずにできた理由かと思います。今後どのようになっていくか
分かりませんが、世代間をつなげるツールとして、活動を続けていきたいと思っています。
（新妻）

長年の継続が現在花開いており、下地が十分にあるのだということだと思います。また、無理
せず肩肘張らずにやるという、世代間交流、家族間交流を含めたかたちができあがっていること
が、長続きする秘訣の一つだと思います。
（村上）

吉浜地区では、東日本大震災を経験し、奇跡の集落であり続けたいという、地域の皆さんと学
校の共通の願いがあります。吉浜アワビの里、日本一の生産量を誇っているという自負もありま
す。そういう地域に根ざした学校でありたいです。生徒はたった35人。されど35人。何か日本一
になれないかというのが、吉浜中学校の夢です。奇跡の集落ということで防災教育を推進し、地
域の方々に歴史を聞き、地域を歩いて、危険な所や逃げていい所を見ながら、防災教育の原点に
立ち返る取り組みをしてきました。先日神戸で行われた「ぼうさい甲子園」に応募し、『はばタ
ン賞』という５番目の賞を受賞しました。まだ日本一にはなっていませんが、生徒と地域、学
校、行政が連携しながら、日本一を目指してみたいというのが私たちの学校の願いです。課題は
少子化が進んでいることで、統廃合があるのではないかと心配しています。されど35人、一所懸
命がんばってみたい。私たちは吉浜ＤＮＡと呼んでいるのですが、大好きな吉浜を語り続けてい
きたい。地域と学校と生徒と保護者と行政が一緒になって、子どもたちの夢をかなえたい。人の
役に立つ大人に育てたい。そんな思いで、日々精進していきたいです。
（新妻）

地域との関わりが強いことによって、あるいはより強くすることによって、防災教育を中心と
した活動を展開していることが分かりました。ある意味、地元学のような学びにもなっており、
広がりや可能性をもった活動になっていると思います。
（佐藤）

地域というのは場所を表すと同時に人を表します。子どもたちは毎年学年が一つずつ上がり、
保護者もそれに従います。教員は長くても５・６年でいなくなり、行政も担当が変わっていきま
す。変わらないのが地域です。つまり、受け皿、母体です。5者が協力するためには、地域からそ
れなりの人が出てコーディネートする。５者を結びつける役割をする。それが地域の役割と認識
しております。

50年前と今とでは生活も大きく変わりました。ただし、変わってはいけないものもあるわけで
す。変わってはいけないものとは、例えば、基本的生活習慣、人間関係など。子どもたちの遊び
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方や最近の子育ての仕方などは、大きく変わってきているわけです。その中で親子関係をどう構
築していくのか。そういったことをきちんと踏まえないと、正しい教育振興運動はできないと考
えております。

教育振興運動が始まってから50年たったということですが、50年間の成果はあったのでしょう
か。冷静な評価がされなければ、次のステップは生まれてこないわけです。花巻は、PDCAサイク
ルを導入し実践しました。小学校2年生の保護者を対象としたアンケート調査を行い、分析した結
果、どうすれば良い子になれるのかが分かりました。それをアクションにつなげるため、私たち
はパンフレットを作りました。これを材料としながら、保護者への啓発を図りたいと考えており
ます。

教育振興運動のもともとの原点は学力向上だったはずです。また原点に戻るべきではないかと
私は考えております。学力向上ばかりやると、偏屈な、人間性にかけた子どもができるのではな
いかという反論は必ず起きます。でも、岩手県は非常に県民性に優れていて、思いやりがあり、
他府県に比べると非常に人間性が豊かです。安心して学力向上に焦点を絞ってもいいのではない
かと思っております。

50年前とは時代が変わり、現在は学童クラブというものがあります。少子化が進んでいるにも
関わらず、学童クラブの入所者はどんどん増えております。今後は５者プラス１で、学童クラブ
のことも視野に入れながら教育振興運動をした方がよろしいのではないかと考えております。
（新妻）

調査結果を分析して課題を取り出し、保護者あるいは大人で共有して、解決策を考えるという
取組もやっていらっしゃるということでした。今後に向けては、学童クラブとの連携・協力も必
要になるというお話でした。
（木村）

山田町の教育振興運動ですが、震災前からごみゼロ作戦という取組をしています。教育振興運
動の実践区、公衆衛生組合の連合会、老人クラブなどが集まって、行政は環境担当課が関わり、
毎年7月の第一日曜日に行っていました。ただし、震災の影響で、PTA活動は停止し、地域コミュ
ニティもなくなり、公衆衛生組合も解散したところがあるため、今は行っていません。PTAの事
業もなかなかできないという状況が続いていましたが、できることから始めようということで、
町PTA連合会のソフトバレー大会など、徐々に復活しつつあるというところです。

行政としては、教育振興運動から受けた提案で、10のうち一つでもものになれば良いのではな
いかと思っています。顔の見える関係というのがありますが、行政側として、普段から顔の見え
る関係を築くことが大事だと思います。正直申し上げまして、今は行政も余裕がない状況です。
復興事業もあり、社会教育に対して力を注ぐのが難しい状況ですが、各学校、地域の方々、先生
方から相談を受けられるような行政でありたいと思っています。
（新妻）

被災の影響で行政も手一杯の状況ではあるが、提案をしていただければ対応する。逆に言え
ば、行政からの提案だけではなく、行政が提案を受けてどう具体化していくのか、そういうこと
をこれから徐々に作り上げていくという段階であるというお話でした。

ここで、私からパネリストの皆さんにお話を聞いてみたいと思います。
伊保内高校の話題では、おらほの学校という雰囲気が強く感じられました。今後、行政や地域

に対して要望や期待があれば、お話しいただければと思います。

（本堂）
地域の方々には普段から部活動の振興費をいただいています。また、勝手に応援する会も立ち

上げていただき、私たちも頑張らなければと思っています。子ども読書会については、今のレベ
ルではまだまだだと思っています。高校生が主体となった選書や紙芝居作り、子どもとのコミュ
ニケーションのとり方など、課題もまだまだありますが、がんばって地域や子どもたちに貢献し
ていきたいと考えています。地域の方々に、高校生はまだまだできるというところを見せたいと
思っています。
（古舘）

ボランティアや郷土芸能などの行事にお呼びいただいて、私たちが行くというかたちができあ
がっていますが、逆に地域の方々に伊保内高校にもっと来て欲しいと思っています。文化祭など
の大きな行事でしか地域の方々を高校にお呼びすることがないので、普段の授業や部活動の様子
なども見ていただき、どんどん意見や考えを言っていただいて、それを私たちが吸収し、地域と
の絆を深めつつ、伊保内高校を小規模校のモデルとして全国に発信していけたらと思っていま
す。
（新妻）

これが教育振興運動の成果です。子どもたちがこの運動の主役であることは間違いないのです
が、今のお二人のお話を聞くと、地域に関わり貢献するということを通じて、自分たちも成長し
ていけるということが、強く打ち出されていたと思います。

石川さんは家庭・保護者の立場ですが、今後に向けて、最低限こういうことにもチャレンジし
たいということがあれば、お願いします。
（石川）

ふれあいコンサートは学校の体育館で行っています。そこでお客さんと一緒に楽しむ。おじい
ちゃんおばあちゃんにも足を運んでいただく。身近な学校でやっているということに、非常に大
きな意義があると思っています。また、小さい活動ほど一人一人が主役になってきますので、大
きなことよりも小さいことをいろいろとやりたいです。合奏団活動だけではなく、奉仕活動や廃
品回収、地域のイベントに出て餅つきをしたり、田植えや稲刈りをしたり、そういった小さい活
動に家庭から送り出して、地域とのつながりを強める。いろいろな活動に数多く参加すること
で、子どもたちにとって経験が増え、一人一人の価値が非常に意味のあるものになるのではない
かと思っています。
（新妻）

子どもたちや演奏している方々の活動というだけではなく、いろいろな方に参加してもらい一
緒に楽しみたい。また、地域のちょっとした集まりや行事など、一緒にやれるようなものを、日
常的に作っていきたいというお話でした。

村上先生、活動の継続性という点で、行政や関係者にお願いしたいこと、考えていることがあ
れば、お願いします。
（村上）

継続するということは、どこでも課題だと思います。私が釜石東で実践してきたことを吉浜で
可能にしたのは、やはり地域がしっかりしていたということですし、これからもずっと奇跡の集
落であり続けたいという、地域の人たちや子どもたち、学校の思い、そしてまだ見知らぬ未来の
子どもたちにまで続けていきたいという思いにより、活動できていると思っています。

釜石東でも吉浜でも、生徒会が中心になり取り組んできました。先生は５年前後で出て行きま
すが、また新しい風が入り、それまでの取組を継続していきます。長島小学校さんのように、楽
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しいと思うことが継続の秘訣です。苦しいことは長続きしないと思います。地域の人に褒められ
たり、仲間から褒められたり、多くの方に評価していただける場を地域や行政、学校が作ってい
くことで、子どもたちはものすごい力を発揮していくのではないかと思っています。
（新妻）

子どもたちの力を信じてやるしかないという思いがひしひしと伝わってきました。先生方で継
続させるだけではなく、子どもたちの中でつなぐ仕組みがあると、そんなに簡単に折れるもので
はないということだと思います。

佐藤さん、花巻で調査を実施したということですが、課題として取り組むべきものについて、
調査から見えてきたものがあれば、ご紹介いただければと思います。
（佐藤）

調査の中からは見えてきておりません。例えば家族構成と他の項目とのクロス集計で見ます
と、核家族と多世代同居家族の間に差は全くありませんでした。

あと、日常性と非日常性について一言述べたいと思います。教育振興運動は1年に何回かイベン
トをやったりします。世代間交流などいろいろなことをやるわけですが、それは非日常であっ
て、普段の生活とは直接は関係ないです。イベントをやって良かった、楽しかったというのは、
それはそれで結構ですが、それは目的ではなくて手段。子どもたちの日常生活にどうやって入り
込んで、どうやってそれを良い方向に向けていくかというのが教育振興運動の本質だろうと思い
ます。それは簡単なことではないというのが、私の感想です。
（新妻）

発表とか、相互に認め合い評価し合うという企画も時には必要だと思いますが、いずれにして
も教育振興運動は、日常をどう充実させるかということがメインです。

年度も間もなく変わりますので、木村さんに、行政としてこれくらいはやってみたいという話
を、お願いします。
（木村）

今はどうしても教育より復興。特に、仮設でハードな生活を強いられている子どもたちに、震
災前に近い生活を取り戻すことが大事だと思います。別に教育振興運動が大事じゃないわけでは
ないのですが、復興の方が優先ではないかと、行政としては思います。
（新妻）

被災地は日常を取り戻したのかと言われると、そうではないので、まず日常を子どもたちが取
り戻す事をメインにしていきたい。行政だけの力ではもちろんできないので、いろいろな協働や
連携が当然求められるだろうと思います。ぜひ行政も中心になって進めていただきたいと思いま
す。

何点かお話しさせていただいて、終わりにしたいと思います。
一つは、先ほど佐藤さんのお話にもあったのですが、学童保育、もちろん放課後子ども教室な

どもですが、そういう関係機関との連携や役割分担も、今後あっていいと思います。５者が場合
によっては６者になったり、福祉担当の方々にも関わっていただいたり、そういうことを今後考
えていく必要が出てきているのかもしれません。

それから、先ほどのお話にもありましたが、誰が一番の主役かというと、やっぱり子どもで
す。伊保内高校の生徒さんもそうでしたが、子ども自身が楽しさや充実感を感じることがない
と、持続性という点で問題になると思います。加えて、認められたいという願望も満たされなけ
れば、なかなか持続できないだろうと思います。子どもを認めるということを大事にしながら

やっていく必要があるということを、教わったような気がします。
今後に向けて、子どもたちの置かれている状況を覗いてみますと、最近よく話題になるのは、

メディアとの付き合い方をどうするのかということについてです。１日にメディアと付き合う時
間が５時間以上という中高生が20パーセント以上いるということが、よく話題になります。先ほ
ど面白いとか楽しいとかという話がありましたが、メディア以上に面白く充実した活動を組んで
いかないと、メディアに絡め取られてしまう可能性もあるのではないか、今後課題として考えて
いただければと思います。

最後にやっぱりなんだかんだ言っても、人が人と関わるから、この運動が成り立っているとい
うことがよく分かりました。どんなにモノが豊富な時代になっても、モノとの関わりだけでは、
この運動は全く成り立たないと思います。結局最後は人に行きつく。人と関わることを通じてお
互いに得られるもの、あるいは自慢になるものを身につけていくことが、いつの時代も基本なの
だと思います。人間関係を豊かに耕せるような教育振興運動になってほしいし、そのようになっ
ているからこそ、伊保内高校の生徒さんのような子どもたちが生まれているということにも、確
信をもちたいと思います。

パネリストを務めていただいた６人の方々にお礼の拍手をもって、終わりにさせていただきま
す。どうもありがとうございました。
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髙　橋　　　寛　氏

第４章　教育振興運動50周年記念関連事業「座談会」

期　日：平成26年10月30日（木）
場　所：岩手県立生涯学習推進センター

開　会
主催者挨拶
座談会

○閉　会

新妻�　　それでは最初に、教育振興運動の創生期について、髙橋先生から御発言いただきたいと思い
ます。

髙橋�　　御存知のように、教育振興運動は昭和40年からスタートしましたが、私は昭和42年に教育事
務所で直接の関わりを持ち始めました。

また、それ以前の昭和30年代は、教育委員の任命制や学習指導要領の改定等に伴う本県教育
界の激動の時代であり、特に昭和36年の「全国
学力一斉テスト」の結果が大きな波紋を投げか
けています。

教育振興運動の原点がそこにあったと私は
思っていますし、「教育振興基本計画」の序文
「計画策定にあたって」にもそのことが明確に
示されています。

当時の「全国学力一斉テスト」では、本県は
全ての教科及び学年で全国平均をはるかに下
回っており、その原因を分析した結果、県民所
得の低さ、産業開発の未整備、優秀な人材の県
外への流出などの要素が悪循環となっているこ
とがわかりました。

そこで、その悪循環を断ち切るために、当
面、教育成果の向上を最重要課題とし、教育に
関わる児童生徒、親、教師、教育行政及び地域
社会がそれぞれの役割分担を確認したうえで、
地域の教育課題の解決を進めていくためにそれぞれの責任を果たしていく「教育振興運動」を
進めていくことが示されました。

新妻�　　ありがとうございました。教育振興運動に取り組む契機となった事柄や県民総参加に結びつ
く時代背景等がよく分かりました。

次に、運動の立ち上げから10年ほどの間の様子はどうだったのか、幸い運動の普及・充実を
図る意味も含めて10周年大会が開催されていますが、そこに至るまでの過程等も含めながら、
髙橋先生に口火を切っていただければと思います。

髙橋�　　私の経験に即して言えば、運動に携わった当初から、教育事務所の社会教育主事として、所
管の市町村に教育基本計画の策定と各実践区等の組織化を積極的に呼びかけました。また、県
内全域でも同様の取組があり、昭和43年には、県内ほぼ全市町村で運動実践のための組織が作
られました。

　　　　また、このような運動の盛り上がりの背景には「指導者養成」「手引き書の作成」「広報活
動の推進」などの取組があったと記憶しています。特にも「広報活動の推進」にあたっては
「移動教育庁」の取組が印象に残っています。これは昭和42年に、花巻中学校を会場として、
当時の工藤巌教育長をはじめとした県教委の課長級職員が参加し、全校生徒1,500名余りと対話
集会を開いたものです。当時の熱気あふれる討議の様子は今でもよく覚えています。

　　　　このように盛り上がりを見せていった運動は、地域の教育課題の解決を目指していく中で、

コーディネーター　新　妻　二　男　氏　　（岩手大学教育学部　学部長）

発言者　　　　　　髙　橋　　　寛　氏　　（岩手県生涯学習振興協会　参与）
　　　　　　　　　中　村　利　之　氏　　（岩手県生涯学習振興協会　会長）
　　　　　　　　　佐々木　哲　也　氏　　（奥州市立南都田中学校　校長）
　　　　　　　　　佐　藤　公　一　氏　　（岩手県立生涯学習推進センター　所長）
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熊本日日新聞掲載記事(S45.6.16)

公民館での母親たちの勉強会の様子
（大船渡市）

地域ぐるみで勉強机を作る子どもたち
（葛巻町）

中　村　利　之　氏

徐々に大きく「学力向上に関わる運動」「青少年の健全育成に関わる運動」「健康安全及び体
力向上に関わる運動」の三つに収斂されていきます。

　　　　さらにこの後、各地域の実情に応じた具体の活動が多彩さを増していきます。葛巻町の「机
を持たせる運動」や、田野畑村島越地区の「読書運動」、盛岡市山岸地区の「母と子の親子読
書運動」のほか、「あいさつ運動」「歯磨き運動」「風呂に入る運動」など、特徴ある取組
が、それぞれの地域の課題を見直したことにより展開されていきました。

　　　　これらの運動の内容や成果等について、県外からも大きく注目されたのもこの頃のことで
あったと記憶しています。大きく特集として扱われた「熊本日日新聞」への掲載や、「ＮＨＫ
教養特集」での放映など、運動の成果等について広く発信されていたことを思い出します。

新妻�　　続きまして、創生期から普及・充実期を経て、その後の生涯教育との関わりや青少年の健全
育成といった課題との関連等について、中村先生にお願いしたいと思います。

中村�　　教育振興運動のスタートと、ポール・ラングランがユネスコで生涯教育を提唱したのが同じ
昭和40年であったことは、大変興味深いことだと思います。また、当時の県教委・荻原課長さ
んが「教育時報」で生涯にわたる学びの重要性について繰り返し解説していたことなどを考え
合わせると、本県が国に先駆けて生涯教育の重要性について早くから着目していたことが分か
ります。

　　　　教育振興運動がスタートして10年ほど
経つと、高度経済成長等の影響もあり、
本県においても経済的にはだいぶ豊かに
なってきました。

　　　　一方で、学校では「少年非行」や「い
じめ」、「校内暴力」、場合によっては
「対教師暴力」が発生するなど、学校の
「荒れ」が大きな課題として顕在化して
きた時期です。

　　　　そういった背景もあって「青少年の健
全育成」の必要性が大きく注目され、さ
まざまな事業が展開されました。

　　　　「少年少女教室の手引き」の発行や各市町村の在学青少年社会参加活動の取組を実践事例集
にまとめたほか、在学青少年社会参加活動促進県大会を花巻市にあった県立野外活動センター
等で行い、中・高校生を集めて２泊３日（S58のみ３泊４日で開催）のキャンプ生活を送りなが
ら交歓・交流を深めるなど、本県の特性を生かした素晴らしい展開があったと思います。

　　　　当時、私は教育事務所の社会教育主事としてこの事業に参加しましたが、学校だけでなく、
このような機会を通じて子どもの心を育てていくことの大切さを実感する大変良い機会となっ
たことをよく覚えています。

　　　　また、市町村の社会参加活動にも力を入れられてきた時期であり、中・高校生が小学生を巻
き込んで資源回収や清掃活動などの奉仕活動、老人ホーム慰問などの交流活動や郷土芸能の伝
承活動など郷土理解活動に取組むなど、各地域の特性を生かしたさまざまな活動が展開されま
した。

　　　　その当時から継続している特徴的な事業として、盛岡市が夏に中学生社会参加活動リーダー
研修会を区界高原少年自然の家で、市内全中学生のリーダー約100名が２泊３日自然の中で研修
する事業。そして、冬には社会参加活動実践発表会を開催し、地域での社会参加活動の取組の
様子と決意が報告される事業を見ていると、教育振興運動の理念が多くの方々に理解されてい
く好機となっているように感じます。

新妻�　　当時の社会背景や子どもたちが抱える問題の変化、自然体験や社会体験の重要性について改
めて整理することができたように感じます。

　　　　当時の状況等について、髙橋先生から補足する点等がありましたら御発言いただければと思
います。
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佐々木　哲　也　氏

佐　藤　公　一　氏

髙橋�　　当時、県で取り組んだ事業としては、各教育事務所と派遣社会教育主事が総力を挙げて取り
組んだ「青少年社会参加促進事業」と「岩手県家庭教育振興のつどい」、「おやじ通信事業」
などが印象に残っています。

　　　　いずれの事業も、人的制限や予算面での制限などを超え、各市町村等の協力を得ながら活動
を展開していったことが思い出となっています。

新妻�　　私もこの頃は、それらの事業に関わりを持っていた時期でもありますので、印象に残ってい
ます。

　　　　当時は、子どもたちを取り巻く状況が大きく変化してきた時期であり、進学率の大幅な伸び
とともに、社会の構造的な部分も大きく変化し、社会教育が扱う課題や領域が大きく変化した
時期でもあったと思います。

　　　　続いて、活動の安定化とある意味でのマンネリ化、そして活動の充実を図っていくための模
索の時代を経て、教育振興運動は30周年大会を迎える時期に差し掛かっていくのですが、その
あたりの状況等について、佐々木先生からお願いします。

佐々木 　私は平成６年に開催された30周年記念大会の担当だったのですが、そのあたりは先ほどお話
があったとおり、安定期といいますか、活動自体はある程度定着し、各実践区でしっかり行な
われている、しかし、例年同じような内容が続いており、全体として一種のマンネリ感という
か、手詰まり感があったことは否めません。

そのようなこともあって、その30周年記念大会が教
育振興運動の集大成となり、活動の終了となると考え
ていた関係者も多かったように記憶しています。

しかしながら、当時だいぶ体調を崩されていた工藤
巌知事さんが、記念大会に際して、その体調を押して
自ら講話をしてくださり、その迫力あるお話を聞いた
多くの方々から、教育振興運動の持つ本来の理念や目
標を初めて知ったという感想・反響をいただき、改め
て、この運動の本来的な意義や役割について多くの
方々により広く知っていただく必要性に気づかされま
した。

　　　　おかげさまで30周年記念大会の開催以後は「もう教
育振興運動はやめませんか」という声はぴったりと収
まりました。

新妻�　　30周年大会は、一方で活動の終焉を迎えるかもしれない機会であったと同時に、その大会を
開催することによって活動の意義や必要性について再評価される機会でもあったわけですね。

　　　　続いて、30周年記念大会以降の話に移るわけですが、この時期からは「生きる力」あるいは
「生涯学習」といった言葉が前面に出てくる時代になりますので、教育振興運動もそれらをど
う受け止め、どのような取組を進めていくかが求められてきた時代ともいえます。

　　　　このあたりについて、佐々木先生からお話しいただければと思います。

佐々木 　平成14年度から学校週５日制が始まるわけですが、その何年か前から試行期間があり、さら

にその前から準備期間のようなものがあって、子どもたちの土曜日の使い方や生活サイクルな
どについての議論がなされるようになっていました。

　　　　しかし、幸いにも本県の場合は、教育振興運動が根付いていた地域が多く、先ほど話題と
なった青少年の体験活動やふれあい体験活動、少年少女教室等が継続して取り組まれていたこ
とから、一からそれらの活動を作り上げる必要はなく、地域からも比較的スムーズに受け入れ
られていったと思います。

　　　　また、社会教育主事と指導主事の連携がより進んだのもこの頃であり、各教育事務所単位で
行なっていたリーダー研修会でも、社会教育主事と指導主事がペアで管内の子どもたちの実態
等について説明する機会が設けられたりしました。

新妻�　　学校週５日制導入に際しても、教育振興運動として対応できる要素が多分にあったというこ
とですね。

　　　　この頃、佐藤所長さんは、花泉町の派遣社会教育主事として実践を積まれていたようです
が、そのあたりの様子をお聞かせいただければと思います。

佐藤�　　そのあたりは、初めて社会教育の世界に入って、花泉町で二年間お世話になりました。
当時の花泉町では、７つの公民館があり、それぞれの公民館が教育振興運動を推進する事務

局を担っていました。
　　　　その中で私が一番心に残っているのが、

金沢公民館実践区の「道具を使おう運動」
です。当時の公民館は、小学校の校長先生
などと情報交流する中で「最近の子どもた
ちは刃物などの道具の扱いが充分にできな
い。また、家庭でも『危ないから』という
理由で刃物に触れさせない風潮がある」と
いうことが話題になり、むしろ、教育振興
運動として、刃物を含めた道具を正しく使
いこなす取組を行なってはどうかというこ
ととなりました。

　　　　生活の中でのこぎりや包丁を使う場面を
数多く作り、道具の使い方に慣れさせよう
という実践です。おそらく３年以上は継続して取り組まれたと思いますが、家庭では包丁を
使ったお手伝いをさせたり、学校ではのこぎりや木づちを使った木工工作、公民館では野外炊
事や魚釣りのルアーづくりに取り組んだり、ＰＴＡでは子どもたちと刈り払い作業などを行
なったりしました。また、道具の使い方については、地域の高齢者の方々からも多くの指導や
協力をいただきました。正に、５者の協力による体験活動のシャワーにより、力を身につけさ
せることができた実践です。

新妻�　　学校と公民館、家庭と地域の風通しが良いという地域条件もあるとは思いますが、当時、全
国最大のテーマであった「生きる力」そのものを作るような取組であったということですね。

　　　　その後、こういった優れた実践を積み重ねながら40周年大会を迎えるわけですが、そのあた
りのことについて佐々木先生にお願いします。
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佐々木 　40周年大会を迎える２～３年前から各市町村担当者を対象としたアンケート調査を実施しま
した。また、リーダー研修会や集約大会の際にもなるべくご担当の方と懇談する機会を設ける
などして、当時、教育振興運動を進めていくうえでの悩みや課題がどこにあるのかを探りまし
た。

　　　　その結果、何点かの課題が浮かび上がってきましたので、それらの課題を解決し、運動を前
に進めていくための仕組みとして「みんなで教振！10か年プロジェクト」を作成し、運動の再
構築や検証等を通じて、活動の一層の充実を図っていくこととしました。

　　　　40周年記念大会自体は、特に目新しいものを取り入れたわけでもなく、極めてオーソドック
スな内容ですが、当時の教育振興運動を再構築し、新たなステージへ進めるためのメッセージ
を込めた内容としました。

新妻�　　このあたりから「地域の教育力」ということが話題に上るようになり、子どもの課題、学校
の課題のほか、地域そのものの課題も問われるような時代になってきたという印象がありま
す。

　　　　今度の50周年大会では、先ほどお話があった「みんなで教振！10か年プロジェクト」が示さ
れてからちょうど10年を迎えるわけですが、これまでの流れや周囲の状況等について、佐々木
先生、佐藤所長からお話しいただければと思います。

佐々木 　「みんなで教振！10か年プロジェクト」は、特
に若い方々に運動の理念や意義について理解を深
めていただくために、当時の社会教育主事たちが
アイディアを出し合って作成したものです。なる
べく多くの方々に教育振興運動について知ってい
ただくため、手引書もなるべく平易な内容にした
うえで、全市町村のリーダーの皆さん等に広くお
配りしました。

　　　　また、その後は「モデルプログラム」の開発に
も取り組みました。それぞれの地域ごとに想定さ
れる教育課題に対して、各実践区でどのようなア
プローチの仕方があるかを示したもので、34の
ケースについてまとめたものです。

　　　　当時は、学校の先生方の理解を得ることがなか
なか難しい、という声を実践区の関係者等の方々
から聞くことも多かったので、それぞれの課題の
特徴に応じた学校の関わり方についても内容に盛
り込みました。

佐藤�　　学校の理解がなかなか進まなかった、という点については、「地域連携窓口教員」の位置づ
けを明確にするとともに、初任者研修や経験10年研修で教育振興運動に関係する内容を１コマ
設定してもらうなどの対応にも努めました。現在でもそれらの取組は継続しており、一定の成
果を挙げているものと捉えています。

　　　　「10か年プロジェクト」の第２ステージは「実践の３年」と位置づけられていましたが、そ

の段階では「全県共通課題」というものの設定を行ないました。
　　　　これは、それまでの教育振興運動の取組は、ややもすると単発的・イベント的な内容に流れ

がちだったこと、学校と連携した取組が十分とはいえなかったこと、そして、運動の成果が全
体で実感しにくい状況であるなどの推進上の課題が指摘されていました。

一方、当時の学校教育サイドにおいては、「家庭学習の充実」と「読書活動の推進」が課題
とされていたことから、これは、全県的に共感いただける課題といえるであろうということ
で、そうであれば、全県の解決すべき共通する課題として取り組もうとしたものです。

　　　　「家庭学習の充実」については、当時の実践区での取組割合が47％、「読書活動の推進」が
67％であったのに対し、昨年25年度はともに94％と、その取り組み状況は向上し、本来の成果
として問われるべき家庭学習、読書活動それぞれの習慣化、定着化について大きな成果を挙げ
ています。

　　　　また、これは、学校教育サイドで目標達成型の学校経営の推進と「まなびフェスト」の設定
が進められたことのほか、各教育事務所の指導主事に「教振担当指導主事」が位置づけられた
ことも大きく影響していると思われます。

新妻�　　続いて、この10年間の中では、本県にとって非常に大きな出来事となった「東日本大震災津
波」がありました。この震災と教育振興運動の関
連で何か御発言があればお願いします。

佐藤�　　発災直後、特に沿岸部では、多くの人命はもと
より、家や職を失い、住む場所、将来の生活の見
通しさえおぼつかないという状況でした。

　　　　しかし、そのような非常に過酷な状況にあって
も、小学生、中学生、高校生、岩手の子どもたち
は、避難所やその後の仮設住宅にあって、お互い
を励ましあい、地域の方々と支えあい、多くの活
動に前向きに取り組んでいた様子が思い起こされ
ます。

　　　　私はこれが50年間にわたって連綿と続けられて
きた教育振興運動の一つの大きな成果だと思って
います。

　　　　現在、本県では「いきる」「かかわる」「そな
える」の３つの教育的価値を柱とした「いわての
復興教育」に取り組んでいます。

　　　　地域の実情を踏まえたうえで、特色ある内容が
県内各地全県で進められているところですが、私はその根底にあるスピリットが教育振興運動
の理念とともにあると確信しています。

新妻�　　ここまで、教育振興運動の創生期から現在に至るまでのお話しを伺いましたが、これまで取
り組んできた教育振興運動の成果や今後に引き継ぐべきこと、あるいは、今後の展開に期待す
ることなどについて順次お話しいただきたいと思います。
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50周年

新　妻　二　男　氏

佐藤�　　皆さんのお話を伺ってきて、私はやはり推進体制の充実が大切だと思います。
　　　　また、活動内容の充実も重要ですが、それ以上にその活動の成果をきちんと見極めることが

求められるのではないかと感じています。
　　　　そのためには活動の目的や目標を明確にしていくことと、学校統合が進んでいく現状を考え

合わせると、学校との相互理解を一層進めていく必要があると思います。

佐々木 　50年間を通じた成果の一つに「学力の向上」があると思います。創生期の状況に比べれば全
国平均との格差は大きく解消していることが明確であり、諸先輩のご努力にも感謝すべき成果
だと感じています。

　　　　また、私が震災直後に感じたことは、教育振興運動のウィークポイントがネットワーク不足
にあるのではないかということでした。

　　　　各地域の教育課題の解決を目指す運動であるだけに、各実践区や市町村単位での情報交流は
十分になされているとは思うのですが、あのような大きな災害が起きた場合、特に子どもを支
えている親たちに対する支援を全県的に進めていくためには、もっと広い範囲でのネットワー
ク構築が一層求められるのではないかと思いました。

　　　　現在、本県では県民一丸となって震災からの「復興」に取り組んでいますが、「復興」と
は、まさに「地域課題」であり「教育課題」であるわけです。

　　　　そういった意味では、現在大きな課題として捉えられている「人口減少」や「情報モラル」
などと同様に、教育振興運動として取り組む価値のある大きなテーマではないかと思います。

中村�　　50年を通じて取り組まれたさまざまな活動が、多くの世代や立場の方々の支えによって一層
充実した内容に成長してきていると感じています。

　　　　実践区の発表会や集約集会に参加すると、子どもの立場での発表があったり、親の立場、あ
るいは学校の立場での率直な意見交流があったりと、大変充実した取組が進められていること
を実感します。

　　　　一方で、今後は運動の課題解決の目標や活動成果の評価をさらに明確にしていくことや、取
組を進めていくための環境の整備を一層図っていくことが求められるのではないかと思いま
す。

髙橋�　　50年間の成果として先ほどお話しがあった「学力の向上」については、運動創生期に比べて
県内図書館の整備やその蔵書の充実が格段に進んだことも大きな要因となっていることを付け
加えたいと思います。図書館という社会教育施設が、やはりこの運動の基盤として大きな支え
となっているものと感じます。

　　　　また、あの震災を受け、今の子どもたちが今後の復興の担い手になっていくことを念頭に置
いた取組を進めていくべきであると思います。

　　　　世界各地から支援の手を差しのべられ、そして世界全体に感謝の気持ちを伝えようとしてい
る岩手の子どもたちにとって、国際的な感覚の育成を含めたさまざまなアプローチが考えられ
ます。

　　　　理念としての「生活課題」「地域課題」をしっかりと捉えながら、運動の一層の充実を期待
したいと思います。

新妻�　　この50年は、変化を続ける現代社会への対応を図りながら、継承すべきは継承し、見直すべ

きは見直しながら取組を進めてきたということがまず言えると思います。
　　　　今までさまざまな角度からお話しいただきましたが、個人的に若干付け加えさせていただき

ますと、まず、今後の教育振興運動の推進に当たっては、平成の大合併によって広域化した市
町村と、学校の統廃合によって大きな変化が加えられた実践区の再構築を進めていくことが求
められると思います。

　　　　特にも沿岸被災地においては、今後も大きな地域の変容が予想されることから、運動の基盤
である実践区をどのように作り上げていくかは大きな課題であると感じます。

　　　　もう一つは担い手づくりについてで
すが、現在の地域づくりは行政だけで
なく、さまざまな地域団体やＮＰＯ等
との連携・協働を通じて進められてい
ます。

　　　　その際、重要になってくるのが、そ
れぞれ立場の違う多様な団体等をつな
いでいくコーディネートの力であると
感じています。

　　　　この教育振興運動は、将来的に「地
域づくり」や「地域おこし」につな
がっていく可能性も秘めているもので
あると思いますので、是非、さまざま
なネットワーク構築の核となるような
人材の育成も進めていくべきであると
思います。

　　　　本日は、長時間に渡り貴重なお話しをいただき、ありがとうございました。



― 42 ― ― 43 ―

教育振興運動50年のあゆみ 教育振興運動50年のあゆみ

年　　度 月 事　　　　　　　　　項
昭和 40年度 4月 ・　��児童生徒、両親、教師、教育行政、地域社会が一体となって、「岩

手の教育」を高めようという趣旨で、教育振興運動を提唱する。
・　��運動をすすめるために、本庁各課、図書館、教育研究所、理科
教育センター、岩手紫波教育事務所等から 30名の委員をあげ、教
育長を委員長とする教育振興運動推進委員会を設置する。

5月 ・　��教育振興運動共同研究地域として、大船渡市と田野畑村を指定
する。
・　��教育振興運動推進機関、団体代表者会を開催する。
・　��「教育振興運動推進の手引き—教育水準の向上をめざして—」を
発行する。

6月〜 7月 ・　��教育事務所単位に指導者研修会を開催する。
1月〜 2月 ・　��教育事務所単位に教育振興運動研究協議会を開催する。

・　��16㎜映画「かあちゃんがんばれ」（大船渡市教育振興運動実践事
例）を制作し、各地域視聴覚ライブラリーに配布する。

昭和 41年度 4月 ・　��教育振興運動共同研究地域として、花巻市、山形村を指定する。
・　�教育振興運動推進機関、団体代表者会を開催する。

6月〜 7月 ・　�「実践活動の考え方、すすめ方」を主題に、実践リーダー講習会
を教育事務所単位に開催する。

8月 ・　�16㎜映画「島の越の読書運動」（田野畑村教育振興運動実践事例）
を制作し、各地域視聴覚ライブラリーに配布する。

12月 ・　�推進幹事会内に学校教育小委員会、社会教育小委員会の２委員
会を設置する。
・　�全県教育振興運動研究集会を開催する。
・　�岩手県青少年育成県民会議の結成大会が開催され、教育振興運
動との一体的推進を図ることとする。

1月〜 2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動研究協議会を開催する。
・　�昭和 41年度作成資料
　　「教育振興運動実践活動の手引き—実践活動をもり上げるため
に—」

　　「教育振興運動の歩み—実践事例集—」
昭和 42年度 4月 ・　�教育振興運動共同研究地域として、花泉町を指定する。

5月 ・　�社会教育委員会において、教育振興運動の推進について研究協
議を行う。
・　�教育事務所教育振興運動担当者会議を開催し、教育事務所にお
ける推進体制の確立についての研究協議を行う。
・　�教育振興運動推進機関、団体代表者会議を開催する。

8月 ・　�教育振興運動推進リーダー講習会を盛岡市、平泉町、久慈市を
会場に開催する。

11月 ・　�教育センターを会場に教育振興運動研究協議会を開催する。
　（行政部会、学校教育部会、社会教育部会、家庭教育部会）

1月〜 2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約集会を開催する。

年　　度 月 事　　　　　　　　　項
昭和 42年度 ・　�昭和 42年度作成資料

　　「教育振興運動実践活動の手引き第 2集—教育活動の充実をめざ
して—」

　　「共同研究の歩み—共同研究第 1集—」
　　「教育振興運動の歩み—実践事例集第 2集—」
　　「教育振興運動と青少年育成県民運動との一体的推進について第
2集」

昭和 43年度 4月 ・　�教育振興運動共同研究地域として、大槌町、安代町を指定する。
5年 ・　�教育事務所教育振興運動担当者、教育振興基本計画修正計画担

当者会議を開催する。
7月〜 8月 ・　�教育振興運動実践リーダー講習会を水沢市、久慈市、千厩町、

盛岡市、宮古市の 5会場で開催する。
10月 ・　�教育振興運動全県集会を県公会堂で開催する。
11月 ・　�教育事務所教育振興運動担当者会議を開催する。
1月〜 2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約集会、国体県民運動集約集

会を開催する。
・　�昭和 43年度作成資料
　　「教育振興運動の手引き—第 3集—」
　　「教育振興運動の歩み—実践事例集第 2集—」
　　「共同研究の歩み—共同研究第 2集—」
　　「教育振興運動と青少年育成県民運動との一体的推進資料第 3
集—伸ばそう伸びよう青少年—」

昭和 44年 4月 ・　�教育振興運動共同研究地域として、久慈市を指定する。
5月 ・　�教育振興運動推進機関、団体代表者会議を開催する。

・　�市町村、教育事務所教育振興運動担当者会議を開催し、実践交
流と今後の運動推進について協議を行う。

6月〜 8月 ・　�第 1回共同研究地域連絡協議会を大槌町において開催する。
　　「運動の調査と評価」を主題に教育振興運動実践リーダー講習会
を教育事務所単位に開催する。

6月〜 10月 ・　�福岡町、種市町、三陸町、大東町、西根町、石鳥谷町、北上市、
前沢町、宮古市、釜石市を会場に教育振興運動地区集会を開催し、
地域の教育課題解決に向けた研究協議を行う。

11月 ・　�教育振興運動、新生活運動県民のつどいを県公会堂ほか 6会場
で開催する。
・　�昭和 44年度作成資料
　　「共同研究の歩み—共同研究第 3集—」
　　「教育振興運動 5年の歩み」
　　「教育振興運動ハンドブック」

昭和 45年度 4月 ・　�岩手国体開催の年に当たり、国体県民運動の実践項目を教育振
興運動の組織で実践することとする。
・　�教育振興運動共同研究地域として、室根村を指定する。

6月〜 8月 ・　�教育振興運動 5ケ年の成果と問題点を検討し、今後の運動推進
の方向と内容を明らかにするため、推進幹事及び専門委員 37名か
らなる検討委員会を開催し、運動目標、課題及び重点的実践項目
をとりまとめる。

6月〜 8月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
7月 ・　�藤沢町、住田町、岩泉町を会場に教育振興運動地区集会を開催

する。
11月 ・　�盛岡市を会場に教育振興運動県民のつどいを開催する。

付　　録
１　教育振興運動推進年表　　　　　　　　　　（県段階における主な推進活動）
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年　　度 月 事　　　　　　　　　項
昭和 45年度 2月〜 3月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。

・　�教育振興運動実践スライドを募集し、優秀賞 9地区、優良賞 8
地区、奨励賞 1地区を表彰する。
・　�昭和 45年度作成資料
　　教育振興運動実践記録映画「輝くひとみに」
　　「これからの教育振興運動の発展のために」
　　「教育振興運動共同研究の歩み—共同研究第 4集—」
　　「教育振興運動の歩み—実践事例集第 5集—」

昭和 46年度 4月 ・　�全県共通課題として「学力向上」「健全育成」「健康と安全」3項
目を設定する。
・　�教育振興運動推進幹事会の中に「学力向上」「健全育成」「健康
と安全」の 3部会を構成して推進することとする。
・　�教育振興運動共同研究地域として、岩泉町を指定する。

5月 ・　�市町村の教育振興運動担当者会議を開催する。
6月〜 9月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
10 月 〜 11
月

・　�金ケ崎町、江釣子村、湯田町を会場に教育振興運動地区集会を
開催する。

11月 ・　�盛岡市を会場に教育振興運動県民のつどいを開催する。
2月〜 3月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。
3月 ・　�教育振興運動関係機関団体代表者会議を開催し、運動全般につ

いての意見を聴取する。
・　�教育振興運動実践スライドを募集し、優秀賞 4地区、優良賞 4
地区を表彰する。
・　�昭和 46年度作成資料
　　「教育振興運動共同研究の歩み—共同研究第 5集—」
　　「教育振興運動の歩み—実践事例集第 6集—」

昭和 47年度 4月 ・　�教育振興運動市町村担当者会議を開催する。
6月〜 9月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
8月〜 12月 ・　�玉山村、岩手町、松尾村、矢巾町を会場に教育振興運動地区集

会を開催する。
1月〜 3月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。
3月 ・　�教育振興運動関係機関団体代表者会議を開催する。

・　�教育振興運動実践スライドを募集し、優秀賞 8地区、努力賞 4
地区を表彰する。
・　�昭和 47年度作成資料
　　「教育振興運動共同研究の歩み—共同研究第 6集—」
　　「教育振興運動の歩み—実践事例集第 7集—」

昭和 48年度 4月 ・　�教育振興運動推進幹事会の中に運動方向部会、推進方法部会、
集約評価部会の 3部会を構成し、これまでの運動を総合的に集約、
検討する。
・　�新しい岩手をつくる県民運動の「青少年を健全に育てる運動」
及び「県民総スポーツ運動（岩手のゴールデンプラン）」と一体的
推進をはかる。

6月〜 9月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
9月 ・　�水沢市、雫石町を会場に教育振興運動地区集会を開催する。

・　�岩泉町を会場に共同研究協議会を開催する。
2月〜 3月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。

年　　度 月 事　　　　　　　　　項
昭和 48年度 ・　�教育振興運動実践スライドを募集し、優秀賞 6地区、努力賞 4

地区を表彰する。
・　�昭和 48年度作成資料
　　「教育振興運動共同研究の歩み—共同研究第 7集—」
　　「教育振興運動の歩み—実践事例集第 8集—」

昭和 49年度 4月 ・　�前年に引き続き、推進幹事会を中心に各方面の意見等を聴きな
がら、これまでの運動の集約、評価、今後の推進方向について検
討する。

7月 ・　�運動推進の現状、今後の運動推進について各市町村教育委員会
を対象にアンケート調査を実施する。

11月 ・　�教育振興運動 10周年記念県大会を開催する。
・　�教育振興運動 10周年記念実践事例スライドコンクールを実施す
る。
　総集編、単年編の 2部門でスライドを募集し、各部門最優秀賞
1地区、優秀賞 4地区を表彰する。

1月〜 3月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動 10周年集約会議を開催する。
・　�昭和 49年度作成資料
　　「教育振興運動 10年の歩み」（10周年記念誌）
　　「教育振興運動の評価の手引き」
　　映画「わか芽の詩」

昭和 50年 4月 ・　�本年度から教育振興運動実践団体活動助成として、岩手県ＰＴ
Ａ連合会の広報誌「ＰＴＡいわて」の発行を援助することとする。
・　�多様化する運動に対応するため、ブロック教育振興連絡会を設
置し推進体制を強化する。
・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。

6月〜 8月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。
2月〜 3月 ・　�昭和 50年度作成資料

　　「これからの教育振興運動推進のために」
昭和 51年度 4月 ・　�推進幹事会の中に専門部会を設置し、運動推進に関する調査研

究を進める。
・　�教育振興運動実践団体活動助成として、岩手県ＰＴＡ連合会の
広報誌「ＰＴＡいわて」の発行を援助する。

6月〜 8月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。

2月〜 3月 ・　�昭和 51年度作成資料
　　「いわての教育振興運動のために」

昭和 52年度 4月 ・　�教育振興運動実践団体活動助成として、岩手県ＰＴＡ連合会の
広報誌「ＰＴＡいわて」の発行を援助する。

6月〜 8月 ・　�教育振興運動の新しい課題の発見と運動推進の成否の要因を深
めるため、教育事務所単位に教育振興運動ブロック大会を開催す
る。

2月〜 3月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。
・　�昭和 52年度作成資料
　　「教育振興運動実践事例集」

昭和 53年 4月 ・　�教育振興運動実践団体活動助成として、岩手県ＰＴＡ連合会の
広報誌「ＰＴＡいわて」の発行を援助する。

6月〜 7月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
2月〜 3月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。
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年　　度 月 事　　　　　　　　　項
昭和 53年 ・　�昭和 53年度作成資料

　　「これからの教育振興運動のために」
昭和 54年度 4月 ・　�教育振興運動実践団体活動助成として、岩手県ＰＴＡ連合会の

広報誌「ＰＴＡいわて」の発行を援助する。
6月〜 9月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
2月〜 3月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。

・　�昭和 54年度作成資料
　　「親と子の実践事例集」

昭和 55年度 4月 ・　�在学青少年の社会参加活動を促進するために、5市町をモデル地
区に指定（2ケ年指定）し、典型実践区の育成に努める。

6月〜 7月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催し、在学
青少年社会参加活動の促進、親と子の実践活動を奨励する。

6月 ・　�盛岡市を会場に在学青少年社会参加活動指導者研修会を開催す
る。

7月 ・　�盛岡市、江刺市、平泉町、住田町、浄法寺町を会場に在学青少
年社会参加活動運営研修会を開催する。

2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。
・　�昭和 55年度作成資料
　　「在学青少年社会参加活動の手引き」

昭和 56年度 4月 ・　�在学青少年の社会参加活動を促進するため、55年度に引き続き
モデル地区に指定した典型実践区の育成に努める。

6月〜 7月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
6月 ・　�住田町を会場に在学青少年社会参加活動指導者研修会を開催す

る。
5月〜 7月 ・　�雫石町、江刺市、平泉町、住田町、浄法寺町を会場に在学青少

年社会参加活動運営研修会を開催する。
8月 ・　�県立野外活動センター及び花巻市立若葉小学校を会場に在学青

少年社会参加活動促進県大会を開催する。
　　参加校・参加者数　中学校　56校、338 人
　　　　　　　　　　　高等学校　49校、148 人

2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。
・　�昭和 56年度作成資料
　　「在学青少年社会参加活動実践事例集」

昭和 57年度 4月 ・　�在学青少年の社会参加活動促進地区として、新たに 7市町村を
指定し典型実践区の育成に努める。
・　�少年少女教室開設事業を実施することとし、11市町村を実践地
区に指定（2ケ年指定）する。

6月〜 7月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催し、在学
青少年の社会参加活動の促進充実と少年少女教室開設を奨励する。

6月 ・　�遠野市を会場に在学青少年社会参加活動指導者研修会を開催す
る。

5月〜 7月 ・　�滝沢村、花巻市、北上市、大東町、遠野市、宮古市、普代村を
会場に在学青少年社会参加活動運営研修会を開催する。

8月 ・　�県立野外活動センター及び花巻市文化会館を会場に在学青少年
社会参加活動促進県大会を開催する。
　　参加校・参加者数　中学校　85校、374 人
　　　　　　　　　　　高等学校　27校、�81 人

2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。

年　　度 月 事　　　　　　　　　項
昭和 57年度 ・　�昭和 57年度作成資料

　　「在学青少年（中学生、高校生）の社会参加活動」
　　「少年少女教室の手引き」

昭和 58年度 4月 ・　�在学青少年の社会参加活動を促進するため、57年度に引き続き
モデル地区に指定した典型実践区の育成に努める。
・　�少年少女教室を促進するため、57年度に引き続き実践指定地区
の指導援助に努める。

6月〜 9月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
6月 ・　�県立陸中海岸青少年の家を会場に在学青少年社会参加活動指導

者研修会を開催する。
5月〜 7月 ・　�滝沢村、花巻市、北上市、大東町、遠野市、山田町、久慈市を

会場に在学青少年社会参加活動運営研修会を開催する。
8月 ・　�県立野外活動センター及び花巻市文化会館を会場に在学青少年

社会参加活動促進県大会を開催する。
　　参加校・参加者数　中学校　86校、422 人
　　　　　　　　　　　高等学校　30校、�88 人

2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。
・　�昭和 58年度作成資料
　　「在学青少年の社会参加活動—実践事例集—」
　　「少年少女教室実践事例集」

昭和 59年度 4月 ・　�在学青少年の社会参加活動促進地区として、7地区を指定する。
・　�少年少女教室開業事業実践地区として 11地区を指定する。

6月〜 7月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
6月 ・　�県立県北青少年の家を会場に在学青少年社会参加活動指導者研

修会を開催する。
5月〜 7月 ・　�紫波町、北上市、胆沢町、大船渡市、遠野市、久慈市、九戸村

を会場に在学青少年社会参加活動運営研修会を開催する。
8月 ・　�県立青少年の家（3施設）を会場に在学青少年社会参加活動促進

県大会を開催する。
　　参加校・参加者数　中学校　122 校、430 人
　　　　　　　　　　　高等学校　�60 校、232 人

2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。
・　�昭和 59年度作成資料
　　「これからの在学青少年の社会参加活動のために」
　　「少年少女教室をすすめるために」

昭和 60年度 4月 ・　�在学青少年の社会参加活動促進地区として、7地区を指定する。
・　�少年少女教室開業事業実践地区として 11地区を指定する。

6月〜 7月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
6月 ・　�県立県南青少年の家を会場に在学青少年社会参加活動指導者研

修会を開催する。
5月〜 7月 ・　�西根町、北上市、胆沢町、大船渡市、遠野市、種市町、九戸村

を会場に在学青少年社会参加活動運営研修会を開催する。
8月 ・　�県立青少年の家（3施設）を会場に在学青少年社会参加活動促進

県大会を開催する。
　　参加校・参加者数　中学校　140 校、455 人
　　　　　　　　　　　高等学校　�47 校、166 人

2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。
・　�昭和 60年度作成資料
　　「教育振興運動の新しいあゆみのために」
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年　　度 月 事　　　　　　　　　項
昭和 61年度 4月 ・　�在学青少年の社会参加活動促進地区として新たに 7地区を指定

する。
・　�少年少女教室開業事業は奨励援助事業に切り換えることとし、
指定を解除する。

5月〜 6月 ・　�玉山村、湯田町、江刺市、一関市、川崎村、新里村、大野村を
会場に在学青少年社会参加活動運営研修会を開催する。

6月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
・　�県立陸中海岸青少年の家を会場に在学青少年社会参加活動指導
者研修会を開催する。

7月 ・　�県立青少年の家（3施設）を会場に在学青少年社会参加活動促進
県大会を開催する。
　　参加校・参加者数　中学校　134 校、590 人
　　　　　　　　　　　高等学校　�54 校、194 人
・　�教育事務所単位に教育振興運動集約会議を開催する。
・　�昭和 61年度作成資料
　　「これからの教育振興運動推進のために」（再版）

昭和 62年度 4月 ・　�在学青少年の社会参加活動促進地区として 7地区を指定する。
6月〜 7月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
2月 ・　�県民の意識の高揚と運動の質的充実発展を図ることをねらいに、

教育事務所単位に教育振興運動推進岩手県大会を開催する。
・　�市町村における教育振興運動優良実践団体（23団体）を表彰する。
・　�昭和 62年度作成資料
　　「地域で育てる岩手っ子—教育振興運動実践事例集—」

昭和 63年度 4月 ・　�地域における教育振興運動に活力を与えるため、「在学青少年社
会参加活動促進事業」「少年少女教室開設事業」を核事業として位
置づける。

6月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進岩手県大会を開催する。

・　�市町村における教育振興運動優良実践団体（23団体）を表彰する。
平成元年度 4月 ・　�「在学青少年社会参加活動促進事業」「少年少女教室開設事業」

を核事業として推進する。
6月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

・　�市町村における教育振興運動優良実践団体（23団体）を表彰する。
平成 2年度 4月 ・　�「在学青少年社会参加活動促進事業」「少年少女教室開設事業」

を核事業として推進する。
6月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

・　�市町村における教育振興運動優良実践団体（23団体）を表彰する。
平成 3年度 4月 ・　�「在学青少年社会参加活動促進事業」「少年少女教室開設事業」

を核事業として推進する。
6月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

・　�市町村における教育振興運動優良実践団体（23団体）を表彰する。
平成 4年度 6月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。

9月 ・　�「地域少年わんぱく広場開設事業」を導入し、12 市町村に委託
する。

年　　度 月 事　　　　　　　　　項
平成 4年度 11月 ・　�県立県南青少年の家を会場に地域少年わんぱく広場指導者研修

会を開催する。
2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

・　�市町村における教育振興運動優良実践団体（23団体）を表彰する。
平成 5年度 4月 ・　�「地域少年わんぱく広場開設事業」を導入し、12 市町村に委託

する。
5月 ・　�県立県北青少年の家を会場に地域少年わんぱく広場指導者研修

会を開催する。
6月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

・　�市町村における教育振興運動優良実践団体（23団体）を表彰する。
平成 6年度 4月 ・　�「地域少年わんぱく広場開設事業」を導入し、12 市町村に委託

する。
6月 ・　�県民会館を会場に教育振興運動 30周年記念大会を開催する。

・　�教育振興運動優良推進団体として 12団体を表彰する。
2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

・　�市町村における教育振興運動優良実践団体（23団体）を表彰する。
・　�「教育振興運動 30年のあゆみ」（30周年記念誌）

平成 7年度 ・　�教育振興運動推進幹事会を開催する。
5月 ・　�教育振興運動市町村担当者会議を開催する。
2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

・　�市町村における教育振興運動優良実践団体（23団体）を表彰する。
平成 8年度 ・　�教育振興運動推進幹事会を開催する。

5月 ・　�教育振興運動市町村担当者会議を開催する。
2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

平成 9年度 ・　�教育振興運動推進幹事会を開催する。
5月 ・　�教育振興運動市町村担当者会議を開催する。
2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

平成 10年度 ・　�教育振興運動推進幹事会を開催する。
5月 ・　�教育振興運動市町村担当者会議を開催する。
2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

平成 11年度 ・　�教育振興運動推進幹事会を開催する。
5月 ・　�教育振興運動市町村担当者会議を開催する。
6月〜 7月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
11月〜 2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

平成 12年度 ・　�教育振興運動推進幹事会を開催する。
5月 ・　�教育振興運動市町村担当者会議を開催する。
6月〜 7月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
11月〜 2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

平成 13年度 ・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 3回）する。
5月 ・　�教育振興運動市町村担当者会議を開催する。
6月〜 7月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
11月〜 2月 ・　�教育事務所単位に教育振興運動推進大会を開催する。

平成 14年度 ・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 3回）する。
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年　　度 月 事　　　　　　　　　項
平成 14年度 5月 ・　�教育振興運動市町村担当者会議を開催する。

6月〜 7月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
2月 ・　�教育振興運動推進県大会を開催する。

・　�地域の教育力向上支援事業の推進
・　�各市町村小中学校 1校（モデル校）に地域教育推進員を配置
・　�地域連携窓口教員を校務分掌に位置付ける。
・　�教育振興運動がよくわかる手引き資料〔総論編〕作成

平成 15年度 ・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 3回）する。
5月 ・　�教育振興運動市町村担当者会議を開催する。
6月〜 7月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
11月 ・　�教育振興運動推進県大会を開催する。

・　�地域の教育力向上支援事業の推進
・　�教育振興運動がよくわかる手引き資料〔事例編〕作成

平成 16年度 ・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 4回）する。
5月 ・　�教育振興運動市町村担当者会議を開催する。
6月〜 7月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動リーダー研修会を開催する。
11月 ・　�教育振興運動 40周年記念大会を開催する。

・　�地域の教育力向上支援事業の推進
平成 17年度 ・　�「みんなで教振！ 10か年プロジェクト」を立ち上げる。

　　　第１ステージ「再構築の３年」に取り組む。
・　�モデルプログラム研究事業を開始する。
・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 3回）する。

5月 ・　�教育振興運動市町村担当者研修会を開催する。
5月〜 7月 ・　�実践区リーダー等との地域懇談会を開催する。
6月〜 7月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動実践区リーダー研修会を開催

する。
7月〜 8月 ・　�各教育事務所単位に地域連携窓口教員研修会を開催する。

平成 18年度 ・　�「みんなで教振！10か年プロジェクト〜再構築の3年〜」の推進。
・　�モデルプログラム研究事業に取り組む。
・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 2回）する。

5月 ・　�教育振興運動市町村担当者研修会を開催する。
5月〜 7月 ・　�実践区リーダー等との地域懇談会を開催する。
6月〜 7月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動実践区リーダー研修会を開催

する。
7月〜 8月 ・　�各教育事務所単位に地域連携窓口教員研修会を開催する。

平成 19年度 ・　�「みんなで教振！10か年プロジェクト〜再構築の3年〜」の推進。
・　�モデルプログラム研究事業に取り組む。
・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 2回）する。

5月 ・　�教育振興運動市町村担当者研修会を開催する。
6月 ・　�教育振興運動地域懇談会を開催する。
6月〜 7月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動実践区リーダー研修会を開催

する。
7月〜 8月 ・　�各教育事務所単位に地域連携窓口教員研修会を開催する。
2月 ・　�教育振興運動集約県大会を開催する。（北上市・さくらホール）

年　　度 月 事　　　　　　　　　項
平成 20年度 ・　�「みんなで教振！ 10 か年プロジェクト」第２ステージ「実践の

3年」を推進する。
・　�教育振興運動モデルプログラムを全県的に展開する。
・　�教育振興運動手引き資料「総論編」の活用。
・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 2回）する。

5月 ・　�教育振興運動市町村担当者研修会を開催する。
5月〜 7月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動推進研修会を開催する。

・　�チーム教振派遣事業の展開（8市町村）
平成 21年度 ・　�「みんなで教振！ 10 か年プロジェクト」第２ステージ「実践の

3年」の推進。
・　�教育振興運動モデルプログラムを全県的に展開する。
・　�全県共通課題「家庭学習の充実」「読書活動の推進」を設定し、
県内各市町村実践組織においての取組みを支援する。
・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 2回）する。

5月 ・　�教育振興運動市町村担当者研修会を開催する。
5月〜 7月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動推進研修会を開催する。

・　�チーム教振派遣事業の展開（7市町村）
平成 22年度 ・　�「みんなで教振！ 10 か年プロジェクト」第２ステージ「実践の

3年」の最終年度として、運動を推進する。
・　�教育振興運動モデルプログラムを全県的に展開する。
・　�全県共通課題「家庭学習の充実」「読書活動の推進」の推進
・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 2回）する。

5月 ・　�教育振興運動市町村担当者研修会を開催する。
6月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動推進研修会を開催する。

・　�市町村実践組織関係者研修会を開催する（計 12回）。
2月 ・　�教育振興運動集約県大会を開催する。（奥州市・Ｚホール）

・　�チーム教振派遣事業の展開（7市町村）
平成 23年度 ・　�「みんなで教振！ 10 か年プロジェクト」第３ステージ「定着と

検証の 2年」の初年度として、運動を推進する。
・　�全県共通課題「家庭学習の充実」「読書活動の推進」の推進

平成 24年度 ・　�「みんなで教振！ 10 か年プロジェクト」第３ステージ「定着と
検証の 2年」の最終年度として、運動を推進する。
・　�全県共通課題「家庭学習の充実」「読書活動の推進」の推進
・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 2回）する。

5月 ・　�教育振興運動市町村担当者研修会を開催する。
6月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動推進研修会を開催する。

・　�市町村・地域活性化研修会を開催する（計 20回）。
2月 ・　�教育振興運動集約県大会を開催する。（花巻市・市民文化会館）

平成 25年度 ・　�「みんなで教振！ 10 か年プロジェクト」最終ステージ「飛躍の
2年」の初年度として、運動を推進する。
・　�全県共通課題「家庭学習の充実」「読書活動の推進」の推進
・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 2回）する。

5月 ・　�教育振興運動市町村担当者研修会を開催する。
6月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動推進研修会を開催する。

・　�市町村・地域活性化研修会を開催する（計 29回）。
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教 育 振 興 運 動教 育 振 興 運 動
50周年50周年

年　　度 月 事　　　　　　　　　項
平成 26年度 ・　�「みんなで教振！ 10 か年プロジェクト」最終ステージ「飛躍の

2年」の最終年度として、運動を推進する。
・　�全県共通課題「家庭学習の充実」「読書活動の推進」の推進
・　�教育振興運動推進幹事会を開催（年 2回）する。

5月 ・　�教育振興運動市町村担当者研修会を開催する。
6月 ・　�各教育事務所単位に教育振興運動推進研修会を開催する。

・　�市町村・地域活性化研修会を開催する。
10月 ・　�教育振興運動 50周年記念事業「座談会」を開催する。
1月 ・　�教育振興運動 50周年記念大会を開催する。

・　�「教育振興運動 50年のあゆみ」（50周年記念誌）

２　教育振興運動推進のために発刊された学習資料

発行年度 名　　　　　称
昭和　40 教育振興運動推進の手引き　—教育水準の向上をめざして—

16㎜映画「かあちゃんがんばれ」（大船渡市教育振興運動実践事例）
16㎜映画「島の越の読書運動」（田野畑村教育振興運動実践事例）

　　　41 教育振興運動実践活動の手引き　—教育振興運動をもり上げるために—
教育振興運動の歩み　—実践事例集—
教育振興運動と青少年育成県民運動との一体的推進について

　　　42 教育振興運動実践活動の手引き第２集　—教育諸活動の充実をめざして—
教育振興運動の歩み　—実践事例集第２集—
教育振興運動と青少年育成県民運動との一体的推進について　—第２集—
共同研究の歩み　—共同研究第１集—（大船渡市、田野畑村）

　　　43 教育振興運動の手引き　—第３集—
教育振興運動の歩み　—実践事例集第３集—
共同研究の歩み　—共同研究第２集—（花巻市、山形村）
教育振興運動と青少年育成県民運動との一体的推進について　—第３集—

　　　44 教育振興運動５年の歩み
教育振興運動ハンドブック
共同研究の歩み　—共同研究第３集—（花泉町）

　　　45 これからの教育振興運動の発展のために
教育振興運動の歩み　—実践事例集第５集—
共同研究の歩み　—共同研究第４集—（大槌町、安代町）
16㎜映画「輝くひとみに」（教育振興運動５年の歩み）

　　　46 共同研究の歩み　—共同研究第５集—（久慈市）
教育振興運動の歩み　—実践事例集第６集—

　　　47 共同研究の歩み　—共同研究第６集—（室根村）
教育振興運動の歩み　—実践事例集第７集—

　　　48 共同研究の歩み　—共同研究第７集—（岩泉町）
教育振興運動の歩み　—実践事例集第８集—

　　　49 教育振興運動10年の歩み（10周年記念誌）
教育振興運動の評価の手引き（県立教育センター発行）
16㎜映画「わか芽の詩」

　　　50 これからの教育振興運動推進のために
　　　51 いわての教育振興のために　—教育振興運動のあり方を求めて—
　　　52 教育振興運動実践活動事例集
　　　54 親と子の実践事例集
　　　55 在学青少年社会参加活動の手引き
　　　56 在学青少年社会参加活動実践事例集
　　　57 在学青少年（中学生、高校生）の社会参加活動　—学校教育との連携を中心にして—

少年少女教室の手引き
　　　58 在学青少年社会参加活動　—実践事例集—

少年少女教室実践事例集
　　　59 これからの在学青少年の社会参加活動のために

少年少女教室をすすめるために
　　　60 教育振興運動の新しいあゆみのために　—その考え方と評価—
　　　62 地域で育てる岩手っ子　—教育振興運動実践事例集—
平成　�６ 教育振興運動30年のあゆみ（30周年記念誌）
　　　14 教育振興運動がよくわかる手引き資料〔総論編〕

地域の教育力向上支援事業「地域教育推進員活動報告書」
　　　15 教育振興運動がよくわかる手引き資料〔総論編〕

地域の教育力向上支援事業「地域教育推進員活動報告書」
　　　16 地域の教育力向上支援事業「地域教育推進員活動報告書」
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