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Ⅰ 生涯学習推進に関わる民間（ＮＰＯ）との連携に関する研究

○ 調査協力
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県内52市町村

研究の概要

生涯学習推進に関わる民間（NPO）との連携について、県内外の調査結果

をもとに連携の方向性を提示することができた。

本研究を通して、次のことが明らかとなった。

① 各種答申や文献、先行研究等をもとに、生涯学習推進における民間と

の連携とＮＰＯの基本的な概念や構成について整理することができた。

② 先進事例を連携の形式に分類し、調査から得た視点を中心として分析

することができた。

③ 先進事例をモデル図等を中心に整理することにより、生涯学習推進に

おける市町村とＮＰＯとの連携の方向性を提示することができた。

④ 本研究で提示した連携の方向性や連携の形式別のモデル図が、市町村

において有効適切な実践の参考となるように、検討・修正が必要である。

キーワード：目的の共通理解 協働の趣旨による連携 全庁的な情報収集

長期の支援体制 特性にあった役割分担
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Ⅰ 研究の概要

１ 研究主題

生涯学習推進に関わる民間（ＮＰＯ）との連携に関する調査

２ 研究目的

近年における科学技術の急速な進歩や社会経済の変化、国際化、情報化の進展等の社会構造

の変化に伴い、人々の学習活動は盛んとなり、より高度で多様な学習機会の充実を求めている。

生涯学習においても、今まで公民館等を中心として実施されてきた行政主導の学習機会の提供

だけでなく、地域の活性化をはじめ多くの役割が期待されるようになってきている。

平成10年の生涯学習審議会答申『社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方につい

て』では「ボランティア団体をはじめとするＮＰＯ（特定非営利活動民間団体）を含め、民間

団体との連携協力を進めることが必要」とし、生涯学習を推進するために民間との「連携・協

力」について触れている。近年、市町村合併が急速に進み、より広域的な生涯学習の推進が求

められているとともに、地域に密着した学習機会の整備も求められ、地域の住民団体や民間の

活動が注目されている。

平成10年には『特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）』が成立し、様々な活動を自主的に行っ

ていた団体がＮＰＯとして、生涯学習に関する事業を行政と連携もしくは単独で実施する場面

が増加している。

県内でも、まちづくりや生涯学習活動全般において、地域密着性や専門的な知識により、Ｎ

ＰＯが活躍の場を広げており、行政・地域の橋渡しや連絡調整を行うなどの特徴的な活動を展

開しているＮＰＯもある。ただし、ＮＰＯの活動やその理解は地域によって温度差があるとと

もに、「連携」や「協働」の趣旨が十分生かされているのか、疑問が残る点もある。

当センターでは平成11年の「学習のニーズの多様化、高度化に対応した学習支援方策に関す

る研究」において「学習機会の提供方式」として様々な機関との連携についてその有効性を検

証してしているが、ＮＰＯとの連携については触れられていない。また、他の先行研究をみて

も、ＮＰＯ自体の調査や行政のＮＰＯ支援についての調査は行われているが、市町村とＮＰＯ

の連携を中心とした生涯学習の推進についての研究は行われていない。

本研究では、このような現状から、市町村における生涯学習推進に関わる民間（ＮＰＯ）と

の連携の実態を明らかにし整理するとともに、先進的な事例を調査分析し、ＮＰＯと連携した

生涯学習推進の方向性を提示しようとするものである。

３ 年次計画

本研究は２年次にわたって調査・研究を行う。

１年次（17年度）は、生涯学習の推進における連携とＮＰＯの概要について文献を中心に整

理するとともに、都道府県教育委員会及び東北６県市町村教育委員会に調査を依頼し、県内外

の情報を収集するとともに、生涯学習推進に関わるＮＰＯとの連携の実態を把握し、その現状

と課題を明らかにする。

２年次（18年度）は、県内外の先進的な事例を調査研究し、生涯学習推進におけるＮＰＯと

の連携の方向性を提示する。
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Ⅱ 研究内容

１ 生涯学習の推進と連携

（１）各答申にみられる生涯学習の推進と基盤整備

国が昭和59年に設置した「臨時教育審議会」は、昭和60～62年にかけて四次にわたって答

申を出している。それには、今後の基本方向として、生涯学習体系への移行について示され、

生涯学習推進体制の整備についての考え方が述べられている。平成２年中央教育審議会が『生

涯学習の基盤整備について』という答申を行い、生涯学習推進における推進体制の整備や、

各機関において生涯学習を推進する方向性を示した。そのなかで「地域の学習機会を整備充

実するために、連携・協力を図る」とし、各機関との連携協力についての重要性について述

べている。平成10年の生涯学習審議会答申『社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在

り方について』では、社会の急激な変化に伴い多様化・高度化する学習ニーズや生涯学習社

会の進展に対応する具体的方策について提示した。そのなかで『特定非営利活動促進法（Ｎ

ＰＯ法）』の成立に触れ、民間の諸活動の活発化への対応として「民間活動について環境の

整備や支援を行うとともに、ボランティア団体をはじめとするＮＰＯを含め、民間団体との

連携協力を進めることが必要」とし、民間団体との連携協力の重要性を提言した。平成11年、

生涯学習審議会が『学習の成果を幅広く生かす』を答申し、行政とＮＰＯとのパートナーシ

ップのもとに生涯学習社会が活性化されることを期待するとともに、ＮＰＯへの適切な支援

の必要性について述べている。平成16年、中央教育審議会生涯学習分科会が『今後の生涯学

習の振興方策について』の審議経過を報告し「生涯学習振興を担う職員等の在り方」の中で

「民間教育事業者やＮＰＯ、ボランティアの生涯学習振興行政との協働や柔軟な参画のノウ

ハウの育成を図るための方策の検討が必要」とし、民間と行政との協働体制づくりを推進す

る必要性について述べている。

以上のように、生涯学習推進体制づくりや基盤整備における連携について、答申で繰り返

し必要性が述べられているところである。また『特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）』の制

定により、民間（ＮＰＯ）との連携による生涯学習を推進するために、ＮＰＯと行政とのパ

ートナーシップが求められている。

・昭和62年臨時教育審議会答申『教育改革に関する第四次答申（抄）』

「生涯学習の整備について、生涯学習の多様なまちづくりを推進するため、既存組織や

施設を有効に活用し、整備にあたって民間活力を活用」

・平成２年中央教育審議会答申『生涯学習の基盤整備について』

「生涯学習社会の構築をめざし、その基盤を整備する必要性があること。多様な学習機

会を相互の連絡調整を進める連絡調整機関として推進センターの整備が必要」

・平成８年生涯学習審議会答申『地域における生涯学習機会の充実方策について』

「学習者の様々なニーズにこたえるため、教育委員会と他部局との連絡・調整を図る

こと。大学や施設間連携を進める必要」

・平成10年生涯学習審議会答申『社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について』

「民間活動について環境の整備や支援を行うとともに、ボランティア団体をはじめと
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するＮＰＯを含め、民間団体との連携協力を進めることが必要」

・平成11年生涯学習審議会答申『学習の成果を幅広く生かす』

「生涯学習社会活性化のために、民間非営利の広域的な組織が行政とのパートナーシッ

プのもと、自主的・自発的な活動を多様に展開していくことに期待」

・平成16年中央教育審議会生涯学習分科会審議会『今後の生涯学習の振興方策について』

（審議経過の報告）

「公務員の生涯学習振興行政についてのセンスとスキルの向上など人材の育成のための

努力が必要。また、民間教育事業者やＮＰＯ、ボランティアの生涯学習振興行政との協

働や柔軟な参画のノウハウの育成を図るための方策の検討が求められる」

（２）生涯学習推進における連携についての先行研究

当センターでは平成９年「生涯学習推進のための公民館事業の在り方に関する研究」で、

各関係機関や団体との事業連携をとおした学習支援の在り方について、その基本的な考え

をまとめている。平成10年の「生涯学習のまちづくり推進方策に関する実践的研究」では、

市町村の生涯学習推進体制の整備について調査し、推進体制本部や組織における連携の実

践についてまとめている。平成11年の「学習ニーズの多様化、高度化に対応した学習支援

方策に関する研究」では、高度化多様化する学習ニーズに対応するため「連携方式」をひ

とつの学習機会の提供の方法と捉え、その有効性を検証した。平成15年「新たな事業展開

を展望する生涯学習振興計画策定に関する研究」では、生涯学習振興計画策定において、

策定組織と事業展開の実態に着目し、行政間連携や住民団体との連携による策定の有効性

を検証している。また平成９年「青少年教育の拡充と学習プログラムの開発に関する研究」、

平成13年「社会教育施設における『総合的な学習の時間』への支援の在り方に関する研究」

では学校と社会教育施設との「学社連携・融合」について、その有効性と今後の方向性を

検証している。

以上、当センターにおける生涯学習推進に関する研究をみると、県内市町村において、

関係機関や団体もしくは行政内組織と連携して事業実践や推進体制組織をつくることの有

効性は証明されているところである。ただし、多様化する地域の実態に対応するため、具

体的な連携の内容や民間との連携の在り方を今後の課題として捉えおり、時代に即した民

間との連携の在り方や方向性について、さらに研究の必要性があるとしている。

また、連携する機関や団体として、①行政内他部局 ②関係機関 ③関係団体 ③民間

④企業 ⑤学校 について取り上げており、平成10年『特定非営利活動促進法』の成立に

より、近年生涯学習推進における民間の団体として、その活動の場を広げているＮＰＯに

ついては調査がなされていない。よって、本研究は、生涯学習推進に関して市町村がＮＰ

Ｏと連携し様々な事業を展開していることに着目し、今後の生涯学習推進における市町村

とＮＰＯとの連携・協働について調査研究を進めるものである。

（３）県内市町村の生涯学習推進計画等における連携の位置づけ

市町村では生涯学習を推進するために、生涯学習振興計画等が策定され計画的に生涯学

習に関する様々な事業展開がなされている。本県では毎年「生涯学習推進体制に関する調

査」を実施しており、生涯学習振興計画に関して、その策定状況は把握している。しかし
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Ｎ＝46

63.6%

36.4%

策定

未策定

N=28

85.7%

14.3%

明 記

未明記

各振興計画における「他との連携」については、その内容までは把握できていない。よっ

て、生涯学習振興計画等に「他との連携」がどのように位置づけられているか現状を把握

し、さらに、どのような機関や団体との連携が記されているか明らかにするため、市町村

教育委員会の生涯学習振興計画等における「他との連携」について以下の調査を行った。

ア 調査結果（平成17年11月時点）

（ア）生涯学習振興計画等の策定状況

およそ６割の市町村が策定している。ただし市町村合併に伴い、新たに策定中との

回答もあった。

図１ 岩手県市町村生涯学習振興計画等策定状況

（イ）連携の明記

およそ８割５分の市町村が何らかの形で、生涯学習振興計画等に他との連携を明記

している。

図２ 岩手県市町村生涯学習振興計画等に連携が明記されている状況

（ウ）連携が明記されている団体や機関

およそ７割の市町村が市町村内他部局との連携を明記しており割合として１番多か

った。同様に７割が関係団体（ＰＴＡ、青少年団体、婦人団体、老人クラブ等）との

連携について記されており、およそ６割が民間団体（商工会、農業協同組合、地域団

体）との連携が記されてあった。
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図３ 岩手県市町村生涯学習振興計画等に連携が明記されている団体や機関（複数回答）

イ 調査結果のまとめ

調査から、生涯学習振興計画はおよそ６割の市町村で策定されている。ただし、市町

村合併にともない、新たな計画の策定に着手している市町村も多く、実数としては今後

変化すると考えられる。連携について計画に記されている市町村はおよそ９割となって

おり、連携の推進を図っている市町村がほとんどである。連携先として、行政内他部局

や、関係団体がその多くの割合を占めるなか、民間団体やＮＰＯボランティアとの連携

を視野に入れている市町村もみられる。このことから連携を推進することにより市町村

の生涯学習を活性化しようとする姿勢がうかがわれた。

以上のことから、市町村では生涯学習振興計画等に連携の必要性を明記し、生涯学習に関

わる事業等を推進していこうとする傾向をうかがうことができた。しかし、ＮＰＯを連携相

手として生涯学習振興計画等に記している割合は少ない。そこでＮＰＯについて概略や定義

を明らかにしながら、生涯学習推進に向けたＮＰＯとの連携について考察することとする。

２ 連携・協働相手としてのＮＰＯ

（１）ＮＰＯについて

ア ＮＰＯの定義

ＮＰＯの定義については、様々な議論があり完全に定義づけることは難しい。Ｌ.Ｍ.

サラモン（ジョンズ・ホプキンス大学教授）らが実施した非営利民間セクターの国際比

較調査（『台頭する非営利セクター －12カ国の規模・構想・制度・資金等の現状と展

開－』1996年）によると、ＮＰＯの条件として以下の７つを設定している。日本で実施

されている調査研究も、その条件をもとにしながら独自の定義づけを加味していること

が多い。
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岩手県 申請数

岩手県 認証数

①正式に組織されていること（組織的な実在を有する） 形式性

②民間であること（組織的に政府から離れている） 非政府性

③利益配分をしないこと（活動と目的が営利的でない） 非営利性

④自己統治（自己管理する力があり、外部組織にコントロールされない） 自己統治性

⑤自発的であること（実行や管理にある程度の自発的な参加がある） 自発性

⑥非宗教的であること 非宗教性

⑦非政治的であること 非政治性

イ ＮＰＯ法人について

平成10年12月に施行された『特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）』により、公益的な

活動を行う団体が法人格を取得できることになり、この法律に則って法人格を取得した

団体を「特定非営利活動法人（略称ＮＰＯ法人）」という。県内でも平成11年よりＮＰ

Ｏ法人への認証の申請が行われ、以下の図４のとおり申請・認証を受けた団体数は順調

に増加し、平成17年11月現在で約220の団体がＮＰＯ法人として認証を受けている。

図４ 岩手県ＮＰＯ法人申請・認証団体の推移（内閣府調査）

（２）本研究におけるＮＰＯの定義

ＮＰＯは幅広い定義がされていること、近年ＮＰＯ法人が増えていることを考慮に入れ、

本研究におけるＮＰＯの定義について考えていきたい。岩手県地域振興部地域企画室のホ

ームページ『ＮＰＯ応援団』には 「ＮＰＯとは？」として、ＮＰＯを「法人格は問わない

こと」「財団法人等は含まないこと」と位置づけている。

ＮＰＯとは？

Non-profit Organizationの略で直訳すると非営利団体、行政と区別して民間非営利団

体と呼ばれることもあります。自発的、自主的に利益拡大のためではなく、自らの社会的

使命の実現のために活動する組織で、民間の立場で活動する非営利組織であれば、法人か

どうかに拘わらずＮＰＯといえます。

ＮＰＯは、一般的には、ＮＰＯ法人の他、法人格を持たないボランティア団体や市民活

動団体といわれる任意団体を指しますが、広い意味では、財団法人、社団法人などの公益

法人や町内会、自治会も含めることがあります。
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Ｌ.Ｍ.サラモン氏らの定義に当てはめると、財団法人・社団法人や町内会・自治会もその

活動内容からＮＰＯと捉えることができる。ただし日本では前述の「ＮＰＯとは？」にみら

れるように、財団法人等をＮＰＯとは別団体とし区別していることがほとんどである。平成

12年版『国民生活白書』でも「ＮＰＯにどのような団体を含むかについては、色々な考え方

が存在している」としながら、以下の図５「ＮＰＯに含まれる団体の種類」のように、財団

法人等をＮＰＯとは別団体とし位置づけている。

図５ ＮＰＯに含まれる団体の種類

最広義
アメリカで一般に
使われている範囲

本書（国民生活白書）での範囲

最狭義

① ② ③ ④

公益団体 共益団体

（備考）１ 各種資料をもとにして当庁にて作成。

２ まれに地縁組織である町内会や自治会をＮＰＯに含めるときがある。

※ 参考『平成12年版国民生活白書』（経済企画庁編）

以上の国や本県の定義をふまえ、本研究におけるＮＰＯの定義を以下に定め、調査研究を

進めることとする。

①行政・企業から独立している団体であること

②組織と事業に継続性があり法人格は問わないこと

③財団法人や社団法人などの公益法人は含まないこと

（３）ＮＰＯ法人の活動分野について

幅広い活動を展開するＮＰＯであるが、本県においてＮＰＯ法人がどのような分野で活動

を展開しているか、毎年内閣府が実施している調査から平成17年度の『ＮＰＯ法人の活動分

野』の全国と本県の状況を次の図６と図７にまとめた。
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人権の擁護又は平和の促進
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男女共同参画社会の形成の促進

こどもの健全育成

情報社会の発展

科学技術の振興

経済活動の活性化

職業能力の開発又は雇用機会の拡充
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保健・医療又は福祉の増進

社会教育の推進

まちづ くりの推進

学術、文化、芸術又はスポーツの振興

環境の保全

災害救助

地域安全活動

人権の擁護又は平和の促進

国際協力

男女共同参画社会の形成の促進

こどもの健全育成

情報社会の発展

科学技術の振興

経済活動の活性化

職業能力の開発又は雇用機会の拡充

消費者の保護

他の団体の連絡、助言、又は援助

図６ 全国ＮＰＯ法人の活動分野（内閣府調査 複数回答）

図７ 岩手ＮＰＯ法人の活動分野（内閣府調査 複数回答）
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N=34

91.2%

8.8%

連携が進む

連携は進みにくい

全国並びに本県の現状をみると「保健・医療・福祉」分野が１番多く、次いで「まち

づくりの推進」「子どもの健全育成」「学術、文化、芸術又はスポーツの振興」のいわゆ

る生涯学習関係の分野の活動が多いことが分かる。とくに本県では「まちづくりの推進」

「学術、文化、芸術又はスポーツの振興」「男女共同参画社会の形成の促進」など生涯

学習に関する活動を行っているＮＰＯ法人が全国に比べ、その割合が高くなっている。

このような全国規模から市町村規模でのＮＰＯの活動に関する調査は盛んに行われて

いるが、その多くが「ＮＰＯを対象とした調査」となっている。先行研究でも生涯学習

を推進する市町村との連携に関する調査研究はほとんどなく、ＮＰＯの活動自体の調査

や行政のＮＰＯ支援の在り方についての調査研究が大部分を占めている。これはＮＰＯ

法の成立から日が浅いこと、ＮＰＯに関係する部局が多くの市町村において教育委員会

ではないことが主な理由と考えられる。ただし、前述したように、ＮＰＯ法人が増加し

ていることや、生涯学習関係の活動を行っているＮＰＯ法人が本県では多いことから、

これから生涯学習を推進するための連携相手として、重要な役割を担っていくことは明

らかである。

では、市町村とＮＰＯが連携し生涯学習を推進していくことについて、都道府県教育

委員会ではどのような把握をしているか調査を実施し、今後の研究の方向性や課題を考

えたいと思う。

（４）生涯学習推進におけるＮＰＯとの連携について（都道府県調査より）

各都道府県教育委員会にＮＰＯとの連携について調査を実施したところ、34都道府県より

回答があった。（回収率73.4％）

ア 調査結果

(ア) 市町村におけるＮＰＯとの連携

回答のあった都道府県では、今後市町村において生涯学習推進において「ＮＰＯとの

連携は進む」との回答が９割を超えた。

図８ 市町村とＮＰＯとの連携の進捗予想
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N=31

0.0%
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N=31

(イ) 市町村においてＮＰＯとの連携が進む理由

今後市町村において、生涯学習推進に関して「ＮＰＯとの連携は進む」との回答があ

った都道府県では、市町村においてＮＰＯとの連携が進む理由として、およそ８割が「住

民と密着したＮＰＯと連携することで地域が活性化するから」という回答であった。ま

た、およそ半数から「事業が充実するから」「新たな事業展開案が得られるから」「市

町村だけでは予算施設等の面から厳しいから」との回答があった。

図９ 市町村においてＮＰＯとの連携が進むと考えられる理由（複数回答）

(ウ）市町村においてＮＰＯとの連携を進めるうえで必要なことがら

今後市町村において生涯学習推進に関して「ＮＰＯとの連携は進む」との回答があっ

た都道府県では、市町村においてＮＰＯとの連携を進めるうえで必要なことがらとして、

およそ７割は「ＮＰＯとの協働体制を整える」「ＮＰＯの情報収集に努める」という回

答であった。また、およそ半数から「職員のＮＰＯへの理解」と「振興計画にＮＰＯと

の連携を位置づける」との回答があった。

図10 市町村においてＮＰＯとの連携が進めるうえで必要なことがら（複数回答）
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イ 調査結果のまとめ

以上から、多くの都道府県では「今後生涯学習推進においてＮＰＯとの連携は進む」と

考えていることが把握できた。また、連携することで「地域の活性化」や「事業の充実」、

「新たな事業の立ち上げ」が期待でき「予算や施設面」でも充実すると考えていることが

うかがわれた。その連携のために必要なこととして「協働体制や職員体制の整備」「ＮＰ

Ｏの情報収集」が重要であり「生涯学習振興計画」に位置づける必要性があることがうか

がわれた。

次に、本県において市町村とＮＰＯとの連携の現状について、県内市町村教育委員会に調

査を行いその実態を明らかとするとともに、同様の調査を東北５県市町村にも依頼し、本県

と比較検討することで、本県の生涯学習推進に向けた連携についての課題を明らかにしたい。

また、今後のＮＰＯとの連携について、その必要性を市町村がどのように捉えているかを把

握するとともに、必要に応じて都道府県の調査結果との比較検討を交えながら、これからの

生涯学習推進におけるＮＰＯとの連携の方向性について検証していくこととする。
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N=52

65.4%

34.6%

連携事業あり

連携事業なし

３ 市町村教育委員会におけるＮＰＯとの連携に関する調査結果

（１）調査結果の概要

県内市町村教育委員会並びに東北５県市町村に調査を依頼した。調査年度に市町村合併

が多くの市町村で行われ、調査回答が合併前後に重複した市町村もあった。本県は46市町

村から回答があったが、合併前の市町村からの回答もあったため、有効回答数52として集

計にあたった（回収率100％）。また、東北５県においては162市町村から回答を得た（回

収率68.4％）。

ア 県内市町村におけるＮＰＯとの連携事業の有無

県内におけるＮＰＯと連携し事業展開している市町村はおよそ３割である。この割合

は東北５県の集計値がおよそ１割５分の割合となっているので、東北のなかでは比較的

高い割合でＮＰＯと連携した事業展開が進められていると言える。

図11 岩手県市町村におけるＮＰＯとの連携事業の有無

図12 東北５県市町村におけるＮＰＯとの連携事業の有無

イ 県内市町村におけるＮＰＯとの連携事業の対象

県内市町村においてＮＰＯと連携し事業展開している対象は「青少年」がおよそ５割

であり、「対象を限定していない」がおよそ４割であった。東北５県では「対象を限定

していない」がおよそ４割、「青少年」を対象がおよそ４割であり、ほぼ同様の傾向が

みられた。

N=162

15.0%

85.0%

連携事業あり

連係事業なし
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高齢者
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25.0%
23.5%

20.8%
11.8%
12.5%
11.8%

33.3%
17.6%

41.7%

70.6%

0% 20% 40% 60% 80%

現代的課題

趣味教養

健康レク

Ｉ Ｔ 関係

その他

図13 岩手県並びに東北５県市町村ＮＰＯとの連携事業の対象者

（岩手県Ｎ＝21 東北５県Ｎ＝24 複数回答）

岩手県市町村 東北５県市町村

ウ 県内市町村におけるＮＰＯとの連携事業のテーマ

県内市町村においてＮＰＯと連携している事業のテーマは「現代的課題」がおよそ７

割であり、東北５県市町村より高い割合を示している。以下「趣味教養」の割合が高く

なっているが、東北５県市町村に比べその割合は低い。また、東北５県市町村では「Ｉ

Ｔ関係」が県内市町村より高い割合となった。

図14 岩手県並びに東北５県市町村ＮＰＯとの連携事業のテーマ

（岩手県Ｎ＝21 東北５県Ｎ＝24 複数回答）

岩手県市町村 東北５県市町村

エ 県内市町村におけるＮＰＯとの事業連携の場面

県内市町村においてＮＰＯと連携している場面は「企画」と「運営」がおよそ４割で

あり、以下「講師」「事業全体」となった。東北５県では「運営」がおよそ７割であり、

以下「企画」「講師」となった。本県の特徴として、講師として専門性を持って関わっ

ていること、事業全般に幅広く関わっている傾向がうかがわれた。
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8.1%
11.8%

13.2%

17.6%

7.4%

5.9%

22.1%

23.5%

64.7%

61.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ＮＰＯがない

情報がない

必要性がない

未 検 討

そ の 他

図15 岩手県並びに東北５県市町村ＮＰＯとの連携の場面

（岩手県Ｎ＝21 東北５県Ｎ＝24 複数回答）

岩手県市町村 東北５県市町村

オ 県内市町村におけるＮＰＯとの連携事業がない理由

県内市町村においてＮＰＯとの連携事業がない理由として、「連携するＮＰＯがない」

がおよそ６割であり、以下「情報がない」「未検討」となった。東北５県でもほぼ同様

の傾向にあった。また一番割合が低かったのが「必要性がない」ということであったこ

とからも、連携はしてはいないが、連携するＮＰＯが存在したり、情報があれば連携は

進む可能性があることをうかがうことができた。

図16 岩手県並びに東北５県市町村ＮＰＯと連携していない理由

（岩手県Ｎ＝34 東北５県Ｎ＝136 複数回答）

岩手県市町村 東北５県市町村



- 15 -

N=51

94.1%

5.9%

連携が必要

連携の必要性少ない

カ 県内市町村におけるＮＰＯとの連携の必要性の有無

県内においてＮＰＯと「連携の必要性がある」とした市町村が９割を超えている。東

北５県においても８割を超え、連携の必要性を捉えている市町村がほとんどであった。

図17 岩手県市町村ＮＰＯと連携の連携の必要性の有無

図18 東北５県市町村ＮＰＯと連携の連携の必要性の有無

キ 県内市町村におけるＮＰＯとの連携に必要な事項

県内において今後ＮＰＯとの連携が必要である理由として「住民意識を高め地域を活

性化させるため」とした市町村がおよそ７割であった。以下およそ６割から「事業が充

実する」「新しい事業のヒントが得られる」と回答があった。これは東北５県もほぼ同

様の傾向をみせている。

N=162

18.5%

81.5%

連携が必要

連携の必要性少ない
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図19 岩手県並びに東北５県市町村ＮＰＯと連携が必要な理由

（岩手県Ｎ＝48 東北５県Ｎ＝130 複数回答）

岩手県市町村 東北５県市町村

ク 県内市町村におけるＮＰＯと連携していくために必要な事項

県内においてＮＰＯと連携していくために必要な事項として「ＮＰＯとの協働体制を

つくりあげていく」とした市町村がおよそ６割であった。以下「情報を収集する」「職

員が理解できる体制をつくる」であった。これは東北５県もほぼ同様の傾向をみせてい

る。ただし東北５県については「生涯学習振興計画等にＮＰＯの位置づけを明確にする」

との回答が県内のおよそ倍の割合であった。

図20 岩手県並びに東北５県市町村ＮＰＯと連携していくために必要な事項

（岩手県Ｎ＝48 東北５県Ｎ＝130 複数回答）

岩手県市町村 東北５県市町村
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ケ 県内市町村においてＮＰＯと連携していない理由

県内においてＮＰＯと連携した事業展開がなされていない理由として「連携するＮＰ

Ｏがないから」とした市町村がおよそ７割であった。また「その他」の理由として「現

段階ではＮＰＯとの連携を検討していないが、今後連携することがあれば」という理由

であった。東北５県でももほぼ同様の傾向をみせ「連携するＮＰＯがないから」とした

市町村がおよそ６割であった。

図21 岩手県並びに東北５県市町村ＮＰＯと連携していない理由

（岩手県Ｎ＝３ 東北５県Ｎ＝24 複数回答）

岩手県市町村 東北５県市町村

（２）調査結果のまとめ

ア 市町村とＮＰＯとの連携の現状について

・ＮＰＯと連携している市町村は県内で３割程度であり、東北５県の割合と比べると高

い割合で連携している。また、複数の事業を連携している例もある。

・連携している事業の対象は県内では「青少年」が高い割合を示し特徴的である。これ

はＰ24～25の表１から「子どもの居場所づくり」に関わる事業が多く実施されているこ

とで、その割合が高いこと、専門性の高いＮＰＯとの連携により事業内容を充実させて

いることなどが理由として挙げられれる。また、東北５県において「事業対象が明確で

ない」が多いが、Ｐ24～25の表１から「ＩＴ関係」の事業や「イベント」的な事業が本

県よりも多いことから「対照が明確でない」事業が多いと考えられる。

・連携している事業テーマは本県において「現代的な課題」に関するものが多く特徴的

であった。これは、ＮＰＯと連携することで「地域づくり」や「地域課題解決」に向け

て新たな視点で事業を展開したり、専門性を持ったＮＰＯと連携し充実した事業展開が

できることを理由としていることがうかがわれた。また東北５県において「趣味・教養」

と「ＩＴ関係」の事業が本県に比べ高い割合となった。

・ＮＰＯと連携している場面は本県において「企画」「運営」「講師」「全般」と様々な

関わり方がうかがわれた。市町村においてそれぞれの関わりの形態があり、事業で必要

な役割を担っていることがうかがわれた。また、東北５県に比べ「事業全般への関わり」
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が高い割合となっていることから、本県においては、部分的な関わりよりも一貫した関

わりを持って連携している市町村が多いことが明らかとなった。また、東北５県では「運

営」での関わりが本県に比べ高い割合となった。

・ＮＰＯと事業連携をしていない理由として本県では「連携するＮＰＯがない」割合が

一番高く、以下「情報がない」「未検討」と続いた。東北５県でもほぼ同様の傾向にあ

った。ＮＰＯとの連携について「必要性がない」という理由が一番低かったことからも、

現在連携はしてはいないが、今後連携するＮＰＯが存在したり、生涯学習に関するＮＰ

Ｏの情報があれば事業連携する市町村は増加するであろうことがうかがわれた。

イ ＮＰＯとの連携の必要性について

・ＮＰＯとの連携について県内市町村ではおよそ９割５分、東北５県市町村ではおよそ

８割５分が今後必要であると回答している。このことから、ほとんどの市町村において

ＮＰＯとの連携が必要であると捉えていることが明らかとなった。このことは都道府県

の調査とも一致しており（都道府県ではおよそ９割が連携は進むと回答）、ＮＰＯとの

連携は今後必要性が高まると予想される。

・ＮＰＯとの連携が必要な理由として「ＮＰＯと連携することで地域を活性化させるた

め」との回答が高い割合であった。以下「事業を充実させるため」「新しい事業のヒン

トが得られるから」と続いた。これは東北５県もほぼ同様の傾向をみせている。さらに

都道府県の調査でも「連携することで地域が活性化するから連携が進む」が高い割合で

あったことからも、「地域を活性化するために今後ＮＰＯとの連携は必要である」こと

がうかがわれた。本県において「市町村だけでは事業運営が厳しいため（予算、施設等）」

が東北５県に比べ高い割合となっており、本県市町村の厳しい現状もうかがわれた。ま

た東北５県では「今後ＮＰＯを中心として生涯学習は推進していくことが望ましいから」

が本県に比べ高い割合となった。

・ＮＰＯとの連携に必要な事項として「協働体制をつくりあげていくこと」が高い割合

での回答であった。続けて「情報収集」「職員体制づくり」等協働体制に関する必要性

をあげており、市町村において体制づくりを進めることが今後必要なこととして認識さ

れている。これは県内並びに東北５県市町村ともほぼ同じ傾向をみることができた。さ

らに都道府県の調査でも「協働体制を整えること」が必要な事項として高い割合となっ

ていることから「ＮＰＯとの協働体制をつくりあげていくこと」が今後ＮＰＯとの連携

に必要であることがうかがわれた。本県と東北５県はほぼ同じような傾向にあったが、

東北５県並びに都道府県の回答で「生涯学習振興計画等にＮＰＯの位置づけを明確にす

る」が本県に比べ高い割合となった。

・連携が必要だと思わない理由として「連携するＮＰＯがないから」との回答の割合が

高かった。都道府県調査において「市町村とＮＰＯの連携が進まないと思う理由」につ

いて調査した結果、すべての都道府県から「市町村と連携するＮＰＯが少ないから」と

回答があったことからも、生涯学習を推進するＮＰＯの情報収集や、ＮＰＯへの援助や

立ち上げなども視野に入れ、連携できるＮＰＯを増やしていくことも今後必要なことで

あるとうかがわれた。また、連携が必要ではないとする市町村に対して、ＮＰＯと連携

して生涯学習を推進する利点や成果等を情報として提供することは、生涯学習を推進す

るための有効な支援の一つとなることが推察される。
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４ 調査結果からうかがわれたＮＰＯとの連携の方向性について

これまで本県市町村とＮＰＯとの連携の現状と必要性について、東北５県との比較並びに

都道府県の意識と比較し、調査結果の概要をみてきた。ここでは、さらに課題を明らかにす

るために本県市町村の「ＮＰＯと連携している市町村」と「ＮＰＯと連携していない市町村」

の調査結果を比較検討し、それぞれの現状と課題を整理したうえで、今後の本調査研究の方

向性を考えていくこととする。

（１）「連携している市町村」と「連携していない市町村」の特徴

ア 連携している市町村における「ＮＰＯとの連携の必要性」について

「ＮＰＯとの連携の必要性」について、前述の調査から多くの市町村並びに都道府県よ

り「必要性がある」との回答があった。その必要性について実際に「連携している市町村」

ではどのように捉えているのだろうか。「連携している本県の市町村18、東北５県の市町

村24」を抽出して検証してみた。その結果、図22のとおり本県市町村並びに東北５県のす

べての市町村において「今後ＮＰＯとの連携が必要」との回答を得た。

このことは、実際に市町村がＮＰＯと連携し、生涯学習推進における特徴ある事業を実

施していることで、ＮＰＯとの連携の成果や有効性が明らかになり、さらに「今後ともＮ

ＰＯとの連携が必要」と捉えていると推察できる。実際に連携している市町村が「連携の

成果」としてＰ24～25の表１のように「住民ニーズを捉えた事業になる」「住民サービス

が向上する」「専門的な指導が可能」「スタッフの充実」「地域が活性化し、市民意識が高

まる」などを挙げている。

次に、現在連携している市町村の現状と課題、連携していない市町村の現状と課題をそ

れぞれ明らかにすることが必要である。以下、本県市町村における「ＮＰＯとの連携が必

要な理由」と「ＮＰＯとの連携のために必要な事項」についてそれぞれ分析し、特徴的な

傾向を把握して、今後の研究の方向性を明らかにしていくこととする。

図22 東北６県ＮＰＯと連携している市町村における連携の必要性

（連携している市町村数：岩手県18市町村 東北５県24市町村 計 42市町村）
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イ 連携の有無に関わる「ＮＰＯとの連携が必要な理由」の傾向

本県の「ＮＰＯと連携している市町村」では、「ＮＰＯとの連携が必要な理由」とし

て「ＮＰＯと連携することで地域を活性化させるため」と「ＮＰＯの人材が充実してい

るから」「今後ＮＰＯを中心として生涯学習は推進されることが望ましいから」が高い

割合となっている。これは実際に連携し、「地域が活性化する」ことや「ＮＰＯの専門

性の高い人材により事業が活性化したこと」、また「今後ＮＰＯが中心となって生涯学

習事業を推進」することも視野に入れていることがうかがわれる。

「ＮＰＯと連携していない市町村」については「事業を充実させるため」「新しい事

業のヒントが得られるから」「市町村だけでは事業運営が厳しいため（予算、施設等）」

が高い割合となっている。これは、市町村が今後ＮＰＯと連携していくうえで事業面の

充実や、予算・施設等の充実に対する期待の表れであることが推察される。

図23 岩手県市町村ＮＰＯと連携が必要な理由（連携の有無別）

（連携している市町村Ｎ＝18 連携していない市町村Ｎ＝34 複数回答）

ウ 連携の有無に関わる「ＮＰＯとの連携のために必要な事項」の傾向

本県の「ＮＰＯと連携している市町村」では、「ＮＰＯとの連携のために必要な事項」

として「協働体制をつくりあげていくこと」「中間ＮＰＯを介し目的にあったＮＰＯと

連携を深めること」「ＮＰＯの活動に職員も関わっていくこと」「生涯学習振興計画等に

ＮＰＯの位置づけを明確にする」が高い割合となった。「協働体制をつくりあげていく

こと」について、市町村がＮＰＯと連携して事業展開することによって「今後の連携の

在り方」があらためて課題として位置づけられることがうかがわれた。このことはＰ24

～25の表１で、「連携の課題」として「連携の方法」「立場や役割分担の明確化」「共通

理解するために話し合いが必要」「他のＮＰＯとの連携」など「今後の連携の在り方」

について多くの市町村が取り上げていることからも明らかである。また、「職員がＮＰ

Ｏとして活動」という積極的な意見や、「振興計画への位置づけ」など体制づくりの必

要性についても高い割合の回答があった。

本県の「ＮＰＯと連携していない市町村」については「情報収集」「援助体制づくり」
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「職員や地域の理解」が多い傾向にあった。これは今後連携するために「情報を収集」

し「職員や地域の理解体制」をつくり、事業連携への準備が必要であることがうかがわ

れる。実際に「連携していない」理由のほとんどが「連携するＮＰＯがない」ことは調

査より明らかである。また連携していない市町村でも生涯学習推進のため、今後ＮＰＯ

との連携が必要と捉えている市町村が多いことも明らかとなっている。これからＮＰＯ

と連携していくために情報を収集し「援助体制」や「職員体制」づくりを進めることの

必要性がうかがわれた。

図24 岩手県市町村ＮＰＯと連携のために必要な事項（連携の有無別）

（連携している市町村Ｎ＝18 連携していない市町村Ｎ＝34 複数回答）

（２）ＮＰＯと連携した生涯学習推進のポイント

以上の比較から「連携している市町村」と「連携していない市町村」の課題や必要として

いる情報の共通している点と異なっている点が明らかとなった。以下検討を加えながら「Ｎ

ＰＯと連携した生涯学習推進の方向性」について考察を加えることとする。

ア 連携に向けて必要な目的の明確化と役割分担

連携が必要である理由のなかで「地域が活性化するから」としている市町村が多い。こ

のことは連携の有無に関わらず都道府県でも高い割合となっている。連携することや事業

充実よりも高い割合で、その必要性を捉えていることから、その重要性は高いといえる。

すなわち「地域を活性化させるために」という目的を持ち、今後連携が進められることが

重要である。そのためには、十分な話し合いをもって市町村の目的とＮＰＯの目的を明確

にして共通理解を図るとともに、お互いの特性を理解したうえで、事業展開していくこと

が必要である。特にも本県では「現代的課題」に関してＮＰＯと連携している事業が多い

ことからも、その解決に向けてＮＰＯの専門性が生かせるよう配慮していく必要があると

考える。「課題解決」に向け、市町村とＮＰＯが同じ目的を持つことが重要であり、その

目的を達成するために、お互いの特性を生かした役割分担や事業への関わり方をどのよう

にしていくか十分意見交流を行うことが重要であることがうかがわれた。
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イ 市町村とＮＰＯとの連携の在り方

今後市町村とＮＰＯが連携を進めるうえで必要な事項として、図24の考察から「連携の

在り方」がポイントであることが明らかとなった。これは「都道府県調査」においても「Ｎ

ＰＯとの協働体制づくり」が連携を進めるうえで必要な事項として一番回答数が多かった

こととも一致している。

では、どのように「協働体制づくり」を進めるのが有効であるか。紹介のあった事例の

詳細をみると、連携の形態として「委託」「委任」「協働」「援助」「派遣」といった様々な

形態に分化しており、その意味内容の把握も市町村独自であることがうかがわれた。この

形態について「どの形態がより効果的か」といったことは、その市町村やＮＰＯの実態、

または事業内容の特性に応じて採用されており、一概にまとめることはできない。ただし

「生涯学習を基盤としたまちづくりへの関わり」「生涯学習事業全般への関わり」「生涯学

習事業への部分的関わり」などの「連携の形式」について、有効な「連携の形態」が整理

できると考える。

また、どのようなＮＰＯと協働体制づくりを進めることが、今後生涯学習を推進するう

えで有効であるか。ＮＰＯの活動分野は多岐にわたり、それぞれの目的や事業により多様

であると考えられ、一概に分野を限定することは困難である。これも前述したように、市

町村の目的とＮＰＯの目的が一致することにより、連携の意義が明らかになると考える。

また、今回の調査によると、連携しているＮＰＯは、すでに設立されているＮＰＯ（以

下「既存のＮＰＯ」）との連携がほとんどであるが、一部に地域住民や学習者または公民

館等の委員が新たにＮＰＯとなり、事業全般もしくはその一部の内容を連携している「新

設のＮＰＯ」との連携もある。特に「新設のＮＰＯ」は、その立ち上げの経緯を明らかに

することにより「連携するＮＰＯがない」という理由で連携していない市町村にとって「連

携できるＮＰＯ」の立ち上げるための参考になると考えられる。現在もＮＰＯ法人は増加

傾向にあり、市町村の生涯学習を推進するといった目的を持ったＮＰＯの成立も今後増加

するものと考える。このことについても事例をさらに分析し、追跡調査を実施することが

必要である。また、市町村が市町村他部局と連携しているＮＰＯの情報にも注目し、今後

連携を進めるうえでの有効な方法として考えていきたい。

これらのことにから、調査から明らかとなったポイントを以下の４点に整理することがで

きる。

「目的の共通理解」

「特性に合った役割分担の明確化」

「連携の形態」

「連携相手の情報収集と選択」

以上のポイントを整理しながら、先進事例を調査分析することにより「市町村とＮＰＯと

の連携した望ましい生涯学習の推進」について、方向性を明らかにする。
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５ 市町村とＮＰＯとの連携の実践例

ここからは、前述の４つのポイントを中心に先進事例を調査分析していくこととするが、

ここで留意したいのが、連携すること自体が目的ではなく、連携することにより生涯学習を

中心としたまちづくりが展開したり、生涯学習に関する事業が活性化し、事業内容がよりよ

いものとなることを目的として連携が進められるべきであるということである。そのために

先進事例の調査分析では、単なる実践紹介にとどまらず「市町村の課題」「連携の目的・経

緯」「事業展開までの話し合い（企画）」「事業展開（運営）」「事業反省（評価）」といった、

一連の連携の過程に４つのポイントを加味し、分析していくことが必要であると考え、次の

様式を基本として、事例を分析する。

なお、今回調査に協力いただいた事例については、表１・表２として、23～26ページに整

理した。

事例紹介の形式

・事例の概略

・施設、事例、事業名

・市町村の目的とＮＰＯの目的「目的の共通理解」

・経過（どのような経緯で連携がスタートしたか。情報収集、その経緯と過程）

「連携相手の情報収集と選択」

・事業概要

・目的の共通理解のために行った実践（交流会、打合会等）

「目的の共通理解」「特性に合った役割分担の明確化」

・具体的な実践事例

「連携の形態」「特性に合った役割分担の明確化」

・生涯学習推進計画等への位置づけ

・連携によるメリットと今後の展望

また、実態調査より連携の形式として「生涯学習事業の一部を連携」「生涯学習事業全般

を連携」「生涯学習を基盤としたまちづくりに関わる連携」に分類できると捉え、以下の表

のように分類し、５つの先進事例を分析する。

連携の形式 事業・施設名

生涯学習事業の一部を連携 宮城県塩竈市「塩竈学シンポジウム」

岩手県釜石市「あつまれキッズ」

生涯学習事業全般を連携 東京都墨田区「すみだ生涯学習センター」

沖縄県那覇市「繁多川公民館」

生涯学習を基盤としたまちづくり 福島県会津坂下町「自主公民館による公民館運営」
に関わる連携



県名 市町村名 事業名 成　　果 課　　題

滝沢村 地域子ども教室推進事業
スタッフ確保、専門員により細かな
サービス可、活動充実

初年度のため現段階では無
し

地域子ども教室

生涯学習ボランティア支
援事業

東和町 とうわっこ童夢
本事業においてＮＰＯとのねらいが一
致していたこと

予算面

江刺市
みんなの舞台「エサシ
ウタノチカラ」

これまで手薄だった分野の事業が市民
参画で実施

連携の方法

胆沢町
いさわジュニアミュージ
カルスクール

専門的な指導を受けることができ受講
生は意欲的に取り組んでいる

事業継続のために、地元
（ＮＰＯ）指導者の養成が
必要

一関市 まつるべ自然学校
ＮＰＯのネットワークや技能を活用し、
様々な事業の組み立てが可能

ＮＰＯと行政との役割分担
の明確化

旧川崎村
北上川流域連携交流Ｅ
ボート大会

運営から当日の役割分担まで民間が主
体となって実施

ＮＰＯと民間だけで事業運
営が望まれる

わんぱく教室

ひまわりランド

平泉町 女性リーダー研修 住民が求めている事業内容により近づく 特になし

藤沢町
藤沢町生涯学習まちづく
り推進会議

連携による事業の共有・事業の充実

陸前高田市
地域学習活動活性化支援
事業

ＮＰＯの事業支援及び、ＩＴ講座を中
学校で行い学校開放につながっている

ＮＰＯの事業として定着し
たが、今後の予算確保が難
しい

遠野市 ＣＡＰ岩手
ＣＡＰプログラムを実施することで家
庭や地域で子育てに役立てる

国際理解講座「あつまれ
キッズ」

外国語会話教室

宮古市
宮古市男女共同参画推進
市民フォーラム

多くの人に関心を持ってもらえる。ＮＰ
Ｏに委託することでＮＰＯが組織として
成長

意思疎通を図る。双方の理念に
基づいた事業展開に心がける

岩泉町
民間感覚（町民により近い視点）で事
業を運営できる

連携の仕方などを検討する
余地あり

久慈市
きらら☆琥珀のまち「ヤ
ングボランティアプロ
ジェクト」

他とのネットワークが広がりやすい。物
的人的協力が迅速に得られる。様々な協
力が得られることで事業内容が充実

ＮＰＯとしての方向性があ
り、教育委員会事業の目的
と調整することが難しい

塩の道を歩こう会

野田村総合文化祭

一戸町
芸術文化・スポーツ部門
に関わる事業

従来の事業に加え、自主事業の展開に
よる住民サービスの向上が図られる

ＮＰＯに対する町民の理解不
足・ＮＰＯ側の受入体制の充実

五所川原市地域子ども教室
行政だけでは限度がある市民に対して
フォローができる

金銭的協力面など顔が見え
る信頼関係の維持

むつ市人権教育学習推進
モデル事業

むつ市海と森のふれあい
体験館運営企画事業

横浜町 むつ湾東岸美浜推進ＰＡＹ
他団体と環境を通して年齢をこえて連
携することができる

旧花泉町
専門分野の職員がおり、詳しく説明し
てくれる

どうしても小学生対象と
なってしまうこと

釜石市

この事業でＮＰＯが外国人との通訳と外
国人が参加しやすいよう、子どものコ
ミュニケーションをとっている。事業に
欠かせない存在となっている

頻繁に会えないため電話対応が
多い。打合せ回数が少ないた
め、伝わっていないことがあ
る。ＮＰＯ会員の個々の負担が
大きい

岩
手
県

むつ市
専門知識を事業運営に生かすことがで
きる

野田村
地域をよく理解している職員が多いの
で、住民ニーズをとらえた事業運営を
行うことができる

紫波町

予算上面から事業継続して
いく力が弱い

青
森
県

表１　東北６県市町村ＮＰＯとの連携事業一覧
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県名 事業名 成　　果 課　　題

秋田市 ＩＴ講習会 目標の共有

横手市
新エネルギー普及啓発事
業

民間（一般市民）の立場から助言や提
言・市民意識の高まりと事業の活性化
が期待

連携の体制、役割分担を
もっと明確にする必要があ
る

地域ボランティア活動推
進事業

地域子ども教室推進事業

学びのコミュニティづく
り推進事業

地域子ども教室

あおば百科

こどものための日本語教室

せんだい日本語講座

塩竈市 塩竃学シンポジウム 行政と市民のパイプ役をになっている 更なるＮＰＯ活動の拡充

名取市 生涯学習自主企画講座 自主的な学習意欲の掘り起こし 広く知らせ浸透させるか

地域子ども教室推進事業

ふぃっと健康まつり

利府町 世代間交流のつどい
地域の特色として「人材」が紹介で
き、住民の生涯学習促進に繋がった

事業内容と活動内容のすり
あわせの協議

古川市 ＩＴ講習会
専門性を有しているので、質の高い学
習機会を提供できる

互いの立場や役割分担を明
確にする

地域教育力再生プラン事業

地域教育力活性化推進事業

石巻市 パソコン教室開放事業 市民ニーズの把握・指導が分かりやすい 他のＮＰＯとの連携方法

保原町 図書館運営
人的供給の安定、企画力、発想力に富
む。運営が充実

労働条件、危機管理、個人情報
保護等の徹底

石川町 陶楽炎祭2005 職員の負担軽減・ＰＲ効果
イベントが拡大することによる
対応の困難さが生じている

会津若松市
会津コミュニティカレッ
ジ推進事業

ＮＰＯ自体の向上（育成）につなが
り、結果地域の活性化が図られる

ＮＰＯにばらつきがあり、期待
する事業とならない場合等ある

磐梯町
ばんだいっ子クラブ花
見・歴史散策

専門的な立場からの指導
講師以外に企画等も連携し
内容を充実したい

西会津町 西会津国際芸術村事業 文化行政の推進を図ることができる 地域経済の活性化が期待できる

会津坂下町
公民館運営に関する支援
業務

自主企画運営・住民運営の公民館・地域
コミュニケーションの活性化・関係団体
との連携・住民の自立事業活動の主体化

成人者の公民館事業への参加・地
域ごとの主体性と町の方向性との
両立・専門的人材の安定育成と確
保

子どもの居場所づくり事業

３世代交流事業

チャレンジ「農作業体験」

子育てママのリラックスタイム

朝日町 郷土学事業

ハローブック

国際交流ボランティア育
成事業

秋
田
県

大館市 行政と地域の連絡調整 財政と人材

宮
城
県

仙台市

お互いの持ち味を発揮できる

色麻町
地域に根ざした多用な活動の機会が提
供できた

原町市
新しい発想で企画運営ができた。ＮＰＯ
のネットワークにより様々な団体と連携
できた

連携のあり方をいかにすすめるか

共通理解をするために話し
合いが必要

運営がスムーズである。青少年の自然
体験プログラムの企画運営。ＮＰＯ自
身も新しいノウハウが身に付く

役割分担を明確にすること
が難しいので、全体を通し
た対応が必要

七ケ浜町
地域住民の主体的な事業とすることが
できる

主導権が不明確になりが
ち。予算面での位置づけ

多種多様な市民ニーズに応えら
れるＮＰＯが少ない

新庄市
枠にとらわれず新たな事業展開のヒン
トが得られる

ＮＰＯによる主導的事業となりにくい

山
形
県

山形市
民間活力により市民ニーズに応えること
ができ、まちづくりが活性化する

人材の確保、ボランティア
活動の充実、ＮＰＯ法人へ
の移行

福
島
県
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県名 市町村名 事業名 事業内容の概略

つどいの広場事業 保護者の負担軽減を図るため週一回程度子育て広場を開催。事業運営をＮＰＯに委託

くじらランド　ーほっとひ
といきサロンー

子育て中の親に、公民館等で親子が交流できる場を提供し、家庭教育
の在り方を学んだり、育児不安を解消したりしながら自主的な子育て
ができるよう支援。企画運営をＮＰＯに委託

大洗市 地域で育てる元気っ子体験村事業 地域の子供に長期自然体験や寄宿舎体験などを提供。各種体験活動にＮＰＯが協力

塩谷町 星空観察会
天体ドーム（くま天童夢）を会場に年3～４回観察会を実施。荒
天時のパソコンを使った星空教室も好評

鹿沼ファミリー劇場
舞台鑑賞活動・野外体験活動・科学あそび等、子育て情報発信
の場として様々な活動を展開

学びステーション鹿沼 子どもの居場所づくり・自然体験活動・農園活動等

「グループでパソコン講座を
開いてみませんか」～NPOにあ
すなろ会主催「パソコン楽習
講座」

パソコン講座を社う際したいグループを募集。講座の企画・運営につ
いては主催者。広報・会場・パソコンの手配は市がサポート。講習の
合間には「歌謡ストレッチ」というオリジナルメニューを取り入れる

佐野青年学級「ふれあい地
球塾」

知的障害のある青年を対象に、体験を通し地域の一員として自
己実現できるように支援する。月１回程度

蕨市 子どもの居場所づくり事業 「歌と遊ぶ」「本ずきな子ども集まれ」「芸術体験」等のテーマで居場所づくり事業を展開

入間市 冒険の森運営事業 青少年活動センターの森を利用し自然体験事業をＮＰＯが企画・運営

川越市 「まちで遊ぼう」事業 子どもの自然体験や社会見学等の学びの機会の拡充を図る事業

我孫子市 ジャパンバードフェスティバル2005 「人と鳥の共存を目差して」をテーマに、講演・講座・作品展等を実施

地域子ども教室推進事業
「カヌーと稲刈り体験」「佐倉寺子屋」「子ども職人養成講
座」などをＮＰＯと協力して実施

家庭教育推進事業
「子どもサポーター養成講座」をＮＰＯと連携し小５～大学生
を対象に異年齢交流や子育てについて考える

通学合宿 ３泊４日の通学合宿に市レクリエーション協会が指導者として参画する

生涯学習フェスタ2005生涯
学習推進月間

市民教授のグループ「とよさか学院」が企画・運営・講師・事
業評価に参画

村上市 ハートふれあいスクール 「ホットみるくの会」が委員や事業運営に参画し、家庭教育の学習機会を提供

南砺市 いのくちパソコン事業 パソコンの基礎講習に講師を含めた教室の運営を実施

立山町
子育てサロンほっとみるく
第３回フォーラム

ＮＰＯ法人富山・イタズラ村・子ども遊ばせ隊　理事長を講師
に子育てフォーラムを実施

豊丘村 パラダイスクール ウォーキングや健康づくりの知識を一般に普及させる事業

塩尻市 公民館活動事業 パソコン教室を実施

企業創業・経営革新の支援事業

丘のまち商業活性事業

企業DNA育成事業

三島市 ほたるの里事業 ＮＰＯ法人「グランドワーク三島」と連携し、ホタルが発生する環境作りを住民と実施

浜松市 市民協働「たねからみのり」 市民・ＮＰＯ・事業者・市がお互いの提案に基づき地域課題の解決を図る

藤枝市
スクーリングサポートネッ
トワーク事業

不登校児を対象としたフリースクール事業

パソコン教室 経費・会場は市が負担し、人材はNPOから。年２講習（計24時間）実施

子どもセンターレッツトライ ＮＰＯから企画提案を受け、年１回の事業（今年度は農業廃材で巨大風船づくり）を実施

明和町 地域ボランティア活動推進事業
ＮＰＯに委託し「高校生対象事業」「ボランティア活動支援セ
ンターの機能充実」事業の企画運営を実施

紀宝学び支援センター「元気キッズ!!」 小中学校の総合的学習への支援。子どもの居場所づくりの開催

紀宝町スポーツクラブ 総合型地域スポーツクラブとして、環境整備や情報誌の発行を実施

表２　全国市町村ＮＰＯとの連携事業一覧（東北６県を除く）

茨城県
水戸市

栃木県

鹿沼市

佐野市

埼玉県

千葉県
佐倉市

新潟県
新潟市

富山県

長野県

飯田市
「いいだ応援ネット『イデア』」が、経営活動を通じて「人づ
くり、まちづくり、地域づくり」の推進を図り、地域社会に貢
献する事業

静岡県

三重県

桑名市

紀宝町
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県名 市町村名 事業名 事業内容の概略

彦根市 すくすく教室　のびのび教室 ＮＰＯぽぽハウス等に委託し子育て支援事業を実施。親子への継続的な支援や連絡調整が可

蒲生町 蒲生町マックスクラブ 居場所づくり事業「みぞっこ探検隊」「蒲生マックスネイチャー」をＮＰＯに委託して実施

赤れんがフェスタ アート＆クラフト、赤れんが音楽祭、グルメコーナーをＮＰＯと実施

まいてフェスタ 講演回・ふれあい広場・料理教室・創作活動・読み聞かせ・朗読をＮＰＯと実施

島根県 浜田市 地域ぐるみの子ども育成推進事業 ＮＰＯと連携し「子育てサロン」「中高生ネット」にて後援会や養成講座を実施

赤磐市 あかいわエコメッセ 赤磐子どもＮＰＯセンターが事業主体となり、環境保護やリサイクル体験について実施

笠岡市 子育て広場あおぞら
ＮＰＯ法人子ども劇場笠岡センターが事業主体となり子育て支援の場
づくりや育児相談講演会等を実施

安芸高田市 市民セミナー 市民センター会員を募集し、企画・運営・講師を会員で受け持ちセミナーを実施

神石高原町
「高齢者活用子育て支援事
業」やまびこクラブ

シルバー会員が放課後の小学生を対象に宿題やしつけ向かい遊
びを教えたりしている

三次市
地球温暖防止対策「脱温暖
化ワークショップ」

住民、小学校、大学、企業、ＮＰＯが連携し太陽光での調理や
川の清掃等事業を実施

徳島市 子どもまつり 青少年団体連絡協議会が日頃の成果などを発表

阿波市 阿波市生涯学習推進事業 生涯学習推進協議会に補助金を支出し、各種講座を実施

松山市
家庭教育支援事業「子育てア
ドバイザー養成講座」

ＮＰＯ法人子育てネットワークえひめに委託し、子育て相談で
きる人材を育成する講座を実施

今治市 ＩＴ講習 市内公民館のIT講習会にＮＰＯ今治センターから講師を派遣

新居浜市生涯学習大学 市民対象の生涯学習大学講座の講師をＮＰＯに依頼（例：ＮＰＯエイプロシス）

新居浜市生涯学習まちづく
り市民講座

市民から要請に対する出前講座をNPOが実施（例：新居浜環境カ
ウンセラー交流会）

松前町
まさきふれあい学園「世界
知っ得講座」

町主催の講座で年３回開講。ＮＰＯえひめグローバルネット
ワークに講座の企画・運営を委託

砥部町
ほか４市町

ブックスタート
ＮＰＯブックスタート・パック及び実施アイティムを購入。事
業ノウハウや情報提供を受ける

内子町 内子町パソコン教室 町主催のパソコン講座の講師をＮＰＯ法人凧ネットから派遣

松野町 森の国滑床英語キャンプ 町主催で外国人講師とキャンパーが合宿生活し、英語のコミュニケーション能力向上を図る

「川の駅」を設定し野外観察や体験と教室での授業の両面から学ぶ

地域全体で難聴者への理解をつなげるために、学校や地域でゲームや体験を実施

臼杵市 つどいの広場事業 乳幼児をもつ母親の子育て相談を研修を終えたサポーターＮＰＯ法人みずのわが行う

豊後大野市
「子どもの居場所づくり事
業」夏休み長期宿泊体験塾

宿泊場所を管理するＮＰＯ法人ほしこがと体験活動プログラム
を提供するＮＰＯ法人カッパクラブと連携

大分市 NANBUせせらぎスクール ＮＰＯ法人せせらぎの会と連携し、環境に関する活動や浄化運動の活動体験発表会を実施

夢創り人活性化 市民の出前講座、情報誌の発行、交流会の開催、事務局事務をＮＰＯに委託

図書館業務ＮＰＯ委託事業 図書館窓口業務、図書館事業、子ども読書活動推進計画策定の実務等をＮＰＯに委託

都城市 生涯学習推進事業 「都城市生涯学習振興協議会」が「ＮＰＯ法人きらりネット都城」となり生涯学習推進を協働で実施

夏休み子ども自然科学教室 市内中学校教諭を講師とした「不思議実験マジックショー」をＮＰＯと共催

リバーパル秋まつり ペットボトルロケット、絵手紙等の体験活動及びコンサートをＮＰＯと共催

菱刈町
まったく新しい生涯学習講
座「ウェルネス光」

ＮＰＯ法人と連携し心身ともに元気な町民づくりをめざし、太
極拳や護身ビクス等の講座を実施

名護市
南日本生涯学習まちづくり
研究大会

大会テーマ「市民が主役のまちづくり～ひとり一学習・一スポーツ・
一ボランティア～」ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会と連携
し、研究大会を実施

北谷町 スケボー環境デザイナー 地域子ども教室においてスケボーの技術向上やマナー向上をはかる。

沖縄市 子どもＩＴスクール
小学生が地域の店舗をリサーチし、チラシ作成やプレゼンテー
ションを実施する企業育成スクールを実施

那覇市 肝（ちむ）どんどんコンサート 障害者のためのコンサートをＮＰＯなはまちづくりネットと協働し実施

滋賀県

京都府 舞鶴市

岡山県

広島県

徳島県

愛媛県

新居浜市

高知県
物部川流域環境学習拠点「川の駅」づくり

要約筆記の出前講座

大分県

沖縄県

宮崎県

宮崎市

延岡市

鹿児島県
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（１）生涯学習事業の一部を連携している実践例「宮城県塩竈市 塩竈学シンポジウム」

この実践例は、塩竃市が地元学を推進するための事業企画をしていく過程で「ＮＰＯ法人

みなとしほがま」と連携し「塩竈学シンポジウム」を開催。同事業は継続的に「塩竈学まちづ

くり学習事業」の一環として実施され現在に至っている。また「ＮＰＯ法人みなとしほがま」

は他にも教育委員会や市産業部と連携し独自事業を開催するなど、塩竈市の生涯学習活動活性

化の一翼を担っている。

ア 事業名「塩竈学シンポジウム」

イ 目 的

○ 塩竃市

・地元学「塩竈学まちづくり学習事業」の内

容を充実させ、より専門的な内容を取り入れ

る研修講座を企画することで、生涯学習の振

興を図りたい。

・文化財保護の観点から古建築物など代表的

な建築物の保存啓蒙に努めたい。

○ ＮＰＯ法人みなとしほがま 平成17年度塩竈学シンポジウムの様子

・地域の財産である古建築物を保存するために調査を実施し、その調査の発表を行う

ことで、古民家保存・活用の気運を盛り上げたい。

ウ 経 過

行 政 ＮＰＯ法人みなとしほがま

「塩竈学」の構築 市産業部の支援により「みなとしほがま」発足

「塩竈学まちづくり学習事業」を推進

【亀井文蔵氏旧宅を取り壊す】

平成16年 建造物保護の動き（測量・調査）が必要

協働した学術調査 建物を管理していた教育委員会に相談

【亀井文蔵氏旧宅保存の方向に転換】

学術調査の報告会を検討

「塩竈学まちづくり学習事業」の一環として報告会を実施することを検討

平成17年

第４回「塩竈学シンポジウム」を協働して実施

エ 事業概要（平成17年度）

○ タイトル「塩竈の伝統建築と町並を考える －伝統建築調査報告会－」

○ 趣旨 市内に残る歴史的価値のある古建築について、千葉大学工学部建築史研究室

が平成16年度より学術調査を行っている。その成果を広く市民に紹介すること

で、地域の魅力を再認識していただく機会とし、郷土愛とまちづくりへの理解

を深める「塩竈学まちづくり学習事業」の推進につなげるため、標記シンポジ
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ウムを開催するものである。

○ 日時 平成17年６月25日（土）13:00～17:00

○ 会場 ふれあいエスプ塩竈 エスプホール

○ 日程並びに構成

時間 主な内容・講師等

13:00 ・開演

主催者挨拶（塩竃市長）

共催者挨拶（ＮＰＯ法人みなとしほがま理事長）

講師紹介等

13:30～14:00 「古絵図・古写真にみる塩竈の町並風景」

東北学院大学院経済学部経営学科 教授 斉藤 善之 氏

14:00～15:30 「塩竈の伝統建築について」 千葉大学玉井研究室調査チーム

① 「港町塩竈の建築と町並」 榎本 悟

② 「亀井邸の建築－洋館と和館」 横内 浩史

③ 「家具と室内意匠」 児島由美子

15:45～16:00 「調査結果から見えてきたもの」

千葉大学工学部 教授 玉井 哲雄 氏

16:00～17:00 シンポジウム 「塩竈の伝統建築の保存をめぐって」

パネラー 玉井 哲雄氏、玉井研究室調査チーム

司 会 斉藤 善之氏

※「塩竈学まちづく学習事業」（平成17年度実施分）

・「塩竈学シンポジウム」：年１回ＮＰＯ法人みなとしほがまと協働で実施

・「塩竈学問所講座」：奥鹽地名集の世界と題し年５回シリーズで実施

・絵画展「絵画でみる戦後のふるさと塩竈展」

・研修会「全国地域学交流集会」への参加

・「塩竈学まちづくり学習支援事業」塩竈まちづくり研究所が年２回実施

・「しおがま”何でも”体感団」小学生高学年を対象に年８回実施

オ 目的の共通理解のために行った実践

○ 事業企画・予算

・プログラム作成並びに講師や発表者選定は、市教委担

当者とＮＰＯ法人みなとしほがまの代表者が協働して

行う。

・周知は市教委が「ポスター」「チラシ」等作成、また

「市広報」や塩竈ケーブルテレビなどを活用して周知を

図る。「塩竈学まちづくり学習事業」の参加者に市教委

が郵便等で直接案内を行っている。ＮＰＯ法人みなとし

ほがまは、独自の事業や他との共催事業の機会を活用し

周知を図っている。

平成17年度チラシ
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・費用負担について平成17年度は玉井教授と斉藤教授の謝金等は市教委が、研究ゼミ

生の謝金等はＮＰＯ法人みなとしほがまが行っている

○ 当日の事業運営

・市教委担当とＮＰＯ法人みなとしほがま代表が中心となり、お互いの役割分担を事

前に行い当日の事業運営にあたる。

○ 実施報告書の作成・発行

カ 塩竃市の生涯学習推進の方向性（平成10年３月基本構想策定）

（３）生涯学習推進施策 Ⅰ生涯学習推進体制の確立

③ 地域ネットワークの形成

・地域資源の活用 「塩竈学」の構築

④ 広域・民間との連携

・広域ネットワークの形成

・民間企業やＮＰＯとの連携

キ 他の事業連携の実践例

○ 塩竈学シンポジウムでＮＰＯ法人みなとしほがまの

活動を紹介

・受付に活動の様子をパネルにして紹介する

※ＮＰＯ法人みなとしほがまの組織

（会員数50名 内正会員45名、賛助会員５名） 活動紹介のパネル展

企画運営委員会のもと、しおがま岩藏部会等５つ

の部会に分かれ歴史や文化の調査活動を中心に地域の活性化に向けた活動を行ってい

る。「平成18年度全国都市再生モデル調査」に指定される。

○ ＮＰＯ法人みなとしほがま主催の観光ボランティアガイド養成講座への講師派遣

市教委より講師を派遣し、観光ボランティアガイド養成を亀井文蔵氏旧宅で実施

ク 連携によるメリットと今後の展望

○ メリット

・協働して事業を行うことにより、市教委の目的であ

る「塩竈学まちづくり学習事業」の内容の充実が図ら

れ、より専門性の高い研修講座を企画することできた。

・ＮＰＯ法人みなとしほがまでも、亀井文蔵氏旧宅の

保存だけでなく他の古建築物を測量調査することによ

り、多くの貴重な古建築の価値が明らかとなった。

さらに活動の周知が行われ、教育委員会との協働事業

だけでなく、様々な活動に普及することができた。

○ 今後の展望

・お互いの事業について常に情報交換を行い、目的等

合致するものについては協働で実施していきたい。 平成17年度調査報告書
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（２）生涯学習事業の一部を連携している実践例「岩手県釜石市 あつまれキッズ」

この実践例は、釜石市「国際交流ボランティア フレンドシップ」が行っていた国際交流を

目的とした演劇活動に、平成６年度より市教育委員会が関わりを持ち「あつまれキッズ」とし

て事業を実施。平成11年度から小中学生を対象とした現体制となり、市教委とボランティア団

体が協働して年５～６回、釜石市近郊のＡＬＴと小中学生の交流事業を実施している。

ア 事業名「あつまれキッズ」

イ 目 的

○ 釜石市

・小中学生を対象に国際交流事業を実施し、

お互いの文化や人間性を尊重しながら交流

を深める。

・外国人（ＡＬＴ）との交流活動の推進

○ 国際交流ボランティア フレンドシップ

・ＡＬＴと小中学生の交流活動の活性化

・ＡＬＴ間の交流の場の設定 豆腐づくりに挑戦（平成18年度第１回）

・交流体験を通して、釜石の良さを再発見

ウ 経 過

行 政 国際交流ボランティア フレンドシップ

平成５年 国際交流ボランティアフレンドシップ設立

（世界アルペンの釜石市内通訳ボランティア中心）

ＡＬＴと中学生の交流を目的とした演劇活動を実施

情報収集 「ＡＬＴの日本語劇」「中学生の英語劇」

平成６年 市教育委員会が支援 アルペンメモリアルとして英語劇を実施

※ 背景や大道具づくり 演劇活動の継続（中高生対象）

平成７年 「あつまれキッズ」開始 協働事業として参画

市教委社会教育課の主催事業 中高生の体験活動や演劇活動を支援

ＡＬＴの相互交流を支援

平成11年 「あつまれキッズ」 協働事業として参画

小中学生を対象

様々な体験活動を重視

※英語劇はＡＬＴと高校生が独自に実施

対象を高校生とした「English Camp」を開催
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エ 事業概要（平成17年度）

回 日 時 内 容

１ ５月14日（土） 《外国人との交流会》

10:00～12:00 外国の遊び＆スポーツに挑戦

２ ６月11日（土） 《橋野体験》

９:00～14:00 サツマイモの苗の植え付けと和山ウインドファームの見学

３ ７月９日（土） 《大石自然体験》

９:00～14:00 縄文土器探しと拓本づくり

４ ９月23日（金） 《秋の収穫体験》

９:00～14:00 サツマイモの収穫とサツマイモを使った料理づくり

５ 12月３日（土） 《ワールドキッチン》

10:00～13:00 世界の料理づくり

※ 参加料 無し（調理等の材料代は徴収）

※ 定 員 30名（親子参加も受け付ける）

オ 具体的な連携の実践事例

○ 事業企画

・プログラム作成は、単年度毎に、市教委担

当者とボランティア代表が協働して作成

※ 事前に年度計画や目的について前年度

反省を受け共通理解を図る

・周知は市教委が「広報」等を通じて実施。

また庶務的な役割全般を市教委担当が行う。

・事業当日の運営スタッフやボランティアの

役割分担はボランティア代表が中心となりボ

ランティア間の調整を図る。またＡＬＴを中 インドネシアの遊びに挑戦（平成17年度第３回）

心とする外国人の参加について連絡調整を行う。

○ 当日の事業運営

・市教委担当とボランティアスタッフが中心となり、お互いの役割分担を事前に行い事

業運営にあたる。

・市教委は受付、庶務、記録等を行う。

・ボランティアスタッフは、外国人との通訳とお世話を行う。参加者と外国人の交流を

サポートする。
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カ 市総合計画における生涯学習推進体制整備について

第３章 創造性豊かな人を育むまち

第１節 学び育てるまちづくり

第２項 社会教育の充実 施策の方向

１ 生涯学習推進体制の充実

「社会教育事業や各種研修会等を通じて、生涯学習の

指導者やボランティアの発掘・養成に努めるとともに、

見いだした人材をまちづくり推進のため積極的に活用

します」

第２節 参画する心を育むまちづくり 第５次釜石市後期総合計画

第１項 住民参加の地域づくり 施策の方向 １ 市民によるまちづくりの推進

「自分達のまちに関心を持ち、自分達でできることを考え、行動するとともに、ま

ちづくりに進んで参加できる環境を整備し、町内会やボランティア、ＮＰＯの活動

の活性化を図ります」

キ 連携によるメリットと今後の展望

○ メリット

・行政だけでは不十分な面もある外国人との連絡調整や、プログラム作成、事業スタ

ッフの充実等、事業企画運営面において連携することで得るものが大きい。（行政側）

・庶務的なところを行政側が行ったり、ボランティア内での情報では不十分なところ

を補ってくれるので、事業内容が充実している。目的の「交流体験を通した釜石の再

発見」が連携により可能となっている。（ボランティア側）

○ 今後の展望

・事業の特性上からも連携の成果が大きいため、今後とも連携を進めながら事業を進

めていきたい。

・頻繁に会えないため電話対応が多い。打ち合わせ回数や内容を充実させたい。

インドネシア料理に挑戦（平成18年度第２回） 風力発電見学（平成18年度第１回）
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（３）生涯学習事業全般を連携している実践例「東京都墨田区 すみだ生涯学習センター」

この実践例は、住民アンケートから生涯学習の拠点となる施設の必要性が生じ、その施設

設置の検討に区民が参加し「すみだ生涯学習センター」を設置。その運営において区民ボラ

ンティア組織「学習推進委員会」が中心に事業企画・運営、情報紙の発行、団体サークルの

育成支援事業等に関わった。同委員会は平成12年ＮＰＯ法人認定を受け「すみだ学習ガーデ

ン」となり墨田区より「すみだ生涯学習センター」の事業等を委託され、墨田区の生涯学習

事業全般を行っている。

ア 施設名 「すみだ生涯学習センター」

イ 目 的

○ 墨田区

・区民による生涯学習の推進、住民の自治能力の向上

・区民主導の多様でニーズにあった学習機会の提供

○ ＮＰＯ法人すみだ生涯学習ガーデン

・区民が推進する生涯学習の地域交流とまちづくり

・区民による生涯学習推進組織の活動そのものが生涯学習 すみだ生涯学習センター全景

・区民の多様なニーズに応えながら、豊かな地域づくりに貢献

ウ 経 過

行 政 地域住民・学習者・ＮＰＯ

昭和64年 住民アンケートの実施 住民の生活拠点となる施設が必要

平成４年 （仮称）文化学習センター着工

平成６年 「企画運営準備会」

「学習推進委員会」（区民運営）の設置 町会・ＰＴＡ等60名程度が参加

「すみだ生涯学習センター」開館 「学習推進委員会」による事業運営

※社会教育主事が関わり ①講座の企画・運営

講座や情報誌の作り方を援助 ②情報誌の編集・発行

③団体サークルの育成・支援事業

平成11年 「すみだ生涯学習センター企画運営委員会」の設置

現行システムの洗い直し、財政的な働きかけ、ボランティアの説明会や研修会

「区民の生涯学習推進組織のあり方について」報告書の発行

・区民による生涯学習推進組織の基本構想と事業内容、運営のしくみ

・行政の支援

・区民による生涯学習推進組織の法人化（ＮＰＯ法人化）

「移行準備会」を設置

平成12年 「学習推進委員会」から「すみだ学習ガーデン」移行

ＮＰＯ法人化 事業委託

各部体制により事業企画運営を行う
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すみだ生涯学習センター機構図

区行政

直営部門

ＮＰＯ法人すみだ

学習ガーデン

エ 事業概要（平成16年度）

（ア）会議等の開催

・総会：年１回 ・理事会：毎月１回

（イ）イベントの開催

・ユートリア祭（年１回学習成果の発表会）

・トレンドセミナー実行委員会（年間２回講演会を実施）

・10周年記念事業

（記念誌の発行、祝賀会、プラネタリウムイベント）

（ウ）各事業部の事業 平成17年度ユートリア祭

・募集研修部

①学習サポーターの募集・新人サポーターの研修

②学習サポーターの研修の企画・実施

③学習サポーター交流紙「ふれあいネット」の発行（電子化への施行）

④対外視察研修の実施

・講座事業部

①さくらカレッジ・パソコン講座の企画運営（年間608回の講座・延べ18,801人参加）

②一芸ひろばの企画運営（こども一芸ひろば、一般向け一芸ひろば：各年１回）

③その他講座の開催（１日講座、七夕コンサート、クリスマスジャズコンサート等）

・学習情報部

①情報紙「みらい」発行（月１号の発行：区民対象）

②ホームページの運営

③テレビ番組の制作（自主制作番組）

・学習支援部

①学習成果の発表の機会を提供

②自主サークルの支援

③音響・照明研修

・プラネタリウム事業部

①サポート自主事業

②プラネタリウム担当職員との協働事業（運営のサポート） 情報誌「みらい」

③プラネタリウム委託事業への支援（投影番組を自主制作、事業の運営支援）

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

視聴覚コーナー等の事業運営

教育相談の事業運営

施設の保守管理

募集研修部

講座事業部

学習情報部

学習支援部

運営連絡協議会
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・ＮＰＯサポートセンター

情報紙「みらい」で区内外のＮＰＯを紹介、交流・研修事業・勉強会の開催

・各受託事業の実施

プラネタリウム、メディアコーナー、アマチュア無線、16ミリ映写検定等

オ 組織概要

・正会員（130人）：理事長・副理事長・理事幹事・各事業部スタッフ

学習ボランティアとして各事業スタッフとして活動（年3000円の会費）

・学習サポーター

有給の学習サポーターとして活動 ２２名在籍

区の補助金は事務局へ事務局からサポーターへ、理事やスタッフ（正会員）は無償

カ 生涯学習振興計画での連携の位置づけ

・学習活動を活発にするしくみの整備

「５ ＮＰＯの活動と連携する」

ＮＰＯ法人すみだ学習ガーデンとの協調・協力体制の促進

生涯学習事業を行うＮＰＯネットワークの支援

・学習成果を生かすしくみの整備

「３ 学習成果を生かした地域活動・ボランティア活動を

支援する」

地域ボランティアの養成・活用

ＮＰＯの事業に関する学習機会の創造

・推進体制の整備 墨田区生涯学習推進計画

「３ 関係団体・関係機関・企業との連携を促進する」

ＮＰＯ法人すみだ学習ガーデンとの連携・協力の強化

キ 目的の共通理解のために行っている実践

・運営連絡協議会の実施

・ガーデンの共催申請で使用料等半額減免

・双方の情報交流の機会

ク 連携によるメリットと今後の展望

○ メリット

・行政にはない発想と機動力により、特徴的な事業が展開できる

・活動そのものが生涯学習となり、正会員を中心に地域活性化を担っている

○ 今後の展望

・自主財源の確保に向けた取り組みの活性化の動きをつくりたい

・行政はよき相談相手として、できるところは任せるスタイルをとりたい。また、人

選など公正となるようにみていくことも大切なこと



- 37 -

（４）生涯学習事業全般を連携している実践例「沖縄県那覇市 繁多川公民館」

この事例は、平成16年に着工した繁多川公民館の運営等について、地域住民との意見交流を

通して検討を行い、業務を公募で決定したＮＰＯ法人に委託することとした。企画提案方式に

より「ＮＰＯ法人なはまちづくりネット」が委託団体として決定、平成17年度より市派遣の職

員と協働して開館準備を行い、同年開館。繁多川公民館の事業全般に関わり、地区の生涯学習

事業全般に関わっている。

ア 施設名 「那覇市繁多川公民館」

イ 目 的

○ 那覇市

・地域コミュニティ育成重視

・市民協働の施策の導入によるサービスの向上

・業務従業員の専門性の確保、経費の削減

○ ＮＰＯ法人なはまちづくりネット

・地域の生涯学習振興を支援

・地域福祉に関わる事業実施による地域支援

・地域交流活性化と地域情報提供によるまちづくり支援 繁多川公民館全景

ウ 経 過

行 政 ＮＰＯ法人なはまちづくりネット

「教育行政運営ビジョン」

「那覇市教育委員会組織定数管理中・長期計画」

地域コミュニティ育成重視→公民館のあり方を検討

平成15年 新公民館の設置に関わり

「管理・運営に関する検討委員会」の設置 なはまちづくりネット設立

地域住民を対象としたワークショップ ＮＰＯ法人格申請

建設準備検討委員会 ＮＰＯ法人格所得

平成16年 施設の名前を公募 公民館受託を視野に入れた活動

「繁多川公民館」の名称が決定 ・スタッフ学習会

「繁多川公民館・図書館の委託等に関する基本方針」 ・自主事業の実施

・施設運営への市民の参加を推進

・業務従業者の専門性の確保、経費の削減

・館長を配置のうえ、業務の一部を委託

「委託団体の募集」：企画提案方式による面接審査 応募

ＮＰＯ法人なはまちづくりネットを委託団体として決定 採択

平成17年 「配置職員」の発令 業務の一部を受託契約

「開館準備」：職員配置 協働した開館準備

４月２日「繁多川公民館開館」

公民館事業（委託事業）となはまちづくりネット独自事業を実施
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エ 公民館事業（委託事業）概要（平成18年度）

（ア）成人講座

・「繁多川見聞録パートⅡ」６～７月 ６回

・「繁多川見聞録パートⅢ」11～12月 ６回

繁多川の歴史と文化を探る

（沖縄大学との連携とコラボレーション事業）

（イ）市民講座 「繁多川見聞録パートⅡ」第６回

・「ウチナー再発見」年３回
繁多川のパナマ帽編みを行った壕に入る

ウチナー方言を学ぶ 「飛び出せ！市長室」と協働

（ウ）高齢者学級

・「じんぶん大学」年７回

地域の達人から学ぶ 「飛び出せ！市長室」と協働

中学校の美化活動と交流事業（学社融合の試み）

（エ）少年教室

・「都会でサバイバル」

２泊３日の宿泊体験（市子連との連携）

・「昔のおもちゃで遊ぼう」

しきなっ子まつり（識名小ＰＴＡ主催）で体験

（オ）家庭教育学級・乳幼児学級 「ぱぴぃ＆まみぃ」第６回チラシ

・「ぱぴぃ＆まみぃ」毎月第１金曜日と第３土曜日
ぶきっちょママのお弁当づくり

先輩ママ・高校生講師や、高校生の育児体験を企画

（カ）読書推進事業

・「読み聞かせスキルアップ」

（キ）地域連携事業

・「映画祭アンヤタサ！沖縄の昭和映画」

・「道ずねぃ」地域のまつりに参加

・「新春もちつき大会」

オ なはまちづくりネット自主事業（平成18年度）
「新春もちつき大会」

・「こらぼ８ 子ども達にスゲーって

思われる大人の人ってどんな大人？」

・「寄宮中学校総合学習支援事業」

・「肝どん2コンサート」

・「繁多川夏祭り」

・「識名園友遊会」

・「元気が出る社会教育・一方学校教育は？」

・「かんだばー料理」

・「５番線カレーライスの会」

「こらぼ８」チラシ
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○ 公民館事業と自主事業の関係図

連携・コラボ先 公民館事業（契約事業） 自主事業（独自事業） 連携・コラボ先

沖縄大学・地域 【成人】繁多川見聞録ⅡⅢ こらぼ ８ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ未来なは

飛び出せ!市長室 【市民】うちなー再発見 社会的信用 宇治市との交流 市教委

仲井間中学校 【高齢者】じんぶん大学 寄宮中学校総合学習 寄宮中学校

沖縄県 （広域学習） 世界のうちなんちゅ大会

市子連 【少年】都会でサバイバル （支援） 肝どん2コンサート ＮＰＯ支援センター

那覇身体障害者大会

石田中学校 【乳幼児】ぱぴぃ＆まみぃ 全国障害者芸術大会

真和志高校 繁多川夏祭り 地域

【読書】読み聞かせ 識名園友遊会 地域（真和志）

自治会 【地域】アンヤターサ 元気が出る社会教育 全国地域づくりﾈｯﾄ

自治会 道ずねぃ 質の向上 おきなわ自由大学

ふれあいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 新春もちつき大会 かんだばー料理 沖縄大学

※ ＮＰＯ法人なはまちづくりネット代表田端温代氏の作成した図を参考とした

カ 那覇市生涯学習推進基本計画での連携の位置づけ

第４節 地域づくり活動の支援と意識啓発

１ 課題別地域の企画と実施

２ 地域活動団体の支援と育成

３ 連携による地域意識の構成

キ 目的の共通理解のために行っている実践

・委託仕様書に委託業務内容を明記

①地域コーディネータとしての役割を果たすこと

②学級・講座等の事業実施に関すること 那覇市生涯学習推進基本計画

③施設等の利用に伴う窓口業務に関すること

④開館に伴う準備作業業務を行うこと

・常勤の館長を市教委から派遣し、事業推進を行っている

・定期的な会議・交流（月１～２回館長連絡会、県公民館研究大会）

・研修（市内公民館職員研修）と人材育成（研修と先進地視察）

ク 連携によるメリットと今後の展望

○ メリット

・民間の発想で特徴的な事業が展開されるとともに、地域活性化に向けた活動が本格化

している。（行政側）

・受託したことにより社会的信用が増し、ＮＰＯとしての自主事業で様々な機関や団体

と協働した事業が展開できる。また、自主事業のノウハウや連携団体を公民館事業に活

用でき、質の向上を図ることができた（ＮＰＯ側）

○ 今後の展望

・成果や課題を検討しながら、那覇市内の他の公民館について民間委託の方向性を探っ

ていきたい。また、公民館事業と自主事業を組み合わせながら、地域活性化に向けて社

会教育を推進するという立場で研修・交流を進め、事業内容を充実させていきたい。
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（５）生涯学習を基盤としたまちづくりに関わる連携の実践例「福島県会津坂下町」

この事例は、平成13年度に第４次会津坂下町振興計画策定において公募された「まちづくり

2001委員会」が後に「ＮＰＯ法人市民活動支援組織ＮＩＶＯ（ニボ）」となり、自主公民館運

営によるまちづくりを推進。ＮＰＯ法人ＮＩＶＯから生涯学習推進委員を公民館に派遣し公民

館事業を住民と企画運営したり、「まちづくりセンター」の運営を町から委託されるなど、町

生涯学習班と連携し生涯学習によるまちづくりを推進している。

ア 事例名：福島県会津坂下町「自主公民館による公民館運営」

イ 目 的

○ 会津坂下町

・住民と行政が連携・協力した「協働のまち

づくり」への転換が必要

・「自主公民館」の考えのもと、自ら企画運営

し生涯学習を活性化する

・生涯学習のまちづくりのために、魅力ある

事業の構築

○ ＮＰＯ法人ＮＩＶＯ 会津坂下町中央公民館全景

・会津坂下町における民間公益活動の伸展を目指す

・地域における民間支援組織として公益活動を支援する

・創造的で個性溢れる豊かな地域社会の形成に貢献する

ウ 経緯並びに連携のための方策

行 政 地域住民・ＮＰＯ

平成11年
「まちづくり2001委員会」を組織

町民から公募：組織化 町民が参加
平成12年
「第４次生涯学習振興計画」策定 協働のまちづくりへの転換
平成13年
「第４次町振興計画」策定 「まちづくり2001委員」

まちづくり2001委員会による官民協働の策定
自主公民館の考え方 「しくみづくり部会」が中心に

「協働のしくみの構築」を検討
平成14年 自主公民館の体制づくりの具体的検討
「まちづくり基本条例」の制定

「まちづくりセンター」開所 「しくみづくり部会」が運営
平成15年
「公民館の運営に関する基準」の改定 「 しくみづくり部会」が独立し

ＮＰＯ法人ＮＩＶＯを設立
平成16年
「自主公民館」の運営開始 ＮＰＯ法人ＮＩＶＯより

生涯学習推進員を派遣
平成17年
「第５次生涯学習振興計画」策定 生涯学習推進会議委員として参画

生涯学習推進会議委員による官民協働の策定
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エ 具体的な連携事例

（ア）自主公民館の運営

・目的：公民館が自主公民館として確立する → 専門の「生涯学習推進員」が必要

（社会教育・生涯学習の専門知識と前向きな姿勢を持った人材の配置）

・生涯学習推進員の配置：ＮＰＯ法人ＮＩＶＯより派遣

推進員は公募されＮＰＯ法人ＮＩＶＯに採用後、各地区公民館に配置される。

～会津坂下町自主公民館の体制～

町が委嘱（非常勤）→ 公民館長 公民館運営の責任者

運営委員 → 運営委員会 生涯学習推進員 ←ＮＰＯ法人
館長が委嘱（20名） ＮＩＶＯから派遣
（団体推薦と公募）

青少年部会 教養部会 スポーツ部会 地域づくり部会

（イ）生涯学習推進員の役割

①地域住民とのコミュニケーションと活動の場の提供

②公民館事業全般に関わる事業の推進

③庶務的な業務（文書発送など）

④貸館業務

⑤各種団体の相談支援と地域づくりのための活動

（ウ）各部会の事業概要

（運営委員が各部会に分かれ、事業を企画・運営に参画）

①青少年部会：青少年教室、親子教室、家庭教育学級

②教養部会：成人教室、高齢者教室、趣味の教室

③スポーツ部会：（スポーツ指導委員会と共催） 中央公民館広報「おあいなんしょ」

運動会、ソフトボール大会、バレーボール大会、グラウンドゴルフ大会等

④地域づくり部会：ミニ文化祭、新春交歓会、地域興し、文化の伝承

オ 生涯学習振興計画での連携の位置づけ

・生涯学習施策の方針 第４章生涯学習のネットワークづくり

「行政機関、家庭・地域・学校・各種団体・サークル・企業・

ＮＰＯ等の連携を図った生涯学習を推進します」

・施策の方向 第４章生涯学習のネットワークづくり

第２節人的ネットワークの構築

「③ 民間事業者との連携・役割分担」

「⑤ ＮＰＯ・活動団体との連携」

第５次生涯学習振興計画
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○ 生涯学習振興計画実施計画の策定

（振興計画にもとづき、５ヵ年の具体的実施計画を策定）

生涯学習振興計画実施計画

実施計画より一部抜粋

※ 既存事業・新規事業・重点事業の設定（平成18～22年度）

カ 目的の共通理解のために行っている実践

・事業企画・運営・事業費等の執行を支援協力する行政職員の配置（研修機会の提供）

・定期的な会議・交流（月１回職員会議、年３回公民館長運営委員長合同会議）

・研修と人材育成（生涯学習推進員の自主企画研修、先進地視察）

・各公民館毎の会議・交流（週１回の役員打ち合わせ、専門部会は随時）

キ 連携によるメリットと今後の展望

○ メリット

・住民の要望に沿った各種事業が企画運営され、各専門部会の組織が活性化している

・地域課題に即した事業の企画提案により、活動成果をあげている

・住民によって運営される公民館としての意識が高まり、住民自治の基礎が培われる

○ 今後の展望

・地域や高校生等を巻き込んだ事業の広がりを期待したい（子ども見守り隊など）

・学習成果を活かす体験活動の実施

・生涯学習推進員のコーディネートや専門性の向上

平成18年青少年部会「つくしんぼ教室」 平成18年スポーツ部会「シルバースポーツ大会」
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６ 市町村とＮＰＯとの連携の今後の在り方について

これまで、連携の形式毎に具体的な連携の実践例をみてきたが、連携の形式によってそれ

ぞれ共通的な部分や特徴的な部分が明らかとなってきた。次にそれぞれの連携の形式につい

て特徴的な内容を整理し、連携していくうえで重要な項目を図や表に表しながら明らかにし

ていく。また、最後のまとめとして調査から明らかとなった４つのポイントを整理し、今後

の連携の方向性について考察を行うこととする。

（１）連携の形式による特徴とモデル

ア 事業の一部を連携しているケース

事例紹介では「地元学」で連携している塩竃市と「外国人との交流」で連携している釜

石市について紹介した。市町村調査による事例からも、専門性の高い事業についてＮＰＯ

と協働して実践している場合が多くみられた。

連携相手の情報収集については、釜石市のように既存の団体や地域住民の活動状況の情

報を積極的に得るように努めたり、塩竃市のように市町村他部局と連携しているＮＰＯの

情報収集を行うなど、多岐にわたるＮＰＯの情報を幅広く収集に努めることが必要である。

連携に際しては、ＮＰＯの高い専門性により事業を充実させていくことが大切であると

ともに、ＮＰＯが単なる講師だけの役割などから、事業企画や運営、評価に「参画・協働」

していくことにより事業内容が充実していくことが明らかとなった。とくにも市町村担当

とＮＰＯとの意見交流の場を設定し「市町村の目的」と「ＮＰＯの目的」の相違点と得意

な分野（専門性）を理解し、協働の趣旨のもとでお互いの役割分担を明らかにする必要性

がある。事例から市町村では「企画のノウハウ」「周知・広報活動」「運営」「施設・予算」

といったことを行い、ＮＰＯは「事業企画」「専門性をもった事業内容の企画」「他団体

との連携」「運営」といったことを主に行っていた。

また事業を行うことにより、市町村とＮＰＯの双方にメリットがあること、お互いの目

標の達成が実感できる事業としていくことが大切である。事業終了後も、それぞれが連携

して事業を推進していく過程において得た情報やノウハウを、自分たちの事業に生かし、

相乗効果による新規事業や独自事業の展開へつなげていくことが望ましいと考える。以下、

連携のモデルを次のようにまとめた。

情報収集

意見交流

メリット メリット

目的の達成 目的の達成

相乗効果による新規事業・独自事業の展開

市町村の目的 ＮＰＯの目的

お互いの目的の相違点を理解

専門性を理解し役割分担

連携（協働）事業の実施

市
町
村

Ｎ
Ｐ
Ｏ
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イ 事業全般を連携しているケース

事業全般を連携する形態として、事例紹介では“学習者や地域住民が発展的に連携して

いる”「すみだ生涯学習センター」と “ＮＰＯが公民館業務を受諾している”「繁多川公

民館」を取り上げた。墨田区では「生涯学習振興計画」に連携を位置づけ、計画的に取り

組んでいる。那覇市でも連携の方向性が「生涯学習基本構想」に盛り込まれており、長期

にわたる連携について「生涯学習推進計画」等に明確にする必要性がある。

事業展開においては民間や地域住民主体の考えにより事業内容が充実し、新たな事業や

独自の事業等多様な事業が展開されていることが明らかとなった。ＮＰＯは他機関や関係

団体との横のつながりを広げ、事業内容を充実することが可能となっている。また特徴的

な事業展開により、地域活動が活性化し、事例紹介のように「住民主体のまちづくり」の

動きも起こっている。また、ＮＰＯ側にも事業受託をすることにより「社会的信用」を得

て、さらに事業が活性化するといったメリットがみられた。

市町村の目的として社会教育を充実するために、協働の趣旨によりＮＰＯと意見交流を

進めながら、ある程度のイニシアティブ（主導権）を持って、契約や事業委託をすること

も重要であり、そのことがＮＰＯが事業を行う際の後押しとなっている。

実際の事業企画や運営はＮＰＯが主体的に実施することが多く、行政はよき相談役とし

ての役割を担いながら、住民の多様なニーズを満たすため、ＮＰＯと意見交流の場を定期

的に持ち、ＮＰＯが事業企画・運営していくために必要な「意見交流」や「研修の場」を

確保していくことが重要である。そのためにも、単にＮＰＯに委託するだけでなく、市町

村がどのように支援していくかという体制をつくることが必要である。また、本県におい

ても、市町村合併後の指定管理者制度の導入等により同様のケースは増加すると考えられ、

当推進センターにおける研修内容等を充実し、市町村の支援ができるよう努めていく必要

性が明らかとなった。以下、連携のモデルを次のようにまとめた。

協働の趣旨・振興計画の位置づけ

独自な事業

多様な事業

契約

イニシアティブ 社会的 事業の

（社会教育） 信用 充実

生涯学習推進計画

準備段階

市町村

NPO

意見交流

支 援

講師派遣

参 画

協 働

協 働

（NPOに委託）

事業の実施

（企画・運営・評価）

施設管理

スタッフ雇用

市町村の支援

・意見交流

・研修の場

まちづくり

NPOの活動
・他との連携
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ウ 生涯学習によるまちづくりに関するケース

生涯学習を中心としたまちづくりを推進するために、「まちづくり」の構想からＮＰＯ

が参画し、市町村と協働し「しくみづくり」を行っていくことが必要である。そのために

住民団体や企業等も加え、役割分担を明確にしながら長期展望に立った「まちづくり」を

推進することが重要である。また「生涯学習推進計画」の立案にも参画し、立案後の事業

にも連携の趣旨を明らかとし、具体的事業を推進していく必要性がある。

さらに「まちづくり」という視点から、全庁的な取り組みのもと、地域住民をどのよう

に「まちづくり」に参画させ、住民の自治能力を高めていくかが課題となる。会津坂下町

では「自主公民館」という手法により、町の生涯学習を振興していく過程で住民自治能力

の向上に向け５カ年にわたった展望を持ち進めている。そのために、異動がなく専門的に

公民館で活動する「生涯学習推進員」の設置は安定した事業展開ができるともに、地域住

民代表の「運営委員」との連携により地域のニーズを的確に把握できる体制であると考え

る。

ＮＰＯ法人から派遣された「生涯学習推進員」に対する行政の支援について、会津坂下

町では初年度行政職員を派遣し支援協力するとともに研修機会を充実している。また月１

回の職員会議や合同会議、公民館毎の会議等、単に事業を委託するのではなく、支援体制

が充実してる。これは「すみだ生涯学習センター」や「繁多川公民館」とも共通しており、

「研修の場」「意見交流の場」の必要性が明らかとなった。以下連携のモデルを次のよう

にまとめた。

反映

協働の趣旨・振興計画の位置づけ

契約 事業の活性化

地域の活性化

イニシアティブ

（社会教育）

生涯学習のまちづくり

構想 → しくみづくり

計画策定

意見交流

参 画

協 働

意見交流

参 画

協 働

役割分担

ＮＰＯ

市町村（全庁的）

市町村振興計画・生涯学習推進計画

協 働

（ＮＰＯに委託）

事業の実施

（企画・運営・評価）

施設管理

スタッフ雇用

市町村への支援

地域の活性化

市町村の支援

・意見交流

・研修の場

住民参画

住民主体

まちづくり
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（２）市町村とＮＰＯの連携の方向性

連携の形式を、先進事例をもとにモデル的に特徴を整理してきた。次に連携の形式毎にそ

の特徴を時系列的に以下の表にまとめた。

生涯学習事業の 生涯学習事業の 生涯学習による

一部を連携 全般を連携 まちづくりを連携

まちづくり構想 振興計画に連携の趣旨 振興計画に連携について ＮＰＯ・地域住民が構想

振興計画策定 を盛り込み、連携を推 明記し、連携を推進する 段階や計画策定に参画。

進する方向性を検討 方向性を明らかとする 市町村の全庁的な取り組

み

準備段階 ＮＰＯの情報収集（全 ＮＰＯの情報収集。連携 振興計画に沿ったしくみ

情報収集 庁的な情報）学習者や するＮＰＯが準備段階や づくりを検討。お互いの

ＮＰＯの支援育 地域住民を支援育成。 事業構想から参画。定期 役割分担の明確化。定期

成 意見交流の場を設置 的な意見交流や研修機会 的な意見交流や研修機会

確保等の体制づくり 確保等の体制づくり

事業企画 目的の相違点を認識し 事業目的を共通理解し、 まちづくりの推進や振興

協働の趣旨のもと役割 事業を協働あるいはＮＰ 計画の具現化のために、

分担を行う。お互いの Ｏに委託して企画。特性 事業を協働あるいはＮＰ

特性や専門性が発揮で が発揮できる役割分担の Ｏに委託。地域住民の参

きる事業企画を行う 明確化。社会教育分野で 画により事業を企画。社

の市町村のイニシアティ 会教育分野での市町村の

ブ。市町村の支援体制の イニシアティブ。市町村

充実 の支援体制の充実

事業運営 協働の趣旨により運営 事業目的が達成できるよ まちづくりが推進するよ

し、お互いの目的が達 う協働の運営。ＮＰＯに う協働の運営と地域住民

成し双方にメリットが 委託する場合、定期的な が参画した運営。ＮＰＯ

あるように配慮。お互 意見交流やスタッフ研修 に委託する場合、定期的

いの支援体制の確立 等の支援体制を確立 な意見交流やスタッフ研

修等の支援体制を確立

評価 目的の達成について相 単年度もしくは複数年の 単年度もしくは複数年の

互に評価し、次年度事 評価により、事業の見直 評価により、長期計画の

業の企画や運営にいか しや委託内容を検討 見直しや次年度の委託内

す 容を検討

連携の成果 特徴的・専門的事業が 特徴的・専門的事業が充 住民参画のまちづくりの

充実し、ＮＰＯの活動 実し、地域住民を巻き込 基盤整備が可能。事業内

が活性化される。連携 んだ活動が活性化。住民 容の充実と地域活性化

の相乗効果による新規 参加によるまちづくりへ

事業や独自事業への発 の発展が期待できる

展
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連携における４つのポイント「目的の共通理解」「連携の形態」「連携相手の情報収集と

選択」「特性にあった役割分担の明確化」について整理し、これからの連携の方向性につい

て考察する。

ア 目的の共通理解

連携の形式は多様であるが「目的の共通理解」が必要であることが明らかとなった。

ただし、連携の形式よって①一部連携では「相違点を理解」②事業全般を連携では「事

業目的を理解」③まちづくりを推進では「まちづくりの目的を理解」 とそれぞれの形

式で特徴的な傾向もうかがわれた。

これからどのような事業（まちづくり）を生かしていくかという、市町村の目的を明

確したうえで目的の共通理解を行う重要性が明らかとなった。連携することや事業委託

のみを目的とした安易な連携は、双方にメリットが少なく「協働疲れ」を引き起こす要

因になると考える。

イ 連携の形態

連携を進めるうえで、それぞれの市町村の様子や段階において様々な形態があり、一

概にどの形態が優れているか言及はできないが、連携の形態として「協働」が多いこと

が明らかとなった。そのためにも、お互いの立場を明確にし、対等な立場で意見が交流

できる「協働の趣旨による体制づくり」が必要である。また事業や施設管理をＮＰＯに

「委託」する場合でも、市町村の支援や定期的な意見交流は必要であり、社会教育とい

う面では、市町村のイニシアティブが重要であることがうかがわれた。

ウ 連携相手の情報収集と選択

市町村教育委員会内での情報は限られているため、全庁的あるは他機関からの情報収

集を行うことが必要である。また、今回の事例から地域住民や学習者が「参画」してい

く過程でＮＰＯとして成立していく例もあった。ただし、ＮＰＯとして成立するには長

期間の市町村の支援や育成が不可欠であることも明らかとなった。

既存のＮＰＯ、新設のＮＰＯどちらにも共通することとして、ＮＰＯの目的を理解し

事業を実施するまで、協働の主旨による意見交流や、同じ目的を共有するための場を複

数回、複数年実施していくなかで、長期連携に必要な関係づくりが構築されると考える。

エ 特性にあった役割分担の明確化

特性にあった役割分担を行うために ①目的の共通理解 ②協働の主旨による複数回

の意見交流 ③準備や企画段階からの参画 が必要なこととして、事例から明らかとな

った。

お互いの特性を発揮するため役割分担を明確にすることが、事業内容の充実につなが

ること。また、まちづくりに必要な役割分担を検討していくことで、具体的な方策が方

向づけられ、生涯学習推進によるまちづくりが活性化することがうかがわれた。
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Ⅲ 研究のまとめ

本研究では、生涯学習推進における民間との連携とＮＰＯの基本的な概念や構成について、

各種答申や文献、先行研究等を中心に整理するとともに、東北６県市町村教育委員会の生涯学

習推進に関わるＮＰＯとの連携の実態について調査を行い、現状や諸問題を整理し、連携の在

り方に対する視点を得た。さらに視点にそった先進事例を分析することにより、これからの生

涯学習推進における民間との連携の方向性を明らかにすることができた。

以下、本研究の成果と今後の課題を述べる。

１ 研究の成果

（１）各種答申や文献、先行研究等をもとに、生涯学習推進における民間との連携とＮＰＯの

基本的な概念や構成について整理することができた。

（２）先進事例を「生涯学習事業の一部を連携」「生涯学習事業全般を連携」「生涯学習を基

盤としたまちづくりに関わる連携」の形式に分類し、調査から得た視点を中心として分析

することができた。

（３）分類した連携の形式別に市町村とＮＰＯとの連携の在り方について、先進事例をモデル

図等を中心に整理することにより、本県の生涯学習推進における市町村とＮＰＯとの連携

の方向性として「市町村の目的を明確化にしＮＰＯとの共通理解を進める」「協働の趣旨

による連携の推進と、社会教育を進めるために市町村のイニシアティブを持つ」「全庁的

な情報収集と、長期間のＮＰＯへの支援を含めた関係づくりを進める」「役割分担を行う

ために目的の共通理解、意見交流、準備からの参画等を行い、事業内容を充実させていく

こと」等を提示することができた。

２ 今後の課題

（１）本研究で提示した生涯学習推進における民間との連携の方向性や連携の形式別のモデル

図が、市町村において有効・適切な実践の参考となるように、検討・修正が必要である

（２）「生涯学習推進における民間との連携」については多様なケースがあるため、実践の事

例収集と分析が今後も必要である。

（３）社会教育施設や生涯学習事業の民間への業務委託等も増加すると考えられることから、

当センターの役割を明確にし、市町村の生涯学習推進の支援について検討していくことが

必要である。
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