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は じ め に
平成１８年に教育基本法が改正され、第３条に生涯学習の理念が新設されました。
「あらゆる機
会に、あらゆる場所において学習することができる」
「成果を適切に生かすことのできる」社会の
実現が謳われました。また、平成２０年の中央審議会答申「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～」において、一人一人が学んだ成果を活用
することにより社会全体の教育力を向上させ、新たな学習の需要に応えていくという知の循環が
示されました。平成２８年の中央教育審議会答申「個人の能力と可能性を開花させ、全員参加に
よる課題解決社会を実現するための教育の多様化と質保証の在り方について」では、時代の変化
に対応するためには学び続けることが重要であることとともに、新たな「地域学校協働本部」と
コミュニティー・スクールの取組を進める中で、これまでの学習成果を活用し発揮する場面の拡
大への期待が述べられています。
本県では、平成２６年に「第２期くまもと夢への架け橋教育プラン」の基本的な方向性の１つ
として生涯学習の推進が明記されています。夢や誇りに満ちた心豊かな熊本づくりのために、学
び続け、社会の形成者であることを自覚し社会に主体的にかかわることが求められました。具体
的な取組として学習機会の提供と学習の成果を生かす機会の提供が示され、主な施策の中で当セ
ンターの役割（県民カレッジの充実、生涯学習の指導者育成、学習支援のための講座プログラム
開発、学習相談、啓発活動）が記されています。
当センターでは、その役割を果たすべく事業を実施しておりましたが、昨年４月に未曽有の大
震災であります熊本地震がありました。くまもと県民カレッジの開講式は実施できませんでした
が、他の事業は全て完了することができました。熊本地震により、改めて「生涯学習にできるこ
と」を考え直し、生涯学習への思いを新たにしたところです。
「学びで復興を支える」を合言葉に
県民の皆様の要望や社会の要請に応えるために、今後も精進していく所存です。
本年度の調査研究事業では、
「学びの成果の活用」をキーワードに調査を行いました。前述した
答申等にあるように、生涯学習では一人一人の学びで完結するのではなく、学んだ成果を生かす
ことの重要性が述べられています。しかしながら、学んだ成果を生かす視点が弱いことも課題と
して指摘されております。そこで、県内の状況を把握するとともに、学びの成果活用の参考事例
として、くまもと県民カレッジ主催講座、サテライト教室及び他県の実践を紹介することとしま
した。
この調査報告書が各市町村等において活用され、県内各地で行われる生涯学習のための取組が
尚一層充実するための一助となれば幸いです。
最後に、調査、視察に御協力いただいた市町村教育委員会及び県外教育委員会等関係者の皆様
方に心から感謝申し上げます。
平成２９年３月
熊本県生涯学習推進センター所長
中園 三千代
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第１章 調査研究の概要

１ 調査の目的
県内の生涯学習に関する実態について調査を行うとともに、生涯学習講座の充実・振興を図って
いる県外の実態を調査・分析することにより、今後の熊本県の生涯学習振興及び当センター事業展
開の一助とする。

２ 調査の対象
県内全市町村教育委員会（社会教育・生涯学習担当課：４５市町村）
、熊本市公立公民館（１９館）
、
および、他県の公民館等（１府２県 ４か所）

３ 調査の実施期日
平成２８年１２月１日～平成２９年１月２４日

４ 調査内容及び方法
（１）県内市町村教育委員会、熊本市公立公民館にアンケート記入を依頼し、次の点について回答を
得た。
〇主催講座について
〇学びの成果活用・まちづくりについて

（２）生涯学習講座等を実施している他県の公民館等に対し、聞き取り調査を行った。
【京都府宇治市】宇治市生涯学習センター 「うじ市民活動サポート事業」
【兵庫県篠山市】篠山市立中央公民館

「丹波ささやまおもしろゼミナール」

【福岡県上毛町】上毛町中央公民館

「生涯『楽』習講座」

【福岡県筑後市】筑後市中央公民館

「高齢者はつらつ活動拠点事業」

５ 県内市町村・熊本市公立公民館調査回収率
対

象

依頼市町村数

回収市町村数

回収率（％）

市（教育委員会）

１４

１４

１００

町（教育委員会）

２３

２３

１００

村（教育委員会）

８

８

１００

熊本市公立公民館

１９

１９

１００

６４

６４

１００

全

体
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第２章 市町村における生涯学習に関する現状
市町村の生涯学習に関する現状を把握するために、住民を対象とした講座内容や講座の実
施回数、講座終了後の評価及び成果活用支援、まちづくり等について県内各市町村へアンケ
ート調査を実施した。
１

本年度の主催講座・講演会の実施について

（１）主催講座・講演会の実施の有無
市町村教育委員会や公民館が主催する現代的課題及び趣味・教養に関する講座及び講
演会（以下「講座」
）の実施の有無について尋ねた。
【表１：各市町村等における講座の実施の有無】
Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２８

４４

４３

４１

１

２

４

実施している
実施していない

表１に示すように、今年度と過去２年間の講座実施の有無を比較した。今年度は、講
座を実施していない市町村が増加している。講座を実施していない４市町村のうち３市
町村が熊本地震を未実施の理由としていた。３年間共通して実施していない市町村は１
つだけである。ほとんどの市町村で講座が定着していることがうかがえる。
（２）実施講座の学習領域
１－（１）で「実施している」と回答した４１市町村を対象に講座の学習領域を尋ね
た。
【図１：実施講座の学習領域（複数回答可）】
健康
人権
家庭・家族・子育て
防犯・防災
食育
高齢化社会
消費者問題
豊かな人間性
ボランティア活動
情報の活用
職業上必要な知識・技能／個人のキャリア開発
地域の連帯／まちづくり
環境／人口・食糧／資源・エネルギー
男女共同参画型社会
国際理解／国際貢献・開発援助
生命
経済
科学技術
法教育
起業
その他
趣味的なもの
教養的なもの

28
20
19
15
15
14
11
9
8
8
7
6
4
4
3
2
2
1
1
0
11
33
27
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図１に示すように、現代的課題に関する講座の上位は「健康」「人権」「家庭・家族・
子育て」となっている。これは、昨年度の上位３講座と同様であり、健康に関しては住
民の関心の高さとともに市町村が抱える医療費負担軽減に向けた取組であると思われる。
人権や子育てに関しては、意識の高揚が必要であると感じている市町村が多いことがう
かがえる。
「情報の活用」が４市町村から８市町村に増え、
「職業上必要な知識・技能／個人のキ
ャリア開発」が３市町村から７市町村に増えているところが特質すべき点である。また、
「防犯・防災」が１１市町村から１５市町村に増えており、熊本地震により防災意識が
高まったことが考えられる。
（３）講座の実施回数
１－（１）で「実施している」と回答した４１市町村を対象に講座の実施回数を尋ね
た。
【図２：講座の実施回数】

3

１～３回

5

４～６回
７～９回

0
6

１０～１２回

27

１３回以上

図２に示すように「１０～１２回」と「１３回以上」を合わせて３３市町村に上る。
積極的に講座を実施している市町村が多いことが分かる。
（４）講座や講演会の形態
講座を実施している４１市町村に、講座の形態について尋ねた。
【表２：講座実施市町村の講座形態】
Ｈ２６
Ｈ２７
連続講座もある
単発講座のみ

Ｈ２８

（４４市町村講座実施）

（４３市町村講座実施）

（４１市町村講座実施）

３９

３９

３４

５

４

７

表２に示すように、今年度と過去２年間の講座実施市町村の講座形態を比較した。今
年度の連続講座の実施市町村の割合が低くなっていることが分かる。今年度単発講座の
み実施の７市町村のうち２市町村が３年連続単発講座のみ実施である。
（５）講座終了後、受講生への学習評価及び成果活用支援
１－（１）で「実施している」と回答した４１市町村を対象に講座終了後の受講生に
対する学習評価や成果活用支援について尋ねた。
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【図３：学習後の評価及び支援（複数回答可）】

作品の成果発表会等

24

学習成果の場を紹介・提供

17

学習継続の場・機会の提供

16

学習活動支援（減免等）

15

資格や修了証・認定証等付与

9

修了文集等作成

7

ネットワーク作り

4

交流会・懇親会

2

個別相談

2

無回答

6

図３に示すように、
「作品の成果発表会等の開催」
「学習成果を生かす場・機会の紹介・
提供」
「自主サークルなどの学習活動を継続する場・機会の紹介・提供」が上位を占めた。
学習の機会と学習の場の提供が主な成果活用の支援であることが分かる。
「作品の成果発
表会等の開催」のみ実施しているのは３市町村にとどまり、複数の学習評価や成果活用
支援を行っていることも分かる。
（６）社会教育・生涯学習担当者の研修
全ての市町村に、社会教育・生涯学習担当者の研修について尋ねた。
【図４：社会教育・生涯学習研修（複数回答可）
】
県社会教育課実施

28

県生涯学習推進センター実施

14

先進事例視察

10

講話
民間実施
その他

8
0
5

行ってない

10

図４に示すように、県社会教育課実施の研修会への参加が一番多いが全市町村の６
２％にとどまっている。県生涯学習推進センター実施の研修会は全市町村の３１％であ
る。県社会教育課実施と県生涯学習推進センター実施の研修会へ参加しているのは１２
市町村と全市町村の２７％であった。いずれも参加していないのは１５市町村と全市町
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村の３３％に上った。その他としては熊本市主催の研修会や公民館大会への参加などが
あった。
２

学びの成果活用について

（１）学びの成果活用のための講座実施の有無
市町村教育委員会や公民館が主催する学びの成果活用のための講座（以下「成果活用
講座」
）の実施の有無について尋ねた。
【表３：各市町村等における成果活用講座実施の有無】
実施している

１４

実施していない

３１

表３に示すように、成果活用講座を実施しているのは１４市町村で少ない。
【図５：成果活用のための講座を実施しない理由（複数回答可）】
今まで取り組んでいなかった

12

ノウハウがない

9

予算がない

4

人手不足

4

熊本地震
その他

2
3

成果活用講座を実施していない市町村に実施していない理由を尋ねたところ、図５の
ような結果となった。理由として「今まで取り組んでいなかった」
「ノウハウがない」が
大半を占めた。
中央教育審議会「個人の能力と可能性を開花させ、全員参加による課題解決社会を実
現するための教育の多様化と質保証の在り方について（答申）」
（以下「答申」）では、学
習機会提供者の課題として「現在、様々な主体により多種多様な学習機会が提供されて
いるが、必ずしも、その学習の成果を活用することを意識したものとはなっていない」
と指摘しており、本調査における結果も答申の課題を反映したものとなっている。答申
では、学習者の課題として「学習すること自体による自己実現に価値を求める学習者も
多く、学習成果の活用に対する意識が高くないことが過去の審議会においても指摘され
ている」と述べており、学習提供者と学習者の学びの成果活用に向けた意識の高揚と取
組が求められている。
（２）実施した学びの成果活用のための講座内容
２－（１）で「実施している」と回答した１４市町村を対象に成果活用講座の内容を
尋ねた。
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【図６：成果活用講座の内容（複数回答可）】
家庭教育支援

7

高齢者へのボランティア

5

学習ボランティア

4

イベントの企画運営

3
3
3
3
3

子どもへのボランティア
読み聞かせボランティア
住民のつながりづくり
講師養成
障がい者へのボランティア

1
1
1

スポーツ指導者
図書館ボランティア

図６に示すように、家庭教育支援が７市町村と１番多い結果となった。県社会教育課
の重点努力事項である家庭教育支援の充実において推し進められている「親の学び」講
座等が好影響を与えていると思われる。
表４に示すのは、成果活用講座の具体例である。熊本地震等で実施できなかったとこ
ろもあり、回答があった市町村及び熊本市公民館のみを示す。成果活用のとらえ方に差
異があることはご了承いただきたい。
【表４：成果活用講座の具体例】
市町村等
荒尾市

講座名

講座内容

作って飛ばそう

親子参加型講座。ものづくりを楽しみながら、親子との絆を深める為の講座を

紙飛行機

実施。

「親の学び」プロ 進行役の指導のもと、プログラムを体験。その後３つのグループに分かれて、３
水俣市

グラム 進行役養 人のトレーナーからアイスブレイク集に基づき、進め方の指導を受け、その後一
成講座

天草市

山鹿市

上天草市

おもてなし講座

南小国町
錦町

おもてなしやボランティア、またコーヒーの淹れ方を学び、受講終了後、公民
館主催の文化祭等で来場者に向けて活動を実施。

図書館ボランテ

市立図書館のボランティアとして活動いただくため「読み聞かせの基本」や「図

ィア養成講座

書整備体験」などを７回に分けて実施。

地域教育力推進

子ども対象イベント等の企画運営の基本や子どもを喜ばせるための児童心理学

者セミナー

の基本を学ぶセミナーを実施。

家庭教育・地域リー

地域の大人や保護者が地域づくりや家庭教育について、お互い学習しあう講座

ダー養成研修会

を実施。

宇城市

大津町

人一人が進行役となりプログラムを実践。

カルチャー
フェスティバル
親の学びプログ
ラム体験講座

講座・自主講座の利用対象団体等によるイベントを実施。
保護者同士のつながりを作る事に重点を置き、親の学びプログラムトレーナー
が、学校関係者や地域住民の方を対象に「親の学び」プログラムの体験しても
らう講座を実施。
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山都町
多良木町

いきいき大学

俳句、盆栽、書道など高齢者の熟練者が初心者を教える講座を実施。

紙粘土講座

紙粘土での作品作りを通して、会員間のコミュニケーションを図る講座を実施。

水上村福祉と

水上村

文化のつどい

書道や陶芸品等の展示、ステージでのフラダンスや太極拳、体操などを披露。

菊池市
読み聞かせボラン

中央公民館

読み聞かせに必要なノウハウを学び、読み聞かせボランティアを養成する講座
ティア養成講座

西部公民館
南部公民館

（おはなし入門）

五福公民館

放課後茶道教室

東部公民館

楽しい折り紙

を実施。講座後には、実際に施設訪問やおはなし会に参加。

肥後古流講師による放課後こども茶道教室を実施。
様々な折紙のおり方を学び、公民館内に合作を掲示したり、生涯学習フェスタ
で地域の方々へ折り方を教えたりする取組。

ＩＴボランティア

「ワードの基礎講座」における学習ボランティアとしての知識技能を高め、さ

養成講座

らに活動場所を提供することで、ボランティアの基礎を学ぶ講座。

託麻公民館

初めての

初心者向けの手話の基本を学び、実生活に生かす講座。

大江公民館

手話講座

幸田公民館

福祉わくわく体操

秋津公民館

朝ごはんの会

龍田公民館

河内公民館

健康体操を学び、習得した技術を、地域の高齢者の方（老人会等）へ披露。
土曜日の 9 時～11 時公民館に集まって朝ごはんを食べる。おかずは持ち寄り。
食べながら会話を楽しむ事業。

おでかけ

町外出身者からみた地域づくりに必要なものは何かを話し合い、まちづくりに

公民館講座

つなげたり、福祉施設でのフラダンスの発表会へ参加したりする講座。

民生委員の仕事＆

民生委員の仕事についての講演（民生委員・児童委員の制度の歴史、活動の基

ミニコンサート

本）
、や民生委員の方々によるサックス演奏とコーラスを実施。

天明公民館

【図７：成果活用講座の開始時期】
今年から

3

１～３年前から

3

４～６年前から

3

７～９年前から

0

１０年以上前から

4

図７に示すように、成果活用講座に取り組んでいるのが年々増えており、成果活用へ
の意識が少しずつ高まっているのがうかがえ、今後国や県の施策が具現化されていくこ
とが期待される。
（３）学びの成果活用のための講座の評価
２－（１）で「実施している」と回答した１４市町村を対象に成果活用講座の評価を
尋ねた。
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【図８：成果活用講座の評価（複数回答可）】
参加者アンケート

10

成果・課題を次年度に生かす

7

関係者で検討

5

成果・課題を一般公表

2

参加者の生の感想

1

評価しない

1

図８に示すように、参加者アンケートを中心に成果活用講座の評価を行い、成果と課
題を把握し、次年度へ生かしている場合が多いと思われる。しかし、評価方法の分析と
対策が必要である。
（４）学びの成果活用のための講座への支援
２－（１）で「実施している」と回答した１４市町村を対象に成果活用講座への支援
を尋ねた。
【図９：学習成果を生かす支援（複数回答可）】
活動機会・場の提供

8

広報

6

団体との連絡調整

6

情報収集

2

ニーズの調査・把握

2

活動支援（減免等）

2

資格や修了証、認定証

1

人材バンクの情報提供

1

講師紹介

1

組織づくり・運営

0

支援していない

3

図９に示すように、
「活動機会や活動場所の提供」が１番多かった。図３の講座学習後
の支援同様、機会や場所の提供が重要になってくることがうかがえる。また、継続した
活動になるために、
「広報」と「団体との連絡調整」が必要な条件となってくるようであ
る。
３

まちづくりについて

（１）まちづくりに関する事業の実施の有無
市町村教育委員会や公民館が主催するまちづくりに関する事業（以下「まちづくり」）
の実施の有無について尋ねた。
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【表５：各市町村等におけるまちづくりの実施の有無】
実施している

２５

実施していない

２０

表５に示すように、まちづくりを実施しているのが、２５市町村にとどまった。地域
創生は全国的な課題であり、本県の各市町村においても地域を活性化していくことは同
様の課題である。各市町村において工夫を凝らし、まちづくりに取り組まれていること
は周知のとおりである。本調査は、社会教育・生涯学習担当部局に依頼しており、他の
部局により、まちづくりを推進している市町村があることを付け加えておく。
（２）まちづくりに関する事業の内容
３－（１）で「実施している」と回答した２５市町村を対象にまちづくりの内容を尋
ねた。
【図１０：まちづくりに関する事業（複数回答可）】
地域スポーツクラブ

14
14

体験学習
イベント企画運営

10

住民つながりづくり

7
7

講師養成
高齢者・障がい者支援

6

交通指導

5
5
5

清掃作業
防犯・防災パトロール
緑化

3

住民アンケート

2
2

その他

図１０に示すように、総合型地域スポーツクラブと体験学習の実施が１番多かった。
総合型地域スポーツクラブに関しては、小学校の部活動が社会体育へ移行となり、部活
動の受け皿が必要であることが関係していると考えられる。体験学習に関しては、通塾
合宿（小学生が公民館等で合宿し、学校に通う形式が多い）が、各市町村に広がりを見
せているのがうかがえる。
表６に示すのは、まちづくりを実施した市町村及び熊本市公民館の具体例である。表
４に示す成果活用講座同様、熊本地震等で実施できなかったところもあり、回答があっ
た市町村及び熊本市公民館のみを示す。まちづくりのとらえ方に差異があることはご了
承いただきたい。
【表６：まちづくりの具体例】
市町村等
熊本市

事業名

事業内容

ふれあい

生涯学習の振興および市民の生涯学習への意欲の向上を図ることを目的に、唄

フェスティバル

や踊り等、日頃の活動の成果発表の場を提供。
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万年青大学緑化ボラ

公民館の自主グループである万年青大学（高齢者生涯学習事業）が、くまもと

ンティア支援事業

緑・景観協働機構より支援を受け、公民館敷地内の植栽及び管理を行う事業。

地域づくり講演会

地域づくりに関する講師を招き、講演会を開催。

まちづくり生涯学

記念講演、ステージ発表、公民館講座作品等の展示、もの作り教室、リサイク

習フェスティバル

ル本配布、障害者事業所等による飲食物等の販売、ふれあい動物園等実施。

高齢者生きがい

平成２２年度まで開催していた「高齢者教室」が発展。現在７団体が活動中。

づくり支援事業

運営費は、行政以外の財団等の助成金や生産活動の収益を利用。

荒尾市
山鹿市
菊池市

上天草市

阿蘇市

和水町

長洲町
大津町
小国町

南阿蘇村

益城町

甲佐町

山都町

火の山
スポーツクラブ
手漉き和紙の

和水町の伝統工芸でもある手漉き和紙を体験する場として、要望に応じて卒業

体験学習

証書やハガキなどを自分で作成する体験学習。

ゴミ拾い

それぞれの家から出発し、ごみ袋を持って途中に落ちているごみを拾いながら

ウォーキング

小学校に向い、小学校に到着したら、集められたごみの分別を行う事業。

各種公民館講座

Ｈ２７年度は９５講座を開催。

造形

小学校の体育館をキャンパスのようにし、子どもたちの叶えたい夢をアートに

ワークショップ

する。テーマは「虹」として毎年実施。

南阿蘇村

村内に在住する６０歳以上の方を対象に様々な内容で講演会並びに体験会等

高齢者学級

を実施。

ふるさと

益城町の偉人「四賢婦人」について学び、修了者は「ふるさと学芸員」に登録

学芸員講座

し、将来「四賢婦人記念館案内人」として活動。
（本年度は地震のため未実施）

住民の

地域住民のつながりづくり事業として町職員を各地域に配置（地区別担当者制

つながりづくり

度）し、地域住民が実施する様々な事業へアドバイス等実施。

世代間交流事業

宇土市
宇城市
合志市

スポーツを通して、人や地域のコミュニケーションの活性化を図る事業。

地域の老若男女が集い、農作業、美化作業、昔遊び、地域の祭りなどを共同し
て運営。
他人への思いやりや自立の心を養うことを目的とし、児童が地域の大人の協力

通塾合宿

氷川町

を得ながら、地域の公民館等で、異年齢の集団の中で食事や洗濯などの日常生
活に関わることを自分達でやりながら学校に通う事業。（地域の歴史等を学ぶ
体験学習を行うこともある）

総合型地域スポーツ

芦北町

補助金による各種教室への活動補助。スポーツ大会、イベントなどの開催支援。
クラブ活動支援事業

錦町

活き活き大学

水上村

水上元気クラブ

相良村

ふるさと学級

球磨村

中央公民館

くまむら
歴史研究講座
教養講演会

全８講座(陶芸・園芸・絵手紙・パッチワーク・デジタルカメラ・太極重力球・
カラオケ・社交ダンス)を開設し、月 1 回の半年間開講。
各種生涯学習を子どもが対象の教室を６つ、大人が対象の教室を６つ実施。
村内の小学６年生を対象に、地元の方を講師に迎え、ふるさとの歴史や文化・
自然について学び、文化財めぐりや自然体験、伝統文化などの体験学習を実施。
文化財や史跡を見学し、球磨村の歴史について学習する事業。
旅のよろこび（株）の宮川和夫さんを講師に、
「高齢者」や「しょうがい者」
等、旅することを諦らめている人に、
「旅は楽しめる。
」ということを紹介。
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五福公民館

西部公民館

風流街浪漫

地域自治会・小学校・商工会等が一体となりイベントやバザーを実施して、地

フェスタ

域の活性化を図る事業。

西区子どもチャレ

防災に関する講座を NPO 法人関係者に依頼し、ガスや電気を使わない調理を

ンジ公民館講座

行い、災害映像を見ながら、非常時の行動について考える講座。

公民館に泊まろう！

幸田公民館

災害時の避難所生活の体験をする小学生対象の講座。
（食事も全て災害食）
～災害に備えて～

秋津公民館

清水公民館

秋津公民館

管内のまちづくりへ積極的に関わっている事業者をワークショップの講師に

すまいるフェスタ

招き、音楽を楽しみながら、市民の目をまちづくりに向けてもらう事業。

清水地域

管内地域公民館等の学習成果・展示の発表を行う事業。

市民のつどい
西区上熊本エリア

上熊本周辺エリアの魅力ある華(資源）を生かしたウォーキングなどを行う事

魅力発信

業。

飽田公民館

あきた健康づくり

各種団体と協働で実施。
（8020 推進・介護・健康チェック・食育など）

河内公民館

４種の事業

花園公民館

天明公民館

富合公民館

①地域の河川の清掃（自治協議会や中学校との連携）②自治会や地域公民館か
らの各種相談対応③老人会への講師派遣④市民協働型のまちづくり事業

防災に関する教養

被災時に感じたことや地域おこし協力隊になって気づいたこと、男女共同参画

講演会

の視点など防災や備えについて学ぶ講演会。

南区子ども

公民館・児童館等で学んだ子どもたちの発表会。子ども向けの生涯学習等体験

秋まつり

コーナー。防災食（アルファ米）づくり体験。子ども向けのコンサート等。

火の君文化センター

アマチュアのマジシャンによるマジックショー及びアニメ上映による、地域住

クリスマスフェスタ

民等の集いの場と娯楽の提供。

おでかけ公民館講座

高齢者の関心が高い落語を通じて、参加を促し、地域住民の交流を図る。桜井

「納涼素人落語会」

校区の老人クラブが企画して、講師派遣等について公民館が行う共催事業。

城南公民館

植木公民館

まちづくりの課題としては、
「参加者が少ない」
「予算が少ない」
「リーダーの育成」
「ま
ちづくりに関わる人員不足」などが挙げられた。
成果としては、
「同世代・異世代の交流により、つながりができた」「子どもたちの自
主性が育った」
「地域を知ることで、郷土愛の醸成につながった」などが挙げられ、地域
の活性化へ確実につながっている。
今年度は、４月に熊本地震があり、防災関連の体験学習が見受けられたことは、今年
度の１つの特徴であると思われる。
４

学びの成果活用のための講座及び、まちづくりに関する事業の構想やアイディア
全市町村に、成果活用講座及びまちづくりに関する構想やアイディアを尋ねた。
表７に示すのが、回答を得た成果活用講座及びまちづくりに関する構想やアイディアで

ある。
【表７：成果活用講座及びまちづくりに関する構想やアイディア】
番号
１

成果活用講座及びまちづくりの構想やアイディア
地域住民が集い、交流し、地域拠点の公民館として位置づける為、隣接する幼稚園（園児、保
護者）と高齢者と協力し植栽、芋掘り、スイカ栽培等の緑化活動を行いたい。
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公民館講座受講生の発表会と生涯学習に関する著名人をお迎えした講演会を１つのイベント

２

として開催したい。

３

児童の余暇時間に対応する人材育成の講座の開催を検討している。
「学校支援ボランティア育成講座」や地元商店街活性化を目指す「地域づくり講座」の開催を

４

次年度予定している。

５

英会話の受講生に英語での町案内をしてもらう。

６

公民館で活動されている団体などに学校や養老施設等にボランティアや講師として派遣する。

７

町の拠点施設である中央公民館利用者による公民館祭りの開催を考えている。
現在５４の自主講座が開講しているので、その講座で学ばれたことを近隣の介護施設や病院、

８

各種イベント等にボランティアとして派遣し発表もらう。
今からは「対話」
「参加」
「ソーシャルキャピタル」がキーワード。これらがすべて入る講座を

９

考えている。

１０

１１

１２

手始めにボランティア団体の育成を行い、いろんな企画の手伝いから主体的な運営に持ってい
きたい。
地区で伝統として取り組んでいる子ども太鼓や子ども読書活動などはいろいろなイベントに
ボランティアとして出演し、継続していくことを考えている。
避難所に避難された方や避難所ボランティアに来ていただいた方々に集まっていただき、避難
所の同窓会を行うことを考えている。

既存の講座や事業を発展させたものや、新たな視点から考えられたものなど様々であ
る。今後の展開が楽しみである。
生涯学習を推進する上での課題として、
「講座企画や講師の確保」「新規受講者の獲得」が
多くの市町村から挙げられた。財政難から、生涯学習に関する予算や人員が削減され、厳し
い状況にある市町村があることも確かである。
しかしながら、予算と人員が削減される中で生涯学習に関する講座や事業を企画・運営し
ている市町村もあり、刺激を受けた部分が多々あった。
本年度の調査では「成果活用講座の具体例」「まちづくりの具体例」「成果活用講座及びま
ちづくりに関する構想やアイディア」の記載もお願いした。これは、
「各市町村の実践やアイ
ディアを共有してもらいたい」
「生涯学習のための参考にしてほしい」という思いからである。
次ページからは、
「学習成果活用」を意図した講座を紹介している。まずは、「くまもと県
民カレッジ主催講座 おもてなしコース」と「くまもと県民カレッジサテライト天草教室」
を紹介している。いずれも、コーヒー等でのおもてなしを学び、おもてなしを実践するとこ
ろまで記されている。
次に、他県の公民館における取組を紹介している。
様々な学びからの様々な成果活用が記されており、本報告書が各市町村の生涯学習振興の
一助になれば幸いである。
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第３章 くまもと県民カレッジにおける学びの成果活用を意図した講座企画例
１ くまもと県民カレッジ主催講座及びサテライト教室について
「くまもと県民カレッジ」は、当センターが設置された平成１４年度から実施している事
業である。
「主催講座」
「サテライト教室」
「リレー講座」
「連携講座」の４つの講座において、
各生涯学習機会提供機関と連携・協力し、全県的な視野から、県民が必要とする学習機会を
総合的に提供するシステムである。その中の「主催講座」と「サテライト教室」において本
年度実施した、講座受講者の学びの成果活用を意図した講座企画例について、以下に概要を
示す。
＜主催講座＞
（１）目的
①学習機会の提供
・学習プログラムの開発、講師情報の収集、及びその検証を行う。
②市町村等の支援
・各講座実施までの一連の流れを通して、講座企画、運営等についてのノウハ
ウを蓄積する。
・受講生同士の交流を図り、学びの成果活用や生きがいづくりを促進する。
③熊本地震からの創造的復興支援
・「平成２８年熊本地震」からの創造的復興に向けて、学びで復興を支援する。
（２）コース設定
以下のコースについて、全体的なバランスを考慮し編成する。
①「地域資源発見を意図したコース」
市町村、民間の生涯学習機関では提供が難しいと思われる県下各地の歴史や文
化、地域資源などのくまもとの普遍的な価値について取り上げ、ふるさとへの誇
りと愛着を深める講座として位置づける。
②「現代的課題解決を意図したコース」
「現代的課題」を「社会の急激な変化に対応し、人間性豊かな生活を営むため
に人々が学習する必要のある課題（生涯学習審議会答申（Ｈ１４・２））
」とし、
社会性、公共性、現代性、緊急性という学習課題選択の観点に即して、
「社会の要
請」と「個人の要望」のバランスのとれた学習課題を設定する。
③「成果活用を促進するコース」
「知の循環型社会の構築」に向けて、成果活用の場である市町村等への学習プ
ログラム提供を目的に、成果活用を促進する学習プログラムを開発する。学習し
た成果が具体的な活動につながるよう、実践的な内容を取り入れた構成にする。
④その他
上記のコースの他にくまもと県民カレッジ講座を初めて受講する人を対象とし
た「パレアおためし」コース、パレアボランティア団体「パレボ０３」が企画す
る「パレボ０３」コースを開催する。
- 14 -

（３）講座編成・企画
①大学等高等教育機関、民間教育事業者等と連携して講座企画を行う。
大学や企業、民間教育事業者、社会教育関係団体、ＮＰＯ法人等の関係機関・
団体等との連携により県民のニーズをより的確に把握することで、実態に応じた
学習プログラムの開発を行うとともに、講師情報などの収集を行い、専門的な立
場からより広い視野で講座企画を行う。
②市町村等の支援を視野に入れて事業を運営する。
学習機会提供事業だけの機能にとどまらず、
「サテライト教室」
「学習相談」
「学
習情報提供」などにつなげることを意識して講座企画に取り組む。
③実績を検証し、その結果を踏まえ年間の講座編成を行う。
学習効果を高めるような講座にするために、過去の実績（系統性、アンケート
結果等）を検証し、学習領域、内容の決定や講座形態（開催日時等）に反映させ
る。
（４）具体的事項
①コース、講座数
・１コース３～１０講座の連続講座とする。
・前期（５～７月）と後期（１０～２月）の２期に分けて開催を基本とする。
②開催日時、時間
・講座内容、対象者に応じて、土曜日、夜間の講座も開催する。
・講座時間は、基本的に９０分間とするが、講座内容によっては弾力的に扱う。
③資料代
・講座で使用する資料代として、３回講座のコースでは 900 円、５回講座のコー
スでは 1,500 円、１０回講座のコースでは 3,000 円を徴収する。
④その他
・原則パレア会議室での実施になるが、必要に応じて現地学習を取り入れ、学習
効果を高める。
・ワークショップや自己紹介などを積極的に取り入れ、仲間づくりを行う。
＜サテライト教室＞
（１）目的
①学習機会の提供
・県内各地に広く生涯学習の機会を提供する。
・各市町村の課題や地域の実態に応じた講座を提供する。
②市町村等の支援
主催講座における各講座実施までの一連の流れを通して蓄積した、講座企画、
運営等についてのノウハウを活かし、市町村教育委員会と当センターが共同で講
座を企画・運営する。
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（２）講座編成、企画
・各市町村の実態に応じたテーマ（まちづくり、家庭教育、健康、福祉 等）を設
定し、３回の連続講座として企画・実施する。
・講座企画（ねらい、対象、講座内容、講師選定・交渉等）については、市町村教
育委員会と当センターの話し合いのもとに進める。
（３）具体的事項
①実施市町村数
・県内６カ所
・１つの自治体での実施が難しい場合、近隣市町村との共催による実施も可能。
②講座回数
・３回の連続講座（同一テーマ）で実施する。
③講座会場
・実施市町村内公民館等
④開催時期、時間
・８月～１月の間で市町村が設定する。
・講座内容、対象者に応じて、土曜日、夜間の講座も開催する。
・講座時間は、基本的に９０分間とする。
⑤受講対象
・実施市町村住民に限らず、県民一般を対象とする。
⑥受講料
・特別講座として実施するため、無料とする。（材料費等の徴収は可能）
⑦役割分担
・市町村教育委員会
講師交渉、会場確保、受講生募集、講座運営及び事業評価を行う。
・生涯学習推進センター
講座企画に関する情報の提供、チラシ作成等の支援、講師謝金及び旅費の負担、
文書での講師依頼を行う。
（４）スケジュール
時 期

主 な 業 務 内 容

前年度

実施希望調査実施

１月～３月

実施市町村決定

５月上～中旬

実施市町村担当者説明・研修（場所：くまもと県民交流館 パレア）

講座開始

事前打ち合わせ（場所：各市町村教育委員会等）

２カ月半前

（テーマ確定、日程決定、講師選定、講師交渉、会場手配、講師依頼）
講座プログラム作成

１ヶ月半前

募集チラシ作成、受講生募集、受付

８月～１２月

講座の実施
（講師との連絡調整、資料準備、会場準備、司会進行、アンケート集計）

１月末

サテライト教室実施報告書等の提出、事業評価
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２

平成２８年度「学びの成果活用」に関する講座企画例
これまで実施した成果活用コースの受講者アンケートから、
「学びを出力する場を見つ
けきれないでいる」など、意欲はあるもののどう活動したらよいかで戸惑っている実態
がうかがえた。そこで、本年度は、講座受講後の活動の場を設定した形での講座を複数
企画し、実施した。
その中で、受講者がボランティアグループとして実際に活動を始めた、くまもと県民
カレッジ主催講座【前期】の「おもてなし」コースと、主催講座の実践を県内市町村で
の講座につなげた、サテライト天草教室における「おもてもてなしボランティア養成」
講座について以下に概要を示す。
＜主催講座「おもてなし」コース（前期：５～７月）＞
（１）コース詳細（全５回講座）

タイトル

目 標

お茶で“おもてなし” ～あの人の笑顔で美味しさ倍増！
ボランティア養成を目的とした趣味的講座の実施により、市町村の成果活用
のモデル講座となる企画を開発する。受講後は、生涯学習フェスティバルで活
動の場を設定するとともに、当センターボランティアとしての活動を視野に入
れる。

対象者

・ボランティア活動に興味・関心のある人。
・お茶やコーヒーの淹れ方を学びたい人。

参加者数
講座の
特徴
受講後の
活動

定員２０人（申込２９人）

男性６人、女性１４人

平均年齢６５．８歳

・講座終了後のボランティアとしての成果活用の場を定期的に提供する。
・学んだ知識やスキルを活かした「おもてなし」を講座内で実行する。
・講座終了後、希望者には「おもてなしボランティア」としての活動の場（生
涯学習フェスティバル in パレア、くまもと県民カレッジ開講式等、パレア
内でのおもてなし活動等）を提供する。
・次年度以降、第２期・第３期と、ボランティアを募集し組織化を図る。

講座の
評価方法
成 果

・受講者へのアンケート、お客様の感想
・担当者の評価（対象者の想定、プログラム構成、講師の選定の妥当性等）
・講座受講２０人のうち、１０人がボランティアとして登録。
・平成２９年１月に実施した「生涯学習フェスティバル in パレア」において、
ボランティアスタッフ６人で２１１人へのおもてなしを実施。
・講座やその後の活動を通して、仲間づくりにつながった。
・イベント後の反省からも、“おもてなし”や人とのつながりを大切に活動し
ている様子や継続した活動への意欲がうかがえた。

課 題

・男性の地域社会参加も意識し、コーヒーを題材に取り上げたが、申込み時で
男性８人だった。定員を超えたため抽選を行った結果、最終的に男性は６人
になった。受講後、ボランティア登録をした男性は 2 人だった。
・コーヒーやお茶の淹れ方講座で終わらないようにするために、講座の意図を
受講生に明確に伝える必要性と受講生募集の工夫が求められる。
・ボランティアグループとしての運営の自立支援が必要である。
・パレア以外での活動に広げていくための活動の場や機会の開拓を支援する。
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講座プロ
グラム

≪第１回≫５月２５日（水）１４：００～１６：００
「美味しいコーヒー～コーヒーの深奥と淹れ方の関係」
珈琲市場本店 代表 清島 哲也
≪第２回≫６月 ８日（水）１４：００～１６：００
「美味しいお茶～お茶の木からお茶（緑茶・紅茶）を飲むまで」
藤本製茶 代表 藤本 邦夫
≪第３回≫６月２２日（水）１４：００～１５：３０
「“おもてなし”とは…～極意を学ぶ」
熊本学園大学 教授 土井 文博
≪第４回≫７月 ６日（水）１４：００～１５：３０
「お試し“おもてなし”計画～学んだことを形にする」
≪第５回≫７月２０日（水）１４：００～１５：３０
「お試し“おもてなし”実行！～練習の成果を初披露」
熊本県生涯学習推進センター

（２）講座の様子
≪第 1 回≫
コーヒーの淹れ方

≪第２回≫
お茶・紅茶の淹れ方

≪第３回≫
“おもてなし”について

≪第４回≫
第５回の実践に向け、コーヒー班、緑茶班、紅茶班の各班での事前準備。
（コーヒー班）
（緑茶班）
（紅茶班）

≪第５回≫
第１回～３回の学びの成果と、第４回の計画と練習をいかし、“お茶会”を実行。
○各班のアイディアあふれる飾り付け。
（コーヒー班）

（緑茶班）
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（紅茶班）

○会場の様子。

（３）講座の感想（受講者へのアンケートから一部抜粋）
・グループに分けられたことによって共通の話題ができ、楽しく学ぶことができた。
・同じ興味のいろんな方と知り合い、楽しい時を過ごせた。
・共同作業を体験できたことがよかった。
（４）生涯学習フェスティバル in パレアにおけるおもてなし
①おもてなし計画・準備
期日

参加数

活動内容

１０月２６日(水)

６人

おもてなしボランティアについてのオリエンテーション

１１月１６日(水)

４人

当日までの活動計画、準備物等の確認

１月１１日(水)
１月２７日(金)

７人
７人

飾り作成、レイアウト検討
前日準備

１月２８日(土)

６人

おもてなし実行

②準備の様子

③当日の様子

④当日アンケートより
・子どもを待っている間「コーヒーやお茶でおもてなし」でゆっくりとできてとても
有難かったです。スタッフの皆様お疲れ様でした。
・皆様の笑顔とおもてなしが心地よかったです。
・コーヒー、おいしかったです。音楽を聴きながらゆっくりできました。
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＜サテライト天草教室（１１～１２月）＞
（１）コース詳細（全５回講座。そのうち、第 1 回～第３回がサテライト教室）
タイトル
目 標

究極の一杯で 幸せのおすそ分け～おいしいお茶でお・も・て・な・し～
仲間とともに集い、コーヒーの淹れ方を学び、人にふる舞うことを実践する
ことで、人に喜んでもらうことに喜びを感じ、社会に奉仕することや、人と積
極的に関わっていく意識を促し、ボランティア活動へつなげる。

対象者

・お茶やコーヒーの淹れ方に興味があり、人にふるまってみたいと思う人。
・特に、６０代以降の男性。
参加者数 １７人（うち、第５回のボランティア参加者 １１ 人）
講座の ・受講後にボランティアとして実際に活動できる内容の講座として、男女幅広
い年代の人に興味を持ってもらえそうなコーヒーを題材に実施。
特徴
・講座の最終回に「おもてなし活動」を位置づける。
・地元の人材を講師に招き、コーヒーの淹れ方や「天草」でのおもてなしにつ
いて学ぶ。
・１２月に公民館文化祭で、おもてなしの実践を実施。
受講後の
・天草で開催されているイベント等へ、ボランティアとしての参加を視野に入
活動
れている。
講座の ・受講者、参加者へのアンケート
評価方法 ・担当者の評価（対象者の想定、プログラム構成、講師の選定の妥当性等）
・６０代以降の男性の参加はなかったが、３０代～７０代と幅広い層の参加が
成 果
あった。
・講座の会を重ねるごとに参加者同士のつながりができ、計画・実践の際には、
自主的に意見を出し合いながら活動を進める様子が見受けられた。
・集団をまとめるリーダー的な存在の人もいて、地域活動をすすめうるうえで
のキーマンになってくれるような人材に出会うことができた。
・ここでのつながりを途切れさせないように継続支援のために公民館として、
課 題
活動の場を提供するなど、活動支援の工夫が必要である。
・ボランティア講座の意図を十分理解できていない参加者もいた。意図を理解
して参加した人は活動にも意欲的で、満足度も高かったが、そうでない人は、
無理やりさせられたという気持ちになっていたようだ。
講座プロ ≪第１回≫１１月 ７日（月）１３：３０～１５：１０
“おもてなし”とは…～極意を学ぶ」
熊本学園大学 教授 土井 文博
グラム 「
≪第２回≫１１月１５日（火）１３：３０～１５：００
「コーヒーのおいしさに触れる～天草の石臼で挽くこだわりのコーヒー～」
≪第３回≫１１月２２日（火）１３：３０～１５：１０
「コーヒーの魅力に迫る」
亀子 研二 氏
≪第４回≫１１月２９日（火）１３：３０～１５：００
「
“おもてなし”計画を立てよう～究極のおもてなしをあの人へ」
≪第５回≫１２月１０日（土）：本渡地区公民館文化祭
「
“お・も・て・な・し”実行！～究極のおもてなしをあの人へ～」
本渡地区公民館
今後の ・天草陶石の歴史や石の文化などを学び、郷土に対する理解を深める講座の実
施。
展開案
・市のイベントなどで石臼コーヒーの「振る舞いボランティア」の実施。
・開催曜日を決めた、公民館講座+コーヒー体験の公民館カフェの実施。
・認知症サポーター講座＋認知症の人を家族に持つ人の集いの場（認知症サポ
ートカフェなど）の提供。
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（２）講座の様子
○天草陶石を使った石臼で挽いた豆でコーヒーを飲む。

○器にもこだわる
（お気に入りの一杯）

○講座受講生の感想
・おもてなしとはその時だけではなく、準備も含めて
相手のことを想いながら過ごすことなのかなと今回
のおもてなしの話を聞いて考えました。
・参加者、スタッフ、みなさんわきあいあいで、本当
に楽しい時間でした。あっという間の時間で参加出
来て幸せでした。グループの皆さんともいろいろ会
話できてよかったです。
（３）おもてなしの実際
①講演
石臼製作者、吉田伸一さんをお招きして、どうして
コーヒーを引く石臼を造るようになったのか、天草の
石の文化などを３０分程度お話ししていただきました。
②石臼コーヒーでおもてなし

③おもてなしを終えて（ボランティアスタッフの感想）
（良かった点）
・おもてなしをしてみてたのしかった。
・この機会をいただき良かったです。
・コーヒーに対しての思いが変わった
・食器が雰囲気があってよかった。
・石臼がとても良かった。天草の文化を感じた
（改善が必要だった点）
・淹れ方の講座の回数をもう少し増やしてほしかった。
・４回目がもっとじっくり話し合いができればよかった。
・第１回目に全体の流れを全員で確認し、意識を高めることも大事だった。
・この講座が突然におもてなしになってしまってびっくりした。
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第４章 県外における生涯学習事業の先進事例

【事例１】

京都府宇治市生涯学習センター

「うじ市民
活動サポート事業」
市民が市民に発信！
Ｑ１ 宇治市生涯学習センターはどんなところですか？
京都府宇治市は古くから水陸の交通の要衝として、
また、貴族の別業の地として栄え、その遺構である
平等院鳳凰堂は今なおその全容をとどめています。
宇治市には鉄道各社が乗り入れ、京都まで３０分、
大阪へは１時間という近距離にあり、現在では京阪
神のベッドタウンとして発展しています。

～宇治市～
・人口・世帯数
・６５歳以上の人口

188,831 人
51,712 人

・生涯学習ｾﾝﾀｰ設立 平成６年
・職員数 ９人（嘱託職員２人含）

宇治市は東部に山間部の地域が多く、山林が市面積の半分を占めているため、都市部に人
口が集中しています。
このような地勢の宇治市において、宇治市生涯学習センターは生涯学習と教職員の研修と
の役割をもって設立されました。
生涯学習に関する教育基本目標を「一人ひとりの多様な生涯学習活動を『市民の社会還元
力』に発展させる」とし、市民が学んだことを自ら発信して、市民の力として活かしていく、
循環型生涯学習社会の推進施策「市民・地域活動への支援」として、現在は市民を対象とし
た講座の他、人材育成の講座も行っています。

Ｑ２ 「うじ市民活動サポート事業」とはどんな事業ですか？
宇治市生涯学習センター４つの運営方針の一つである「生涯学習団体等の育成・人材養成
と活用」の事業として「これから活動していきたい、もっと活動していきたい」という市民
や団体が、これまで活動されてきた事や自分たちで考えた企画を応募して、採択されると生
涯学習センターがサポートを行い、まちづくりにつなげていくという事業です。【図①】
市民を対象とする講座や講演会、実習、イベント、ワークショップなどを事業の形態とし
て、
「うじ市民活動サポート事業」に活かしてもらうことが出来、平成１７年からの事業開始
以来、多くの申し込みがあります。
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Ｑ３ 「うじ市民活動サポート事業」の内容について教えてください。
目標

生涯学習センターと共催で市民（グループ・個人）企画事業を実施すること
で、多様な講座を市民に提供でき、また、企画事業を実施する市民（グループ・
個人）を発掘し支援する。

対象者

①宇治市内在住・在勤・在学であること。
（グループの場合は構成員の半数以上）
②サポート事業として過去５回採択を受けていないこと。

申込団体数

平成２６年度１４団体、平成２７年度２０団体、平成２８年度１３団体

講座・イ

①楽々電子塾【図②③】

ベントの
概要
（一部）

将来の電子博士養成の、エレクトロニクスを学ぶ子ども向け講座。
講師は、講座を通じて子どもが何を求めているのか掴まれ、生涯学習センタ
ー事業「夏休み子ども★わくわくフェア」におけるラジオ作成でも大人気。今
ではセンターの部屋を借り、独自にプログラミングの講座を実施。
②わくわく手作りおもちゃ教室
紙コップや牛乳パックなど身近なものを使った「手作りおもちゃ」の作り方
を通じ、作る喜びを子ども達に伝えられている。
講師は教員や公民館職員向け研修会において、同様の講師をされるなど、地
域でも多方面において活躍されている。

講座・イ
ベントの
特徴

〇市民企画事業を豊かな暮らしの創造や新しい地域づくりに活かすため、サポ
ート事業に申込み、採択された講座である。
〇宇治市は、チラシ印刷や配付協力等の広報と、講座実施に向けた助言・相談
などのサポートを行う。
〇各年度の採択数はおおむね１０事業以内としている。

事業の
評価方法

〇事業実施者は参加者が少ない場合や運営の不備などがあった場合、センター
職員に相談するなどして、事業改善につなげている。
〇事業終了後に報告書をセンターへ提出。

学びの
成果活用

事業実施者は、生涯学習センター事業の、生涯学習に取り組む人たちの活動
発表と交流の場である、市民まなびの集い「まなびんぐ」や「夏休み子ども★
わくわくフェア」などにボランティアとして出展し、活動範囲を広げているほ
か、生涯学習センター事業の講師を依頼したりしていることもある。【図④⑤】

事業の
成果

〇事業採択者とセンター職員が企画運営を通して、ともに学び合うことができ
ている。
〇新たな講師の発掘につながっている。

事業の
課題

審査の段階で、どのような団体・個人が、サポートする必要のある対象なの
か、見極めるための職員のスキルが求められる。
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【図① うじ市民活動サポート事業募集チラシ】【図③ 楽々電子塾】 元技術者による講座

【図④ 夏休み子ども★わくわくフェア】
元小学校教諭による講座

【図② 受講生募集チラシ】将来の電子
博士養成のための子ども向け講座

【図⑤ 宇治まなびんぐ活動レポート】
生涯学習に取り組む人たちの活動と交流の紹介

【受講生感想】
○おもしろかった。
○今後も取り組みたい。
【講師感想】
○両親同伴で一緒に学んでもらえたこと
は受講生（小学生）にとって良かったと
思う。
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【事例２】

兵庫県篠山市立中央公民館

「丹波ささやま
おもしろゼミナール」
住民の住民による住民のための
地域の魅力再発見講座!!

Ｑ１
篠山市立中央公民館はどんなところですか？
【事例○】
兵庫県の中東部に位置している篠山市は、平成合併
の第１号として、平成１１年４月１日に誕生しました。
農耕文化や仏教文化を中心に早くから人々の暮らし
が営まれ、古代・中世を通して、京都への交通の要と
して栄えてきた歴史があり、名所・旧跡が多い土地柄
で、平成２７年４月に日本遺産に認定されています。

～篠山市～（H28.12 月末現在）
・人口

４２，６２０人

・高齢化率

３２．３％

・公民館設立 昭和６３年
・職員数

１０人(市職員)

篠山市には５つの直営公民館があり、それぞれ特色ある講座を実施しています。中
央公民館は他の４館の統括をしつつ、篠山市の生涯学習の拠点として、
「高齢者大学」
、
「かぞ
く de おいしんぼクッキング」等の講座の開設や、地域の温泉施設と共同で、風呂桶を使った
「桶（オケ）ット卓球」全国大会などのイベント開催等、あらゆる世代の住民の方に多様な
学びや活動の機会を提供しています。

Ｑ２ 「丹波ささやまおもしろゼミナール」とはどんな事業ですか？
平成１１年の町村合併前から実施していた講座の１つです。
「地域の方に、自分が住む篠山
のよさを知っていただきたい」という思いのもと、毎年度テーマが異なる７つの講座を実施
しています。毎回、公民館を飛び出して、古くから伝わる文化や自然、篠山の史跡など、各
回のテーマにそった市内の各地を１日かけてバスで巡ります。
講座の講師は、全て地域住民の方にお願いしています。講座の企画・立案（各講座のテー
マや見学先、講師の選定など）は、市民への公募により集まった「おもしろゼミ応援団」の
方に協力していただきながら行っています。
受講生の募集は、毎年４月に年間７講座すべての申込を受け付けます。
【図①】ひとり最大
３講座まで申し込めますが、どの講座も大変人気で定員の２倍を超す講座も珍しくありませ
ん。
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Ｑ３ 「丹波ささやまおもしろゼミナール」の内容について教えてください。
目標
対象者
参加者数

現地で直接、歴史・文化・自然に触れて学ぶことで、篠山の魅力を感じ、郷土愛を育む。
篠山市内在住、在勤、在学の方
年間７講座実施。各講座、最大２８人程度受け入れ。
平成２８年度は１１５人（延べ数３００人）が申込み。（ひとり最大３講座まで）
全７講座で延べ１９０人受講決定、１１２人受講。

講座の
概要

【平成２８年度講座内容】
第１回「城下町めぐり」… 篠山城大書院などはじめ、史料館、美術館等の見学。
第２回「ダムめぐり」… 市内にある８カ所のダムの見学。
第３回「
『食と器』めぐり」… ユネスコ「創造都市」に認定された篠山市の食
材や丹波焼について陶芸体験などを行いながら
学ぶ。
第４回「民話の里めぐり」…

篠山の民話の舞台を見学。＜天候不順により開催中止＞

第５回「篠山の中世武家と家紋めぐり」…

戦国時代を生き抜いた中世武家の
歴史とゆかりの場所の見学。

第６回「山城めぐり」… 丹波荒木氏ゆかりの城跡の見学。
第７回「寺社巡り」… 市内に点在する由緒ある寺社の見学。【図②】
講座の
特徴

活動の
広がり

事業の
評価方法
成果

課題

○地域住民１０人ほどで構成された「おもしろゼミ応援団」が、講座の企画や講師の推
薦等で協力。
○講座では地域住民（主に見学先の関係者や郷土史家など）が講師になり、参加者に説
明。資料も手作り【図③、④】
○全て篠山市内の名所・旧跡等をめぐる現地学習。
○講座を担当した講師が次の講座のアイディアを提供してくれたり、講師も一般参加者
として参加したりするなどリピート率が高い。
○平日実施の講座であるが、若い世代の参加者も見られる。
○グループでの応募も多い。
○年１回実施する企画会議で、各講座の出席率や受講生アンケートなどから反省点を洗
い出し次年度の参考にしている。
○企画会議に向けて、公民館の担当者間でも講座内容を検討している。
○住民参加型の講座として定着しており、企画段階から「おもしろゼミ応援団」として
参加される住民の方の関心・意欲が高い。
○受講生のアンケートでは、高評価のコメントが多い。
○リピート受講の方が多い一方、一度受講された方の口コミで参加される方な
ど、地域住民の地元に対する関心、理解が高まった。
○繰り返し受講される中で、参加者同士が顔見知りになり住民同士の繋がりも
深くなってきている。
○講座の題材探しに苦慮している（内容や訪問先、講師の固定化）
。
○新規受講生の開拓。
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【図① 受講生募集チラシ（４月に１年分の募集を行います）】

【図② 講座風景（地域住民が講座の講師に）】
講座全体の講師
（元小学校の先生）

見学地での講師
(神社の宮総代の方)

見学地での講師
(お寺の住職さん)

【図③ 講師手作りの資料が綴じられている講座資料】
（第７回資料内部）

【図④ それぞれの見学地で、さらに講師手作りの資料を配付】
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（資料の内部）

【事例３】

福岡県上毛町中央公民館

「生涯『楽』習講座」
生涯学習サポーターによる
学社連携の取り組み！
Ｑ１ 上毛町中央公民館はどんなところですか？
上毛町は福岡県の最東端に位置し、自然環境に恵

～上毛町～

まれるとともに県境に位置しているため、大分県中

・人口・世帯数 7,896 人 3,177 戸

津市を中心とする生活圏を共有しています。

・６５歳以上の人口

上毛町中央公民館は「げんきの杜」
（生涯学習・保
健福祉複合センター）内にあります。浴場、研修室、

・公民館設立年

2,538 人
平成 12 年

・職員数 1 人（館長・教務課長兼任）

トレーニングルーム、図書館、多目的ホール、視聴
覚室、調理実習室、陶芸室、大広間などを兼ね備えています。指定管理者は上毛町社会福祉
協議会です。
上毛町教育委員会教務課社会教育係は係長１名と職員４名で生涯学習の専任ではなく全員
が兼任しています。生涯学習に係る予算は年間約１５万円です。

Ｑ２ 「生涯『楽』習講座」とはどんな事業ですか？
講座に参加したり、知識や教養を身につけたり、反復練習などによって技能を習得したり
経験を積むような「入力型」
（充電型）の活動も必要です。そして、自分の中に蓄積された様々
な形の学習効果を外に向かって発揮する「出力型」
（放電型）の活動はこれからの地域づくり
にとっても大事な事です。またボランティア活動などを通じて積極的に社会貢献することも、
生涯学習活動としての重要性が高まっています。これまで蓄積してきた学習成果を発揮する
制度として、平成２０年度から「生涯学習サポーター登録制度【図①】」を、平成２２年度か
ら公民館主催事業として生涯学習サポーターに登録された方やこれからボランティア活動な
どを始めようとする町民のために「生涯学習サポーター養成講座」を開講することになりま
した。翌年からは「生涯学習サポーター入門講座」として講座を開講しています。
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Ｑ３ 「生涯『楽』習講座」の内容について教えてください。
目 標

ボランティア活動への理解や知識を深め、講座で得た知識や技術をボランテ
ィア活動などを通じて積極的に多くの住民が主体的に地域に関わっていく機
会とする。

対象者

上毛町町民一般

参加者数

Ｈ27 年度 108 名（生涯学習サポーター入門講座 13 名）
Ｈ28 年度 95 名（同 11 名）【図②】

講座の
概要

○養成講座として「生涯学習サポーター入門講座（全 4 回）
」を実施。
○生涯学習サポーターによる趣味趣向講座として「上毛町の歴史教室」「はじ
めての囲碁教室」
「はじめての俳句づくり教室」を実施。
○生涯学習サポーターにより小学生向けに「チャレンジ科学教室」を実施。

講座の
特徴

○生涯学習サポーターを対象にボランティアとしての必要な知識を習得する
ことを目的に平成２２年から「生涯学習サポーター養成講座」を１回開催。
翌年からは生涯学習サポーターやボランティア活動に意欲と関心のある町
内在住の方を対象に「生涯学習サポーター入門講座」を開催している。
○生涯学習サポーターが講師となり講座を実施。大人から子どもまで幅広い対
象での講座を提供している【図②】

成果活用

○町の行事やスポーツ大会等に運営スタッフとして協力したり、小中学校にお
ける課外授業、生涯学習講座、そのほか地域のさまざまな場にスタッフとし
て参加したりしている。
○生涯学習サポーターの主な取組みとして、平成２４年度から「生涯『楽』習
講座」講師として以下の講座を実施している。
◆フラワーアレンジ教室◆ 裂き織り講座◆布ぞうりでリサイクル教室
◆上毛町の歴史教室◆はじめての俳句教室◆はじめてのエアロビクス教室
◆チャレンジ科学教室【図③】など。
○生涯学習サポーターによる「生涯『楽』習講座」は平成２７年度は４回、平
成２８年度は４回開催された（１２月現在）。

事業の
評価方法

○各講座終了時にアンケートを実施している。
ただし、児童対象の講座の場合はアンケートは実施しない。

成果

課題

○生涯学習サポーター登録制度に２４人が登録。生涯学習サポーターは地域に
おける様々な分野で活躍している。生涯学習講座の講師としても積極的に関
わっている。
○生涯学習サポーター入門講座は講座の企画運営のノウハウを学ぶだけでな
く、サポーター以外の地域づくり団体との交流の場になった。
○生涯学習サポーターが企画した講座や活動を実践することが、児童との交流
など、主体的に地域に関わる機会とすることができた。→「学びの輪」が広
がり、
「人の輪」につながった。
○学習活動を行っている人や団体を知り、制度の周知と掘り起しに向けて取り
組むこと（隣接する中津市と生活圏が重なるため中津市の団体に所属する上
毛町民もいる）
○魅力ある講座づくり
○学校と地域を効果的に連動させる推進母体の位置づけ
○社会福祉協議会等関係機関との連携
- 29 -

【図① 生涯学習サポーター募集チラシ】

【図③ チャレンジ科学教室チラシ】

【図② 平成２８年度生涯『楽』習講座一覧】
．
平成２８年度 生涯『楽』習講座一覧
番
号
1

講

座

講師

名

開催時期
会

場

宮本工

６月７、14、21 日

（生涯学習サポーター）

〔全３回〕

町文化財保護委員

げんきの杜

中尾哲治

７月 26、8 月 2、10 日

【趣味趣向講座】

（生涯学習サポーター）

〔全３回〕

はじめての囲碁教室

文化協会上毛囲碁同好会会員

げんきの杜（1・3 回目）

【趣味趣向講座】
上毛町の歴史教室

2

西吉富コミセン（2 回目）
3

尾形忍
【趣味趣向講座】

（生涯学習サポーター）

はじめての俳句づくり教室

文化協会こうげ俳句会会員

4

７月 22、27、8 月 3 日
〔全３回〕
大平支所

対象者

一般
（20）／15 人
青少年
一般
（20）
・15 人

社会福祉協議会職員（3～4 回目）

【養成講座】
生涯学習サポーター入門講座

※バルーンアート教室及び輪投げ
大会は町子育連共催

観音菩薩や地蔵菩薩を祀るお堂な
どに係る民間信仰の歴史について
学ぶ。

囲碁のルールや打ち方を、はじめ
ての人でもわかるように解説。
はじめての人でもわかるように俳

青少年一般
（20）
・26 人

句の作り方を学ぶ。
※夏季学童クラブ高学年児童も対
象とする。

社会教育センター職員（1～4 回目）
苅田バルーンアートの会（2 回目）

趣旨・内容

（定員）／受講人数

ボランティアのスキルアップを図
る。また、講座中２回目は親子バル

８月 25、27 日、9 月 13、
18 日〔全４回〕
唐原コミセン（1・2 回目）

一般
（20）
・11 人

げんきの杜（3・4 回目）

ーンアート教室（参加 47 名）とし
ても開催。４回目は、小学生と高齢
者による輪投げ大会（参加 133 名）
とし、講座受講者はスタッフとして
実践活動を行う。

5

【趣味趣向講座】

役場職員

パソコン教室
（ワード）
6

【趣味趣向講座】

役場職員

パソコン教室

チャレンジ科学教室

一般

西吉富小パソコン教室

（20）
・4 人

1、2 月〔全 5 回〕
西吉富小パソコン教室

（エクセル）
7

11、12 月〔全 5 回〕

わくわくドキドキサイエンスクブ

12 月 1１日(日)

（生涯学習サポーター）

げんきの杜

【チャレンジ科学教室の様子】

- 30 -

一般
（20）
・11 人
小学生
（20）
・13 人

文書作成ソフトの基礎を学ぶ。
※文字入力のできる方
表計算ソフトの基礎を学ぶ。
※文字入力のできる方
自然科学の不思議さ、もの作りの面
白さを体験・体感する。

【事例４】

福岡県筑後市中央公民館

「高齢者はつらつ活動拠点事業」
学んだことを地域に活かす！
子どもたちに活かす！
Ｑ１ 筑後市中央公民館はどんなところですか？
福岡県筑後市は県南部の筑後平野の中央に位置す
る田園都市です。匠の技が織りなす久留米絣や船小屋
の炭酸泉、そして恋の神様が鎮座する恋木神社、福岡
ソフトバンクホークスのファームの本拠地など魅力
的な観光地があります。

～筑後市の概要～
・人口 世帯数 49,156 人 18,775 世帯
・公民館設立

昭和 37 年

・市図書館との併設館（通称サンコア）
・生涯学習専門員８名を配置

公民館の主要な事業として、高齢者講座、成人講座、
子育て青少年育成講座、公民館出張講座、花作り、生涯学習フェスタなどがあります。また、
就業支援の一つとして「おうち起業応援セミナー」を実施し、受講生の学習発表や交流の場
としてサンコアマルシェを開催しています。
筑後市には、小学校が１１校区、中学校が３校区あり、公民館と学校のつながりをより強
めたり、公民館や学校を核としてコミュニティーをつくったりしていくことが求められてい
ます。

Ｑ２「高齢者はつらつ活動拠点事業」とはどんな事業ですか？
福岡県の委託を受け、平成１８年度までは、主に教養を高めるための講座である高齢者大
学を行っていました。平成１９年度からは福岡県が、
「学んだことを地域に還元するボランテ
ィア養成」を目的とした「高齢者はつらつ活動拠点事業」を打ち出しました。中央公民館も
拠点の１つとなり、
「書道」
「ものづくり」
「パステル画」などのボランティア養成講座を実施
しました。学んだことを地域に還元するためには、還元する場が必要になります。公民館で
は、地域と幅広く交流できるように、地域の各種施設や学校とボランティアのマッチングを
積極的に行ってきました。平成２４年度は、小学校や学童保育所等への派遣調整回数は４４
回を重ねました。
この事業は、県からの委託ということで補助金という後押しがあり、様々な講座を企画し、
実施することができました。平成２４年度に県からの委託が終了しましたので、現在では中
央公民館独自の事業として継続した取組をしています。
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Ｑ３「高齢者はつらつ活動拠点事業」の内容について教えてください。
目 標
対象者
参加者数
講座の
概要

講座の
特徴

学びの
成果活用

事業の
評価方法
事業の
成果
事業の
課題

①生きがいづくり
②ボランティアを通した社会参加
筑後市在住、学んだことを地域に活かす意思がある人
１０６人（平成２４年度延べ）
〈ボランティア養成講座〉
〔書道〕
要請の多い小学校の書写の時間に指導補助に出向くための基礎を学ぶ講座で、
シニア世代の生きがいと社会参画、地域支援の意識の向上を期待できる。
【図①②】
〔ものづくり〕
学童保育所などからの要望に応え、地域活動や支援に気軽に参加してもらえる
よう、幼児から小学生向けのものづくりのレパートリーを増やすことができる。
【図③】
〔パステル画〕
近年注目されている「パステル」を画材に、絵を短時間で仕上げる。好きな色
で自由に描くことができるので、癒しの効果もあり、年齢を問わず地域での活動
も期待できる。【図④】
〔男性クッキング〕
包丁の持ち方、野菜の切り方など、基本的なことから学び、調理実習を通して
料理の楽しさを知るとともに、参加者相互の親睦を深める。また、小学校家庭科
への支援など社会参画も期待できる。【図⑤】
○目的（ボランティア養成）と対象（シニア世代）が明確である。
○講師は元学校の先生などなるべく地域の方にお願いする。積極的な人材発掘に
努めている。
○人材バンクへの登録を推奨している。人材バンクは自己申告制である。人材バ
ンクの名簿を各学校や施設に配布し、活用をお願いしている。
学校を中心にデイサービスや病院、老人福祉施設などにボランティアを派遣し
ている。
〔例１〕小学校等への書道支援
書道は小学校３年生から始まる。特に小学校３年生の書道開始時期は、道具の
置き方、墨の入れ方、筆の使い方、片付けの仕方など様々な支援が必要である。
墨を使うので、児童の服や机、床などを汚してしまう可能性もあり、より多くの
指導者、支援者の目や手が必要であるため、小学校３年生書道へのボランティア
参加が多い。【図⑥⑦】
〔例２〕パネルシアター
パネルシアターとは、パネル布を貼った舞台に絵（または文字）を貼ったり外
したりして 展開する、おはなし、歌あそび、ゲームをはじめとする教育法、表
現法である。パステル画で学んだことをパネルシアターに活かし、保育所や学童
保育、公民館で行われる子育てサロンなどで実施している。【図⑧】
○ボランティア参加者へのアンケート
○学校との話し合い
○社会教育委員会での意見交換
子どもたちを始めとした人との触れ合いに生きがいを感じ、生き生きと活動さ
れている方が増えた。以前は一人一人との日程調整で大変だったが、今ではボラ
ンティアの代表者に日程を投げかけるだけで調整ができるようになった。
県からの補助金がなくなり、ボランティア養成に特化した講座の実施が難しく
なっている。各施設のボランティアの受け入れに温度差がある。また、学校への
ボランティア派遣は完全無償の形をとっており、交通費だけでも支給したい。人
材バンクにおいては、活用頻度に個人差があるので、自治公民館などで積極的に
活用してほしい。
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【ボランティア参加者のアンケート（抜粋）】
・ボランティア等体験できて元気をいただいています。
・ボランティアの為の勉強会を定期的に実施してほしい。
・思いがけない人との交流ができ、自分を高めることができました。
・仕事の合間、休日などを利用しボランティア活動をしたい。

〈資料 ボランティア養成講座の様子〉
【図① 募集チラシ】
【図② 書道講座】

【図④ パステル画講座】

【図③ ものづくり講座】

【図⑤ 男性クッキング講座】

〈資料 学びの成果活用の様子〉
【図⑥ 小学校への書道支援】

【図⑦ 老人ホームへの書道支援】

【図⑧ 学童保育でのパネルシアター】
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平成２８年度 生涯学習に関する調査票

資料

～学びの成果を生かすまちづくりに関する調査～
この調査は、県内の生涯学習講座の現状等を調査集計して、今後の生涯学習の充実・振興を図るための資料とすることを
目的としています。
ご多用の折とは存じますが、調査の趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
なお、調査結果は全て統計処理し、本調査研究の参考資料とする以外に使用することはありません。

（記入について）
・ 選択式の質問においては、全て該当する選択肢のセルに○印をつけてください。
・ 調査票は、県生涯学習推進センターのホームページから、ダウンロードできます。
（「学びネットくまもと」で検索→「お知らせ」欄に掲載）
（提出について）
・ ご記入いただきました調査票は、平成２９年１月２４日（火）までに、ＦＡＸまたはメールにて下記にご提出くださ
い。
〔提出先〕 熊本県生涯学習推進センター（担当：島田） ＦＡＸ 096－355－4317
メール shimada-k-db@pref.kumamoto.lg.jp

（

市町村名（所属）
記入者 職・氏名

職

）
氏名

連絡先（電話番号）

本年度の主催講座・講演会について
問１

本年度、貴市町村の教育委員会（公民館等も含む）主催で、生涯学習に関する講座や講演会を実施してい
ますか。（予定も含む）
ア している（する予定）
イ していない（予定していない）

問２

問２へ
問３へ

問１で 「ア」 と回答した市町村にお尋ねします。
（１） 本年度実施した（予定）講座の学習領域に〇印をつけてください。〔複数回答可〕
ア 健康
イ 家庭・家族（子育て・家庭教育）
ウ 環境／人口・食糧／資源・エネルギー
エ 高齢化社会
オ 生命
カ 豊かな人間性
キ 消費者問題
ク 地域の連帯／まちづくり
ケ 男女共同参画型社会
コ 科学技術
サ 情報の活用
シ 国際理解／国際貢献・開発援助
ス 防犯・防災
セ 食育
ソ 法教育
タ 経済
チ 起業
ツ 人権
テ 職業上必要な知識・技能／個人のキャリア開発
ト ボランティア活動
ナ その他 （交通問題／知的所有権／青少年教育／新たな公共 など）
二 趣味的なもの （音楽、美術、華道、舞踊、書道、レクリエーション活動、スポーツ、料理、創作活動 など）

ヌ 教養的なもの（文学、歴史、語学、科学 など）
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（２） 本年度の講座や講演会の実施回数を下から選んでください。（予定も含む）
ア １～３回
イ ４～６回
ウ ７～９回
エ １０～１２回
オ １３回以上
（３） 本年度の講座や講演会の形態について、当てはまるものを選んでください。
ア すべて１回ごとの単発の講座や講演会である。
イ 連続した講座や講演会もある。
※連続講座とは、ある期間にわたって意図的（１つのテーマ、同じ目的、同じ参加者など）に複数回実
施する講座。
（４） 講座終了後、受講生に対してどのような学習評価や成果活用支援を行っていますか。〔複数回答可〕
ア 修了文集等の作成
イ 作品の成果発表会等の開催
ウ 修了時に資格や修了証・認定証等を付与
エ 学習成果を生かす場・機会の紹介・提供
オ 自主サークルなどの学習活動を継続する場・機会の紹介・提供
カ 自主サークルなどの学習活動の支援（施設使用料の減額や無料化、助成金など）
キ 交流会・懇親会等の設定
ク 参加者間のネットワークづくり
ケ 対面またはメール等での個別相談の実施
コ その他
問４へ
問３ （１）問１で「イ していない（予定していない）」と答えた理由を選んでください。
ア 今まで取り組んでいなかったから
イ 予算がないから
ウ 人手が不足しているから
エ 講座を企画・運営するノウハウが乏しいから
オ 講座や講演会を行う場所がないから
カ その他
問４ 社会教育・生涯学習担当者の研修はどのように行っていますか。
ア 県社会教育課が実施する研修会
イ 生涯学習推進センターが実施する指導者養成講座に参加
ウ 先進事例を視察
エ 講師を招いての講話
オ 民間が実施している研修会
カ その他
キ 行っていない

学びの成果活用・まちづくりについて
問５ 学びの成果を生かすための講座を実施していますか。
問６へ
ア している
イ していない（予定していない）

問７へ
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問６ 問５で「ア」と回答した市町村にお尋ねします。
（１）本年度実施した学びの成果を生かす講座に○印をつけてください。〔複数回答可〕
ア イベントの企画・運営に関する講座
イ 一般の方への学習ボランティア講座
ウ 放課後子ども教室など子どもに関わるボランティア講座
エ 高齢者に関わるボランティア講座
オ 障がい者に関わるボランティア講座
カ 親の学びプログラムトレーナーなど家庭教育支援講座
キ 読み聞かせボランティア講座
ク 観光ボランティア講座
ケ スポーツクラブなどの指導者養成講座
コ 住民のつながりづくり講座
サ 住民が講師となるための養成講座
シ その他
（２） 問６（１）で〇をつけた講座についてご記入ください。〔複数ある場合は１つを選んでください〕
〔講座名〕
〔講座内容〕

〔講座の成果・課題・続ける秘訣・今後の改善点など〕

（３） 問６（１）で〇をつけた講座の評価をどのように行っていますか。〔複数回答可〕
ア 参加者に対するアンケート調査を行っている
イ 成果や課題を担当または関係者で検討し、内部資料として残している
ウ 成果や課題を一般に公表している
エ 成果や課題を次年度の企画に活かしている
オ その他
カ 特に評価を意識した取組はない
（４） 問６（１）で〇をつけた講座での学びの成果を生かすために、どのような支援を行っていますか。〔複数回答可〕
ア 修了時に資格や修了証・認定証等を付与
イ 組織づくり及び組織の運営
ウ 関係団体との連絡調整
エ 人材バンク等を作成し、関係団体に情報提供
オ 広報
カ 住民の活動に結びつけるための情報収集
キ 住民の活動に関するニーズの調査・把握
ク 活動を継続する場・機会の紹介・提供
ケ 活動の支援（施設使用料の減額や無料化、助成金など）
コ その他
サ 支援していない
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（５） 問５（１）で〇をつけた講座はいつから行っていますか。
ア 今年から
イ １～３年前から
ウ ４～６年前から
エ ７～９年前から
オ １０年以上前から

問８へ

問７ （１）問５で「イ していない（予定していない）」と答えた理由を選んでください。
ア 今まで取り組んでいなかったから
イ 予算がないから
ウ 人手が不足しているから
エ 講座を企画・運営するノウハウが乏しいから
オ 講座や講演会を行う場所がないから
カ その他
問８ まちづくりに関する事業を実施していますか。（問６の講座を除く）
ア している

問９へ

イ していない

問１０へ

問９ 問８で「ア」と回答した市町村にお尋ねします。
（１）本年度実施したまちづくりに関する事業に○印をつけてください。〔複数回答可〕
ア 交通指導
イ 清掃作業などの環境美化
ウ 防犯・防災パトロール、防犯・防災マップ作り
エ 植林などの緑化
オ 住民へのアンケート調査・官民協働事業
カ 住民のつながりづくり
キ 高齢者や障がい者の支援
ク イベントの企画・運営
ケ 総合型地域スポーツクラブ
コ 体験学習（大人と子どもの社会体験、歴史散策、通塾合宿など）
サ 住民が講師となる講座を行う事業
シ その他
（２） 問８（１）で〇をつけた事業についてご記入ください。〔複数ある場合は１つを選んでください〕
〔事業名〕
〔事業内容〕

〔事業の成果・課題・続ける秘訣・今後の改善点など〕
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（３） 問８（１）で〇をつけた事業の評価をどのように行っていますか。〔複数回答可〕
ア 参加者に対するアンケート調査を行っている
イ 参加者を交えた会議（反省会・意見交換など）
ウ 成果や課題を担当または関係者で検討し、内部資料として残している
エ 成果や課題を一般に公表している
オ 成果や課題を次年度の企画に活かしている
カ その他
キ 特に評価を意識した取り組みはない
（４） 問８（１）で〇をつけた事業では、住民の方はどのような関わりをしていますか。〔複数回答可〕
ア 企画・運営の会議に参加
イ 広報
ウ 事業に参加
エ 人材バンクに登録
オ 運営の主体
カ その他
問１０ 学びの成果を生かす講座やまちづくり事業の予定や構想、アイディアがあればご記入ください。

生涯学習全般について
問１１

貴市町村で生涯学習を推進するうえでの課題や悩みをご記入ください。

問１２ 以下について、ご記入ください。
○ 生涯学習担当課へメールで文書を送る際の送付先
・部署名
・メールアドレス
所属のメールアドレスあり （アドレス）
所属のメールアドレスなし
※担当者への送付が可能でしたら、アドレスをご記入ください。
（アドレス）
○ 教育委員会主催・共催の講座や講演会など、住民が学習する場の情報を、市町村や教育委員会のホー
ムページに掲載していますか。
ア している
→ 貴市町村の生涯学習に関する情報が掲載されているページのアドレス
イ していない → 貴市町村教育委員会または市町村のホームページアドレス

○ 市町村発行の広報誌以外で、生涯学習に関する情報等を掲載した情報誌等を発行していますか。
ア している （年
回）
→ 生涯学習推進センターへの提供（郵送）はできますか。
できる
イ していない
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できない

どちらともいえない

