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研究報告―

社会教育と学校教育の連携・協力に関する研究

○

調査協力
県内 12 市町村教育委員会
県内 95 公民館等
県内 356 小学校
県内 156 中学校

研究の概要
社会教育と学校教育の連携・協力のあり方について、文献・実態調査から連携・協力して
事業や活動に取り組む際に予想される課題等を整理し、県内外の事例分析を行い、より効果
的・効率的な推進方策や留意すべき事項等について考察を行うことができた。
①

目的やメリットの相互理解を図る方策や工夫
・ 学校と地域で構成する組織の設置
・ 取組みの計画性と発展性

②

連携が必要な活動内容の整理を図る方策や工夫
・ 活動内容の整理の必要性
・ 学校・地域の教育資源の把握

③

連絡・調整機能の効率化を目指した連携のあり方を図る方策や工夫
・ 連絡・調整組織の設置
・コーディネーターの養成と配置

キーワード：共同体的な仕組み

既存組織の活用

地域づくり・まちづくり

年間計画・事業計画への位置付け

連携すべき内容のしぼりこみ

物的・人的な教育資源の把握・整理
コーディネート能力・経験
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１ はじめに
中央教育審議会答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の循環型社会の構築を
目指して～」（平成 20 年２月）では、急速な科学技術の高度化や情報化等の変化に対応していくため
には、狭義の知識や技術のみならず、自ら課題を見つけ考える力、柔軟な思考力、身に付けた知識や技
能を活用して複雑な課題を解決する力及び他者との関係を築く力等、豊かな人間性を含む総合的な
「知」が必要となることを指摘している。
さらに同答申では、我が国の学校教育においては、変化の激しい社会を担う子どもたちに必要とされ
る力をいわゆる「生きる力」であるとし、この「生きる力」は学校教育のみならず、実社会における多
様な体験等と相まって育まれ伸張していくものであり、子どもたちが学校の内外で、その発達段階に応
じて「生きる力」を育むことができるような環境づくりが求められていることを強調している。
また、青少年の学習意欲や就労・就学意欲の低下、社会的自立の遅れ等の問題や、子どもの学習や躾
を学校が抱え込んでしまう傾向にあること、教育に対して地域社会が支援する役割が少ない等が指摘さ
れている。このような状況を踏まえ、学校と地域が目標を共有することにより、学校だけではなく、地
域社会の様々な構成員からの積極的かつ具体的な貢献が求められるとしている。
このような課題や答申内容を受けて、国では「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）推進
事業」（平成 16 年度）、「放課後子どもプラン」（平成 19 年度）、「学校支援地域本部事業」（平成
20 年度）を立ち上げ、地域住民も参画をし、目標を共有化した上で連携・協力し、課題解決を図ろう
とする施策が展開されている。
本県においては、昭和 40 年から取り組まれている教育振興運動の理念として、学校、保護者、地域、
行政の一体的な推進が位置付けられ、理念に沿った活動が取り組まれてきた。また、青少年の健全育成
を目指した社会参加活動事業の展開等を契機に、県や市町村において社会教育と学校教育の連携・協力
事業についての研究開発が進められ、様々な学社連携事業が取り組まれてきた経緯がある。平成 19 年
度には、学校・家庭・地域の協働により学校経営の質的改善を図ろうとする「いわてコミュニティ・ス
クール推進事業」も始められたところである。
このように、それぞれの目的に対応した学校・家庭・地域の連携・協力や、社会教育と学校教育の連
携事業等が進められてきているが、その進め方においては未だに担当者の試行錯誤の努力に負う部分が
多いこと、連携の意義やメリットについての関係者間の共通理解が十分でなかったことにより事業の推
進・定着が思わしくないという例も見られることなど、必ずしも全ての面で円滑に進められているとは
言えない状況もある。
そこで、本研究では、学校・家庭・地域の連携を念頭に置きながら、特にも社会教育と学校教育が連
携・協力して事業や活動に取り組む際に予想される課題等を整理し、より効果的・効率的な推進方策や
留意すべき事項等についての考察を行うものである。
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２ 社会教育と学校教育の連携及び融合の捉え方
昭和46年の社会教育審議会答申以降、社会教育と学校教育の連携・融合の視点からの取組みが強く求
められてきている。学社連携及び学社融合の定義及び効果、学校教育と社会教育の相互関係については、
以下のように整理することができる。
学 社 連 携

学 社 融 合

定義

学校教育、社会教育がそれぞれ独自の教育機
学校教育や社会教育がそれぞれの役割分担を
能を発揮し、調和を保ちつつ連携を進め、相互 前提とした上で、そこから一歩進んで、学習の
補完の関係を成立させること。

場や活動など両者の要素を部分的に重ね合わせ
ながら、一体となって子どもたちの教育に取り
組んでいこうという考え方。

学校教育や社会教育はそれぞれ独自の教育内
学校教育、社会教育の双方に主体があり、そ
容、役割等をもつ教育分野ではあるが、単独の れぞれの効果をあげるため、ともに他者の教
効果

力では完全な役割を果たしにくいという限界性 育・学習作用を取り入れることにより、学校だ
もあることから、お互いの機能が乗り入れをす けでは成し得なかった、より豊かな子どもたち
ることによって教育効果を相乗的に高める。

の教育が可能になる。「学社連携」の最も進ん
だ形態。

参考：昭和49年『在学青少年に対する社会教育の在り方について』（社会教育審議会建議）
平成８年『地域における生涯学習機会の充実方策について』（生涯学習審議会答申）
『生涯学習事典』（日本生涯教育学会編 東京書籍 平成６年）
平成８年『地域における生涯学習機会の充実方策について』（生涯学習審議会答申）
図１ 学社連携と
学社連携と学社融合の
学社融合のイメージ
学社連携

学社融合

学校

社会

教育

教育

学校
教育

相互補完

社会
教育

部分的な重ね合わせ

引用：平成14年『いわての生涯学習Vol.６』（岩手県立生涯学習推進センター）
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３ 社会教育と学校教育の連携等に関する法令等について
平成18年に改正された教育基本法を受け、平成19年の学校教育法の改正では、学校内外における社会
的活動及び自然体験活動の促進について新たに言及された。また、平成20年の社会教育法の改正では社
会教育と学校教育の連携の確保について述べられており、今後、社会教育と学校教育における一層の協
力が必要となってくる。
併せて、これまでの連携に関する答申・法令等の流れについては、以下のように整理される。
年

答 申 等

要 点

○家庭教育、学校教育、社会教育のそれぞれ
社会教育審議会答申
『急激な社会構造の変化に対処する社会教育
の役割分担を明らかにし、有機的な協力関
昭和46年
の在り方について』
係を持つこと
社会教育審議会建議
昭和49年 『在学青少年に対する社会教育の在り方につ ○学校教育と社会教育の連携
いて』

昭和61年

臨時教育審議会答申
『教育改革に関する二次答申』

○家庭・学校・地域の連携及び家庭教育の活
性化

生涯学習審議会答申
平成８年 『地域における生涯学習機会の充実方策につ ○学校教育と社会教育の融合
いて』
○社会全体で教育の基本の実現に向けて取組
むこと
○新しい時代にふさわしい学校づくり及び支
援体制の必要

平成12年 教育改革国民会議報告

平成13年

『社会教育法』
（平13法106・一部改正）

○社会教育は学校教育との連携確保に努め、
家庭教育の資質向上に配慮すること

中央教育審議会答申
○社会全体で 「奉仕活動・体験活動」を推進
平成14年 『青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策に
していく仕組み作りをしていくこと
ついて』

中央教育審議会答申
○教育の目的を実現するため、学校・家庭・
平成15年 『新しい時代にふさわしい教育基本法と教育
地域社会の連携・協力が必要
振興基本計画の在り方について』
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中央教育審議会生涯学習分科会
平成16年 『今後の生涯学習の振興方策について』

『教育基本法』
平成18年
（平18法106・一部改正）

○学校、家庭、地域が相互に連携して、社会
全体で子どもを育てていくこと

○学校教育と社会教育の連携
○学校・家庭及び地域住民等の連携協力

平成19年 『学校教育法』

○学校内外における社会的活動の促進
○学校内外における自然体験活動の促進

『社会教育法』
平成20年 『図書館法』
『博物館法』

○社会教育と学校教育との連携の確保
○学校、家庭及び地域住民その他の関係者相
互間の連携及び協力の促進
○社会教育施設が地域住民と一体となり、運
営能力を向上すること

４ 国及び本県における地域と学校の連携促進に関する施策について
現在、国及び本県が取り組んでいる地域と学校の連携促進に関する主な施策のねらいを整理すると、
以下のとおりとなる。
（１）国の施策
ア コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）推進事業
公立学校は保護者や地域住民の様々な意見を的確に反映させ、地域に開かれ、信頼される学校づく
りを進めていくことが求められている。このためコミュニティ・スクールは保護者や地域住民の声を
学校運営に直接反映させ、保護者・地域・学校・教育委員会が一体となってよりよい学校づくりを目
指していくものである。
公立学校教育に対する国民の多様な要請に応え、信頼される学校づくりを進めるためには、保護者
や地域の皆さんのニーズが学校運営により一層的確に反映されることが重要です。
このため、平成 16 年６月、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、教育委員会
の判断により、保護者や地域の皆さんが、合議制の機関である学校運営協議会を通じて、一定の権限
を持って学校運営に参画することが可能となりました。この制度は地域住民、保護者等が、教育委員
会、校長と責任を分かち合いながら、学校運営に携わっていくことで、地域に開かれ、地域に支えら
れる学校づくりを実現することを目指すものです。
引用：文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
『コミュニティ・スクール設置の手引き』（平成 16 年）
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イ 学校支援地域本部事業
平成 18 年に改正された教育基本法第 13 条「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」の必要
性に基づき、文部科学省は具体的な方策として、学校の求めと地域の力を合わせ、より組織的な活動
を推し進めるために、当該事業を実施している。
学校支援地域本部は、学校の教育活動を支援するため、地域住民の学校支援ボランティアなどへの参
加をコーディネートするもので、いわば“学校の応援団”と言えます。
これまでも各学校、各地域で、地域の方々に様々な形でご協力をいただきながら学校運営や教育活動
を行う取組みが進んできていますが、学校支援地域本部は、そうした取組みの延長線上にあると言えま
す。すなわち、地域住民が学校を支援する、これまでの取組みをさらに発展させて組織的なものとし、
学校の求めと地域の力をマッチングして、より効果的な学校支援を行い、教育の充実を図ろうとするも
のです。
引用：文部科学省・学校支援地域活性化推進委員会
『みんなで支える学校みんなで育てる子ども』（平成 20 年）

（２）本県の施策
ア いわてコミュニティ・スクール推進事業
本県では、平成 19 年度から校長のリーダーシップによる目標達成型の学校経営への転換を図り、
毎年の学校経営における達成目標の明確化や家庭・地域との協働による学校経営の方向性を打ち出し、
学校経営の改善に取り組んでいる。
学校教育を巡る今日的な厳しい状況を打開していくためには、毎年度の学校経営の達成目標を明確に
掲げ、その実現に具体的に取り組んでいくことが重要であり、また同時に、学校経営を学校自体で完結
させることなく、家庭・地域との協働にまで広げていくことが必要です。
全ての小・中・高等・特別支援学校において、このような学校経営の改革に取り組みますが、特に、
義務教育においては、このような取組みを「いわて型コミュニティ・スクール構想」として推進しま
す。
引用：岩手県『いわて希望創造プラン』（平成 20 年）
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イ 教育振興運動
本県独自の取組みとして昭和 40 年から進められている「教育振興運動」においては、学校、家庭、
住民が総ぐるみで地域の教育課題の解決に向けた取組みを展開している。
○ 教育振興運動は、学校、家庭、住民等が総ぐるみで、地域の教育課題の解決に自主的に取り組む岩
手県独自の教育運動です。
昭和 40 年に、県内各地で地域をあげて学力向上のための取組み（読書運動など）を行ったのが始
まりで、以来、本県の教育水準の向上、子どもの健全育成、家庭や地域の教育力向上など、岩手県
の教育環境の整備充実に大きな役割を果たしています。
○ 子ども、親、教師（学校）、地域、行政の５者が、それぞれの役割を果たしながら、相互に連携し
て進める運動です。
引用：岩手県教育委員会『教育振興運動がよくわかる手引き資料』（平成 14 年）

ウ 地域連携の窓口となる教員
平成 14 年度から完全実施された学校週５日制の円滑な推進を図るため、学校、家庭、地域の連携
を一層深める必要性が高まった。本県としては地域連携の窓口となり、学校と地域が相互の思いを伝
え合うための役割を担う教員を校務分掌に位置付ける取組みを進めてきている。
地域や学校の実態に応じて、地域連携の窓口となる教員等を配置するとともに、学校の施設を積極
的に開放したり、保護者や地域住民の協力を得たりするなどして、積極的に家庭や地域社会と連携し、
開かれた学校づくりを推進する。
引用：岩手県教育委員会事務局学校教育室『学校教育指導指針』（平成 19 年度）

これまで見てきたとおり、「学校を支える地域との連携関係の構築」は、現在の教育の中における一つ
の大きな視点として捉えることができる。
また、その場合、地域住民における学習活動の拠点となっている公民館や、豊富な資料・専門性を有し
ている図書館・博物館等の社会教育施設などとの効果的な連携の在り方を整理していくとともに、それら
を結びつけるコーディネート機能などについても考えあわせていく必要があると思われる。
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５ 社会教育及び学校教育の現状
前述のように相互の連携が強く求められている社会教育・学校教育ではあるが、現在の両者を取り巻
く特徴的な状況を整理すると、次のとおりである。
（１）社会教育
市町村合併や行財政改革等の影響から、県内公民館等の職員数は減少傾向にある。一方、個人の
ニーズの多様化や、現代的な課題への対応等により、公民館等で実施されている学級・講座数は、
増加している傾向が見られる。
図２ 公民館職員数

（人）

1,081

1200
869
1000
800
600
400
200
0

平成13年度

平成18年度

図３ 公民館における
公民館における開催学級
における開催学級・
開催学級・講座数

（件）
18,001
20,000
18,000

13,652

16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

平成13年度

平成18年度

『平成 13 年度、18 年度 岩手県社会教育調査』のデータを基に作成
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また、平成 20 年の社会教育法の改正によって、公民館等においては、運営における評価の充実や、
運営の状況に関する情報提供の推進など、新たな役割も求められてきている。
（運営の状況に関する評価等）
第三十二条 公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づ
き公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（運営の状況に関する情報の提供）
三十二条の二 公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めると
ともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の
状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
引用：『社会教育法』

（２）学校教育
学校教育を取り巻く状況の中では大きな問題の一つとして、教員の負担感の増大があげられる。
ア 時間外勤務の実態
平日の学校における時間外勤務を毎日１時間以上している教員は全体の７割、３時間以上が１
割弱という結果である。
図４ 平常日の
平常日の勤務時間外の
勤務時間外の業務

１時間以内
22.4%

（Ｎ＝2,964）

なし
6.3%

４時間以上 ３～４時間
3.5%
6.0%

２～３時間
19.7%

１～２時間
42.1%

岩手県教育委員会事務局教職員課県立学校人事担当 『教員の勤務実態調査』（平成 16 年）のデー
タを基に作成
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イ 多忙感
生活の中で「しばしば」及び「いつも」多忙さを感じる教員が全体の７割以上を占めている。
図５ 多忙さを
多忙さを感
さを感じる程度
じる程度
ほとんど感じない

2%

時々感じる
24.0%

いつも感じる
40.9%

しばしば感じる
32.9%

（Ｎ＝2,964）

岩手県教育委員会事務局教職員課県立学校人事担当 『教員の勤務実態調査』（平成 16 年）のデー
タを基に作成
ウ 教職員の悩み
教員が抱えている悩みについても、「教材準備の時間確保」や「事務書類の作成」などが上
位を占めており、多忙感が直接的な悩みにつながっている傾向が見られる。
図６ 小中学校教員の
小中学校教員の悩み

教材準備の時間が十分にとれない

83.3%

作成しなければならない事務書類が多い

72.1%

休日出勤や残業が多い

79.5%

児童・生徒間の学力差が大きくて授業がしにくい
校務分掌の仕事が負担である

46.5%
47.3%
46.5%

十分な研修が受けられない
児童・生徒の学習意欲が低い

43.9%
40.8%
42.2%

保護者や地域住民への対応が負担である
年間の授業時数が足りない
教員間のコミュニケーションが少ない
管理職からの評価が気になる

22.6%
21.9%

子どもたちが何を考えているのかわからない

10.6%

69.9%

58.9%

31.0%
32.8%
28.5%
29.2%

15.6%

63.6%

部活動の指導が負担である(※中学校のみ回答）

0.0%

87.5%

70.4%
64.8%
66.8%
68.2%
65.5%
68.7%

図書費や教材費が不足している

授業をすることが楽しくない

81.5%

90.7%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0% 100.0%
小学校
中学校

（小学校Ｎ＝1,872 中学校Ｎ＝2,109） ＊複数回答
Benesse 教育研究開発センター 第４回学習指導基本調査(2007 年)のデータを基に作成
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また、学校教育を取り巻く状況としては、平成 15 年に実施された国際的な学力検査等の結果を受け、
今後、学力向上に向けた取組みの充実が一層求められることが予想されると同時に、一方で、地域との連
携・協力をより効果的に進め、地域にある教育力を積極的に活用していく必要も出てきていると言える。
ア 公教育の質を高め、信頼を確立する
世界トップクラスの学力水準を確保し、責任ある社会の一員として自立して生きていくための基
礎となる力を育てる。このような力を、子どもの状況に応じ、特別な支援を必要とする子どもや不
登校の子ども等も含め、すべての子どもたちに養う。このために、教育内容、教育条件の質の向上
を図り、全国どの地域においても、誰もが安心して子どもを学校に通わせ、優れた教員の下で教育
を受けることができるようにする。
イ 社会全体で子どもを育てる
教育の出発点である家庭の教育力を高める。地域全体で子どもを育むことができるよう、その教
育力を高めるとともに、地域が学校を支える仕組みを構築する。このことを通じ、地域の絆や信頼
関係を強化し、より強固で安定した社会基盤づくりにも資する。
中央教育審議会答申
『教育振興基本計画について－「教育立国」の実現に向けて－』（平成 20 年）

以上のように、社会教育・学校教育ともに、教育環境の変化によってもたらされてきた課題は多いが、
そのことは同時に、相互の教育力を活用し合い、より充実した教育効果を得ていくための連携が求められ
ているものとも言える。
そこで、本研究では、県内全小・中学校及び公民館等の社会教育施設を対象として連携についての取組
みの実態調査を実施した。
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６ 社会教育と学校教育の連携・協力に関する調査
本調査は、平成 20 年度の市町村小中学校並びに教育委員会、社会教育施設における、社会教育と学校
教育の連携・協力の状況及び意識について、小中学校においては地域連携の窓口となる教員または教頭、
教育委員会、社会教育施設においては社会教育担当職員及び施設職員を対象にアンケート調査を実施した
ものである。
（１）調査実施の概要
ア 調査対象
（ア）県内市町村教育委員会
（イ）県内市町村社会教育施設
（ウ）県内市町村小学校
（エ）県内市町村中学校
イ 調査期間
平成 20 年 11 月 12 日(水)～27 日(木)
ウ 回収率
（ア）県内市町村教育委員会

34.3％（ 12／ 35）

（イ）県内市町村社会教育施設

92.2％（ 95／103）

（ウ）県内市町村小学校

84.2％（356／423）

（エ）県内市町村中学校

81.3％（156／192）

（２）調査結果の概要
ア 学校・地域・社会教育施設との連携・協力について
（ア）学校が地域と連携・協力した取組みについて
学校が地域と連携・協力した取組みの内容は「各教科や総合的な学習の時間における協力」
11.8％（481 件）のほか、「学校行事における協力」11.1％（455 件）、「学校情報の提供」
10.3％（420 件）など、多種多様な取組みが見られる。
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図７ 学校が
学校が地域と
地域と連携・
連携・協力した
協力した取組
した取組み
取組み

11.8%

各教科・総合的な学習の時間
11.1%

学校行事
10.3%

学校情報の提供

10.0%

環境整備(校地管理等）
安全管理（登下校指導等）

9.8%

教育振興運動の推進

9.6%
8.9%

活動場所や施設・用具

8.3%

教育懇談会等における情報共有

8.1%

地域資源の情報提供

7.5%

図書館ボランティア
4.0%

部活動
その他
0.0%

0.6%
2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

（小・中学校Ｎ＝512） ＊複数回答
その他
生徒指導上の課題解決に向けた諸団体との連絡調整・情報共有。放課後子ども教室の実施。郷
土芸能の伝承・発表会。コミュニティ・スクールの推進等

（イ）学校が地域と取組みを実施する際における留意事項
留意していることを整理してまとめると、地域人材、組織の支援を得ることに関する回答が
多かった。
留意事項
地域人材の支援を得ること

組織の支援を得ること

連絡・調整を行うこと
情報提供・収集を行うこと
教職員の理解・協力を得る
こと

内
容
行政区長、町内会長、民生委員、交通指導員、学校評議員、学校支援コー
ディネーター、学校支援ボランティア、図書館ボランティア、地域ボラン
ティア、放課後児童クラブ指導員等
学校運営協議会、学校ＰＴＡ、学年ＰＴＡ、教育委員会、役場、地方振興
局、自治会、老人クラブ、教育振興協議会、郷土芸能団体、防犯連絡対策
協議会、地区コミュニティ会議、ＮＰＯ、地区体育協会、クラブ後援会、
地域連絡協議会、地区福祉協議会、農協、漁協、地域企業、幼稚園、保育
園、小学校、中学校等
目的・内容・役割分担の明確化、打ち合わせ時間の確保、早期計画、窓口
の一本化、事故防止の対策、負担の軽減化等
学校便りの配布、地域人材・地域資源の情報収集、情報の共有化、積極的
活用等
連携・協力に対する共通理解、地域行事への積極的参加、開かれた学校づ
くりに対する意識づけ、協力に対する感謝の気持ちの伝え方等
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成果を整理・共有すること
学校教育目標や教育課程へ
位置付けること

メリットの共有化、新たな人材の発掘等
教育課程としての明確な位置付け、学習への有効活用等

（ウ）学校と社会教育施設との連携・協力した取組みについて
学校では、「各教科や総合的な学習における指導・支援」15.1％（387 件）、「学校行事（運
動会・遠足・施設見学等）における指導・支援」14.1％（361 件）、「活動場所や施設・用具の
提供・貸与」12.5％（320 件）が高い割合となっている。
教育委員会・社会教育施設では、「開催事業の周知や参加依頼」が 18.2％（85 件）、「活動
場所や施設・用具の提供・貸与」が 13.3％（62 件）、「各教科や総合的な学習の時間における
指導・支援」が 12.0％（56 件）が高い割合である。
図８ 学校と
学校と社会教育施設が
社会教育施設が連携・
連携・協力した
協力した取組
した取組み
取組み

15.1%

各教科・総合的な学習

12.0%
14.1%

学校行事

11.6%
12.5%

活動場所や施設・用具

13.3%
12.0%

開催事業の周知・参加依頼

18.2%
11.2%

教育振興運動等の情報共有

9.0%
10.7%

学校情報の提供（※学校のみ回答）

9.2%
地域資源の情報提供

11.1%

放課後の居場所支援(※教育委員会・社会教育施設のみ回答）

7.5%
6.4%

教育懇談会等における情報共有

4.1%
5.4%

行事と事業の共同開催

7.9%
2.3%
3.2%

部活動

連携・協力はしていない

その他

0.0%

0.6%
0.8%
0.5%
1.3%
2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0%
小・中学校
教育委員会・社会教育施設

（小・中学校Ｎ＝509 教育委員会・社会教育施設Ｎ＝107） ＊複数回答
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その他
（小・中学校）
家庭教育学級の開催。ＰＴＡ行事における支援。ＰＴＡ行事と社会教育施設事業の共同開催
等
（教育委員会委員会・社会教育施設）
図書の団体貸し出し。巡回図書。学校図書館ボランティアに対する本の修理講習会の講師。
体験学習の受け入れ。教師を対象とした博物館利用者説明会。学校週５日制対応として土曜無
料入館日の設定等

（エ）学校が社会教育施設と取組みを実施する際における留意事項
留意していることを整理してまとめると、施設の支援を得ること、連絡・調整を行うことに
関する回答が多かった。
留意事項
組織の支援を得ること

内
ＮＰＯ

施設の支援を得ること

公民館、地区センター、児童センター、振興センター、児童館

連絡・調整を行うこと

容

目的・内容・役割分担の明確化、打ち合わせ時間の確保、早期計画、窓口
の一本化、事故防止の対策、負担の軽減化、共催事業としての実施等
情報提供・収集を行うこと
学校便りの配布、地域人材の情報収集、情報の共有化、積極的活用、児
童・保護者への社会教育事業周知、事前踏査等
教職員の意識・理解・協力を 連携・協力に対する共通理解、地域行事への積極的参加、主体性を持った
得ること
計画・実施、キャリア教育の視点、事前指導等
成果を整理・共有すること
メリットの共有化、綿密な事後指導、実施事業に関する資料の保存
学校教育目標や教育課程へ位 教育課程としての明確な位置付け、学習への有効活用等
置付けること
その他
日常からの信頼関係の構築、移動手段の確保等
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（オ）学校・地域・社会教育施設の連携・協力の推進による効果について
学校では、「児童生徒に対する教育効果が高まる」が 22.9％（455 件）、「地域の方々の学校
理解が深まる」が 22.6％（452 件）、「地域や社会教育施設とのネットワークが構築できる」が
18.7％（374 件）と高い割合となっている。
教育委員会・社会教育施設では、「学校とのネットワークが構築できる」が 26.9％（80 件）、
「児童生徒に対する教育効果が高まる」24.8％（74 名）、「事業や講座の運営が円滑に進む」
が 23.8％（71 件）となっている。
図９ 学校と
学校と地域・
地域・社会教育施設の
社会教育施設の連携・
連携・協力の
協力の推進による
推進による効果
による効果

22.9%
児童生徒に対する教育効果

24.8%
22.6%

地域の学校理解(※学校のみ回答）
18.7%
ネットワークの構築

26.9%

事業・講座の運営の円滑化
（※教育委員会・社会教育施設のみ回答）

23.8%
17.6%

教育活動の円滑化(※学校のみ回答）
15.7%
家庭・地域の教育力の向上

20.5%
2.2%
3.0%

学校・児童生徒のゆとり
あまり期待できない
その他

0.1%
0.7%
0.2%
0.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

小・中学校
教育委員会・社会教育施設

（小・中学校Ｎ＝510 教育委員会・社会教育施設Ｎ＝106） ＊複数回答

その他
（小・中学校）
たくさんの方の目が届くことによる生徒指導上の効果。教員の指導力向上。様々な学習素材
に相対することによる生涯学習の素地の育成等
（教育委員会・社会教育施設）
日常の授業では得られない体験が可能
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（カ）連携・協力を推進することによる児童生徒に対する教育効果について
小学校では、「児童生徒の豊かな心が育まれる」39.2％（312 件）、「児童生徒の公共の精神
が育まれる」34.5％（275 件）、「児童生徒の自立心が育まれる」12.6％（100 件）と高い割合
となっている。
中学校では、「児童生徒の豊かな心が育まれる」39.0％（105 件）、「児童生徒の公共の精神
が育まれる」38.3％（103 件）、「児童生徒の自立心が育まれる」14.1％（38 件）となっている。
教育委員会・社会教育施設では、「児童生徒の豊かな心が育まれる」42.9％（78 件）、「児
童生徒の公共の精神が育まれる」26.9％（49 名）、「児童生徒の自立心が育まれる」14.8％（27
件）となっている。
図 10 連携・
連携・協力を
協力を推進することによる
推進することによる児童生徒
する教育効果
することによる児童生徒に
児童生徒に対する教育効果

39.2%

小学校

39.0%

中学校

10%

20%

12.6%

38.3%

42.9%

教育委員会・社会教育施設

0%

34.5%

40%

50%

60%

14.8%

70%

80%

2.1%

4.1% 4.5%

14.1%

26.9%

30%

11.6%

13.2%

90%

豊かな心の育成
公共の精神の育成
自立心の育成
学力の向上
その他

2.2%

100%

（小学校Ｎ＝337 中学校Ｎ＝129 教育委員会・社会教育施設Ｎ＝81） ＊複数回答

その他
（小・中学校）
コミュニケーション能力の育成。地域住民との設定が生まれ、地域理解につながる等
（教育委員会・社会教育施設）
将来の職業選択のために有意義な機会を提供できる。連携する内容次第で、いずれかの教育
効果が期待できる等
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（キ）学校・地域・社会教育施設の連携・協力の推進における課題について
学校では、「日程や内容の調整が難しい」35.6％（399 件）、「公（校）務が多忙になる」
16.0％（179 件）、「予算の確保が難しい」15.8％（177 件）が高い割合となっている。
教育委員会・社会教育施設では、「日程や内容の調整が難しい」45.5％（76 件）、「相互の
ねらいを共有することが難しい」17.3％（29 件）、「予算の確保が難しい」16.2％（27 件）とな
っている。
図 11 学校・地域・
地域・社会教育施設の
社会教育施設の連携・
連携・協力の
協力の推進における
推進における課題
における課題

35.6%

日程・内容の調整

45.5%
16.0%

公（校）務の多忙化

7.8%
15.8%
16.2%
13.5%
17.3%

予算の確保
ねらいの共有

10.7%

組織づくり（※学校のみ回答）
4.1%

地域情報の収集（※学校のみ回答）
教職員の理解
地域住民の理解(※学校のみ回答）
施設職員の理解
その他
0.0%

1.8%

8.4%

0.6%
0.0%
0.6%
1.9%

4.2%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

小・中学校
教育委員会・社会教育施設

（小・中学校Ｎ＝510 教育委員会・社会教育施設Ｎ＝102） ＊複数回答

その他
（小・中学校）
地域の過疎化や高齢化により協力・支援が限られてきている等
（教育委員会・社会教育施設）
交通手段の確保、どの程度協力を求めてよいのか等
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イ 地域連携の窓口となる教員について
（ア）地域連携の窓口となる教員の立場について
小学校では、「教務主任」45.5％（162 件）、「教諭」30.1％（107 件）、「教頭」24.4％（87
件）となっている。
中学校では、「教諭」46.8％（73 件）、「教頭」29.5％（46 件）、「教務主任」23.7％（37
件）となっている。
図 12 地域連携の
地域連携の窓口となる
窓口となる教員
となる教員の
教員の立場

24.4%

45.5%

30.1%

0.0%

小学校

教頭
教務主任
教諭
その他

29.5%

23.7%

46.8%

0.0%

中学校

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

（小学校Ｎ＝356 中学校Ｎ＝156）
（イ）地域連携の窓口となる教員の社会教育主事資格の有無について
「ある」6.3％（32 件）、「なし」93.7％（480 件）であった。
図 13 地域連携の
地域連携の窓口となる
窓口となる教員
となる教員の
教員の社会教育主事資格の
社会教育主事資格の有無
6.3%

93.7%
ア 資格あり

（小・中学校Ｎ＝512）

イ 資格なし
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（ウ）地域・社会教育施設との連携・協力した取組みにおける学校側の主な窓口となっている教職
員について
小学校では、「教頭」79.2％（278 件）、「教務主任」9.4％（33 件）となっている。
中学校では、「教頭」80.7％（125 件）、「学年長や学級担任等の教諭」6.5％（10 件）とな
っている。
図 14 連携した
連携した取組
した取組みにおける
取組みにおける学校側
みにおける学校側の
学校側の主な窓口となっている
窓口となっている教職員
となっている教職員

1.7%

9.4%
1.4%

79.2%

教頭

6.0%

小学校

校長

2.3%

教務主任
地域連携窓口教員
学年長や学級担任等の
教諭
その他

6.5%
0.6%

80.7%

4.5%
3.2%

中学校

4.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

（小学校Ｎ＝351）（中学校Ｎ＝155）
その他
学校支援地域本部コーディネーター。事業推進担当者。校長が窓口となり、調整は教務主任。
教育課程の場合地域連携の窓口となる教員を含む学級担任または担当、その他は教頭等
ウ 今後の学校・地域・社会教育施設との連携・協力した取組みのあり方について
（ア）学校・地域・社会教育施設が連携・協力を推進するために必要なことについて
学校では、「地域・社会教育施設との情報交換を充実させ、共通理解を図る」29.2％（397 件
）、「教育振興運動等、既存の組織を有効活用していく」17.1％（233 件）、「学校の情報を、
地域・社会教育施設に積極的に提供していく」16.0％（217 件）が高い割合となっている。
教育委員会・社会教育施設では、「学校との情報交換を充実させ、共通理解を図る」31.1％
（87 件）、「地域や施設の情報を、学校に積極的に提供していく」23.9％（67 名）、「連携・協
力による成果を整理し、相互で共有する」17.5％（49 件）となっている。
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図 15 学校・
学校・地域・
地域・社会教育施設が
社会教育施設が連携・
連携・協力を
協力を推進するために
推進するために必要
するために必要なこと
必要なこと

29.2%
31.1%

情報交換の充実及び共通理解

17.1%
教育振興運動等、既存組織の有効活用

10.7%
16.0%
23.9%

積極的な情報提供

12.1%
連携・協力に対する職員の共通理解

9.3%
11.6%
17.5%

連携・協力による成果の整理及び共有

8.5%
学校教育目標や学習指導計画への位置づけ（※学校のみ回答）

学校との連絡・調整を図る人材の育成
（※教育委員会・
社会教育施設のみ回答）

6.4%
5.1%

地域連携窓口教員の活用(※学校のみ回答）

その他

0.4%
1.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

小・中学校
教育委員会・社会教育施設

（小・中学校Ｎ＝511 教育委員会・社会教育施設Ｎ＝106） ＊複数回答
その他
（小・中学校）
行政等からの講師謝礼や交通手段への支援措置。事業自体の統廃合（スクラップ・アンド・
ビルド）。教育委員会の社会教育主事の配置等の充実。学校教育と社会教育の事業調整を行政
レベルで計画的に進める体制づくり。連携を推進・具体化させる地域での担当（学校支援コー
ディネーター）。地域連携を専門に担当する職員や指導員の配置等
（教育委員会・社会教育施設）
施設職員数の充実。公民館の位置付けや運営体制の見直し等
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（イ）学校・地域・社会教育施設が連携・協力を推進していくことの必要性について
学校では、「積極的に推進していく必要がある」48.2％（245 件）、「どちらかといえば推進
していく必要がある」31.9％（162 件）となっている。
教育委員会・社会教育施設では、「積極的に推進していく必要がある」70.8％（75 件）、
「どちらかといえば推進していく必要がある」21.7％（23 件）となっている。
図 16 学校・
学校・地域・
地域・社会教育施設が
社会教育施設が連携・
連携・協力を
協力を推進していくことの
推進していくことの必要性
していくことの必要性

48.2%

小・中学校

31.9%

19.9%
積極的に推進していく
必要がある
どちらかといえば推進
していく必要がある
現状のままでよい

70.8%

教育委員会・社会教育施設

0%

20%

40%

21.7%

60%

80%

（小・中学校Ｎ＝508 教育委員会・社会教育施設Ｎ＝106）
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7.5%

100%

（ウ）学校が地域・社会教育施設との連携・協力をさらに推進するために必要とする団体・機関に
ついて
「社会教育施設（公民館、図書館、博物館、美術館、青少年の家等）」23.2％（360 件）、「社
会教育関係団体（老人クラブ、女性団体、青少年育成団体、文化・芸術・スポーツ団体等）」
21.0％（327 件）、「地域の組織」18.1％（282 件）が高い割合となっている。
図 17 学校が
学校が地域・
地域・社会教育施設と
社会教育施設と連携・
連携・協力をさらに
協力をさらに推進
をさらに推進するために
推進するために必要
するために必要とする
必要とする団体
とする団体・
団体・機関

23.2%

社会教育施設

21.0%

社会教育関係団体

18.1%

地域の組織

14.2%

教育振興運動

13.8%

教育行政

9.1%

民間企業・民間団体

その他
0.0%

0.6%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

（小・中学校Ｎ＝442） ＊複数回答

その他
広域振興局。学校支援地域委員会。ＰＴＡ。地域ボランティア。商工会等
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25.0%

（３）調査結果の分析と考察
ア

連携に対する関係者の意識
連携・協力を推進する必要性についての回答では、教育委員会・社会教育施設では７割強が積
極的な推進の必要性を認めているが、一方、学校は５割に満たないという状況であった。
また、「現状のままでよい」との回答が学校側で２割近くを占めていることを考え合わせると、
現在行われている連携の仕組みが学校にとって、ある種の負担となっていることも考えられ、
「学社連携」「学社融合」を促進していくうえでの大きな課題ととらえられる。

イ

連携の内容と効果
学校が地域や社会教育施設と連携・協力した取組みとしては、「各教科や総合的な学習の時間に

おける協力」「学校行事における協力」が多いが、それ以外の取組みも多く、多岐にわたっている。
連携・協力を推進することにより期待される教育効果については、「豊かな心が育まれる」「公
共の精神が育まれる」など、心の育成に関する事柄に期待が集まっている。また、「学校に対する
地域の理解が深まる」ことや、「地域内のネットワークの構築ができる」こと、さらには「家庭や
地域の教育力が向上する」こと等、幅広い効果が期待されている。これらの効果に結びつく取組み
内容について具体的に把握する必要がある。
社会教育と学校教育の双方に教育効果が期待されることが学社連携の大前提であることから、取
組む内容と期待される効果との関係についての整理が必要と考える。

ウ

連携の対象
学校が連携・協力の推進のために必要とする機関・団体としては、「社会教育施設」「社会教
育関係団体」とする回答が上位である。学校は様々な教育活動を充実させるため、これらの機
関・団体が持つ教育力や機能、専門性に期待している。
また、学校が地域と協力した取組みを進めていく上で留意している事項として、地域の組織や
人材からの支援を挙げている。
現在の学校教育を取り巻く状況の中にあっては、「総合的な学習の時間」や「キャリア教育」
等、学校単独での活動が困難な領域や、地域の教育力の協力を得ることで、より大きな成果を上
げることが期待できることからも、今後はより広範な機関・団体・組織等との連携が求められて
くると考えられる。

25

エ

連携の方法
連携・協力の推進における社会教育、学校教育それぞれに共通する課題としては、「日程や内容

の調整」「それぞれのねらいの共有化」などが挙げられている。また、学校が地域・社会教育施設
と取組みを実施する際における留意点としても、連絡・調整に伴う内容が多数見られた。
地域連携の窓口となる教員には、小学校では「教務主任」、中学校では「教諭」が最も多い。し
かし、実質的には「教頭」が窓口的役割を担っている場合が圧倒的に多く、地域に開かれた学校づ
くり推進の観点から位置付けられた地域連携の窓口となる教員の役割が未だ十分に機能していない
状況にあるのではないかと推測される。
（４）社会教育と学校教育の連携・協力の推進に求められる観点
本調査・施策の整理等から、本県における社会教育と学校教育の連携・協力を推進する上での課
題として、以下の３点にしぼって研究を進めたいと考える。
ア 目的やメリットの相互理解
小中学校の教員、教育委員会・社会教育施設等の職員は、ともに連携・協力による効果は大きい
と考えているが、その推進に対しては意識の差が見られる。互いが連携・協力することによって
得られるメリットについて理解し合い、連携の意義や可能性を探っていくことが重要と思われる。
イ 連携が必要な活動内容の整理
学校が地域や社会教育施設と連携・協力した取組みは多様であるが、連携によって実効性が高い
活動の具体的な領域や内容について整理することが必要になると思われる。
また、その場合の有効な連携先についても、それぞれの場面に応じた工夫が求められるものと思
われる。
ウ 連絡・調整機能の効率化を目指した連携のあり方
社会教育と学校教育の連携・協力を推進するうえで、日程・内容の調整が大きな課題となって
いる。互いの教育力を効果的に生かし、活動を円滑に展開していくためにも連絡・調整機能も含
めた基本的な進め方の効率化が求められる。また、これは同時に連携推進における相互の負担軽
減化へつながるものと思われる。
以上の３点を踏まえ、県内外の事例の収集と分析にあたり、今後の本県における社会教育と学校教
育の連携・協力のあり方について具体的に考察を深めていくこととする。
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７ 社会教育と学校教育の連携・協力に関する実践事例
本項では前項で示した観点に基づいて、県内外の具体的な実践事例を通して、社会教育と学校教育の
連携・協力の様々なあり方を提示する。
事例の観点

事業名（事例名）・実施主体
「松園地区公民館と東松園小学校との連携・協力」
岩手県・盛岡市松園地区公民館、盛岡市立東松園小学校

目的やメリットの相互理解につ
いて工夫している事例

「地域の学校推進委員会」
ひたね

秋田県・由利本荘市立直根小学校
「子ども支援ふるさとづくり事業」
島根県・出雲市荒木コミュニティセンター
連携が必要な活動内容の整理に
ついて工夫している事例
「協和小学校・学校支援地域本部事業」
秋田県・大仙市立協和小学校
「協働参画のまちづくり事業」
みさと

秋田県・仙北郡美郷町役場
連絡・調整機能の効率化を目指
した連携のあり方について工夫
している事例
「教育支援コーディネーター制度」
島根県・雲南市教育委員会

なお、ここに提示する事例については、平成 20・21 年度に実施された事業や活動を分析していく。
事例の分析は、事業・事例の概要や観点に基づいた事業の内容等、以下を共通項目とすることとした。
１ 事業名（事例名）
２ 事業（事例）の概要
（１） 取組みに至る経緯
（２） 観点に基づいた特徴的な取組み
（３） 具体的な活動事例
３ 成果と課題
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目的や
目的やメリットの
メリットの相互理解について
相互理解について工夫
について工夫している
工夫している事例
している事例 １
１ 事例名 「松園地区公民館と東松園小学校との連携・協力」
（岩手県・盛岡市松園地区公民館、盛岡市立東松園小学校）
昭和 55 年に盛岡市松園地区に開校した東松園小学校は、ピーク時には児童数 1000 人を超えるマン
モス校であったが、地域住民の高齢化とともに現在 350 人規模まで減少し、子供会などの地域にお
ける活動の停滞や、空き教室の増加とその活用が課題となってきていた。
地域においては 10 年来の要望が実り、平成 20 年６月に東松園小学校と隣接する形で松園地区公民
館が開館した。この公民館の開館にあたり、「学社連携・融合」を運営方針に掲げ、地区の小中学
校・特別支援学校との連携・協力を図りながら、地域の活性化に向けた取組みを積極的に展開して
いる。
２ 事例の概要
（１）取組みに至る経緯
・ 新公民館の設置のための協議を進める中で、東松園小学校に隣接するという立地条件、児童数
の減少などにより地域における活動が停滞あるいは縮小している現状を踏まえ、新公民館の運営
方針に「学社連携・融合」を掲げ、学校教育と社会教育の連携・協力による地域の活性化を目指
した。
（２）連携・協力の目的やメリット
・ 学校においては、全教職員に対して社会教育への連携・協力の必要性と、期待される教育的効
果等の共通理解を図った。
・ 公民館においては、公開講座等で教職員の持つ専門性や指導力を活用できることに応えるため
に、今まで以上に学校教育活動への協力や教育環境整備のボランティアに取り組み、地域の学校
として一体的に協力することとした。
（３）具体的な活動事例
・ 学校から公民館への協力 「童謡と唱歌を楽しむ講座」計３回 音楽指導講師
「わいわい英語塾」計３回 簡単な英会話の講師
・ 公民館から学校への協力 生活科・総合的な学習の時間での支援
運動会準備、スキー教室講師等の学校行事におけるボランティア
３ 成果と課題
◎ 公民館講座の受講者は、教職員による指導に大きな刺激を受けており、学習意欲の高まりとと
もに自主的にグループをつくり自発的な学習へと発展させている。
◎ 学校にとっては、地域への協力依頼を公民館を通すことにより連絡・調整がしやすくなる。ま
たより多くの方々からの協力を得やすくなるとともに、地域からの教育支援もスムーズになって
きている。
△ まだまだ埋もれている地域の人材の掘り起こしと活用、空き教室の有効活用などを検討するこ
と。
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目的や
目的やメリットの
メリットの相互理解について
相互理解について工夫
について工夫している
工夫している事例
している事例 ２
ひたね

１ 事例名 「地域の学校推進委員会」

（秋田県・由利本荘市立直根小学校）

秋田県由利本荘市は平成 17 年３月に１市７町が合併して誕生した大きな市である。鳥海町は由
利本荘市の南端部に位置する森林面積が町の３分の２を占める中間山村地にある。由利本荘市立
ひ た ね

直根小学校は鳥海町の中央部に位置しているが、近年は児童数の現象が著しく、平成 21 年度は学
級数４、児童数 36 名となっている。
学校規模が小さい分、地域の学校に対する期待は大きく、また学校も地域からの支援によって支
えられていると認識しており、「地域の学校」による地域の活性化を目指して取り組んでいる。
２ 事例の概要
（１）取組みに至る経緯
ひ た ね

・ 直根小学校では、「地域の力で学校を元気に」「学校の力で地域を元気に」という方針を掲げ、
「地域の学校」を目指し学校経営に取り組もうと考えていた。一方、地域は少子高齢化が進み、
さらに学校の統廃合が進む中で、地域のつながりが薄れていくことを懸念し、地域ぐるみで子ど
もを育てていきたいという気持ちを持っていた。
・ そこで学校では学校運営に地域住民の声を反映させるため、地域は学校教育の指導力を地域の
活性化につなげようと考え、学校内に地域の各団体・機関の関係者等 20 名による「地域の学校
推進委員会」を設立し、学校と地域が連携・協力した活動に取り組むこととした。
（２）連携・協力の目的やメリットの相互理解
ひ た ね

・ 直根小学校は小規模校であり、教職員数も少なく、教育活動を展開するうえで様々な制約があ
った。そこで教育活動に対する地域の協力・支援を望んでいた。
・ 地域では、地域の活性化にとって子どもたちの存在が大きいと感じており、学校との連携・協
力を強く意識するようになっていた。
・ このような学校、地域それぞれの願いを「地域の学校推進委員会」において話し合い、協議す
る中で相互理解が図られてきた。

直根小学校

呼びかけ

①学習支援

推薦・依頼

②部活動指導
③環境整備
④子どもの安全確保
⑤図書ボランティア
⑥学校行事への協力
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呼びかけ
推薦・依頼

Ｐ Ｔ Ａ

地域の学校推進委員会

学校支援ボランティア

理解・意見・

協力・評価

経営説明・

相談・依頼

協力

経営説明・

相談・依頼

理解・意見・

協力・評価

地 域

（３）具体的な活動事例
にし こ す げ

・ 東京都葛飾区西小菅小学校との交流会
はじまりは学校からの、「小規模校ゆえに友人関係に広がりがない。コミュニケーション能力
を育てるために都市部の学校と交流事業ができないか。」という発案であった。
提案を受けて「地域の学校推進委員会」が、東京在住の旧鳥海町出身者に配布される会報に交
流事業の相手先募集のチラシを同封したところ、数名からの紹介があり、その中で東京都葛飾区
にし こ す げ

西小菅小学校との相互交流が実現できることとなった。
企画立案は「地域の学校推進委員会」を中心に行い、地域ぐるみでこの事業をサポートしてい
る。
３ 成果と課題
◎ 学校と地域住民との連携・協力の機会が増えることによって、学校にも地域にも活気と一体感が
生まれ、学校と地域との合同事業を実施するまでになった。
◎ 子どもたちが様々な活動での成功体験や達成感を得ることで、自分に自信を持つことができるよ
うになったと同時に地域に対する誇りを持つようにもなった。
△ 地域の様々な教育資源を活かして、学校と地域が連携・協力して教育的効果や地域づくりにつな
がる活動内容に取り組んでいくこと。
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連携が
連携が必要な
必要な活動内容の
活動内容の整理について
整理について工夫
について工夫している
工夫している事例
している事例 １
１ 事業名 「子ども支援ふるさとづくり事業」
（島根県・出雲市荒木コミュニティセンター）
出雲市は島根県の中東部に位置しており、平成 17 年３月 22 日に２市４町が合併してできた自治体
である。荒木コミュニティセンターは出雲市の南西部に位置した準農村地帯にあり、現在世帯数は
1,875 世帯、人口は 6,083 人となっている。児童数 320 名の荒木小学校は荒木コミュニティセンターに
隣接しており、学校教育と社会教育の連携・協力は以前から活発であった。
平成 12 年より「子ども支援ふるさとづくり事業」として、コミュニティセンター内の専門部の再編
を検討し、社会教育と学校教育のより効率的・効果的な連携・協力を目指して取り組んでいる。
２ 事業の概要
（１）連携に至る経緯
・ 荒木地区は以前より生涯学習活動に対する関心が高く、コミュニティセンターにおける各種の
学習活動が活発であった。また学校との連携・協力関係も良好であったが、一時的ものであった
り、急な依頼であったりで、その都度対応することに苦慮する場合もあった。
・ 社会教育と学校教育の連携・協力を、組織的・計画的に推進し、子どもたちに「ふるさととし
ての荒木地区」が意識できるよう、より積極的な学校教育支援を目的に「子ども支援ふるさとづ
くり事業」として取り組むこととなった。
（２）連携が必要な活動内容の整理
・ 地域住民個々が学習内容を深め、広げることを目的として、講座運営を「専門部制」とする
こととした。その際の協議の中で、学校教育との連携・協力についても検討され、それぞれの
専門部が「学習成果を生かす場としての学校支援」という考えに立ち、学校との協議・調整を
経て、以下のように９つの専門部を設けることとした。
エラー!
エラー! ブックマークが
ブックマークが定義されていません
定義されていません。
されていません。

荒木コミュニティセンター
荒木コミュニティセンター運営委員会（事業の審議・決定機関）
荒木コミュニティセンター事業委員会（事業の企画・実施機関）

環境部

花を楽しむ講座

文化伝承部

大梶踊りをおぼえる講座

体育部

軽スポーツを楽しむ講座

教養部

合歓の会

歴史部

ふるさと探訪講座

健康部

元気を食べる講座

図書部

こどもと本を楽しむ講座

食育部

食育を考える講座

子育て支援部

ほのぼのくらぶ

総務部

事業推進委員会
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（３）具体的な活動事例
ア 専門部による学校支援ボランティア実施までの流れ
① 学校が事務局へ年間カリキュラムを提出
② 必要となるボランティアの内容・時期・人数の確認
③ 事務局はカリキュラムに該当する専門部や各種団体・地域住民に依頼
④ 事務局によるボランティアへの説明
⑤ ボランティアと学校との全体打合せ会の実施
⑥ 学校支援ボランティアの活動へ
イ 主な学校教育内容と学校支援ボランティアにあたる専門部等の一覧
教科・種類
内
容
専門部・団体・個人
図工
絵手紙
個人
家庭科
ミシンの使い方
老人連合会女性部
老人連合会
どんぐり拾い・どんぐりごま作り
ふるさと探訪講座
昔の遊び
食育を考える講座
よもぎだんご作り
生活科
老人連合会女性部、個人
野菜作り（大根）
調理活動（さつまいもを使った料理） 元気を食べる講座、個人
学級活動
パソコンでクリスマスカード作り
個人
ふるさと探訪講座、個人
荒木の自慢
老人連合会女性部、個人
わら細工（わら縄、わら草履作り）
ふるさと探訪講座、個人
総合的な学習の時間 郷土の偉人「大梶七兵衛さん」
おおかじ

おおかじ

おおかじ

大梶踊りをおぼえよう
荒木をよくしよう
グラウンドゴルフ
昔の遊び
クラブ

読み聞かせ

手芸
神楽
将棋
生け花
本の読み聞かせ

大梶踊りをおぼえる講座
個人
軽スポーツを楽しむ講座
ふるさと探訪講座、老人連合会
老人連合会女性部、個人
老人連合会女性部
個人
個人
個人
子どもと本を楽しむ講座

３ 成果と課題
◎ 社会教育と学校教育との連携・協力において、社会教育側の窓口が一元化されたことにより、連
絡・調整が容易になった。
◎ 地域住民にとっては、専門部会の講座で学び、学校支援ボランティアとして活動することにより、
自らの学びの成果を生かす場として意識され、学習意欲がさらに高まるとともに、「生きがい」づ
くりにも寄与している。
◎ 地域住民と子どもたちがふれあう機会が多くなり、顔見知りになることで地域住民が子どもたち
を見守るようになり、子どもたちも地域の一員としての自覚を持つようになった。
△ 専門部内による学習の深化と専門性の向上、そのための講座内容を検討すること。
△ コミュニティセンターの専門部以外の各種団体との連携と、それらの団体と学校とを結の窓口と
しての機能を強化すること。
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連携が
連携が必要な
必要な活動内容の
活動内容の整理について
整理について工夫
について工夫している
工夫している事例
している事例 ２
１ 事業名 「協和小学校・学校支援地域本部事業」

（秋田県・大仙市立協和小学校）

秋田県南東部に位置する大仙市は平成 17 年３月に１市６町１村が広域合併した非常に大きな市
である。その大仙市の北西部に位置している協和地区は、現在、世帯数は 2,654 世帯、人口は 7,978
人となっているが、人口は年々減少傾向にあり少子化が進み、平成 20 年４月１日に６校が統合し
児童数 350 名の新設協和小学校として新たに開校した。
統合の際に、これまで各学校及び地域が有していた人的資源や地域活動をどのような形で統合後
の学校に引き継ぐか、また今後の学校教育活動にどう生かしていくかを検討し、学校支援地域本部
事業の一環として学校と地域の連携・協力内容について整理しながら進めることとした。
２ 事業の概要
（１）連携に至る経緯
・ 学校の統合という地域の在り方にもかかわる問題を協議するなかで、統合前の各学校の特徴や
良さをどのような形で引き継いでいくかを検討するため地域教育協議会を設置した。
・ 特にも、これまで学校ごとに活動されてきた各種のボランティア等の人的教育資源を、統合学
校においても有効かつ効果的に活用することは、統合学校と広域になった地域住民との連携・協
力を推進するためにも不可欠なものとして考えていた。
・ さらに文部科学省委託事業の「学校支援地域本部事業」に取り組むことにより、予算的な部分
を下支えしながら、地域の人材バンク作成や地域コーディネーターの配置をし、学校と地域の新
たな関係づくりとして取り組むこととなった。
（２）連携が必要な活動内容の整理

協和小学校

旧学校の地域人材

協和小学校
支援地域本部

旧学校の地域人材

地域教育協議会

旧学校の地域人材

地域コーディネーター

旧学校の地域人材

・ 人材リストの作成
旧学校の地域人材

・ 学校支援ボランティアの集約
・ 学校との連絡調整
・ 活動後のフォローアップ
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旧学校の地域人材

（３）具体的な活動事例
ア 学校支援ボランティア実施までの流れ
① 学校が地域コーディネーターへボランティアの協力を依頼
② ボランティアの内容・時期等について打合せ
③ 地域コーディネーターが人材バンクからボランティアのリストアップを行い、該当する団体
や地域住民に依頼
④ 地域コーディネーターとボランティアによる連絡・調整
⑤ ボランティアと学校との打合せの実施
⑥ 学校支援ボランティアの活動
⑦ ボランティアによる感想・反省を集約、地域への情報発信
イ ボランティア内容一覧表
分 類
教 科・内 容
・英語 ・書写（毛筆） ・裁縫 ・スキー学習 ・水泳学習 ・昔語り
・昔遊び ・伝承活動 ・郷土の歴史 ・料理（郷土料理を含む）
学習支援
・手芸 ・手話 ・音楽活動（楽器・歌唱） ・俳句、短歌
・読み聞かせ ・自然観察 ・踊り ・和太鼓 ・版画制作 ・田植え
環境整備
・花壇づくり ・中庭の手入れ ・図書の補修、修繕 ・校内装飾
・校内修繕 ・冬囲い ・スキー立てかけ台製作
生産活動
・米づくり ・野菜づくり
安心・安全
・バス登下校の見守り ・徒歩登下校の見守り ・校外学習時の見守り
３ 成果と課題
◎ 学校支援本部事業が、学校教育のニーズに地域がスムーズに対応できるシステムとして機能して
いる。
◎ 統合前の小学校が各々に有していた教育資源の情報を十分に把握しておくことでその継承が統合
小学校においても円滑に行われるとともに、地域間の交流も促進され、まとまりのあるひとつの学
校、ひとつの地域として認識されるようになってきた。
◎ 学校支援ボランティアとして地域の方々が学校に出入りすること自体が学校からの情報発信とな
るとともに、地域への活動だよりの配布やボランティア募集等により事業の周知を図ることで、地
域の目が学校に向き、学校の活性化につながっている。
◎ ボランティアとして活動している地域住民からは、「子どもに元気をもらった」「また活動した
い」等の声が上がり、統合された地域全体の活性化につながっている。
△ 学校支援ボランティア活動が、世代間の交流に止まらず、教育活動として目的・目標が達成され
るよう、ボランティアの専門性と指導力の向上を図っていくこと。
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連絡・
連絡・調整機能の
調整機能の効率化を
効率化を目指した
目指した連携
した連携のあり
連携のあり方
のあり方について工夫
について工夫している
工夫している事例
している事例 １
みさと

１ 事業名 「協働参画のまちづくり事業」

（秋田県・仙北郡美郷町役場）

み さ と

美郷町は秋田県の南部、仙北平野南東部に位置した、豊かな土壌に恵まれた県内有数の穀倉地帯で
あり、世帯数は 6,766 世帯、人口 22,569 人となっている。
み さ と

美郷町では、行政と地域住民がそれぞれの役割を担いながらまちづくりを推進するために「協働参
画のまちづくり事業」に取り組んでいる。具体的には役場総務課内に「まちづくり班」を組織すると
ともに、事業の拠点施設として住民活動センター「みさぽーと」を設置し、住民主体のまちづくりを
サポートしている。
この「みさぽーと」が町内の各学校教育機関と社会教育との連携・協力にかかわって窓口としての
機能を果たしており、総務課と教育委員会が連携して事業展開を行っている。
２ 事例の概要
（１）取組みに至る経緯
み さ と

・ 美郷町では、平成 16 年に２町１村の合併により誕生した町である。新しいまちづくりや少
子高齢化への対応、住民の価値観や生活様式の変化による地域コミュニティの衰退等、多様な
課題が挙げられ、課題解決のために行政と地域住民がそれぞれの役割を担いながら、お互いに
協力・補完しながら行う「協働参画のまちづくり事業」に取り組んできている。
・ 「協働参画のまちづくり」を推進するために、総務課に「まちづくり班」を組織し、事業推
進にあたるとともに、平成 21 年に事業の拠点施設として、住民活動センター「みさぽーと」
を設置し、ＮＰＯや地域活動への相談対応、情報発信等により、住民主体の活動を支援してい
る。
み さ と

・ さらに美郷町では学校支援地域本部事業をまちづくりの一分野として位置付け、「みさぽー
と」が学校教育と社会教育の連絡・調整の総合的な窓口として機能している。
（２）連絡・調整機能の効率化を目指した連携のあり方

教育委員会社会教育課

総務課まちづくり班
連 携
まちづくり事業の推進

学校支援地域本部事業
の推進

住民活動センター「みさぽーと」

ボランティア登録

ボランティア依頼

・派遣

情報提供

ボランティア依頼

情報提供

学 校

地 域
ボランティアとして協力
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（３）具体的な活動事例
ア 「みさぽーと」による社会教育と学校教育の連携・協力にかかわる機能
① 社会教育と学校教育を結ぶコーディネート機能
② 学校と諸団体を結ぶコーディネート機能
③ 学校支援ボランティア人材情報の収集と人材派遣
④ 連携・協力事業の情報収集と情報発信機能
イ これまで学校支援ボランティアの連絡・調整にかかわった主な事例（小学校分）
ボラン
内 訳
ティア
依 頼 元
内
容
数
団体 個人
（人）
５年生家庭科「裁縫、小物入れづくり」授業補助
２
２
「手芸＆クッキングクラブ」（裁縫）補助
８
１
７
（延べ３回）
千屋小学校
６年生家庭科授業「ミシンを使ってのエプロン作
１２
８
４
り」補助（延べ４回）
賞状（58 名）の名入れ
１
１
田植え作業
８
３
５
学校花壇のリフォーム（延べ２回）
８
８
３年生「はつか大根」の調理実習授業の補助
３
３
花苗植えの補助
11
２
９
仙南東小学校
千畑地区わくわく探検の見守り
８
２
６
２年生生活科授業「飯詰駅前探検」の補助
２
２
５年生「書写」授業の補助
４
４
３年生、５年生「書写」授業の補助
４
４
地域清掃活動
17
17
仙南地区わくわく探検グラウンドゴルフ体験
14
14
六郷小学校
学習補助
仙南西小学校
中庭整備
５
２
３
３ 成果と課題
◎ 社会教育と学校教育の連絡・調整機能を「みさぽーと」に一元化することにより効率化が図ら
れるとともに、学校における連絡・調整にかかる労力が軽減された。
◎ 地域住民、各種ボランティア団体との連携により、学校支援にかかわる人材や団体のデータベ
ースが構築され、人材や団体の活用が促進されている。
◎ 学校支援ボランティアとして学校に協力することにより、情報公開も進み、「開かれた学校づく
り」につながっている。
◎ 学校にも地域にも「地域の中の学校」という意識が定着し、地域による子育て、地域による教育
という方向に進んでいる。
△ 教職員が有する専門性や指導力を、一地域住民としての社会参加活動に発揮すること。
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連絡・
連絡・調整機能の
調整機能の効率化を
効率化を目指した
目指した連携
した連携のあり
連携のあり方
のあり方について工夫
について工夫している
工夫している事例
している事例 ２
１ 事業名「教育支援コーディネーター制度」

（島根県・雲南市教育委員会）

雲南市は島根県の東部に位置しており、北部は松江市、出雲市に隣接し、南部は広島県に接して
いる。平成 16 年 11 月 1 日に５町１村が合併してできた自治体である。世帯数 13,660 世帯、人口が
43,756 人である。気候は北部の大東町や加茂町の平均気温は 14℃前後であり、南部の吉田町や掛合
町では 12～13℃となっている。年間降水量は約 1,700～1,900ｍｍ程度で、冬季には北部でも降雪が
あり、南部では降霜や積雪により農作物や交通への影響がある。世帯数は増加傾向にあるが、人口
が減少してきており少子高齢化が進んでいる。産業就業者の内訳は、第１次産業 14.5%、第２次産
業 31.2%、第３次産業 53.9%である。町内の幼稚園 16 園、保育園９園、小学校 21 校、中学校７校、
県立高等学校３校となっている。

２ 事業の概要
（１）実施に至る経緯
（２）連絡・調整機能の効率化
（３）具体的な取り組み事例

雲南市では学校が抱える様々な問題や課題を解決するため、学校支援を通して教育政
策の推進を実現することを目的とした『教育支援コーディネーター制度』を実施してい
る。この制度は、行政職員による学校支援を通して学校負担軽減・スリム化に取組んで
いることが特徴である。

不登校児童生徒への対応

児童生徒の耐性・社会性の低下
児童生徒の基本的生活習慣の乱れ
家庭・地域・団体との連携
中学校区内小学校・幼稚園等との連携
教育委員会・各種行政機関との連携

２ 事業の概要
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教育支援コーディネーターを配置

これらの課題解決を図るため

学力低下・体力低下への対応

（１）教育支援コーディネーター制度とは
学校現場の実態を具体的に把握し、学校の課題解決にむけて迅速に取組むことを目的として、
行政職員を教育支援コーディネーターとして派遣する制度。「学校支援・学校のスリム化」
「学社融合・連携の推進」「社会教育の推進」等のねらいがある。
（２）連絡・調整機能の効率化を目指した連携のあり方の工夫
ア 教育支援コーディネーターとして行政職員を配置
教育委員会事務局職員が教育支援コーディネーターを務め、学校支援ボランティア（各種団
体や地域ボランティア等）との連絡・調整も行う。
イ 全中学校区（７校区）へ配置
全中学校に駐在し、各中学校区の小学校の教育支援コーディネーターとしても活動する。

派遣依頼

学 校
講師・ボランティアの
派遣

教育支援コーディネーター

講師・ボランティアの

学校からのニーズを伝
達

地 域
各種団体等
日程・活動内容等の調
整

３ 観点に基づいた事業の内容
（１）大東中学校での取組み
ア 学習活動への支援
・「総合的な学習の時間」の支援
学年
教育支援コーディネーターによる支援内容
市内自主研修
職人講座
１学年
・訪問先斡旋 ・日程調整
・市内より 15 名の講師紹介
・バスルート作成補助
・日程調整
商人体験
健康福祉学習
・市役所でのプレ体験の企画、実 ・地域ボランティアの紹介
２学年
施
・日程調整
・関係機関との仲介
キャリア教育講話
「夢」発見ウィーク
３学年
・講師紹介 ・日程調整
・事業所の開拓
・交通手段の確保 ・学校間調整
イ 地域行事との連携
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・「歩いて拾えば地域が好きになるクリーンウォーク大作戦」の企画・実施
公民館清掃活動と生徒会事業を融合
地域、小学生、中学生、各学校の教職員が参加

４ 成果と課題・今後の方向性
（１）成果
ア コーディネーターが学校支援ボランティアとの仲介役を果たすことにより、教職員の時間と
労力が軽減され、学校支援ボランティアを交えた教育活動が展開されやすくなり、学校教育の
質の向上にもつながった。
イ

教育活動に関わってもらえる人材や団体、企業等の新たなつながりがコーディネ

ーターによってもたらされたことが、学校の教育財産になった。
（２）課題
ア 中学校に駐在したことにより小学校への支援が充分でなかった面もあり、小学校と中学校の
教育支援コーディネーターに対する意識や価値観に差が感じられること。
（３）今後の方向性
ア 教育委員会の職員が学校現場に出向き、現場主義に立って教育行政を推進していくことが学
校支援であり、教育の振興につながるものである。そのためにも、教育支援コーディネーター
経験者の市長部局の配置も含めた、適材適所の人事配置が望まれる。
イ 教育支援コーディネーター制度は今後も継続する方向であるが、市職員の駐在が不可能とな
った場合でもＮＰＯ等による学校派遣も考えられることから、今後大学と県教委との連携協力
による社会的に通用性のあるコーディネーターの養成をしていくことが重要である。
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７ 考察
（１）社会教育と学校教育の連携・協力による事業の目的
社会教育と学校教育がそれぞれ独自の教育機能を発揮し、互いに足りない部分を補完しながら
協力しあうことで、より大きな教育効果をあげ、さらに地域づくりへつなげることを目的ととら
えることができる。
（２）社会教育（地域）、学校教育のそれぞれのメリット
連携・協力を進めていくうえで、社会教育・学校教育の双方にメリットがなければその関係は
成立せず、一方的なもの・負担感だけが残るものになりかねない。そこで連携・協力することに
よる相互のメリットについて整理する必要があると考え、社会教育、学校教育、両者に共通する
メリットについて考察してみた。
ア 社会教育（地域）のメリット
・ 地域住民が、日々の生活の中から学んできたことを次世代に伝えるために、学校教育諸活動
に参加・協力することによって、達成感や肯定感を感じ、今後の自己実現のための手段として、
学習に対する意欲をよりいっそう高めることができる。
・ 住民が学校教育施設及び教育資源を活用することにより、学習活動の場を得ることができ、
また、地域の活性化のために有効な活動を推進することが可能となるのではないか。
・ 地域の活動に、学校の教職員の参加・協力を得ることで、教職員の持つ専門性や指導力を地
域づくりや人づくりに活用できる。
イ 学校教育（学校）のメリット
・ 学習教材として地域素材の活用が容易となる。
・ 地域住民が有する知識や技能を活用することにより、学習と同時に実践と応用の一体的活動
の展開が可能となる。
・ 地域住民と活動することによって、学校教育活動を情報公開することにもつながり、「開か
れた学校づくり」が推進されるとともに、児童・生徒の社会性を育むことができる。
ウ 共通するメリット
・ 地域と学校の相互理解が促進され、相互の信頼関係を深めることができる。
・ 児童・生徒と地域住民それぞれが、学習に対する意欲を高めることができる。
・ 児童・生徒と住民がともに活動することにより地域づくりへの意識が高まり、地域全体の教
育力向上につなげることができる。
（３）目的やメリットの相互理解を図る方策や工夫
平成 20 年度に行った調査によると、社会教育の側も学校教育の側も、相互に連携・協力する
ことによる効果は大きいと考えるが、連携・協力の推進については意識の差があり、特に学校は
地域との連携を積極的に進めようとする意識がやや薄い傾向が見られた。そこで両者が目的やメ
リットの相互理解を図りながら連携・協力するための方策について考察した。
ア 学校と地域で構成する組織の設置
・ 事例で取り上げた秋田県由利本荘市直根小学校の「地域の学校推進委員会」のように、教職
員と保護者、地域住民（公民館等）により構成される実行力を持つ組織を設

置し、

学校と地域が一体となった取組みをしていくことが、ひとつの有効な方法ではないかと考える。
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・ 現在県内で展開されている教育振興運動の実践組織や学校支援地域本部事業の取組みを、
「学校教育の支援」だけでなく「地域づくり」の視点を加味しながら学校と地域住民が一体と
なって展開することで、既存組織も有効に活用できると考える。
・ 学校と地域が連携・協力することによる教育的効果や地域の活性化が見込まれる活動を整理
し、教職員や地域住民に説明することにより、その目的やメリットについての理解を得ること
は必要不可欠であると考える。
イ 取組みの計画性と発展性
・ 上記の組織で話し合われた連携・協力事業を、学校の年間計画や公民館等の事業計画に位置
付けることにより、計画的に取組むことができ、事前の調整や準備等をスムーズかつ効率的に
進めることができると考える。
・ 学校と地域との連携協力事業を一時的なものに終わらせず、発展的にとらえ、個々の事業や
取組みを地域づくり・まちづくりにつなげられるよう、事後の反省やその後の取組みについて
も協議を行い、成果や課題の情報公開を進めることも大切であると考える。
（４）連携が必要な活動内容の整理を図る方策や工夫
調査結果によると、現在、学校と地域の連携・協力は様々な形で行われており、「教科、総合
的な学習の時間」「学校行事」における協力はほとんどの学校で行われている。しかし、その連
携・協力が多種多様なあまり、連携が、一時的なもので終わったり、連携・協力活動が多すぎて、
日程や活動内容の調整に困難を抱えるなどの課題も指摘されている。そこで連携が必要な活動内
容の整理を進めるための方策について考察した。
ア 活動内容の整理の必要性
・ 社会教育と学校教育の連携・協力がそれぞれの過重負担にならないよう、教育活動の目的や
効果を考慮しながら連携するべき内容を絞り込む必要があると考える。そのことで、学校と地
域が連携しなければできない事業や活動を十分に整理・検討するとともに、無理のない活動と
なるよう精選する必要があることも考えられる。
・ 事例として取り上げた島根県出雲市荒木コミュニティセンターは、
イ 学校・地域の教育資源の把握
・ 社会教育と学校教育が連携・協力を進めていくうえで、物的・人的な教育資源を把握してお
くことも、連携や協力が可能な事業を展開することが可能になると考える。
・ 地域における様々な知識や技能を有する人材や地域の社会環境、学校の施設設備や教職員の
専門性や指導力を把握し、それらを有効に活用することができれば、教育的効果を高めること
となるであろう。
・ 秋田県大仙市立協和小学校は、統合前の６小学校が持っていた地域人材・ボランティアの情
報や、各々の地域で行われてきた活動を収集・整理し、必要に応じて活用しており、学校運営
の支援に効果を発揮していると考える。
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８

考察

（１）社会教育と学校教育の連携・協力による事業の目的
社会教育と学校教育がそれぞれ独自の教育機能を発揮し、互いに足りない部分を補
完しながら協力しあうことで、より大きな教育的効果をあげ、さらに地域づくりへつ
なげることを目的ととらえることができる。
（２）社会教育（地域）、学校教育のそれぞれのメリット
連携・協力を進めていくうえで、社会教育・学校教育の双方にメリットがなければ
その関係は成立せず、一方的なもの・負担感だけが残るものになりかねない。そこで
連携・協力することによる相互のメリットについて整理する必要があると考え、社会
教育、学校教育、両者に共通するメリットについて考察してみた。
ア

社会教育（地域）側のメリット

・

地域住民が、日々の生活の中から学んできたことを次世代に伝えるために、学校
教育の諸活動に参加・協力することによって、達成感や肯定感を感じ、今後の自己
実現のための手段として、学習に対する意欲をよりいっそう高めることができる。

・

住民が学校教育施設及び教育機能を活用することにより、学習活動の場や内容を
広げることができ、また、地域の活性化のために有効な活動を推進することが可能
となるのではないか。

・

地域の活動に、学校の教職員の参加・協力を得ることで、教職員の持つ専門性や
指導力を地域づくりや人づくりに活用できる。

イ

学校教育（学校）側のメリット

・

地域に存在する素材や教育力の活用が促進されることにより、学習活動の広がり
や深まりが期待できる。

・

地域住民が有する知識や技能を活用することにより、学習と同時に実践と応用の
一体的活動の展開が可能となる。

・

地域住民と活動することによって、学校教育活動を情報公開することにもつなが
り、「開かれた学校づくり」が推進されるとともに、児童・生徒の社会性を育むこと
ができる。

ウ

共通するメリット

・

地域と学校の相互理解が促進され、信頼関係を深めることができる。

・

児童・生徒と地域住民それぞれが、学習に対する関心や意欲を高めることができ
る。

・

児童・生徒と住民がともに活動することにより地域づくりへの意識が高まり、地
域全体の教育力の向上が期待できる。

（３）目的やメリットの相互理解を図る方策や工夫
平成 20 年度に行った調査では、社会教育の側も学校教育の側も、相互に連携・協力
することによる効果は大きいと考えているが、連携・協力の推進については意識の差
があり、特に学校は地域との連携を積極的に進めようとする意識がやや薄い傾向が見
られた。そこで両者がそれぞれの目的やメリットを十分理解しあうことが必要であり、
そのための方策について考察した。
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ア

学校と地域で構成する組織の設置
・

ひ た ね

事例で取り上げた秋田県由利本荘市立直根 小学校の「地域の学校推進委員会」の
ように、教職員と保護者、地域住民（公民館等）により構成される組織を設置する
など、学校と地域の共同体的な仕組みを作ることは、有効な方法のひとつであろう
と考える。

・

現在県内で展開されている教育振興運動や学校支援地域本部事業の推進協議会等
の既存組織が秋田県由利本荘市の「地域の学校推進委員会」のような役割を担えば、
そうした組織の活用も可能になるであろう。

・

学校と地域が連携・協力することによる教育的効果や地域の活性化が見込まれる
活動を整理し、教職員全員の理解を得ることや地域住民への十分な周知も円滑な事
業推進にとって不可欠であり、学校・地域それぞれの取組みが必要である。

イ

取組みの計画性と発展性
・

学校と地域等が連携や協力して事業を推進する際、できるだけ年度当初に学校の
年間計画や公民館等の事業計画に位置付け、事前の調整や準備等を計画的に取り組
むことが肝要である。特にも、学校の指導計画を年度途中に変更することは、学習
指導上の影響も大きいことから、十分な配慮が望まれる。

・

学校と地域との連携・協力事業を一時的なものに終わらせず、発展的にとらえ、
個々の事業や取組みを地域づくり・まちづくりにつなげられるよう、成果や課題の
情報公開を進めることも大切であると考える。

（４）連携が必要な活動内容の整理を図る方策や工夫
調査結果によると、現在、学校と地域の連携・協力は様々な形で行われており、教
科、総合的な学習の時間、学校行事、環境整備等における協力は多くの学校で行われ
ている。しかし、その連携・協力が多種多様なあまり、連携が、一時的なもので終わ
ったり、連携・協力活動が多すぎたりして、日程や活動内容の調整に苦慮するなどの
課題も指摘されている。そこで連携が必要な活動内容の整理を進めるための方策につ
いて考察した。
ア

活動内容の整理の必要性
・

社会教育と学校教育の連携・協力がそれぞれの負担が過重にならないよう、事業
や活動の目的や効果を考慮しながら連携すべき内容をしぼりこむ必要がある。そこ
で、学校と地域が連携しなければできない事業や活動を十分に整理・検討するとと
もに、無理のない活動となるよう精選する必要も考えられる。

・

事例として取り上げた島根県出雲市荒木コミュニティセンターは、学校教育に地
域住民として支援できる内容を整理したうえで９つの専門部を組織した。そのこと
により、学校は、地域に支援を依頼する内容の選択が可能となり活動内容の整理に
役立っている。

イ

学校・地域の教育資源の把握
・

社会教育と学校教育が連携・協力を進めていくうえで、双方それぞれが有する物
的・人的な教育資源を把握し整理しておくことは、連携や協力が可能な内容を検討
する際の参考になると考える。
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・

地域における様々な知識や技能を有する人材や地域の社会的・自然的環境、学校
の施設設備や教職員の専門性などを把握し、それらを有効に活用することができれ
ば教育的効果を高めることになるであろう。

・

秋田県大仙市立協和小学校は、統合前の６小学校が持っていた地域人材・ボラン
ティアの情報や、各々の地域で行われてきた活動を収集・整理し、必要に応じて学
校教育活動で活用している。本県においても、各地域に多くの教育資源があり、そ
れぞれの地域でそうした資源等を収集・整理しておくことが望まれる。

（５）連絡・調整機能の効率化を目指した連携のあり方を図る方策や工夫
学校との連携・協力が想定される相手先には、公民館、各種団体や機関、民間企業
等が考えられるが、現在それぞれ個別に連絡を取りあっている場合が多く、繁雑さを
招く一因となっている。そこでより効率的な連絡・調整機能のあり方について考察し
た。
ア

連絡・調整組織の設置
・

学校教育と社会教育や地域との連絡・調整機能を行政が設置した組織が担ってい
る事例が、秋田県仙北郡美郷町の「みさぽーと」である。この取組みは、首長部局
が行う「まちづくり事業」と教育委員会が主管する「学校支援地域本部事業」を合
体させ、それぞれの窓口と連絡・調整を担う「みさぽーと」という組織を設置した
ものである。

・

学校と地域の間に第三者的な機関を設け、窓口の一本化と連絡・調整が図られる
ならば、より効率的な事業推進が可能となるであろう。

イ

コーディネーターの養成と配置
・

事例で取り上げた島根県雲南市教育委員会では、教育委員会事務局職員をコーデ
ィネーターとして各中学校に配置している。地域と学校の状況を理解している専任
のコーディネーターを配置することは、教職員の負担の軽減、調整機能の効率化に
効果があると思われる。

・

ただし、コーディネーターには、学校の事情や地域の状況をよく理解しているこ
とや、双方の要望等をコーディネートできる能力や経験が求められ、そうした人材
の養成が必要となってくる。
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９ 研究の成果と課題
本研究は、社会教育と学校教育の連携・協力を推進するうえの課題と、推進する際の方策を示すこと
を目的とし、文献調査・アンケート調査・事例調査等により検証を進めてきた。
以下にこの調査・研究をとおして得られた成果及び課題について述べる。
（１） 研究の成果
① 答申や法令等により社会教育と学校教育の連携・協力に関する動向及び連携・協力の促進に関す
る施策等についてまとめることができた。
② 県内各市町村教育委員会や社会教育施設、学校との連携・協力に関する実態調査により、現在の
社会教育と学校教育それぞれの連携・協力を進めるうえでの課題等について把握することができた。
③ 県内外の事例を参考にさせていただきながら、社会教育と学校教育の連携・協力を推進する際の
具体的な方策について考察し、まとめることができた。
（２） 今後の課題
① 社会教育及び学校教育を取り巻く状況の変化に対応しながら、社会教育と学校教育の連携・協力
の推進のための方策について随時検証を進めていく必要がある。
② 学校支援地域本部事業、教育振興運動、まなびフェスト等、社会教育と学校教育の連携・協力が
必要不可欠な個々の事業について、具体的にどのような活用方策があるかについて研究を深めるこ
とができなかった。
③ 社会教育と学校教育との連携・協力によって実施された事業による成果を、指標等を提示するこ
と等により、客観的にその効果を確かめられるようにしていくことも必要である。
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