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刊行に当たって

本県が平成１７年度から公民館を拠点にした学校・家庭・地域の「教育の協働」（「協

育」ネットワーク）の取組をスタートしてから、９年が経過しました。

この間、国においては、約６０年ぶりといわれた教育基本法の改正（平成１８年１２

月）が行われ、第３条に「生涯学習の理念」、そして第１３条には「学校・家庭・地域住

民等の相互の連携協力」が新設されました。その後、平成２０年６月には社会教育法が

改正され、学校外における子どもたちの様々な体験活動の奨励や、社会教育で学んだ学

習成果の学校や地域等での活用の奨励等が、県・市町村教育委員会の事務として位置づ

けられました。

現在、これらの法の精神を具現化するため、学校支援地域本部事業や放課後子ども教

室等の事業が全国展開されています。この流れを受け、本県においても、学校支援地域

本部や放課後子ども教室（学びの教室）などの取組をとおして、「教育の協働」を推進し

ているところです。

これまでの取組により、「教育の協働」の意義や効果などについては、一定程度理解が

深まってきたといえますが、一方では、未だに「第一歩」を踏み出すことができていな

かったり、「どのように推進していくべきか」という方向性に悩む地域や学校があること

も事実であると受け止めています。

そこで、大分県立社会教育総合センターでは、「教育の協働」を推進する上で要となる

「コーディネート機能」に着目し、平成２４年度・２５年度の２か年にわたり、大分大

学高等教育開発センターの御支援・御協力をいただきながら、公民館等におけるコーデ

ィネート機能向上のための条件整備の在り方について調査研究を実施しました。

市町村教育委員会、公民館等機関の関係者の皆様、また、日々のコーディネート活動

に御尽力いただいているコーディネーターの皆様にとりまして、本報告書が、今後の「わ

がまちの『教育の協働』の推進」のための参考資料として御活用いただければと願って

います。

おわりに、共同調査研究機関として多大なる御支援・御協力をいただきました大分大

学高等教育開発センター教授の中川忠宣様、調査研究委員会委員の皆様、調査に御協力

いただきました関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

平成２６年３月

大分県立社会教育総合センター長 若杉 正幸
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はじめに

１ 本調査研究の目的

教育基本法（平成１８年１２月改正）第１３条の具現化のために、平成２０年度から実施

している「学校支援地域本部事業」の全国展開が推進され、コーディネーターの育成が急ピ

ッチで進められるとともに、様々な事業における「コーディネート機能」の重要性が認識さ

れてきたところである。

平成２３年度からはコーディネーターを配置する各種事業が一体化された「学校・家庭・

地域の連携による教育支援活動促進事業」として再構築されるとともに、「教育の協働」の取

組に関する文部科学省の顕彰事業も始まった。優れた取組の中には、一人のコーディネータ

ーによる支援ではなく、組織としてコーディネート機能を発揮している効果的な取組事例も

紹介されている。

現在、本県においては、公民館を拠点とした「教育の協働」推進の取組を行っており、多

くの市町村において公民館にコーディネーターを配置し、学校教育活動への支援の取組や放

課後子ども教室等の学校外での活動支援の取組が展開されているところである。

これらの取組をとおして、「教育の協働」の推進に関する地域や学校の理解は一定程度深ま

ってきたといえるが、未だに「第一歩」が踏み出せていない地域や学校があるということも

事実である。

この間、平成２０年度から平成２２年度の３年間（３回）にわたり、大分県教育委員会と

大分大学高等教育開発センターが「学校支援地域本部事業」を中心とした「教育の協働」に関

する調査研究を共同で行ってきた。この調査をとおして、今後の「教育の協働」推進の鍵は「コ

ーディネート機能の向上」にあることが見えてきた。

以上の点を踏まえ、本調査研究は、平成２４年度・２５年度の２か年にわたり、「コーディ

ネート機能を中心とした『教育の協働』の推進方策」について、県内の取組及び全国の優れた

取組を検証した上で、コーディネート機能向上のための条件整備について研究するものである。

平成２４年度においては、「教育の協働」に関する市区町村教育行政の方針及び「教育の協

働」に関する各公民館等の機関における取組に関する調査をもとに現状の把握を行った。

平成２５年度においては、現状から見えてくる課題等を整理した上で県内の公民館等への聞

き取り調査を行い、コーディネート機能の向上に向けた条件整備に関する方策を整理すること

とした。その際、概ね年度当初に年間の活動計画が定められる放課後子ども教室等の学校外活

動に比べ、日常的・継続的なコーディネートが多く求められる「学校教育活動への支援のため

のコーディネート機能」に調査研究の視点を絞り込むこととした。

なお、先に述べたように、本県における「教育の協働」の推進拠点の多くは公民館である。

これは、すべての大人が子どもに関わることをとおして、地域の教育力向上と大人社会の再

構築を目指す上で、公民館がコーディネート機能を担うことが 適であるという県の方針の

もと進められてきたことである。このことを大前提として、本調査研究においても、「公民館

におけるコーディネート機能向上の在り方」を大きな柱として進めることとした。
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２ 平成２４年度調査研究の概要

（１）調査対象

① 大分県において、コーディネーターを配置して学校支援地域本部等の学校支援事業や放

課後子ども教室等の学校外活動への支援事業を実施している市町村教育行政及びコーディ

ネーターを配置している公民館等の機関を対象とした。

○回答市町村：１８市町村、○回答公民館等の機関：８５機関

② 平成２３年度学校支援地域本部及び放課後子どもプラン等に関する文部科学大臣表彰を

受賞した全国の市区町村及びその事業を実施している１１７機関を対象とした。

○回答期間：９１機関

③ 全国で先進的な取組をしている市区及びその事業を実施している機関を対象とした。

○仙台市、仙台市立小中学校３校

○東京都（杉並区、北区、板橋区、文京区、小平市）、区（市）立小中学校６校

※ 上記②及び③は、本調査研究の共同調査研究機関である大分大学高等教育開発

センターにおいて調査を行った。

（２）調査内容の概要

①「教育の協働」に関する市区町村教育行政の方針及び推進体制等

○「教育の協働」を推進するための市区町村の施策に関するプランの策定状況

○市区町村における推進体制

○推進のための研修・啓発

②「教育の協働」に関する公民館等の機関における取組の現状及び推進体制等

○校区における推進体制

○コーディネート機能の整備方針

○コーディネートスタッフ機能の整備・充実

○地域住民の組織化とネットワーク化

○人、情報、学習資源を結びつけて調整し、ニーズに 大限に応えるプログラムの企画・

提案

（３）全国との比較から見える大分県内の特徴及び今後の「教育の協働」推進の視点

①推進体制

「教育の協働」を推進するための各事業の推進体制や組織等については、全国の取組の多

くが学校を拠点にしているのに対して、本県においては、公民館を拠点としている。

つまり、本県における「教育の協働」の推進は社会教育行政がその中心的役割を担ってい

ることが大きな特徴である。また、一機関等が一小学校を支援対象としているケースが多い

全国の取組に対して、本県では一機関（公民館）等が一中学校区を対象に複数の学校を支援

対象としており、地域の拠点としての公民館がエリア内における「教育の協働」の推進役を

担っている。



- 3 -

なお、今後、県内の取組を一層推進するためには、学校教育行政や教職員等の学校関係者、

民間団体など社会教育行政以外の部署との更なる連携・協働を進める必要があると考えられ

る。

②コーディネート機能

日常のコーディネートについて、本県ではコーディネーターを中心に公民館職員や民間ボ

ランティアと共同で行っている割合が高い。公民館は住民にとって学びの場であり、集いの

場であることから、まさに地域の拠点である。そのような公民館において、コーディネータ

ーが公民館職員や公民館学級・講座生等の公民館利用者などとパートナーとなりコーディネ

ート機能を果たすことが重要である。

なお、全国の中でも先進地域では、コーディネーターを核に民間ボランティア、学校教育

関係者等によるスタッフ制を確立している事例もある。今後、本県においてもコーディネー

ターを中心としたスタッフ体制の整備を更に充実し、コーディネーターチームとしての機能

が発揮できるよう、その方策を検討する必要があると考えられる。

また、全国と同様に、コーディネート機能の充実に向けて「情報の収集・蓄積・活用等の

情報関係のシステム整備」に取り組んでいる割合が高い。一方、同種の事業間における情報

交換を行っている割合は高いが、情報の収集・登録については、「事業ごとに別々」と回答

している割合も全国と比べ高いことから、今後、地域の教育資源に関する情報のワンストッ

プ化に向けた方策を検討する必要があると考えられる。

③「教育の協働」の推進に資する事業への地域住民の関わり

活動への支援者の拡大方法については、「市町村の広報誌」「公民館学級・講座」等にお

ける募集が多いことが特徴である。これは、拠点を公民館においている本県ならではの特徴

である。一方、全国では「学校便りやＰＴＡ便り」の活用、「各種団体等への口コミや広報

活動」が高い割合を示している。

学校教育活動への支援や地域の活動を行う関係者間のネットワークについては、その拡大

に向け、地域の団体・グループ、機関等に関する情報収集や広報・啓発等の充実方策を検討

する必要があると考えられる。

④人、情報、学習資源を結びつけたニーズに応えるプログラムの企画・提供の状況

学校教育活動への支援の内容については、県内では、「学校からの要望への情報提供や地

域住民等の紹介」の割合が高い。一方、全国、特に先進地においては、県内に比べ、「学校

からの要望に対応するための活動プログラムの提案」や「学校から任されたプログラムの実

施」の割合が高い。

放課後子ども教室等の学校外活動への支援内容については、今回の調査対象の多くの機関

等でその活動拠点を学校においている全国と比べ、公民館を拠点としている大分県では、「地

域団体等の要望への情報提供や地域住民等の紹介」や「地域団体等の要望へ対応するための

活動プログラムの提案」を始め、様々な内容で支援を行っている。

活動を更に充実していく上、今後は、活動プログラムの企画・提案型のコーディネートが

求められる。そのためには、コーディネーターを中心としたコーディネートスタッフ体制の

整備と、企画立案及び提案機能の向上が図られるよう、その方策を検討する必要があると考

えられる。
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⑤「教育の協働」を推進するプランの策定について

全国の優れた取組を行っているおよそ半数の市区町村については、「教育の協働」を推進

するためのプランが策定されており、取組の方針や今後の方向性等が具体的に示されている

と考えられる。一方、大分県内の市町村については、現時点での策定はない。

今後、「教育の協働」を「施策」として推進するためには、地域の実情を踏まえたプラン

の策定が不可欠であると考えられる。

なお、調査結果の詳細は、「『教育の協働』の効果的な推進について（中間まとめ）」

（平成２５年３月発行）を参照いただきたい。
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第１章 平成２５年度調査研究の概要

１ 調査研究の目的

平成２４年度に実施した「教育の協働」の推進に関する市町村教育行政及び公民館等を対

象とした現状調査を踏まえ、今後、公民館等が「教育の協働」を推進するためのプラットホ

ームとしての役割を果たすために求められるコーディネート機能の向上に向けた条件整備に

関する方策を整理するために調査研究を行う。

２ 実施機関

大分県教育委員会（大分県立社会教育総合センター）

３ 共同調査研究機関

大分大学高等教育開発センター（担当：中川忠宣 教授）

４ 調査研究委員会の設置

大分県立社会教育総合センター内に調査研究委員会を設置し、調査項目の検討、調査結果

の分析及び提言内容の審議等を行った。

＜調査研究委員会の構成＞ 敬称略

役職名 氏名 所属・職名 備考

委員長 中川 忠宣 大分大学高等教育開発センター・教授 学識経験者

委 員 池田 喜隆 大分県教育庁社会教育課・指導主事 県行政担当者

委 員 山本 健吾 中津市教育委員会社会教育課・生涯学習推進係長 市行政担当者

委 員 長谷川美由紀 由布市教育委員会社会教育課・生涯学習係長 市行政担当者

５ 調査対象

（１）調査対象選定の考え方

本調査研究の目的を踏まえた場合、日常的・継続的なコーディネートを求められるのは

「学校教育活動への支援」であると捉えた。

そのため、調査対象の選定に当たっては、平成２４年度調査において、コーディネータ

ーを配置し、「学校教育活動への支援」のためのコーディネート機能を果たしていると回

答のあった公民館等６３機関（１２市町村）の内、県内６教育事務所管内から１市（町）

１機関を対象とした。

なお、竹田教育事務所管内の竹田市及び豊後大野市についてはコーディネーターを配置

した取組は行われていないことから、本年度の調査対象から除外した。

（２）調査対象

上記（１）の考え方に基づき、調査研究委員会において対象市（町）を選定した。

なお、調査対象の公民館等の選定については、該当市（町）教育委員会担当課に依頼し、
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下記のとおりとした。

＜調査対象＞

教育事務所 市（町）名 公民館等名称

１ 中津 中津市 中津市豊田公民館

２ 別府 杵築市 杵築市杵築中央公民館

３ 大分 由布市 由布市湯布院公民館

４ 佐伯 佐伯市 佐伯市弥生地区公民館

５ 日田 玖珠町 玖珠町教育委員会

６ 調査の方法

各公民館等に配置されたコーディネーター及び公民館担当職員、市（町）行政担当者に対

する聞き取り調査

なお、聞き取り調査に先立ち、質問紙法による事前調査を実施した。

７ 調査時期

（１）調査基準：平成２５年１０月１日現在

（２）調査期間：平成２５年１１月２０日～２９日

８ 調査内容の概要

平成２４年度に実施した調査を踏まえ、下記の内容について調査を行った。

（１）日常のコーディネート体制について

○コーディネーターを中心としたコーディネートスタッフの有無

○学校との打合せ

（２）地域の教育資源に関する情報収集・提供システムについて

○人材・活動等の教育資源情報の収集・保管・活用のシステム

○市町村内の他の公民館等との情報交換・共有の現状

（３）学校教育活動への支援への地域住民の関わりについて

○人材をはじめとした地域の教育資源に関する情報バンクのシステム

○活動に参加する地域の団体・グループ、個人等との情報交換・共有の現状

（４）学校の求めに最大限に応えるプログラムの企画・提案について

○学校と協働で企画したプログラム

○コーディネーターサイドからのプログラム企画と提案

９ 言葉の定義

○「教育の協働」

…学校、家庭、地域住民が連携・協力して教育をすること。

○学校教育活動への支援

…国庫補助事業である「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業」

（県事業名：地域「協育力」向上支援事業）及び市町村単独事業として、コーデ
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ィネート機能を備えた日常的な学校支援の取組を総称する。

○地域の教育資源

…子どもの活動のために活用できる地域の人や歴史、文化、自然、施設などをいう。
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第２章 県内公民館等への聞き取り調査から見るコーディネート

機能等の現状

本章では、県内の公民館等への聞き取り調査をもとに、コーディネート体制や地域の教育資

源に関する情報収集・提供システム、学校教育活動プログラムの企画・提案等の現状を整理す

る。各公民館等においては、コーディネーターを中心に優れた取組が行われており、県内各市

町村教育委員会及び公民館等の機関においては、地域の実情等も踏まえ、今後の取組の参考と

していただきたい。

１ 日常のコーディネート体制について

（１）コーディネーターの勤務環境及びコーディネート体制

参考となる取組 公民館等の名称

公民館等の事務室に専用のデスクを配備 豊田公民館、杵築中央公民館

湯布院公民館、弥生地区公民館

専用のパソコンを配備 豊田公民館、杵築中央公民館

湯布院公民館、弥生地区公民館

玖珠町教育委員会

コーディネーターと他の職員の複数でコーディネート 杵築中央公民館、湯布院公民館

弥生地区公民館

①取組の現状

○ 円滑なコーディネートを行う上で必要な専用のデスクやパソコンについては、多くの公

民館で整備されている。

○ コーディネートについては、コーディネーターと他の職員の複数で行っている公民館も

あり、コーディネーターが不在の際には、他の職員が学校等への対応を行っている。

○ 公民館を利用する各種サークルの代表や地域の自治委員と連携して人材情報の収集や人

選を行っている公民館もある。

○ コーディネーターが学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）における学校運営

協議会の委員になるとともに、自治会館と連携してコーディネートを行うケースもある。

○ コーディネーターの勤務状況については、概ね週３日の半日勤務という例もあり、限ら

れた勤務時間内の中で複数の小中学校を支援対象としている。

②現状から見えてくるもの

コーディネーターとしての意識を高めるとともに、日常のコーディネートを円滑に行うため

の環境整備として、専用のデスクや電子メールやインターネットが利用できるパソコン等の配

備は有効であると思われる。

また、コーディネーターが不在の際に、学校や学校教育活動への支援に参加する団体・個人
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等との連絡調整を公民館の他の職員が行うなど、公民館全体でコーディネート機能を担う体制

づくりが必要である。このことにより、コーディネーターの孤立を防ぐとともに、日常的・継

続的なコーディネート機能を発揮することに繋がると思われる。

なお、コーディネーターが一人でコーディネート業務を担当するケースにおいては、公民館

を利用する各種サークルや学級・講座生、地域の諸団体の代表等と緊密に連携をとるなど、コ

ーディネーターのパートナーといえる人材を確保しておくことが必要と思われる。

（２）学校との打合せ

参考となる取組 公民館等の名称

原則、コーディネーターが対応するが可能な限り担当職 杵築中央公民館

員も対応

申請書による支援要請の受付 玖珠町教育委員会

①取組の現状

○ 学校との打合せについては、多くの場合、コーディネーターが一人で対応しているが、

用務等が入っていないときには、担当職員も同行して複数で対応している公民館もある。

○ 学校からの支援要請やその後の連絡調整は、主に電話やメールを使ったり、学校に出向

いたりして行っている。また、学校の担当教職員が公民館を来館の上、コーディネーター

と打合せを行うこともある。

○ 学校からの支援内容の事前相談をコーディネーターが受けた後、当該校から教育委員会

の担当課に支援要望書を提出するシステムがとられている事例もある。教育委員会の担当

課への支援要望書の提出は、学校教育活動への支援に係る保険加入及び事故発生時の保険

適用の証拠書類としても活用している。

②現状から見えてくるもの

学校との入念な打合せは、学校が行う活動と求める人材をコーディネーターが正確に把握し、

より良い活動へと展開する上で当然重要である。その際、学校からの支援要望は一定の様式に

より受け付けるとともに、コーディネートの進捗状況を細かに記録しておくことが有効である。

このことにより、いわゆる「言った、言わない」といった行き違いによるトラブルを防ぐこ

とができる。また、学校からの支援要望の内容や進捗状況を公民館の関係職員と共有すること

ができれば、コーディネーターが不在の際の学校との連絡調整、コーディネート上の課題や困

り事に職員全体で対応できる体制づくりへと繋がるように思われる。

なお、本県では、地域との連携を推進する担当を校務分掌上に位置づける取組を進めており、

多くの小中学校において、担当教職員が学校の要望を取りまとめコーディネーターと打合せを

行うなど、学校内のコーディネーターとしての役割を担っている。

したがって、地域の教育力を活用した学校教育活動をより充実したものとするためには、担

当教職員が「教育の協働」の意義や効果、担当者としての役割等について理解を深めることが

学校としてのニーズを発信するために重要であり、地域の教育力を活用した学校教育活動の充

実に不可欠であると考えられる。
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上記（１）及び（２）について整理すると、日常のコーディネート体制をより充実したもの

とするためには、コーディネーターの執務環境を整えるとともに、コーディネーターを中心と

した複数でのコーディネート体制のもと、学校からの支援要請の内容やコーディネートの進捗

状況等を共有することが大切である。

また、学校の担当教職員を対象とした「教育の協働」の推進に関する研修の機会を設けるこ

とも大切である。

２ 地域の教育資源に関する情報収集・提供システムについて

（１）地域の教育資源に関する情報収集・保管・活用

参考となる取組 公民館等の名称

情報収集・保管・活用をコーディネーターと他の職員の 杵築中央公民館、湯布院公民館

複数で実施 弥生地区公民館

①取組の現状

○ 学校教育活動への支援に係る人材情報等の収集及び保管は、主にコーディネーターが行

っている。

○ 収集した情報はパソコンや冊子・台帳などで整理・保管しているケースが多い。収集し

た情報をコーディネーター以外の職員も共有・活用できる公民館も多い。

○ 放課後子ども教室やその他の公民館主催事業に関連する情報も含め、職員全体で共有・

活用している公民館もある。

②現状から見えてくるもの

収集した情報を職員間で共有・活用することは、それだけ多くの情報をもってコーディネー

トが行えることから、学校教育活動への支援のみならず放課後子ども教室等の放課後の子ども

の活動の充実にも繋がっていると思われる。

このため、収集した情報はパソコンの共有フォルダの活用や紙媒体で公民館事務室に設置す

るなど、個人情報の保護に留意しつつ、全職員が活用できるようにすることが有効であり、こ

のことにより、公民館における情報の一元化が進むと思われる。

（２）市町村内の他の公民館等との情報交換・共有

参考となる取組 公民館等の名称

コーディネーター等関係者による定期的な会議を実施 豊田公民館、杵築中央公民館

弥生地区公民館、玖珠町教育委員

会

①取組の現状

○ 市町村内のコーディネーターが一堂に会し、学校教育活動への支援の実施状況に関する
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情報交換を定期的に行っている。

○ 市町全域での人材情報の交換も行われており、学校が求める人材が担当地区内で見つけ

ることができない場合に他地区の人材を紹介してもらうなど、有益な情報の交換・共有が

図られている。

○ コーディネーターのみが集まる会議に加え、年度当初にコーディネーターと学校支援地

域本部関係者、学校関係者の三者による合同会議を実施している事例もある。

②現状から見えてくるもの

人材をはじめとした教育資源情報を多く持っていることが、より良い活動をコーディネート

する上で欠くことができない条件の一つである。したがって、市町村内のコーディネーター等

関係者が日常の取組を持ち寄るとともに、人材等の教育資源に関する情報の交換を定期的に行

うことは有効であると考えられる。

このことにより、コーディネートの質及び量の一層の充実に繋がると思われる。

上記（１）及び（２）について整理すると、地域の教育資源に関する情報収集・提供システ

ムをより充実したものとするためには、子どもの活動のために活用できる地域の教育資源情報

を一元的に整理・蓄積し、すべての関係者がいつでも活用できるようにしておくことが大切で

ある。

また、より良いコーディネートを行うために、市町村内の公民館等の機関やコーディネータ

ーの活動情報を知るとともに、人材をはじめとした地域の教育資源に関する情報交換・共有を

図ることが大切である。

３ 学校教育活動への支援の地域住民の関わりについて

（１）人材等の教育資源の情報バンク

参考となる取組 公民館等の名称

学校教育活動への支援に参加した団体・個人等の人材情 豊田公民館、杵築中央公民館

報をデータベース化 湯布院公民館、弥生地区公民館

玖珠町教育委員会

①取組の現状

○ 人材に関する情報のデータベース化はすべての公民館で行われている。事前の登録制度

は採用しておらず、活動に参加した団体や個人の情報を蓄積していく形をとっている。

○ 教育委員会の担当課が年間の学校教育活動への支援の実施状況を冊子にまとめ、すべて

のコーディネーターに配付する事例もある。

○ 自治委員と連携し、公民館で把握できていない様々な特技や技能等を有している人材情

報を収集するなど、情報量の拡大に取り組む公民館もある。

○ 地域の歴史・文化、自然、施設といった子どもの活動に活用できる教育資源に関する情
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報のデータベース化は行われていない。

②現状から見えてくるもの

人材情報に関する登録制度の考え方については、すべての公民館で共通している。「登録し

たのに、一度も声がかからない」という登録者の疑念や不信感を回避するとともに、「 適な

人材情報を学校に提供したい」というコーディネーターの思いなどから、事前登録制度は採用

せず、実際に学校教育活動への支援に参加した団体や個人等の情報を整理・蓄積している。

なお、地域の教育資源とは、人材はもちろんのこと、地域の歴史・文化、自然、施設なども

含むものであり、子どもの活動のために活用できる教育資源をジャンル分けして蓄積・活用で

きるようにしておくことが有効であると考えられる。

（２）学校教育活動への支援に参加する地域の団体・グループ、個人等との情報交換・共有

参考となる取組 公民館等の名称

学校教育活動への支援の実施後に参加者の意見・感想等 豊田公民館、杵築中央公民館

の聞き取りを実施 湯布院公民館、弥生地区公民館

玖珠町教育委員会

①取組の現状

○ 学校教育活動への支援には可能な限りコーディネーターも出向き、活動の様子を観察し

たり、ボランティアと一緒に活動に参加したりしている。活動が終了した後、参加者の意

見や感想を聞き取るとともに、児童生徒の気になる様子などについては、遅滞なく学校に

報告するなど、学校との連絡も密に行われている。

○ 参加者から聞き取った意見や感想等を整理し、活動報告書に記載して次年度の活動の参

考とする事例もある。

○ 校区ネットワーク会議の実施によって、学校関係者と地域の社会教育関係団体等の代表

者が情報の交換・共有を行う場合が多い。

○ 学校教育活動への支援の参加者が一堂に会して情報交換を行うなどの横の繋がりを作る

取組はない。

②現状から見えてくるもの

学校教育活動への支援を行った参加者の意見や感想を聞き取るとともに、その内容を文書で

残すことにより、次の活動へ生かすことができるように思われる。このため、一定の様式によ

り活動の記録をまとめておくことが有効である。

また、学校教育活動への支援に参加する地域の様々な団体やグループ、個人が日ごろの活動

実践や情報を交換できる場を設けることは、横の繋がりを深め、人的ネットワークの広がりを

生み出し、ひいては、新たな学校教育活動への支援の展開が期待できるものと思われる。

上記（１）及び（２）について整理すると、学校教育活動への支援の地域住民の関わりにつ

いては、人材に関する情報の把握は行われているが、これに加えて、「歴史・文化」や「自然」、

「施設」などに関する情報も地域の教育資源情報として蓄積し、活用できることが有効である。
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また、学校教育活動への支援の参加者の意見か感想等を含めた活動報告書を作成し、関係者

で共有しておくことが、その後の活動をより充実したものにする上で大切である。

さらに、人的ネットワークのためには、学校教育活動への支援に参加する団体やサークル、

個人等が相互に情報交換・共有できる場を設定することが有効であると思われる。

４ 学校の求めに最大限に応えるプログラムの企画・提案について

（１）学校と協働で企画したプログラム

参考となる取組 公民館等の名称

学校との打合せにおいて、より良い活動に向けた提案を 豊田公民館、杵築中央公民館

行い学校と協働でプログラムを企画 湯布院公民館、弥生地区公民館

玖珠町教育委員会

①取組の現状

○ すべてのコーディネーターが、前年度の課題や反省事項等を踏まえ、より良い活動とな

るよう地域の教育資源情報を的確に組み合わせたプログラムの提案を行い、学校の求めに

応じたプログラムを学校と協働で企画している。

＜プログラム例＞

テーマ 内容 公民館等の名称

職業人に学ぶ キャリア教育の一環として、生徒が興味関 豊田公民館

心をもつ職業をリサーチした上でブースを

設置し、職務内容について詳細な話を聞く

（中学校）

カブトガニ観察会 地域の宝であるカブトガニの生態観察と干 杵築中央公民館

潟の保全をテーマとした環境保護に関する

学習（小学校）

親子食育 育ち盛りの子どもにとっての「補食」の大 湯布院公民館

切さに着目し、バナナのホットケーキ作り

を親子で実施（小学校）

手作り味噌づくり 総合的な学習の時間における手作り味噌づ 弥生地区公民館

くりと団子汁づくり（小学校）

昔の遊び お手玉やあやとりなどの遊び方を知らない 玖珠町教育委員会

若い世代の教員や保護者に替わって地域の

高齢者等が指導（小学校）

②現状から見えてくるもの

学校と協働でプログラムを企画することは、学校の求めに応じて人材をコーディネートする
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というこれまでのコーディネートの在り方から一歩進んだ高度なコーディネートである。

学校の要請に対して、「それであれば、ここにこんな人がいますよ。こんなことができます

よ」といった提案を返していけるコーディネーターの情報量の多さと企画力が求められる。

この積み重ねによって、公民館やコーディネーターに対する信頼感とパートナー意識を学校

が深め、さらなる地域の教育力の活用へと繋がるものと思われる。

（２）学校教育活動のプログラムの企画・提案

参考となる取組 公民館等の名称

地域の教育資源を活用した学校教育活動のプログラムを 弥生地区公民館

企画・提案

①取組の現状

○ 学校の年間計画が年度が明けた５月頃に示される場合も多く、その時点で新たな提案を

行うことが困難である。

○ コーディネーターから学校に対して学校教育活動のプログラムの提案を行うことは、「学

校に負担をかけ、多忙化に拍車をかけることに繋がる」との考えから、積極的な働きかけ

を行っていない。

＜プログラム例＞

テーマ 内容 公民館等の名称

蚕の飼育と繭の糸 蚕の飼育を提案するとともに、繭の糸取り 弥生地区公民館

取り を生糸工場に勤めた経験のある地域の高齢

者の指導により実施（小学校）

②現状から見えてくるもの

今後、コーディネーターに求められる役割の一つとして、プログラムの企画・提案型のコー

ディネートが考えられる。このことは、上記（１）の「学校との協働によるプログラムの企画」

と同様に非常に高度なコーディネートである。

そのためには、コーディネーターが学校の教育課程等も理解しつつ、先に述べたように豊富

な情報量と企画力、提案のためのプレゼンテーション力が求められる。

一方、取組の現状で述べたとおり、コーディネーターサイドからの提案が却って学校に負担

を強いてしまうことを懸念する傾向も見受けられる。

したがって、次年度を見越したプログラムの提案という提案のタイミングを考慮するととも

に、学校からの要請に対して、提案できる材料をコーディネーターが常に準備して持っておく

ことが必要と思われる。

上記（１）及び（２）について整理すると、学校の求めに 大限に応えるプログラムの企画

・提案について、その機能を高めるためには、コーディネーターを中心とした関係者は、学校

や児童生徒への理解を深めるとともに、学校からの要請に的確に対応できるよう、より多くの

教育資源情報の収集・蓄積と、企画力の向上に努めることが求められる。
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第３章 「教育の協働」を推進するためのコーディネート機能の

向上方策

本章では、前章で述べた県内公民館への聞き取り調査から見える現状及び昨年度の本調査研

究において行った、全国と本県の公民館等機関におけるコーディネート機能の現状比較を踏ま

え、今後の「教育の協働」を推進する上でのコーディネート機能の向上のための条件整備に関

する方策を整理する。

なお、「教育の協働」の取組は、各地域の実情により様々な形で行われていることから、各

市町村においては、これからの「教育の協働」の推進に向けた取組の参考としていただきたい。

はじめに～「教育の協働」を推進するプラットホームとしての公民館～

本県では、平成１７年から公民館を拠点とした「教育の協働」（「協育」）を推進している。

その特徴は、社会教育が推進役の中核を担っているということであり、県内の多くの市町村に

おいて、公民館にコーディネーターを配置し、域内の小中学校等の学校教育支援の活動や放課

後子ども教室などの学校外の活動を支援するための地域の人材等をコーディネートするもので

ある。

公民館は「人が集まる」、「情報が集まる」、「地域住民の期待が集まる」という点において、

まさに地域の拠点であり、従来から地域における学校・家庭・地域のコーディネート機能を発

揮してきた。

現在、行財政改革等により公民館は人的・財政的に困難な状況を迎えているが、改めて、今、

公民館に求められているコーディネート機能を発揮し、人や情報が行き交う「教育の協働」推

進のためのプラットホームとしての役割を果たしていくことが、公民館の存在価値をさらに高

めていくことに繋がると考えられる。

その際、公民館に求められるプラットホームの機能を以下のとおり整理する。

１ 日常のコーディネート体制について

今回の調査から、一人のコーディネーターが限られた勤務時間内で複数の学校の活動をコー

ディネートするには限界があることが見えてきた。このため、公民館全体でコーディネート機

能を果たせるようなコーディネートチームという発想を持って取り組む公民館もあった。

また、国においては、保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画する学

校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）の導入を推進している。学校運営協議会と学校

支援地域本部と連携させたり、一体的に運用させたりする事例もあるなど、学校運営協議会を

基盤とした、学校・家庭・地域の三者の協働体制の在り方が検討されようとしている。
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これら２つの点を踏まえ、聞き取り調査から見えてきた方策を以下のとおり整理する。

方策１：コーディネーターを中心としたコーディネートチームの構築

○ 学校からの要請内容やコーディネートの進捗状況等を紙媒体やパソコン上で整理した上

で関係者が共有するなど、コーディネーターが不在の際でも他の職員が対応できるような

仕組みをつくる。

方策２：学校との新たな連携体制の構築

○ コミュニティ・スクールにおいては、図１に示すように、学校運営のＰＤＣＡサイクル

の中で、学校運営協議会で承認された計画（Ｐｌａｎ）を学校支援地域本部等の支援組織

（学校支援プラットホーム）が具体的な形で実施（Ｄｏ）するシステムをつくる。

図１ 学校運営のＰＤＣＡサイクルと学校支援活動（出典：大分大学高等教育開発センター）

２ 地域の教育資源に関する情報収集・提供システムについて

学校教育支援の活動、放課後子ども教室等の放課後の活動、子どもを対象とした公民館主催

事業等に関する地域の教育資源情報は、すべて子どもの活動のために活用できる情報として一

元的に収集・蓄積し、コーディネーターのみならず関係者で共有することが求められる。

また、市町村内の他の公民館における取組やコーディネーター同士の実践を持ち寄り情報交

換を行うことは、コーディネートの質を高め、量を拡大する上で有効である。学校が求める人

学校運営のPDCAサイクルと学校支援活動

Plan（企画・計画）
・年間学校経営
・学年、学級経営
・その他の経営

コミュニティ・スクールの全体図

Act（改善）
・成果の継続
・取組の改善
・支援体制の改善

Check（評価）
・プランの評価
・支援状況の評価
・課題解決への評価

Do（実施）
・学習支援
・環境整備・安全確保
・その他の支援

学校運営協議会の仕組み
・熟議（課題を発見する仕組み・取組）
・協働（地域住民が責任をもつ仕組み）
・マネージメント（コーディネートの仕組み）

学校運営

《学校支援プラットホーム》

Ｄｏ（実施） のためのシステム



- 17 -

材を担当地域内でどうしても探し出すことができないこともあるが、定期的な情報交換の場が

あれば、市町村全域の人材情報を収集することも可能となる。

これら２つの点を踏まえ、聞き取り調査から見えてきた方策を以下のとおり整理する。

方策３：地域の教育資源情報の一元的収集と提供

○ 公民館等がプラットホーム機能を果たすために、コーディネーターを中心とした関係者

は学校や地域の諸団体等との繋がりをとおして、多様な地域の教育資源情報を収集する。

○ 収集した情報は一元的に蓄積するとともに関係者で共有し、いつでも活用・提供できる

システムをつくる。

方策４：市町村内の公民館等の機関相互の情報交換・共有

○ コーディネーター等関係者が一堂に会して情報交換を行う場を、行政のリーダーシップ

のもと定期的に持つ。

○ 情報交換の場で出された各種の情報は行政担当者が整理・蓄積し、市町村全体としての

情報の一元化に繋げる。

３ 学校教育活動への支援の地域住民の関わりについて

より良い活動のコーディネートを行うためには、地域に存在する数多くの技能や技術を持っ

た人や「子どものためなら、ボランティアをしたい」という人の情報をより多く収集・蓄積し

ておくことが求められている。加えて、地域で活用できる歴史・文化等の情報を収集・蓄積し

ておくことも求められている。このことが、「人」「物」を組み合わせたコーディネートを行

う上で重要である。

また、学校教育活動の支援に参加する団体やグループ、個人等がお互いの活動を交流する機

会を設けることにより参加者同士のネットワークを築くことは、コーディネートを行う上で、

学校教育活動への支援の新たな活動の展開へと繋がることになる。

これら２つの点を踏まえ、聞き取り調査から見えてきた方策を以下のとおり整理する。

方策５：人材をはじめとした地域の教育資源情報バンクの設置

○ 地域の教育資源情報を人材や歴史・文化、自然、施設等に分類しデータベース化を図る。

方策６：団体・グループ、個人等のネットワークの拡大

○ 学校教育活動への支援に参加する団体・グループ、個人等の横の繋がりを深めるために、

お互いの活動実践を共有し、人的ネットワークを広げる交流会等を実施する。
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４ 学校の求めに最大限に応えるプログラムの企画・提案について

学校から示された支援要請のテーマに沿って、「こんなやり方ができますよ。こんな人がい

ますよ」などのように、コーディネーターが持っている様々な情報を組み合わせ、学校に提案

することは高度なコーディネートであり、取組事例は少ない。しかし、先進的な取組から推測

すると、今後、学校教育活動に有効なプログラムを企画し、提案することがコーディネーター

に求められることであると考えられる。そのためには、日常的な学校との情報交換等をとおし

た学校や児童生徒に対する理解を深めていくことが必要である。

このような実践の積み重ねが、学校との太くて強い信頼関係を構築することになり、ひいて

は学校教育における地域の教育力活用へと繋がることになる。

この点を踏まえ、聞き取り調査から見えてきた方策を以下のとおり整理する。

方策７：学校理解をとおした提案型プログラムの企画力の向上

○ コーディネーターを対象とした学校の教育活動や児童生徒の現状等に関する学習の機会

を設ける。

○ コーディネーターを対象とした地域の教育資源を組み合わせたプログラムの企画力を高

める学習の機会を設ける。
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おわりに

ここまで、「教育の協働」の推進について、公民館等におけるコーディネート機能等の現状

を整理した上で、今後のコーディネート機能の向上に向けた７つの方策を示した。これらの方

策の中には、「教育の協働」の推進拠点である公民館等の機関が単独で取り組むことができる

ものもある一方、市町村教育行政が主導しなければ取り組むことが困難なものもある。

そこで、本調査研究のまとめとして、「教育の協働」を推進する上での市町村教育行政の役

割について整理することとする。

「教育の協働」の重要性や有用性等については、市町村教育委員会や公民館等関係者のこれ

までの取組の結果、多くの学校関係者や住民等に認知されてきた。しかし、この取組を単に事

業として位置づけてしまうと、予算がなくなれば当然その取組は廃止または縮小せざるを得な

くなる。これまでの取組をさらに充実させ、地域総ぐるみで子どもを育てるとともに、関わる

大人同士が繋がりを深めることにより地域の教育力を向上するためには、「教育の協働」を市

町村の施策として推進する必要がある。

その際、まず必要となってくるのは、市町村としての方針を明確に示したプランの策定であ

る。昨年度の調査では、図２に示すように県内市町村では、「教育の協働」に特化したプラン

は策定されていない。一方、優れた取組を行っている全国の状況を見ると、約半数の市区町村

でプランが策定されており、市区町村としての方針が明示されているものと考えられる。地域

の実態、学校や児童生徒の実態等を踏まえた上で、「わがまちの『教育の協働』をどのように

推進していくのか」を明確に打ち出すことが大事である。

図２ プランの策定状況

（出典：H25.3「教育の協働」の効果的な推進について～中間まとめ、大分県立社会教育総合センター）

策定済
0%

策定中
16.7%

策定

予定無
83.3%

大分県内のプランの策定状況(N=18)

策定済
47.7%

策定中
12.5%

策定

予定無
39.8%

全国のプランの策定状況(N=88)
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次に、プランに示した方針を具現化するためには、図３の事例として示すような市町村全体

としてのネットワークシステムの構築が必要であり、コーディネーターを中心とした公民館、

学校、市町村教育行政等のそれぞれの役割等を明確にするとともに、「いつでも・だれでも」

活用できるネットワークシステムであることが大事である。

図３ 熊本県益城町における学校支援コーディネートシステム（出典：大分大学高等教育開発センター）

以上のことから、市町村教育行政が強いリーダーシップを発揮することが、施策としての「教

育の協働」を推進する上で不可欠である。

おわりに、上記７つの方策については、「わがまちの特性を生かした『教育の協働』」を推

進するための一つの「物差し（スケール）」として参考としていただくとともに、各市町村に

おいて実践が可能なことから取り組んでいただくことにより、大分県ならではの「教育の協働」

が県内全域で一層推進されることを願ってやみません。

◇コーディネーター３名の連携により、支援を町全体へ
①学校支援コーディネーター１名（町プラットホーム：教育委員会）

②地域支援コーディネーター２名（拠点校配置・エリア内学校支援）

熊本県益城町における学校支援コーディネートシステム

木山中

津森小

袴野小

益城中

広安西小

飯野小
支援

依頼

教育委員会

依頼

支援

依頼

支援

広安小（窓口：事務職員）

地域支援コーディネーター

依頼支援

益城中央小（窓口：教頭）

地域支援コーディネーター

依頼 支援

学校支援コーディネーター
《益城町学校支援プラットホーム》

連絡・調整
公民館 公民館

派遣 派遣

依頼

支援
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全国と大分県の機関等におけるコーディネート機能の現状比較

（平成２４年度調査抜粋）

ここでは、平成２４年度に実施した調査の中から、公民館等におけるコーディネート機能の

現状に関する全国と大分県内の比較を抜粋して掲載します。

全国との比較から本県の特徴が見えるとともに、全国に勝るとも劣らない大分県の取組の現

状が伺われます。

詳細については、平成２５年３月発行の「『教育の協働』の効果的な推進について」（中間

まとめ）を御参照ください。

１ コーディネート体制の整備状況について

（１）日常のコーディネート体制

図１ 日常のコーディネートをするスタッフ

図１は、日常的にコーディネートを担当するスタッフを示したものである。大分県では専

任コーディネーターのみや、専任コーディネーターと民間ボランティアが多いのに比べて、

全国では「職場職員」の関わりが多くなっている。大分県が「公民館職員との共同」という

取組を進めているの対して、全国では事務局機能が学校等にもあることから、社会教育等の

職場職員とともに、学校等の職場職員をスタッフとしている機関が多いことがわかる。「その

他」には、全国では「教職員」、大分県では「公民館職員」が含まれており、多くは「専任コ

ーディネーターと職場職員」に属する回答であると考えられる。

２ 所属部署における情報収集・提供システムについて

（１）所属部署における同種の他の事業との関係

図２ 同種事業間の情報の収集・登録の関係

図２は、所属部署内での、同種他

の事業との情報の収集・登録に関す

る連携体制について示したものであ

る。「必要に応じて情報の共有をする」

が多く、「情報の一元化」は全国では

２５．０％、大分県でも１１．８％

資料１
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となっている。大分県では「情報は別々」が２５．９％と多く、共同による情報の収集・登

録・保管・活用の重要性に気づいていない機関等が多いという傾向もある。

（２）情報の保管・活用の状況

図３ 人材や活動情報の保管・活用状況

図３は、収集された情報の保管・活用

を誰がするかについて示したものである。

「専任コーディネーターと事務局員全員」

が全国・大分県ともに同じ程度であるが、

全国では「専任コーディネーターと担当

スタッフ」が多く、大分県では「専任コ

ーディネーターのみ」が多いという傾向

があることから、全国の優れた取組を行っている機関等は複数による情報の保管・活用が行

われていることがわかる。「その他」としては、他の項目に入る内容もあるが、全国では職場

職員や教職員、教育委員会全体、運営委員会等がある。大分県では「公民館が保管」「担当課

が保管」等がある。

（３）支援要望への打合せ方法

図４ 支援の要望への打合せ方法

図４は、学校等の支援要望先との打合せ

方法について示したものである。全国・大

分県はほぼ同じで、共に も多いのが「要

望があったとき」で次いで「定期的」とな

っている。学校等の支援要望先と事務局の

関係づくりが重要で、「して欲しい人（学校

等）」と「推進したい人（事務局）」の信頼

関係・友好関係をつくっていくためには、日常的・継続的な交流が必要であると考える。

（４）支援要望の情報収集や受付担当者

図５ 支援要望の情報収集や受付担当者

図５は、支援要望の情報収集や受付の担

当者ついて示したものである。この問にお

いても全国は「専任コーディネーターと担

当スタッフ」が多く、大分県では「専任コ

ーディネーターのみ」が多くなっている。

「その他」では、全国は「事務局」や「担

当職員」「民間スタッフ」「担当教職員」な

どがあり、大分県では「公民館職員」という回答が多い。
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（５）支援要望への打合せ担当者

図６詳細な打合せをする担当者

図６は、支援要望があった場合に、詳細

な打合せを行う担当者について示したもの

である。全国は専任コーディネーターと担

当スタッフであり、大分県は専任コーディ

ネーター中心型であることが見えてくる。

（６）市区町村内の同種事業間のネットワーク状況

図７ 市区町村内の同種事業間のネットワークの状況

図７は、全国と大分

県の市区町村内におけ

る同種事業間のネット

ワークの状況について

示したものである。同

じ事業との情報の共有

等の取組は進んでいる

ことがわかるが、学校支援事業と放課後支援事業との連携が進んでいないこともわかる。地

域の人材や文化、自然、研修会等の教育資源の情報がバラバラに存在するのではなく、みん

なで共有して、活用することによって有効に働くと考えられ、そのためのシステムづくりの

必要性がうかがえる。

３ 活動への地域住民の関わりについて

（１）人材バンク登録システム

図８ 人材バンク登録システムの状況

図８は、学校支援や放課後支援等の活動を支援する

地域住民の情報を蓄積・管理するための人材バンク登

録システムを示したものである。全国・大分県ともに

同じ傾向で、約半数がそうしたバンク（システム）が

無いと回答している。
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（２）地域住民・団体等による組織

図９ 地域住民・団体等による組織

図９は、地域住民による組織の状況を示したものである。全国ではこうした組織が少ない

ことがわかるが、大分県については、組織が有る場合でも有志による組織が多く、話し合い

のみの組織と、積極的な活動を行う組織となっている。

（３）地域の団体・グループ、機関等のネットワーク

図10 団体・グループ、機関等のネットワーク

図１０は、地域住民や団体・グループ、

機関等による活動を行うためのネットワ

ークの状況を示したものである。全国で

は６割近くの機関等にネットワークがあ

り、その機関等半数（２９．５％）が「全

体のネットワークが有る」と回答してい

る。大分県も同様の傾向である。「その他」は、全国では実行委員によるネットワークや全体

交流会等でのネットワークづくり、地域団体との連携づくり等を進めている。大分県では協

議会や、既存のネットワークの活用等を進めている。

４ 人、情報、学習資源を結びつけたニーズに応えるプログラムの企画・提供の

状況について

（１）学校支援の内容

図11 学校支援の内容
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図１１は、校区組織などの機関等における学校支援の内容について示したものである。全

国は紹介型よりも提案・委託型の支援がうかがえ、先進地ではさらにその傾向が強い。大分

県でも提案と実施型もあり、紹介型に終わっている機関等があることもわかる。

（２）放課後支援の内容

図12 放課後支援の内容

図１２は、校区組織などの機関等における放課後支援の内容について示したものである。

全国については放課後支援の取組は少なく、大分県では様々な内容で支援していることがわ

かる。
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平成２５年度調査研究における聞き取り調査対象の公民館等

Ｎｏ 公民館等の名称 所在地等 職員数 支援対象校

１ 中津市豊田公民館 中津市上宮永29-1 １人 豊陽中学校

 0979-24-6916 豊田小学校

２ 杵築市杵築中央公民館 杵築市大字杵築126番地1 ２人 杵築中学校

 0978-62-2499 宗近中学校

杵築小学校

東小学校

大内小学校

八坂小学校

北杵築小学校

豊洋小学校

護江小学校

３ 由布市湯布院公民館 由布市湯布院町川上3758番地1 ２人 湯布院中学校

 0977-84-2604 由布院小学校

塚原小学校

湯平小学校

川西小学校

４ 佐伯市弥生地区公民館 佐伯市弥生大字上小倉1157-2 ２人 昭和中学校

 0972-46-2731 明治小学校

上野小学校

切畑小学校

５ 玖珠町教育委員会 玖珠郡玖珠町大字帆足268-5 １人 玖珠中学校

 0973-72-7151 塚脇小学校

小田小学校

※職員数については、コーディネーター（１名）を加えたコーディネートに関わる職員数

※玖珠町教育委員会については、玖珠中学校区の現状を記載

資料２



- 27 -

聞き取り調査に先立つ事前調査票

貴公民館への聞き取り調査に先立つ事前調査への協力のお願い

各位

大分県立社会教育総合センターでは、平成２４年・２５年度の２か年にわたり、「教育

の協働」推進のための公民館等機関におけるコーディネート機能向上のための調査研究

事業を実施しています。

２年次である本年度については、昨年度、市町村教育行政及び公民館等機関を対象に

実施しました「教育の協働」の推進に関する現状調査を踏まえ、公民館等機関への聞き

取り調査等を行った上で、今後のコーディネート機能の向上に向けた条件整備の在り方

を提言することとしております。

このため、今回の調査については、日常的・継続的なコーディネート機能を有するという観

点から、学校教育活動への支援に関するコーディネート機能に焦点を絞り込むこととしました。

つきましては、本調査研究事業の趣旨を御理解いただき、貴公民館への聞き取り調査につい

て御協力を賜りますよう、よろしくお願いします。

なお、御多忙の折、誠に恐れ入りますが、貴公民館への訪問に先立つ事前調査として、本調

査票に御回答をいただきますよう、併せてお願いします。

平成２５年１１月１８日

大分県立社会教育総合センター

センター長 若杉 正幸

問い合わせ先

研修企画課 矢野・奥田

tel 0977-22-7763

【記載上の留意点等】

１ 本調査票に御回答いただく方

貴公民館において、学校教育活動への支援の取組のために配置された専任のコーディネー

ター又は貴公民館の担当職員等

資料３
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２ 調査内容に関すること

（１）基礎項目

（２）日常のコーディネート体制について

（３）地域の人材や伝統文化、自然や施設などに関する教育資源の情報収集・提供システ

ムについて

（４）学校教育活動への支援への地域住民の関わりについて

（５）学校の求めに 大限に応えるプログラムの企画・提案について

３ 回答について

（１）貴公民館における、平成２５年１０月１日現在の状況を、質問に沿って選択肢から選ん

で○をつけてください。

（２）質問によっては、回答の理由や内容等を記述していただくものがあります。

４ 本調査票の提出先及び提出期限

（１）提出先

貴市（町）教育委員会の生涯学習・社会教育課主管課の担当者に提出してくださ

い。

（２）提出期限

貴市（町）教育委員会の生涯学習・社会教育主管課の指定する日

５ 言葉の説明

○「教育の協働」

学校、家庭、地域住民が連携・協力して教育をすること。

○学校教育活動への支援

国庫補助事業である「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業」

（県事業名：地域「協育力」向上支援事業）及び市町村単独事業として、コーディ

ネート機能を備えた日常的な学校支援の取組を総称する。

○専任のコーディネーター

学校教育活動への支援の取組を推進するために、コーディネートの中心的役割を果

たすことを職務として配置された人をいう。

○コーディネートに関わるスタッフ

学校教育活動への支援の取組を推進するために配置された専任のコーディネーター

と一緒にコーディネートをする組織内の関係者（公民館内の他の職員や民間のボラ

ンティアなど）

※設問中の「スタッフ」も同様の意味とする。

○地域の教育資源

子どもの活動のために活用できる地域の人や伝統文化、自然、施設などをいう。
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調査票 回答用紙

【基礎項目】

市町名

公民館の名称

回答者の職名及び氏名 職 名

氏 名

公民館の住所及び電話番号 住 所

電話番号

Ⅰ 日常のコーディネート体制について

問１ 貴公民館には、専任のコーディネーターと協働してコーディネートに関わるス

タッフがいますか。

（ ）いる

（ ）いない …問３にお進みください。

問２ 問１で「いる」と回答した方は、その人数（専任のコーディネーターを除く）

及び役職をお聞かせください。

人数 役 職

人

問３ 学校との打合せはどのように行っていますか。

（ ）定期的に行っている

（ ）学校からの要請があったときに行っている

（ ）その他［ ］

Ⅱ 地域の教育資源に関する情報収集・提供システムについて

問４ 貴公民館には、専任のコーディネーター以外に、情報の収集・保管・活用を行

うスタッフがいますか。

（ ）いる

（ ）いない

問５ 貴公民館では、学校教育活動への支援に関する地域の教育資源情報と、放課後

子ども教室やその他の事業に関連した情報を共有していますか。
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（ ）共有している …問７にお進みください。

（ ）共有していない

問６ 問５で「共有していない」と回答した方は、その理由をお聞かせください。

問７ 学校教育活動への支援について、市町村内の他の公民館と情報交換・共有を行

う機会はありますか。

（ ）ある

（ ）ない …問９にお進みください。

問８ 問７で「ある」と回答した方は、どのようなことについて、どのような方法で

情報交換・共有を行っているのか、お聞かせください。

Ⅲ 学校教育活動への支援への地域住民の関わりについて

問９ 貴公民館には、学校教育活動への支援のための人材をはじめとした地域の教育

資源情報のバンクはありますか。

（ ）ある …問11にお進みください。

（ ）ない

問10 問９で「ない」と回答した方は、地域の教育資源情報はどのように整理・保管

しているのか、お聞かせください。

問11 貴公民館では、学校教育活動への支援に参加する地域の団体・グループ、個人

等との情報交換・共有の機会を設けていますか。

（ ）設けている

（ ）設けていない …問13にお進みください。



- 31 -

問12 問11で「設けている」と回答した方は、どのようなことについて、どのような

方法で情報交換・共有の機会を設けているのか、お聞かせください。

Ⅳ 学校の求めに最大限に応えるプログラムの企画・提案について

問13 貴公民館では、学校の要望に対して、 適な地域の教育資源情報が提供できて

いますか。

（ ）概ねできている

（ ）あまりできていない

（ ）わからない

問14 貴公民館では、学校との打合せにおいて、より良い活動に向けた提案を行い、学

校と協働でプログラムを企画したことがありますか。

（ ）ある

（ ）ない …問16にお進みください。

問15 問14で「ある」と回答した方は、その内容をお聞かせください。

問16 貴公民館では、地域の教育資源を活用した学校教育活動のプログラムを企画し、

学校に提案したことがありますか。

（ ）ある

（ ）ない …問18にお進みください。

問17 問16で「ある」と回答した方は、その内容をお聞かせください。
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問18 より良いコーディネートを行うために、専任のコーディネーターやコーディネ

ートに関わるスタッフが学校教育に関する知識や理解を深めるための研修を受け

る機会はありますか。

（ ）ある

（ ）ない …ここで質問項目は終了です。

問19 問18で「ある」と回答した方は、その内容をお聞かせください。

御多忙の所、御回答いただき、ありがとうございました。

本調査票を基に、改めて聞き取り調査にお伺いします。その際は、どうぞよろしくお

願いします。
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調査研究委員会

＜平成２４年度＞

役職名 氏名 所属・職名 備考

委員長 中 川 忠 宣 大分大学高等教育開発センター・教授 学識経験者

委 員 藤 川 明 文 大分県教育庁社会教育課・主任社会教育主事 県行政担当者

委 員 山 本 健 吾 中津市教育委員会生涯学習課・社会教育主事 市行政担当者

委 員 長谷川美由紀 由布市教育委員会社会教育課・生涯学習係長 市行政担当者

＜平成２５年度＞

役職名 氏名 所属・職名 備考

委員長 中 川 忠 宣 大分大学高等教育開発センター・教授 学識経験者

委 員 池 田 喜 隆 大分県教育庁社会教育課・指導主事 県行政担当者

委 員 山 本 健 吾 中津市教育委員会社会教育課・生涯学習推進係長 市行政担当者

委 員 長谷川美由紀 由布市教育委員会社会教育課・生涯学習係長 市行政担当者

＜事務局＞

氏名 所属・職名

若 杉 正 幸 大分県立社会教育総合センター・センター長

榎 本 徹 次長兼研修企画課長

須 股 恵 美 子 研修企画課主任社会教育主事

矢 野 修 研修企画課社会教育主事

奥 田 聡 研修企画課社会教育主事

調査協力市町村教育委員会

＜平成２４年度＞

中津市教育委員会 豊後高田市教育委員会 宇佐市教育委員会

別府市教育委員会 杵築市教育委員会 国東市教育委員会

姫島村教育委員会 日出町教育委員会 大分市教育委員会

臼杵市教育委員会 津久見市教育委員会 由布市教育委員会

佐伯市教育委員会 竹田市教育委員会 豊後大野市教育委員会

日田市教育委員会 九重町教育委員会 玖珠町教育委員会

＜平成２５年度＞

中津市教育委員会 杵築市教育委員会 由布市教育委員会

佐伯市教育委員会 玖珠町教育委員会

資料４
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