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は じ め に
「生涯学習の振興のための施策の推進体制及び地域における生涯学習に係る機会の整備」を目
的として、平成２年に生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律が施行され
ました。平成１８年には、教育基本法が改正され、第３条に生涯学習の理念、第４条に教育の機
会均等が謳われ、
「だれでも・どこでも・いつでも」学べる生涯学習が求められてきました。
今年度の９月に出された第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過では、
「人
生１００年時代を見据えた生涯学習の推進」が基本的な方針として掲げられました。その中で「学
び続け、学んだことを生かして活躍できるようにする」
「知識・技能を学び、活用し、知的・人的
ネットワークを構築し、新たなステージで活躍するというサイクルを実現する」
「学び始めるきっ
かけづくりや学習成果の可視化、仲間とつながりながら楽しく学べる環境などの動機づけが重要
である」
「地域コミュニティの維持・活性化への貢献や、全ての住民が地域社会の構成員として社
会参加できるような社会的包摂への寄与、社会の変化に対応した学習機会の提供が期待される」
など、今後の生涯学習の方向性が示されました。自己完結型の学びではなく、学んだ成果を生か
すことにより、人とつながり、自分が輝き、そして地域が元気になるような学びが求められてい
ます。
当センターでは、
学習機会の提供としてくまもと県民カレッジの充実、
生涯学習指導者の養成、
市町村等支援を目的とした講座プログラム開発及び学習相談、普及啓発活動を行ってまいりまし
た。今後は、上述したことをふまえ、時代に応じた生涯学習の振興のために、一層精進していく
所存です。
本年度の調査研究事業では、
「学びの成果活用」
「地域学校協働活動」
「まちづくり」をキーワー
ドに調査を行いました。県内の状況を把握するとともに、具体的な事例に学び、各市町村の今後
の取組の参考にしていただきたいと思っております。また、昨年度の熊本地震以降、
「学びで復興
を支援する」を基本スタンスに、当センターの事業を見直し、実施してまいりました。２か年弱
の取組の経過を報告することにより、今後の復興支援の在り方を考えるきっかけにしていただき
たいと思っております。
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３０年３月
熊本県生涯学習推進センター所長
真田 由紀子
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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（４県 ４か所）

３ 調査の実施期日
平成２９年１１月２７日～平成２９年１２月２５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・地域学校協働活動・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。
【愛媛県西予市】遊子川公民館

「遊子川地域活性化プロジェクト」

【佐賀県佐賀市】高木瀬公民館

「子どもの声が聞こえる公民館」

【岐阜県郡上市】白鳥地域公民館

「中高生公民館応援隊」

【山口県山口市】

「おごおり熟年集い塾」

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 市町村の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や講演会の内容
をはじめとした実施の詳細、地域学校協働活動、まちづくりなど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：各市町村における講座の実施の有無】
Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

実施している

４３

４１

４５

実施していない

２

４

０

表１に示すように、今年度は初めて全市町村が講座を実施した。生涯学習に関する予
算が削減傾向にある中、各市町村の工夫と努力により講座が実施されたのだと思われる。
昨年度は、３市町村が熊本地震のために未実施であったが、今年度は実施することがで
きたことも喜ばしいことである。今後、さらなる講座の定着が期待される。
（２）実施講座の学習領域
全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
食育
防犯・防災
豊かな人間性
高齢化社会
消費者問題
地域の連帯／まちづくり
ボランティア活動
職業上必要な知識・技能／個人のキャリア開発
情報の活用
男女共同参画型社会
生命
環境／人口・食糧／資源・エネルギー
法教育
国際理解／国際貢献・開発援助
科学技術
経済
起業
その他
趣味的なもの
教養的なもの

27
23
15
14
14
12
11
9
8
7
7
6
6
5
4
4
3
2
2
1
13
37
31
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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」
「食育」
「防犯・防災」となっている。これは、昨年度の上位５講座と同様であ
る。
「豊かな人間性」
「地域連携／まちづくり」は昨年度と比較すると微増となっている。
熊本地震後に「生き方」や「コミュニティの形成」などに関心が高まったのではないか
と思われる。
「住民が求めているものは何か」「住民に必要なことは何か」を考え、講座
内容を検討していることがうかがえる。
「趣味的なもの」に関する講座が３７市町村で全体の８２％、
「教養的なもの」に関す
る講座が３１市町村で全体の６９％となっており、年々増えている。様々な分野の講座
を開催することにより、住民が生涯学習に一歩踏み出すきっかけとなるように工夫して
いると思われる。
（３）講座の実施回数
全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】
1

１～３回

3

４～６回
７～９回

7

5
0

H２９

3

１０～１２回

H２８
5

6

１３回以上

27

29

図２に示すように、今年度と昨年度の講座の実施回数を比較した。
「１～３回」が２市
町村減ったのに対して、
「４～６回」が２市町村、
「７～９回」が３市町村、
「１３回以上」
が２市町村増えた。
市町村別に見ると、回数が減ったのが３市町村に対して、１０市町村では増えている。
全体的に講座回数が増えていることが分かる。
（４）講座や講演会の実施形態
全市町村を対象に講座の実施形態について尋ねた。
【表２：講座の実施形態】
Ｈ２８

Ｈ２９

（４１市町村講座実施）

（４５市町村講座実施）

連続講座もある

３４

３８

単発講座のみ

７

７

表２に示すように、今年度と昨年度の講座の実施形態を比較した。今年度単発講座の
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み実施の７市町村のうち６市町村が昨年度も単発講座のみの実施である。
（５）講座終了後の受講生への学習評価及び支援
全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支援について尋ねた。
【図３：講座後の学習評価及び支援（複数回答可）】
作品の成果発表会等

23

学習成果の場を紹介・提供

22

学習活動支援（減免等）

17

資格や修了証・認定証等付与

13

修了文集等作成

6

交流会・懇親会

4

ネットワーク作り

4

個別相談

2

その他

2

行っていない

8

図３に示すように、
「作品の成果発表会等の開催」「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」
「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）
」が上位となった。複数の学習評価や支援を組み合わせて実施し
ている市町村が多く、学びが次の学びや活動へつながるような工夫をしていることが分
かる。
（６）講座企画に対する評価
全市町村を対象に講座企画に対する評価方法について尋ねた。
【図４：講座企画に対する評価方法（複数回答可）】
参加者アンケート

33

成果・課題を次年度に生かす

20

関係者で検討し内部資料
成果や課題を一般公表

17
2

評価無し

5

図４に示すように、参加者へのアンケート調査が多い。アンケートの質問項目や分析
方法など興味深いところである。
ただ、
「特に評価を意識した取組はない」が５市町村であったのが気になるところであ
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る。評価が無いと改善につながることはない。事業を常に見つめ直し、時代やニーズの
変化をとらえ、より良い講座を提供していく姿勢は必須である。
（７）講座におけるユニバーサルデザインの視点
全市町村を対象に講座におけるユニバーサルデザインの視点について尋ねた。
【図５：講座実施におけるユニバーサルデザインの視点（複数回答可）】
講座を夜間や休日に実施

24

スロープなど

13

託児

7

手話通訳
音声ガイダンス

5
0

その他

2

取り入れていない

12

図５に示すように、
「講座を夜間や休日に実施」が２４市町村と一番多い。これは、日
中に仕事をしている層への配慮であるが、全市町村の５３％にとどまっており、十分と
は言えない。他の項目も低い割合を示しており、様々な立場の方が講座を受けやすい状
況にないことが分かる。
教育基本法第４条には教育の機会均等を規定し、その第２項として、障害ある者が、
その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じる義務
を国及び地方公共団体に課している。また、文部科学省生涯学習政策局に「障害者学習
支援推進室」が新設され、「特別支援教育の生涯学習化に向けて」
「障害者の生涯を通じ
た多様な学習活動の充実について」が出された。障害者をはじめとする国民一人一人に
生涯学習社会の実現が図られるような配慮が求められている。
（８）講座内容の変更時期
全市町村を対象に講座内容の変更時期について尋ねた。
【図６：講座内容の変更時期（複数回答可）】
毎年新しい内容

32

５年未満～２年以上

20

１０年未満～５年以上
１０年以上同じ

14
11

6

図６に示すように、
「毎年、新しい内容の講座を実施」が３２市町村と全市町村の７１％
となっている。
「１０年以上、同じ内容の講座を実施」と回答した１１市町村のうち、８
市町村が「毎年、新しい内容の講座を実施」と併せて回答しており、マンネリ化を防ぐ
ために、新しい内容の講座を考える一方で数年続く定番の講座もある市町村が多いこと
がうかがえる。
（９）講座で学んだ成果を生かす機会や仕組みの有無
全市町村を対象に講座で学んだ成果を生かす機会や仕組みの有無について尋ねた。
【表３：市町村における学びの成果を生かす機会や仕組みの有無】
機会や仕組みがある

２２

機会や仕組みがない

２３

表３に示すように、約半数の市町村が学びの成果を生かす機会や仕組みを有している。
機会や仕組みを有していない理由としては、
「仕組みやノウハウがない」が多かった。
「講
座の目的が違う」
「参加者が自分で楽しむ段階」などの理由も見受けられた。
（10）講座で学んだ成果を生かす機会や仕組みの内容
前項で「機会や仕組みがある」と回答した２２市町村を対象に、講座で学んだ成果を
生かす機会や仕組みの内容を尋ねた。
【図７：学びの成果を生かす機会や仕組みの内容（複数回答可）】
子どもに関わる活動

9

イベントの企画・運営

6

家庭教育支援

6

読み聞かせボランティア

5

自ら講座を開催

4

高齢者に関わる活動

3

人材バンクを作成

3

障害者に関わる活動

2

観光ボランティア

2

一般への学習支援

1

スポーツの指導

1

その他

7

図７に示すように、
「子どもに関わる活動」が９市町村と１番多い結果となった。子ど
もの体験活動の不足、異年齢との交流、学校・家庭教育支援など様々な理由が考えられ
る。
表４に示すのは、学びの成果を生かす機会や仕組みの具体例である。回答があった市
町村及び熊本市公民館のみを示す。学びの成果を生かす機会や仕組みのとらえ方に差異
があることはご了承いただきたい。
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【表４：学びの成果を生かす機会や仕組みの具体例】
市町村等

活動名

活動内容

八代市

まなびフェスタ
やつしろ

各講座において学習した内容について展示・舞台発表など成果を
披露。

荒尾市

趣味の講座発表会

趣味の講座で開講した５講座が一同に集い、６ヶ月間で学んだこと
をステージ発表や展示バザーで披露。

「親の学び」
プログラム

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」プログラムを体験してもらう講座を実施。

山鹿市

図書館ボランティア

布絵本製作、パネルシアター製作、お話し会、イベント手伝い、ブッ
クスタートボランティアなどを実施。

菊池市

スポーツ吹き矢
地域教育力
推進セミナー
家庭教育リーダー・
地域リーダー
養成研修会

天草市
南小国町
中央公民館
大江公民館

上天草市

宇城市

合志市

音楽講座

和水町

ウォーキング大会
ガイド
料理実習

南関町

南関町文化祭

玉東町

産山村
西部公民館

カルチャー
フェスティバル
読み聞かせ
ボランティア

高森町

大阿蘇絵画展

大津町

昨年度受講生が地元の地域で健康づくりのため活動。
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
の児童心理学の基本を学ぶセミナーを実施。
放課後子ども教室や親の学びプログラムなどに関わる方向けに、
アイスブレイクや地域づくりや家庭教育について、お互い学習し合う
講座。
バンド活動をしている団体を講師として招き、歌の指導を行い、最
終日には家族や地域の方々を招き発表会を開催。
歴史講座や検定で得た知識を活かしてボランティアガイドとして、西
南戦争遺跡めぐりウォーキング大会に参加。
高齢者（９５歳以上）の方へお弁当を贈呈。
文化の日前後は、団体発表の場があり、優れた文化芸術を享受す
ることができる機会を提供。
創作作品の展示やダンス、歌の発表など講座の中で得たものを披
露。
読み聞かせを小学校で実施。

氷川町
多良木町
水上村

通潤橋ボランティア
ガイド
パンづくり講座
いきいきサロン訪問
福祉と文化の集い

五福公民館

健康リフレッシュ講座

南部公民館

おはなし入門
東部児童館
子どもフェスタ
自分で浴衣を
着てみよう
福祉わくわく
健康体操講座

コミュニケーションやコーヒーの淹れ方を学び、大阿蘇絵画展での
参加者へのコーヒーのふるまいなどを実施。
高齢者学級で学んだことを生かして通潤橋学習に訪れる小学生に
ガイドを実施。
前年度まで行ったパン作り講座の参加者が、自ら講座を実施。
高齢者が集まるいきいきサロン（各行政区で活動）でオカリナ演奏。
各講座のステージでの発表や展示発表の場。
併設する五福小学校の運動会において、講座生と小学生でダンス
を一緒に踊る機会。
絵本の読み聞かせボランティア講師を養成する講座を月 2 回実施。
東部公民館でボランティア活動を行っているグループを中心に子ど
もたちに対して折り紙の指導。
自主講座生が公民館主催講座「浴衣の着付け講座」の講師となり、
地域の小学生･中学生・高校生に着方を教える講座を実施。
講座で学んだ健康体操を、地域公民館・介護施設等で披露し、地
域の高齢者の方の健康・増進を図る活動を実施。

伝承遊び
マイスター講座

昔遊びの練習、教えるときのポイントを学び、最終的に小学校での
クラブ活動に講師として参加。

山都町

東部公民館
龍田公民館
幸田公民館
秋津公民館
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清水公民館
花園公民館

館外学習・
ボランティア
花園お話の部屋
～絵本の読み聞かせ～

北部公民館

傾聴講座

河内公民館
天明公民館

おでかけ公民館講座
ボランティア活動

富合公民館

学習発表会

城南公民館

南区ふれあい
フェスティバル

植木公民館

植木小学校バザー
（子ども体験活動）

施設へ行き、学習の成果を発表するとともに、入所されている方々
とふれあう機会。
０～１歳児と保護者を対象に絵本の読みきかせを公民館の主催講
座で学習したお話ボランティアが主体となって実施。
「傾聴講座」においてスキルを学んだ方が、同じく主催講座「家族介
護者のつどい」で受付けや聞き役など運営面の支援。
講座で練習した内容を、地域の福祉施設で披露。
地域の高齢者施設などを訪問し、自主講座で学んだ成果を発表。
富合公民館で学習している主催講座、自主講座、サークル活動生
によるステージ発表や作品展示発表。
南区 6 公民館共催の事業で、各公民館で活動している団体等の発
表の場。うち、1 つは主催講座「はじめてのバレエ」参加者の就学前
及び小学校低学年の子どもたちがバレエを披露。
学校バザーの催しで、子ども体験活動があり、植木公民館 自主講
座の絵手紙教室の受講生が講師として子ども達に絵手紙を指導。

成果としては、
「学んだ成果の発表という目標ができることで、継続して活動する意欲
につながる」
「受講生同士の交流が深まった」
「仲間づくりができた」
「子育て支援になっ
た」「健康増進につながった」
「訪問した施設から大変好評をいただいている」などが挙
げられた。学んだことを活動につなげていくことで意欲の向上・継続につながっていく
ことが分かる。学びと活動をつなげ、さらに好循環が生まれ、継続していく仕組みづく
りが求められている。
今後の課題としては、
「周知を工夫し、参加者を増やす」「ボランティアや指導者の高
齢化が進み、次世代の担い手育成が必要である」
「継続していく仕組みづくりが必要であ
る」などが挙げられた。生涯学習・社会教育への関心を高め、裾野を広げていくことは
常に考えていかなければならないことである。全国の好事例に学び、各地域に合った方
法を模索していかなければならない。
２

本年度の地域学校協働活動の実施について

（１）地域学校協働活動の有無
市町村教育委員会や公民館に地域学校協働活動の実施の有無について尋ねた。
【表５：市町村における地域学校協働活動実施の有無】
実施している

３６

実施していない

９

表５に示すように、地域学校協働活動を実施しているのが３６市町村で、全体の８０％
である。実施していない理由としては「地域に対してアプローチを始めたところ」
「実施
に向けて検討中」など、前向きなものが多かった。
社会教育法が改正され、第５条第２項に地域学校協働活動が明記され、市町村教育委
員会は地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地域学校協働活動に関する普及啓発
その他の必要な措置を講ずるものとされた。これまでの、学校支援だけではなく、学校
を核とした地域づくりへの視点を加味した活動へのシフトチェンジが図られなければな
らない。過渡期にある地域学校協働活動がより充実するために学校間、市町村間などで
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具体的な実践の情報交換を積極的に行って行く必要があると思われる。
（２）地域学校協働活動の内容
前項で「実施している」と回答した３６市町村を対象に、地域学校協働活動の内容を
尋ねた。
【図８：地域学校協働活動の内容（複数回答可）
】
放課後等の学習・体験活動

25

人材育成、郷土学習

17

学習支援

16

イベント、ボランティアへの参画

15

土曜日等の教育支援

6

家庭教育支援

6

地域課題解決学習

5

図８に示すように、
「放課後等の学習・体験活動」が２５市町村と一番多い。具体的な
活動事例として「放課後子ども教室」
「土曜日等の教育活動」を挙げている市町村が多く、
地域人材を活用した様々な体験活動が展開されている。また、多くの市町村の中学校区
で「地域未来塾」も実施されており、「放課後等の学習」「学習支援」にあたると思われ
る。
「放課後子ども教室」
「土曜日等の教育活動」
「地域未来塾」は、文部科学省が推し進
める事業である。体験活動、地域との交流、学習などを支援するとともに、保護者が仕
事で昼間家庭にいない子どもたちへの適切な場の提供などを目的としている。
体験活動の具体例としては「郷土芸能や郷土料理の伝承」
「そろばん」
「農業体験」
「清
掃活動」などがあった。
成果としては、
「先生の負担軽減につながった」「子どもたちと地域の方との交流が生
まれた」
「子どもの学習意欲が高まった」
「自然や地域への愛着が生まれた」などが挙げ
られた。また、
「地域の方々と知り合うことで、子どもたちが親近感を持ち、安心して活
動できる」
「地域の方々が習得されている専門知識や技術に触れ、お互いに教える喜び、
学ぶ楽しみを見いだし、学校という枠を超えた学習と交流ができている」
「地域の特色を
生かした事業を展開することにより、まち全体で地域の将来を担う子どもたちを育成し、
人づくりや地域づくりの好循環を創出し、地域の活性化となっている」といった意見が
あり、取組が継続され、より大きな成果へとつながっていること感じた。
今後の課題としては、
「支援者など地域人材の確保が難しい」「学校現場の協力が無い
と効果が上がらない」
「学校との連携が難しい」
「コーディネーターが必要である」など
が挙げられた。地域学校協働活動推進員の配置の促進が望まれる。そして、地域学校協
働活動推進員と地域連携担当の教職員と連携を密にしていくことが、地域学校協働活動
の充実に向けた第一歩につながると思われる。
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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。
【表６：市町村におけるまちづくりの実施の有無】
実施している

１５

実施していない

３０

表６に示すように、まちづくりを実施しているのが１５市町村にとどまった。ただ、
実施していない理由としては「首長部局が実施しているため」が大半を占め、ほとんど
の市町村で取り組んでいる事業であると思われる。
（２）まちづくりに関する事業の内容
前項で「実施している」と回答した１５市町村を対象にまちづくりの内容を尋ねた。
【図９：まちづくりの内容（複数回答可）
】
防犯・防災、安全・安心

7

観光客誘致・観光資源発掘

5

健康、福祉等

5

住民参画、ボランティア等

4

移住・定住促進

4

商店街活性化等

3

自然保護、省エネ促進等

2

その他

4

図９に示すように、
「防犯・防災、安全・安心等に関する事業」が１番多かった。熊本
地震を受け、防災・減災への関心が高まり、災害に強いまちづくりに向けて取り組んで
いると思われる。
表７に示すのは、まちづくりの具体例である。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７：まちづくりの具体例】
市町村等

事業名

事業内容

万年青大学花の
まちづくり事業
青少年の補導・
環境浄化

公民館主催の万年青大学（高齢者生涯学習団体）教室生による、
公民館敷地内の花壇整備・管理をする事業。
補導員の協力により、商業施設などでの街頭歩道や白ポストの
回収（悪書）、壁の落書き消しなどを実施。

山鹿市

地域づくり講座

山鹿市の各地区公民館主催で、防災・健康づくり・福祉などに地
域づくりに関する講座を実施。

阿蘇市

火の山スポーツクラブ

スポーツを通して、地域のコミュニケーションの活性化。

荒尾市
玉名市
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玉東町
小国町
高森町
南阿蘇村
益城町
山都町
芦北町
多良木町
苓北町

玉東フットパスコース
開発事業
宿徳大学（老人大学）
講演会
地域おこし協力隊
くまもと県民カレッジ
サテライト南阿蘇教室
くまもと県民カレッジ
サテライト益城教室
清和文楽講座
総合型地域スポーツ
クラブ活動支援事業
サイテク祭２０１７
ゴミゼロの日

中央公民館

おでかけ公民館講座

五福公民館

風流街浪漫フェスタ

西部公民館

童謡ボランティア

南部公民館

地域防災体制づくり

東部公民館

龍田公民館
託麻公民館
幸田公民館

つながる広がるあなた
の力～家族・みんなで
元気になあれ～
担い手育成事業
エクセル実践講座
地域のつどいの場作り
についての提案
幸田まちづくりサポー
ター募集・育成事業

秋津公民館

秋津防災フェスタ

清水公民館

おでかけ公民館

大江公民館
北部公民館

主催講座「健康科学実
情を知る」
地域リーダー力
スキルアップ講座

飽田公民館

あきた健康まつり

河内公民館

オレンジウォーク

天明公民館
富合公民館
城南公民館

地域を活性化する
イベント
広報紙作成のための
パソコン講座
教養講演会
「地震・津波」

地域の魅力を再発見するフットパスコース開発講座を行い、地域
住民とコースを策定中。
高齢者の健康に関する内容の講演を実施。
地域活性化のため、本町は５名の地域おこし協力隊を活用。
既存の高齢者学級に組み込む形で３回連続の防災をテーマとし
た講座を開催。
過去の災害や、震災復興から学ぶことにより、本町が今後抱える
であろう問題を住民が共有するため、全３回の講座を実施。
清和文楽館の職員が清和小・中の子どもたちに文楽を指導。
補助金による各種教室活動補助を行い、スポーツ大会・イベント
等の開催支援。
サイエンス＆テクノロジーをテーマに子どもたちを対象に実施。町
内外の学校や大学、企業など１７の団体が参加。
毎年、５月３０日をゴミゼロの日と定め、町内全小中学校でボラン
ティア清掃活動を実施。
地域の老人会における健康づくりに関する講座。
地域のまちづくり気運の醸成及び地域全体の活性化を図るため
に平成４年より実施されている地域の一大イベント。
地域の有志により、地域の福祉施設への慰問活動を実施。
班の中に行政職員も入れて、熊本地震で各自が体験したり感じた
りしたことを、ワークショップ形式で出し合う講座。
主に子育て世代を中心とした参加者を募り、「家族」にスポットを
当ててワークショップ型の講座を開催。来年度以降にも継続する
ことで、地域の担い手として成長してもらうことを期待した事業。
自治会役員も高齢化が進み、会計担当や書記など事務作業する
方々は多くはない。そこで、育成を目的に講座を実施。
子ども・地域食堂の活動をされている団体の活動の話を聞き、自
分たちにできることを考える。
子どもから高齢者まで安全で安心して暮らせる地域づくりを目的
にした「まちづくりサポーター」の募集・育成。
防災意識を高めるため、地域で活動する NPO や行政関係課、消
防署等の協力を得ながら、ゲームや講座を実施。
仲間づくり、親子の絆づくり、サークルのネットワークづくりを目的
とし、子育てサークルに講師を派遣し、防災関連講座を実施。
「健康で長生きできるまちづくり」をテーマに健康について科学的
データをもとに講座を実施。
地域での自分を生かして取り組みたいという方を集め、補助金の
申請方法やプレゼンテーションのやり方を学ぶ講座を実施。
健康チェック・体力測定・食生活改善や８０２０お楽しみブースなど
のイベントを開催。
みかん畑の中を歩いた後、地域の方々が作られた昼食を食べる
まちづくり事業。
高齢化や健康及び防災についての取り組みを、地域が一体とな
って協働で行なう各種イベント。
自治会、自治協議会加盟団体向けのワードを使った広報紙作成
方法を学習する講座を実施。
熊本地震を受け、日ごろの防災の取り組みを、地域住民で行って
いる事例を挙げ、今後の防災について考える講演会を実施。
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植木公民館

ＮＰＯと連携して講座を企画。熊本地震の教訓を活かし、防災意
識の高揚と今後の災害へ備えを学ぶ講座を実施。

災害への備え

成果として、
「地域住民が地域の課題を共有することで、地域住民による地域活性化の
意識づけができた」との意見があった。課題を共有し、同じ思いを持ち、同じ方向を向
いてまちづくりに取り組むことができたならば、より大きな効果が出ると改めて感じた。
今後の課題として、
「住民の年齢層やニーズに合わせる工夫が必要である」「よりニー
ズに近づけるためにスタッフのミーティングを繰り返し、夜間の開催をすでに始めてい
る」などの意見があり、担当者の熱意を感じた。やはり、まちづくりをリードする人、
中心となり進める人の熱い思いがあって、その熱い思いが徐々に住民に広がり、地域の
活性化につながっていくと思われる。
（３）まちづくりに関する事業と住民の関わり
３－（１）で「実施している」と回答した１５市町村を対象に、まちづくりに関する
事業と住民の関わりについて尋ねた。
【図１０：まちづくりと住民の関わり】
事業に参加
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企画・運営に参加

3

広報

3

運営の主体
人材バンクに登録

2
1

その他

3

図１０に示すように、
「事業に参加」が多かった。市町村や公民館が企画した事業に参
加する形である。
「企画・運営に参加」が３市町村、「運営の主体」が２市町村あり、住
民と行政が対等な関係、若しくは住民主導でまちづくりが進められており、まちづくり
への意識の高さがうかがえる。
今年度の調査では、講座実施市町村の増加、実施講座における学習領域の増加、実施講座
数の増加となった。予算や人員が削減されていく中で、講座の実施が増加傾向にあるのは、
生涯学習に携わる方々の熱い思いがあるからだと思う。
「講座実施におけるユニバーサルデザ
インの視点」や「地域学校協働活動」などの問いを新たに加えた。今後、誰でも学ぶことが
でき、学んだことが地域に生かされる生涯学習の在り方を考え、各市町村の実践を共有でき
ればと思っている。
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第３章 「学びで復興を支援する」経過報告
当センターは平成１４年度より、
「学習情報提供事業」
「学習機会提供事業」
「指導者養成事業」
「学習相談事業」
「普及啓発事業」
など各種事業を多くの方々のご支援を受けながら実施している。
そのような中、平成２８年４月に熊本地震が発生した。尊い命が奪われ、多くの方々が避難所
生活となり、当センターにおいても、くまもと県民カレッジの開講式を中止せざるを得ない状況
となった。熊本が復旧・復興へ歩み出そうとするときに、当センターとしては「学びで復興を支
援する」を基本スタンスに各事業を見直し、実施することとした。
熊本地震後に実施した事業の中から、学習機会提供事業である「くまもと県民カレッジ 主催
講座」
「くまもと県民カレッジ サテライト教室」
「くまもと県民カレッジ 特別講演」と普及啓
発事業である「生涯学習フェスティバル in パレア」について２年間の取組を以下に示す。
１ くまもと県民カレッジ 主催講座
熊本地震から約半年後に平成２８年度後期の主催講座が始まった。避難所生活から仮設団地や
みなし仮設での生活が始まったこの時期に、新たな一歩を踏み出していただきたいという思いか
ら、一部のコース内容を再検討し、変更した。
約１年後に始まる平成２９年度主催講座では、前後期をとおして、被災地や被災者への関わり
方・寄り添い方をテーマとしたコースを企画した。
熊本地震後に実施した主催講座の一部を紹介する。
（１）平成２８年度 後期
①熊本学Ⅱコース（平成２８年１０月～１２月実施）
○テーマ 「七転八起 甦る熊本～先人も大災害に負けなかった～」
○ねらい

熊本の歴史を振り返ると、これまでも数々の天災を
経験している。大災害も今回が初めてではない。当時
の人々はそこから立ち直るだけなく、目覚ましい復興
を実現してきている。過去の災害を振り返りながら、
それらを克服してきた先人たちの知恵や勇気に学ぶ
ことで、熊本の創造的復興を支援する。

○概要

【第１講の様子】

回

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

記録に残る大地震の歴史
～肥後熊本の震災と復興を紐解く～
１

古文書から熊本で起きた地震の被害を読み解き、今
回の熊本地震の経験を後世に伝える意義について学

八代市立博物館 未来の森ミュージアム
学芸係長 鳥津 亮二

ぶ。
地震と考古学
２

～古代人からのメッセージ～

熊本県教育委員会文化課

発掘調査資料や写真をもとに、熊本で起きた大地震 参事 宮崎 敬士
の痕跡や、断層と人類の生活との関わりを学ぶ。
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清正公さんの川普請
３

～河川災害の苦難を乗り越えて～

熊本大学大学院先端科学研究科

加藤清正が熊本で行った河川治水事業と、現代の河 教授 大本 照憲
川災害と河川改修の工法について学ぶ。
肥後の石橋 通潤橋
～石工集団の超絶技巧～

４

日本の石橋の歴史と石工集団の技術から、通潤橋が
幾多の地震を受けても壊れなかったその理由について

山都町教育委員会
主事 大津山 恭子

学ぶ。
熊本城
５

～幾多の試練に耐えて～

熊本城調査研究センター

熊本地震による熊本城内の建物と石垣の被害状況 副所長 網田 龍生
と、今後の復旧計画とその工法について学ぶ。

○講座を終えて
熊本県内の史跡等に残された災害の痕跡や記録から、先人たちが災害からどのようにして史
跡を修復して立ち直り、復興を成し得たのか、現代の各分野の専門家が古文書や調査結果を紐
解き、受講生は先人たちの知恵と勇気、そして後世に伝えたかったことについて学ぶことがで
きた。
②健康コース（平成２９年１月～２月実施）
○テーマ 「心をほぐし、あたためる～ストレス社会の処方箋～」
○ねらい

心の健康を阻害する要因の 1 つであるストレスに焦
点をあて、ストレスの原因、ストレスへの耐性、解消
の方法などを実技や演習を通して学び、日常生活に役
立てる。震災でもクローズアップされた心の健康につ
いて、再度考える機会とする。

○概要

【第４講の様子】

回

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

気づいてる？ 今の自分
１

～やってみよう！心の健康チェック～

九州ルーテル学院大学

人それぞれのストレス反応の表れ方やストレス対処 准教授 高野 美雪
法、震災後の子どもへの対応を学ぶ。
心と身体はなかよしです

２

～ストレスの影響～

熊本産業保健総合支援センター

ストレスの負荷と身体エネルギーとの関係について 産業保健看護専門家 島村佳子
具体的事例を交えて学ぶ。

３

ストレスマネジメント
～仕事、人間関係、震災…ストレスと上手につきあう～

熊本県子ども・若者総合相談センター
ストレス反応を減らし、緩和するための方法や地震で苦 臨床心理士 西山 美聡
難を経験している人に対する声掛けや対処方法を学ぶ。
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アンガーマネジメント
４

～やってみよう！イライラのコントロール～

日本アンガーマネジメント協会

上手な怒り、怒りの理由、気持ちを落ち着かせる方 シニアファシリテーター 田之頭 智子
法を学び、対処するための呪文を考える。
ストレス社会の生き方

５

～見方を変えてみると…～

九州ルーテル学院大学

グループワークをとおして、自尊感情を高めるため 准教授 西 章男
の方法を学ぶ。

○講座を終えて
グループワークで「震災で苦労したこと」
「今後の心配ごと」など、お互いの思うことを語り
合い、発表しあう時間が多かった。苦労話であるが、重たくなり過ぎず、笑って楽しい時間を
作ろうとする様子が見られた。受講後のアンケートでは、
「震災で傷ついた心が楽になった」
「気
持ちがおだやかになった」
「今後もお互いに支え合う環境作りに参加していきたい」との記載が
見られた。
③生き方創造コース（平成２９年１月～２月実施）
○テーマ 「新たな世界への第一歩！～新しい自分が見つかる 新しいなかまとつながる～」
○ねらい

生涯学習や新たな活動を始める前に、知っておきたい
ことを学び、コミュニケーション力を身につける機会と
する。また、災害時に大きな力を発揮したのは人と人と
のつながりであることを再認識する。

○概要

【第５講の様子】

回

１

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

年齢を重ねるということ
～身体の変化とこころの変化～

九州ルーテル学院大学

加齢とともに体と心がどのように変化していくかを 教授 和田 由美子
知り、自分自身を見つめ直す。
自分のイメージは誰がつくる？
～鏡にうつる自分のイメージ～

２

役割により、自分のイメージが違うことや、イメー
ジは、他人の見方と自分の見方ではズレがあることを

熊本学園大学
教授 土井 文博

学ぶ。
“協働”の社会でできること
３

～地域社会での立ち位置～

熊本県立大学

協働の社会のよさや可能性を伸ばすために、様々な 准教授 澤田 道夫
立場で協働の社会にできることがあることを知る。
“仲間”と一緒に

４

～コミュニケーションの極意～

いけだマナーアカデミー
人とつながるための、具体的なコミュニケーション 代表 池田 充子
スキルを学ぶ。
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交流が人生を豊かにする
５

～みんながつながれば怖くない！～

熊本大学

人とのつながりが人生を豊かにすることを知り、明 名誉教授 吉田 道雄
日からの新たな活力へつなげる。

○講座を終えて
「４月から再就職するが、心と頭の活性化になりました。新たな気持ちで頑張りたいです」
「年下の人との対人関係に悩んでいたので解決方法が分かりました」などの感想があり、多く
の受講生に心境の変化があったように思われる。普段からコミュニケーション力を高め、人と
つながっていくことが災害に強いまちにつながることを再確認できた。コミュニティづくりに
一歩を踏み出すきっかけとなる講座であった。
（２）平成２９年度 前期
①熊本学Ⅰコース（平成２９年５月～７月実施）
○テーマ 「熊本の歴史彩発見⑧～被災文化財の歴史と修復が語る『くまもとのあゆみ』～」
○ねらい

「平成２８年熊本地震」は県内各地の文化財に多
大な損害を与え、今もなおその爪痕を残している。
しかし、地震から１年が経過し、それぞれの被災文
化財は地元復興のシンボルとして、一歩一歩確実に
修復へのあゆみを進めている。県民の誇りである
様々な文化財の歴史と被災・修復状況、また地域の
伝統や文化に対する人々の「思い」について各専門
家から話を聞いて学び、復興への継続的意欲を高める。

【第３講の様子】

○概要
回

１

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

被災文化財の今
～歴史と現状～

熊本県教育委員会文化課

熊本地震による県内文化財の被災状況、復旧に向け 課長補佐 村﨑 孝宏
た今後の計画について学ぶ。
救え！美術品や古文書

２

～廃棄や散逸の危機からの救出～

県博物館ネットワークセンター
文化財レスキュー活動について、他県との連携を含 主幹 國本 信夫

めた文化財保護活動と、今後の課題について学ぶ。
未指定文化財の神社仏閣
３

～修復の歴史とこれから～

熊本大学大学院

文化財保護の歴史と、過去の災害で被災した未指定 教授 伊東 龍一
文化財消失の教訓をいかした活動について学ぶ。

４

国指定重要文化財 浄水寺古碑群
～石碑を守る強い意志～

熊本県文化財保護審議会
熊本地震で被災した浄水寺をはじめ、県内石造物の 委員 前川 清一

被害状況と、過去の被災石造物の復元について学ぶ。
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国指定重要文化財 阿蘇神社
５

～神社の復旧にかける思い～

阿蘇神社

歴史的建造物が被災したことによる、広報対応の難 権禰宜 池浦 秀隆
しさと、神社復旧に向けた今後の課題について学ぶ。

○講座を終えて
受講生から「知らなかった事柄について、詳しい説明があり理解できた」
「阿蘇神社の復興し
た姿を世界に見せたい」など、文化財保護活動について熊本地震からの復旧に理解を示す声が
多数寄せられ、講座目標である復興への継続的意欲を高めることが出来た。
②ボランティアコース（平成２９年５月～７月実施）
○テーマ 「人を支えるのは人！～力強い地域は何かがちがう！～」
○ねらい

熊本地震を契機に、
「自助」
「共助」の考えが広がっ
てきた。いずれも基本はボランティア活動である。し
かし、実際には自分に何ができるのか、どのように取
り組んでいけばよいのか、ノウハウが知られていない
のが現実である。そこで、本講座をとおして具体的な
活動の仕方について学び、実際に活動に移す契機とする。

【第３講の様子】

○概要
回

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

震災直後の現場から
１

～明るい避難所 西原村の声～

西原村（元西原村役場）
西原村の避難所において、円滑かつ自主的な避難所 村議会議員（元税務課長）堀田 直孝

運営が行われた要因を知る。
今、求められる“活動”
、
“組織”とは
２

～熊本地震・東日本大震災から見えてきたこと～

熊本学園大学

東日本大震災後の取組や浮き彫りになった課題か 准教授 高木 亨
ら、熊本地震後に必要な取組を考える。
住民が主役の復興まちづくり

３

～みんなの笑顔のために～

熊本大学

仮設住宅の聞き取り調査から見えてきたことを整理 准教授 円山 琢也
し、今後の展望を考える。
まちづくりのキーパーソンへ

４

～『熊本』を学ぶ、
『地域』に学ぶ～

熊本県立大学

地域に根差す学生を育成するプログラムと熊本地震 副学長 津曲 隆
後の取組を知る。
できるところから始めよう
～活動への第一歩～

５

できそうなボランティアを考えたり、今取り組んで 熊本県生涯学習推進センター
いるボランティアを紹介したりして、各自のボランテ
ィア活動への更なる一歩を促す。
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○講座を終えて
ボランティアに取り組んでいる方の参加が多く、それぞれの取組を共有することができた。
参加者からは好評を得た内容であった。
「熊本地震をきっかけとして、それぞれ個別に頑張って
いることが広く共有できる場ができると良いですね」という感想があった。参加者が少なかっ
たが、ボランティア活動を広げていくために、このような講座を地道に行っていくことの大切
さを感じた。
③手紙ボランティアコース（平成２９年５月～７月実施）
○テーマ 「書く喜び、つながる楽しさを体感！～わたしにもできる手紙ボランティア～」
○ねらい

手紙に着目し、その歴史と文化を学ぶとともに、
人と人とをつなぐ手段としての手紙の優位性を、
実際に手紙をとおして人が繋がった事例から学
ぶ。熊本地震から１年が経過した時期において、
必要とされているボランティアや支援が少しず
つ変化してきている。今回は、支援の１つとして
の手紙ボランティアに着目する。そのうえで、手
紙を書く活動を体験し、時間に縛られず自宅でも

【第３講の様子】

できる手紙ボランティアを養成する。
○概要
回

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

手紙の魅力
１

～人の営みと手紙の歴史～

熊本高等専門学校

人の営みの中での手紙の役割などを学び、
「手書きの 教授 草野 美智子
手紙」に込める思いなどについて学ぶ。
被災地でこれから必要なこと
～手紙ボランティアという存在～

２

被災地の現状や、必要とされているボランティア支 被災地ＮＧＯ恊働センター
代表 頼政 良太
援も時間の経過とともに変化していることを知る。
その上で、被災者の方とつながる支援の方法の１つ
として、手紙ボランティアについて学ぶ。
交流から始める

３

～被災地訪問～

熊本県生涯学習推進センター

益城町木山仮設団地の訪問し、おもてなしボランテ おもてなしボランティア
ィアと共に、カフェ形式で交流する。

４

まずは書いてみる
～手紙の書き方～

熊本高等専門学校
手紙でのボランティアに合った手紙の書き方につい 教授 草野 美智子

て学び、実際に書く。
手紙を出してみる

熊本高等専門学校

５ ～文字に思いを込めて～
前回の手紙の内容を見直し、完成させる。
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教授 草野 美智子

○講座を終えて
この講座は、講座終了からが本番である。受講者のうち８人が活動を希望し、８月、９月と
カフェ形式の仮設団地訪問を行い、その都度手紙を送った。仮設団地の数人から返事をいただ
くことができた。ただ、継続的なやり取りまでには至っていない。今後どうつないでいくか、
また自主的な交流につないでいくかを慎重に取り組んでいきたい。
（３）平成２９年度 後期
①震災復興コース（平成２９年１１月～１２月実施）
○テーマ 「がんばるけん！くまもとけん！～今、私たちにできること～」
○ねらい

熊本地震から 1 年が経ち、日常生活をとり戻しつ
つあるが、被害の大きかった地域は依然として復興
の途上にある。その復興の過程と今後の見通しを知
る。受講生の中には思いはあっても行動に移せない
人もいるが、ここでは、復興につながるような資源
を紹介してもらい、「被災地、被災者が助かる」と
感じる支援につなげる。目に見えない心の復興にお

【第２講の様子】

いても学びを深めることを目標とする。
○概要
回

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

道はつながる！
１

～南阿蘇の暮らし～

長陽駅

南阿蘇の被災状況と、被災直後の生活、復興に向け 管理駅長 久永 操
ての活動を知る。
動物も植物も元気です！

２

～家族の思い出をこれからも～

熊本市動植物園

熊本市動植物園を見学し、被災状況と今後の展望に 園長 岡崎 伸一
ついて知る。
風評被害に負けない！

３

～日奈久温泉奮闘記～

八代市観光振興課

日奈久断層による風評被害を受けた観光地の現状と 課長補佐 村上 修一
現地の復興に向けての活動を知る。
２０年後に思いをよせて！

４

～復興のシンボル 熊本城～

熊本城調査研究センター

熊本城の修復工事の現状と今後の復旧計画を知り、 副所長 網田 龍生
熊本城への思いを新たにする。
心の元気を届けよう！

５

～見えないけど、大切なこと～

熊本こころのケアセンター
震災のストレスを受けたり、震災後の生活に疲れた 臨床心理士 吉川 麻依子

りした人たちの心のケア方法を学ぶ。
○講座を終えて
感想に「被災当時は日々の生活で精一杯で今、やっと他の方にも目がいくようになったが、
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復興の状態を知ることが少なくなってきた」とあるように震災の情報も少なくなってきた中で
の講座だった。また毎回の講座の終了時に家族や友人に講座の内容を伝えてほしいと呼び掛け
たところ、仲間や地域の集まりで情報を伝えたという記載もあり、受講生から県内外へ、復興
状況や求められる支援についての情報を広める効果があった。
②科学技術コース（平成３０年１月～２月実施）
○テーマ 「地震大国日本の技術を徹底解明～世界最高の耐震技術～」
○ねらい

交通機関や建物は何百年に一度あるかないかの大
災害に備えるべく、一見過剰とも思える対策を施し
ている。しかし、大災害による被害が発生した時に
は、日本のみならず世界に計り知れない影響を与え
る事は過去の教訓から学んでいる。人々の快適で安
全な暮らしを支えるために、災害に対する公共交通
機関等の日頃からの備えを検証する。

【第３講の様子】

○概要
回

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

熊本地震から得られた教訓
１

～大型建造物における被害の違い～

熊本大学大学院

建築学的根拠に基づき、熊本地震の被害と建築構造 教授 山成 實
設計について学ぶ。
物流の大動脈を守る

２

～九州自動車道 ４月２９日全線開通～

西日本高速道路株式会社 熊本高速道路事務所

高速道路が甚大な被害を受けた状況で、早期開通の 副所長 早瀬 正文
対処と、耐震性を高めた復旧作業について学ぶ。

３

熊本地震と九州新幹線
～九州新幹線の早期復旧への取り組み～

九州旅客鉄道株式会社
現地見学を実施し、熊本地震での新幹線の被害状況 新幹線部長 大坪 孝一

と復旧の様子とともに災害対策について学ぶ。
熊本地震を製品作りにいかす
４

～免震装置付き書架の効果～

金剛株式会社 製造本部 事業開発部

地震対策の製品作りのための実験と設備投資、そし グループ長 大野 聡
て熊本地震の教訓をいかした安全対策について学ぶ。
都市防災とリスクマネジメント

５

～地震工学の観点から～

九州大学大学院

熊本地震で被害を受けた様々な建造物の写真を教材 教授 松田 泰治
として、防災へのリスクマネジメントについて学ぶ。

○講座を終えて
我々が日々の生活を営むうえで必要不可欠な公共交通機関や建物は、過去の災害の教訓から、
より安全で安心して利用できるように改良を重ねていることが理解することが出来た。
また、自然災害の驚異を相手に、完全に被害を防ぐことが出来ないこともわかり、不測の事
態に対応するため、日頃からの各個人の備えが重要ということを改めて確認する事ができた。
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２ くまもと県民カレッジ サテライト教室
より多くの県民の皆様への生涯学習の機会を提供すること、そして、市町村における生涯学習
プログラムの作成支援、県と市町村との連携強化を目的として、年間６市町村を対象に実施して
いる。
実施する講座内容に関しては、平成２８年度までは、
「市町村の実態・課題に関するテーマ」の
みで募集したが、平成２９年以降は、従来までのテーマを「Ａ」
、新しく、
「Ｂ 熊本地震からの
創造的復興に関するテーマ」を設定し、熊本地震からの創造的復興に向けて、まちづくりや新た
なコミュニティの創造、避難（仮設）生活における心や体のケア、防災への取組、ボランティア
活動、地域住民をつなげる活動などに関する講座を企画・実施することとし、熊本地震からの創
造的復興支援の一助として実施した。
（１）平成２８年度
①玉東教室（平成２８年１０月～１１月実施）
○テーマ 「熊本地震に学ぶ～玉東町のこれまで、これから～」
○ねらい
各行政区単位で構成されている自治防災組織の再機
能化を図るために、防災意識をより高め災害に強いま
ちづくりへの機運を高める。

【第１講の様子】

○概要
回

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

熊本地震に学ぶ①
～“どこでも起こりうる災害への備え”～
１

地震を始めとする自然災害の歴史について知り、自
然災害に対する物の備えとともに心の備えについて学

熊本大学地域創生推進室
特任助教 安部 美和

ぶ。

２

熊本地震に学ぶ②

ピースボート

～“復興へ歩む強い地域の絆”～

災害ボランティアセンター

避難所において、徐々に自主運営へ変化していった 現地コーディネーター
要因とともに、災害に強い地域の在り方について学ぶ。 辛嶋 友香里
熊本地震に学ぶ③
～“災害に備えるまちづくりとは”～

熊本大学大学院自然科学研究科
３
熊本地震をはじめ各種災害を教訓として行われる、 附属減災型システム実践センター
安全、安心マップづくりを通して、防災・減災に対す 客員教授 北園 芳人
る玉東町のこれからについて考える。
○講座を終えて
熊本地震の発生を契機として、当初の予定を変更して防災の講座を行った。自治会を中心に
多くの町民の方に参加していただいた。参加者から「自主防災組織が機能していない」との声
が上がり、課題を参加者全体で共有することができた。首長部局職員の参加もあり、町全体で
防災に取り組む契機にもなった。
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（２）平成２９年度
①あさぎり教室（平成２９年１０月～１２月実施）
○テーマ 「
『わたしたち』が熊本地震に学ぶこと」
○ねらい

熊本地震を受けて、あさぎり町で想定される自然
災害など考え、これからどう備えていくか、どのよ
うな備えが必要となるのかを考える機会とし、地域
での自主防災組織が、自ら考え行動できるよう防災
への意識を高めることを目的とする。また、今回の
学習を通して、地域での「つながり」を再認識して
【第２講の様子】

もらいたい。
○概要
回

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

熊本地震から学ぶⅠ
１

～『わたしたち』に起こりうる災害とは～

天草市立御所浦白亜紀資料館

自然災害について学び、あさぎり町で想定される災 館長 長谷 義隆
害への備えについて学びを深める。
熊本地震から学ぶⅡ
～普段の取り組みの大切さ～

２

自主防災組織の必要性や運営の仕方など、地域の
様々な事例を知ることにより、あさぎり町で取り組め
る形を学ぶ。

熊本大学大学院先端科学研究部
准教授 竹内 裕希子

熊本地震から学ぶⅢ
～地域が『つながり』備える～
３

熊本地震等被災者の話など聞き、避難所運営のあり
方や、日ごろから地域で『つながる』ことの重要性を

西原村
村議会議員 堀田 直孝

学ぶ。
○講座を終えて
教育委員会と総務課（防災担当）と連携し、講座内容について協議を重ね実施した。企画段
階から対象者を具体的に絞っていたことで、３回の内容にブレのない講座が提供できた。冬季
の夜間の開催で、参加者は少なかったが、受講者アンケートの満足度は高く、今後、地域のリ
ーダーとして、地域住民の防災意識向上へ働きかけが期待できる。
熊本地震で、あまり被害を受けなかった市町村でも、
「自分たちならどうするか」
「今だから
できることは何か」と考える、より効果的な防災教育のモデルを示すことができた。
②南阿蘇教室（平成２９年９月～１１月実施）
○テーマ 「転ばぬ先の知恵！～知っておきたい身近な防災～」
○ねらい

起こりうる災害についての知識増、関心と防災意
識の向上・持続を促す。また、実際に日頃から実行
できる防災行動、非常時の行動や心構え等を学び身
につける。
【第２講の様子】
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○概要
回

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

知って高める防災意識
～南阿蘇の過去・今・未来～
１

南阿蘇地域に過去起きた災害、現在の状況、これか
ら起こりうる災害について知り、日頃からの防災行動

熊本大学大学院
特任准教授 鳥井 真之

と意識について学ぶ。
知って備える非常事態
２

～『もしも』のために『いつも』～

歌うママ防災士

災害発生時や非常時における身の守り方・避難の仕 柳原 志保
方など、具体的な自助の方法や防災知識について学ぶ。
知って守ろう心と体
～『いつもと違う』そんな時こそ～

３

九州ルーテル学院大学

災害発生後、または継続的な非常時において、心身 准教授 糟谷 知香江
にどのような変化が起こるかを知ると共に、心理的な
負担に対する対処や回復の方法について学ぶ。

○講座を終えて
平成２８年熊本地震により、防災に関する意識は高まっているものの、時間が経つと共に危
機意識は徐々に薄れていくため、この時期に実施できたのは良かった。改めて地元の自然災害
に関する知識や、非常時の望ましい行動について学んだことで、今後の豪雨災害等、被災時の
行動の確認ができた。
③益城教室（平成２９年１０月実施）
○テーマ 「住みたいまち益城～将来の益城コミュニティを創造する～」
○ねらい

過去の災害や災害復興の過程から学ぶことにより、
益城町が今後抱えるであろう問題を住民同士が共有
し、防災・減災の意識を高め、機能的な自主防災組織
を目指す。また、将来的なコミュニティの在り方、形
成方法を学び、創造的な復興の足掛かりとする。
【第１講の様子】

○概要
回

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

これからの益城に求められること
～過去の災害から学ぶ～
１

過去の震災復興から見られる課題が今後益城の復興
過程で訪れるであろう課題であるということを住民同

熊本学園大学
准教授 高木 亨

士が共有し、どのように対応するのか考える。
防災・減災をけん引する益城へ
～災害に強いまちづくり～
２

地震を始めとする自然災害の歴史について知り、自
然災害に対する備え（自助・共助）を学び、自主防災
組織設立の機運を高める。
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熊本大学地域創生推進室
特任助教 安部 美和

未来の益城の絆づくり
～これからのコミュニティ～
３

命を守る（孤独死を防いだり、心の健康を保ったり
する）ために、人と人とのつながりが大切であること
を知り、人と人とがつながる仕組みを学ぶ。

熊本大学
准教授 八ッ塚 一郎

○講座を終えて
講師から「地域づくりが人を救う」
「被災地は、災害・復興経験の継承を考えなければならな
い」との話があった。
「創造的な復興に向けて必要なことは何なのか」
「被災地だからこそでき
ることは何なのか」を考える契機となった。
被災地では、講座や報告会、ミーティングなどの取組が多々あり、他の取組みとの差別化が
必要である。
④宇土教室（平成２９年１１月～１２月実施）
○テーマ 「楽笑人生のススメ～“健康”は最高の味方ばい！～」
○ねらい

健康や自分の身体の現状について正確に知り，エ
クササイズやワークショップを一緒に学ぶことで，
毎日の健康づくりに生かすとともに，生きがいづく
りにつなげる。
他者と関わりながら学びをすすめることで，老いへ
の不安を解消し「年を重ねる喜び」へと変える。

【第３講の様子】

○概要
回

演題及び内容

講師名（所属・役職は当時）

シワは幸せの証
～脳トレで脳のシワを増やすばい～
１

脳の仕組みや働きを知り，脳の健康が自分らしくい
きいきと生きるための重要な要因となっていることを

熊本保健科学大学
准教授 吉田 真理子

学ぶ。脳を健康に保つためのトレーニングを行う。
めざせ散歩マスター
～頭も使って楽しくさるくばい～
２

健康に過ごす上での簡単な理論を学び，歩き方や姿
勢，歩幅など正しいウォーキングの方法を学ぶ。また，

熊本県立大学
教授 松本 直幸

脳トレをしながらウォーキングを行う。
おしゃべりは心の筋トレ！
～しゃべって笑うて健康になるばい～
３

簡単なストレッチから始まり，ゲームに沿って言葉
を交わしたり一緒に考えたり。日常生活の中で硬くな

劇団きらら
代表 池田 美樹

りがちな「発想の筋肉」を思いっきり伸ばす。
○講座を終えて
プログラム自体は「復興」や「防災」を直接的に意識したものではなかったが、
「楽しく」を
キーワードに、各講座とも、
「個」での学びだけでなく「共に」学ぶ場を設けたことで、参加者
同士の交流も生まれ、健康の増進だけでなく、仲間づくりにもつなげることができるプログラ
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ムになっていた。
熊本地震を経験し、
日頃のコミュニティ形成の大切さを実感していた時期に、
実施したこともあり、
「日々の生活の中でコミュニケーションの大事さを改めて思いました」
地域のレクレーションなどに利用したい」などの感想が見られた。
３ 平成２８年度くまもと県民カレッジ特別講演
くまもと県民カレッジ特別講演は、２８年度のみの事業である。熊本地震から半年が経とうと
する時期に、これまでの避難所運営などの総括と今後の課題や展望などを共有することを目的に
実施した。東日本大震災の時に、最大の避難所であったビックパレットふくしまで避難所運営に
あたり、熊本地震後に幾度も来熊されていた、福島大学うつくしまふくしま未来支援センターの
天野和彦氏に講演をお願いした。
○目 的
震災後のボランティア活動や被災地の自治などの共助の取組を見つめ直すことを
通して、個としての震災復興への関わりや、地域づくりを考える契機とし、生涯学
習への意欲喚起とともに震災復興への更なる意識の高揚を図る。
○期 日 平成２８年１０月４日（火）
○会 場 くまもと県民交流館パレア１０階 パレアホール
○テーマ 地域を創る 命を守るために必要なこと
～東日本大震災・熊本地震から見えてきたこと～
○講 師 天野 和彦 氏（福島大学 うつくしまふくしま未来支援センター 特任准教授）
○概要
〔熊本地震における特徴〕
・市民活動団体と行政との連携・協働が進んだ。
・避難所の自治（自主運営）が言われるようになった。
・一般避難所の中に合理的配慮に基づきスペシャルニーズエリア
ができた。

【天野 和彦 氏】

〔熊本地震における検討すべき課題〕
・避難所が地域の被災者支援のセンター的役割を果たしてい
ない。
・支援者が疲弊しており、
「支援者の支援」の必要性がある。
・避難所におけるマイノリティー（外国人・ペットの飼い主
など）への対応が不十分である。
・応急仮設住宅の提供にかかる不正確な報道があった。
・被災者に提供される食事内容について、災害救助法が十分

【講演会の様子】

活用されていない。

・仮設住宅におけるコミュニティの形成が必要である。
（交流と自治が命を守る）
〔ビックパレットふくしま避難所での取組〕
・交流の場としてサロン（喫茶スペース）と足湯を実施した。交流の場を作ると、自ずと役
割が生まれ、自治へとつながる。
〔コミュニティの再生〕
・女性、障がい者、高齢者、若者、外国人などすべての人が参画できるコミュニティが必要
である。
・自治会は、個人に対して何か得をするといった意味でのメリットはない。自ら地域を住み
よい地域にするという意味において大きなメリットがある。
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・命は一人では守れない。よって自治会は必要である。人間はつながることで生きてきたこ
とは歴史が証明している。
・
「生きがいと死にがい」について、私たち自身が問われている。
○講演を終えて
「地域でのつながりに積極的に参加したい気持ちが湧いてきた」
「日ごろから顔が見える関係
を作っておくことが大切だ」などの感想が多く、常時の人と人のつながりが、非常時におけ
る地域の力として発揮されることが、十分に伝わった講演であった。
４ 平成２８年度生涯学習フェスティバル in パレア「わくわくパレアフェスタ Vol.１５」
生涯学習フェスティバル in パレアは、当センターが設置された時から続く、子どもたちが主役
の普及啓発事業である。熊本地震があった平成２８年度には、
「子どもたちの笑顔で熊本を元気
に！」というサブテーマを掲げ取り組んだ。講演会では、熊本に元気と勇気を届けていただきた
いという思いから、ジャパネットたかたの創業者である髙田明氏を招いた。
○目 的

広く県民に対して、生涯学習推進センター事業をはじめ、県内の生涯学習関係機
関等で行われている活動の体験の機会を提供し、学習意欲の向上、参加の促進等を
図ることで、県民が学びの楽しさを体験し、いつでも、どこでも、誰でも生涯学び
続け、自ら行動する姿を目指して、本県生涯学習の一層の振興を図るとともに、熊

本地震からの復興の一助となることを目的とする。
○期 日 平成２９年１月２８日（土）
○会 場 くまもと県民交流館パレア全館
○概要
〔イベント〕
コンセプトは、
「見て、聞いて、作って、触って、遊ぶ」な
ど、子どもを中心に具体的な体験活動のプログラムの提供で
ある。県内の社会教育・生涯学習関係団体や大学の学生など
２０を超える団体が参加し、もの作りや体験活動、読み聞か
せなど様々なイベントを実施した。

【イベント様子】

〔講演〕
演題を「夢持ち続け日々精進」とし、夢や信念を持ち続けること
や社会とのつながりの中で生きていくこと、伝えることの大切さに
ついて学ぶことができた。知名度の高い髙田氏の講演会ということ
で、定員３００人のところ９００人を超える応募があった。
○事業を終えて
イベントではのべ５，０００人を超える参加者があり、過去最高
を記録した。子どもたちが、多くのイベントを楽しみ、笑顔あ

【髙田 明 氏】

ふれる１日であった。
講演会では、
「今日からあきらめず、前を向いて生きていきた
い」
「今を大切に生きるという言葉が心に響いた」などの感想が
寄せられた。明日からの活力が湧いてくる講演内容で、アンケ
ートでは満足度１００％であった。
【講演会の様子】
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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】

愛媛県西予市遊子川公民館

「遊子川地域活性化
プロジェクト」
住民全員による地域づくり
（遊子川もりあげ隊）
Ｑ１ 遊子川公民館はどんなところですか？
遊子川地区は、愛媛県南予北部に位置し、東部は、四

～遊子川地区～

国山地の分水嶺をもって接しています。標高１００ｍ～

・人口 ３１４人

１，１００ｍの四国山地の美しい山並みに囲まれた、急

・世帯数 １４４世帯

峻な地形といえます。基幹産業は農林業です。人口減少

・高齢化率 ５６．３％

が加速しており、遊子川地区の人口は約３２０人で、栄

・公民館設立年 昭和２５年

えた昭和３０年の人口の２割となりました。児童数は７

・職員数 ３人

人で、高齢化率は５０％を超えており、地区内の様々な
行事運営に影響が出ています。
遊子川地区の小学校が平成２７年度を最後に閉校となり、公民館が地域づくりの拠点とし
て重要な役割を担っています。
「高齢者の健康を守る料理教室」
「婦人学級

正月生け花教室」

「ふれあい三世代の集い」など工夫を凝らして様々な活動を行い、子どもから大人まで多く
の人々の学びと交流があります。

Ｑ２「遊子川地域活性化プロジェクト」とはどんな事業ですか？
２８年目を迎える社会教育セミナー「夢かけるフォーラム遊子川」が発端となります。こ
のフォーラムは、地域課題を認識し、解決する方法を地域住民の方々とともに考えることを
目的としています。
平成２１年のフォーラムで「遊子川を考える」をテーマに遊子川地区の現状と人口推移な
どの未来予測を行いました。ここで「将来、集落が消滅する、すぐに行動しなければ」と住
民全体が同じ課題意識を持つことができました。平成２２年に遊子川活性化プロジェクトチ
ーム（通称：遊子川もりあげ隊）を設立し、住民全員が会員で、公民館が事務局となり、地
域資源を生かした、持続可能で発展的な地域づくりを行っています。
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Ｑ３「遊子川地域活性化プロジェクト」の内容について教えてください。

目 標
対象者

持続可能で発展的な地域づくり（地域資源を生かして生き生きと創造的な
生活を営んでいる、または、そうした目標に向かって努力している状態）
を目指す。
住民全員

参加者数 住民全員

事業の
経緯

事業の
概要

事業の
特徴

事業の
評価

成果

課題

①「夢かけるフォーラム遊子川」にて、地域課題を住民全体で共有する。
【図①】
②Ｈ２２年に「遊子川地域活性化プロジェクトチーム（通称：遊子川もり
あげ隊）」が誕生する。【図②】
③集落づくり計画を策定する。（１０年後の集落の在り方を構想としてま
とめ、Ｈ２３年～Ｈ２７年の５ヵ年の第１次計画とした）
○公民館報で広報する。（地域課題の共通認識や、もりあげ隊の一員とし
ての自覚の醸成につなげる）【図③】
○地域資源を生かした活動（一部を紹介）
〔木材を利用した取組〕
間伐材の有効活用である。木工グループ「ユスモク・クラブ」を通じて
新たな仲間づくりを行う。木工製品の販売を行い運営の財源としている。
〔トマトを使った取組〕
女性の生きがいづくり活動の財源確保として、トマトを使った特産品開
発を行う。特産品開発に関わる女性たちのグループとしてリコピンズを結
成する。特産品は多くのファンを集めることに成功する。公民館横で「食
堂ゆすかわ」の運営も行う。【図④】
〔住民手作りの自主制作映画の取組〕
ＰＲ活動のため映画「食堂ゆすかわ」を自主制作する。実行委員会を公
民館で組織し、地域中を巻き込んだ取組となった。【図⑤】
・住民全員が会員となり、全世帯から年会費を集める。
・
「過疎地域等自立活性化推進交付金」
（総務省）、
「都市農村共生・対流総
合対策交付金」（農林水産省）などの制度を利用する。
・集落づくり計画（第１次）の総括として、アンケート調査を実施し、地
域の課題やニーズを数値化した。
・継続事業、見直し事業などについて協議検討を重ね、集落づくり計画（第
２次）を作成した。Ｈ２８年～Ｈ３２年の５ヵ年とした。
・交流人口の拡大（Ｈ２８年度は約４，０００人）
・地域コミュニティー、地域経済の活性化
・自主財源の確保
・無理なく意欲を保ちながら、特産品開発の成長
・移住、定住を目指した雇用の確保

29

図② 課題解決に向けた話し合い

図① 夢かけるフォーラム遊子川

図④ 食堂ゆすかわ

図③ 公民館報

図⑤ 自主制作映画ロケ地マップ
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【事例２】

佐賀県佐賀市立高木瀬公民館
「子どもの声が聞こえる公民館」

探そう！高木瀬のよかところ
自治公民館めぐり

Ｑ１ 高木瀬公民館はどんなところですか？
高木瀬はその昔、肥前の国司高木氏の直轄地であった
～佐賀市～

ことが地名の由来です。
高木瀬地区は、明治２２年に高木瀬村として誕生し、

・人口

235,523 人

・６５歳以上の人口

当時は旧佐賀市の北端に位置していました。
昭和２９年に佐賀市との合併により現在の高木瀬町が
誕生。昭和３５年以降、佐賀市周辺地域の都市化が進み、

60,750 人

・公民館設立年 平成１２年
・職員数 ３人

新たな道路やバイパスの建設で人口が膨れ上がりました。
ＪＲ佐賀駅や高速道路のインターチェンジが近く、交通の利便性が良いことから、今でも
世帯数、人口ともに増えており、今後さらに大きく発展するものと思われます。
公民館の事業は、公民館主催事業として、佐賀に関する歴史や文化と課題を学ぶ「さが学
講座」をはじめ、大人塾や体操教室を実施しています。また、校区事業として、スポーツ大
会や文化祭、通学合宿も実施しています。

Ｑ２ 「自治公民館めぐり」とはどんな事業ですか？
今でこそ商店や住宅街が多い高木瀬町も、昔は農村地帯であったため、そこに住む人々は
地域の神社や行事を守ってきました。近年宅地化が進み、今では公民館の校区人口は１万４
千人弱と大規模校区となりましたが、毎年、異動に伴う転出入が多いため、昔から住んでい
る人たちと、高木瀬に転居してきた人たちとの連帯意識の薄れが危惧されていました。
そこで、平成２０年度から「探そう！高木瀬の『よか（良い）ところ』～自治公民館めぐ
り～」事業を実施しています。この事業では、子どもたちは高木瀬公民館校区にある遺跡や
神社仏閣の説明、また古くからの言い伝えを聞くため各自治公民館めぐりをします。一方、
各地域の大人たちは自治公民館において自分の地域の紹介をするため、事前調査や学習を行
います。大人も子どもも地域の魅力や特色を知る事ができ、地域の連帯感を高めることがで
きる事業です。
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Ｑ３
目標
対象者
参加者数

「自治公民館めぐり」の内容について教えてください。
〇子どもたちと地域の大人、ＰＴＡ三者の調整役を公民館が担い、豊かな地域
教材を活用した連帯感の醸成につなげ「高木瀬を愛する」ことを目標とする。
高木瀬公民館校区内の小学５年生
小学生約１４０人

各自治会役員２人～８人 ＰＴＡ役員等５０人

学校職員

〇小学校をスタート・ゴールとして、校区内１４の自治公民館を６月に７か所、
事業
の概要

１１月に７か所、子どもたちはＰＴＡ役員と一緒に歩いてめぐる。
【図①】
〇子どもたちは班ごとに７か所の公民館を決められた順番でめぐり、そのうち
３つの公民館で講師から地域の紹介を聞く。【図②③】
〇子どもたちは各自が持っているファイルへ、公民館のスタンプを押してもら
うスタンプラリー形式となっているため、達成感を感じられる。【図④】
〇高木瀬公民館は各班のルート決めや、配付するファイル作成を行う。
【図⑤⑥】

地域の

①寄人公民館：地域の人口と世帯数、寄人天満宮の紹介、寄人の地名の由来。

紹介例

②仲田代公民館：公民館の歴史、菅原道真が祀ってある神社について。

事業の
特徴

〇自治会役員が講師を行うことで、地域人材が公民館めぐりにいかされている。
〇公民館が中心となり、地域の人達と父親委員をはじめとしたＰＴＡ役員、学
校が一体となって事業を展開している。
〇総合的な学習の時間の年間計画に自治公民館めぐりが組み込まれている。
〇小学校で壁新聞を作って発表した後は各公民館で掲示を行い、講師はそれを

事業の
評価方法

見て、子どもたちの理解度やとらえ方を把握し次年度にいかしている。
〇ＰＴＡ役員も事業終了後に反省会を行い、安全面の課題や子どもたちのあい
さつ、靴の並べ方などのマナーについて、次回指導事項の確認を行う。
〇壁新聞を作って発表を行うことで、学年全体で理解を深め、郷土愛を深める
ことに役立てていけるような指導につながっている。
〇公民館は事務局として１０年間、地域や学校、ＰＴＡとの協議を繰り返し、

事業の
成果

地域住民がより主体的に取り組めるような仕組みづくりを行ってきた。
〇各自治公民館の講師は高木瀬の歴史など知らない事も多いため、公民館を利
用して改めて学び直し、郷土への理解がさらに深まっている。
〇過去の公民館めぐりに参加した地域の中・高生や大学生が、事業内容を超え
て公民館活動に参加するようになり、連帯感が見られるようになった。
〇事業開始から１０年が経過したためマンネリ化しており、今後、事業内容の

課題

見直しが必要である。
〇班で移動スピードが異なるため、一箇所に複数の班が集中してしまう。

今後の
広がり

〇公民館めぐりの過去の参加者（小学生）が、いずれ「伝える側」になって関
われるような新たな事業展開を行いたい。
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【図① 公民館めぐり 小学校説明】

【図② 公民館分布図】

【図③ 公民館での講師の話】

【図④ 公民館めぐり】

【図⑤ 公民館めぐりファイル】

【図⑥ 公民館めぐりファイル】
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【事例 ３】

岐阜県郡上市白鳥地域公民館

「中高生公民館応援隊」
若者の思いを活かし、
若い力を結集する工夫！
Ｑ１ 白鳥地域公民館はどんなところですか？
白鳥地域は郡上市の北部に位置し、古くから白山

～郡上市～

信仰で栄えました。２００４年に郡上郡の７町村が

・人口・世帯数 42,672 人 15,328 戸

合併し、郡上市になりました。地区ごとに地域公民

・６５歳以上の人口

館が置かれ、白鳥地区には小学校区ごとに白鳥、大

・公民館設立年

中、牛道、那留、北濃、石徹白地区公民館があり、

・職員数 ４人

14,604 人
昭和３９年

それぞれ特色ある活動をしています。
白鳥地域公民館は館を持たず、公民館、図書館、などの機能を併せ持つ白鳥ふれあい創造
館内で活動を行っています。白鳥ふれあい創造館は「交流ホール」「研修室」「創作実習室」
など地域のニーズに応えるためのスペースを有しています。白鳥地域公民館の職員は館長１
名と公民館専任主事３名です。公民館の予算は年間約２５万円です。

Ｑ２ 「中高生公民館応援隊」とはどんな事業ですか？
白鳥地域の各地区で少子高齢化、人口の減少が進み、自治会の大人だけでイベントを行う
ことができなくなり、中高生がスタッフとして参加していました。そこで平成２７年度に公
民館から、白鳥中、郡上北高、郡上高に公民館応援隊募集チラシを配布したり、ポスターで
案内したりしました。また、前年度までのメンバーにも連絡をして集まってもらい、事業を
開催しています。
【図①】
参加した中高生は公民館関係者と一緒にスタッフとして事業を盛り上げてくれています。
メンバーは主に郡上北高校生と白鳥ジュニアリーダーズクラブ（小学生時に公民館行事に参
加していた中学生）で構成されています。
また、
「高校生と公民館が語る会」で学校のことや公民館と高校生の連携について語りあっ
ていたところ、郡上北高校生徒会から「地区で活動を行いたい」と提案があり、公民館担当
者と話し合い「夏ＦＥＳＴＡ」を計画、高校生が企画書を作成しました。
【図②】準備や打ち
合わせの期日も高校生が決め、公民館は必要なものを用意し、基本的に高校生の自主性に任
せて、助言はするが、口を出さず、イベントを開催しました。
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Ｑ３ 「中高生公民館応援隊」の内容について教えてください。
目 標

世代を超えた交流を実現し、つながりを深める。⇒若者の思いを活かし、若い
力を集結する。

対象者

白鳥地域の中高生（主に郡上北高校と白鳥ジュニアリーダーズクラブの中学
生）

参加者数

事業の
概要

事業の
特徴

主な活動

事業の
評価方法

成果

課題

平成２９年度夏ＦＥＳＴＡについては準備にのべ７６名
当日は高校生スタッフ２０名、白鳥ジュニアリーダーズクラブ２０名
平成２８年度は中高生公民館応援隊の事業にのべ１１３名が参加
○年度初めに公民館から学校に案内をし、「中高生公民館応援隊」を募集。各
地区でのイベントスタッフ募集に応じた中高生がスタッフとして参加。
○「高校生と公民館が語る会」を開催、高校生から企画の持ちかけ。
○高校生企画については郡上北高校生徒会が中心となり企画運営し、白鳥ジュ
ニアリーダーズクラブもスタッフとして参加してイベントを開催。
○少子高齢化、過疎化で各自治会だけでは開催できなくなった行事に中高生が
スタッフとして参加している。
○高校生企画に関して公民館のスタンスは「必要な費用は出す、助言はするが
口は出さない」
。高校生が、できるできないに関係なくやりたいことを挙げ、
そこから実施内容や日時、会場、対象を決め、内容の詳細を決める。高校生
だけで企画書を作り、広報を行い、準備と当日の運営は高校生と白鳥ジュニ
アリーダーズクラブが行う。
○平成２９年度中高生公民館応援隊の主な取組み（予定も含む）。
◆牛道区民運動会（５名参加）◆大中夏祭り（６名参加）
◆白鳥おどりの夕べ（２０名参加）◆北濃夏祭り（４名参加）
◆那留区民運動会◆北濃区民運動会◆大中区民運動会◆新春ふれあい祭
○平成２８年度
◆高校生と公民館が語る会◆大中夏祭り◆白鳥おどりの夕べ
◆夏ＦＥＳＴＡ（高校生企画）◆北濃区民運動会◆那留区民運動会
◆新春ふれあい祭など。
【図③】
○イベント終了時に高校生、中学生スタッフ、参加者、保護者、学校、公民館
関係者にアンケートを実施している。
○中高生が地区に溶け込んでいる。地域住民と中高生の交流の素地が深まっ
た。
○中高生にとってイベントをやり遂げた自信になっている。「お手伝い」では
なく、中高生がしてみたいと思うことをして、地域の役に立っているという
気持ちになる。
○イベント後には公民館報に写真、名前入りで活動を掲載するなど、地域住民
が中高生の活躍をうれしく、楽しく見守っている。
○高校生企画に参加した児童の保護者は、継続して行事が行われ、将来、我が
子が企画する立場になってほしい、と考えている。
○高校生は大学進学時に郡上市を離れることが多いが、就職、帰省などで郡上
市に戻ったときに公民館が居場所になることが期待できる。
○学校も地域と連携して生徒の活動の場を校外に広げ、まちづくりに貢献する
ことに協力的であるが、学校と公民館の連携をもっと深めたい。
○現在の中高生の活動を小学生にもつなぐ。特に小学６年生が次の主催者にな
れるように意識をつなぎたい。
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【図① 応援隊参加までの流れと
高校生と公民館が語る会】

【図②

【図③ 平成２８年度公民館応援隊活動】
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高校生企画】

【事例 ４】

山口県山口市

「おごおり熟年集い塾」
学習と交流を目的とした
市民による市民のための
手作り講座の実施
「おごおり熟年集い塾」とは？
～山口市小郡地域～

主宰の重村太次さんが、これまでの学びの成果
を生かして実施している講座です。
山口市小郡文化資料館の研修室を会場に、平成
２３年１月の第１回講座から平成２９年１２月ま

・人口

２５，６２０人

・世帯数

１１，５６４世帯

・６５歳以上の人口 ５，８２９人
・６５歳以上の人口割

で４６講座を実施しています。
【図①】

２３％

（平成２９年１２月末）

Ｑ１ 「おごおり熟年集い塾」を開講したきっかけは？
民間企業退職後、
「公益財団法人山口きらめき財団」でボランティアの普及啓発や県民活動
の推進に６年間携わりました。その６年の間に、山口県セミナーパーク主催の「地域リーダ
ー養成訓練」や「生涯学習コーディネータ―養成訓練」などを受講しました。その講座の中
で、
「まちづくり、地域づくりをすすめるためには、徹底的にその町の歴史を掘り起こすこと」
を学びました。
また、きらめき財団の仲間たちと話す中で、「子どもの不登校やニート問題」から、「高齢
者のニート問題」へと話題が発展し、
「高齢者の学びの場、居場所、生きがいづくりが必要だ」
「男性を引っ張り出さんといかん」という思いになりました。仲間にそれを話すと、
「それは
いいね」と賛同を得るのですが、
「自分がする」と立ち上がる人はなかなかいませんでした。
その当時、小郡の俳句同好会の会長もしていて、そこに１００人前後の会員がいました。
そのメンバーを対象に何かできるのではないかと思い、これまでの学びの成果を生かして、
『おごおり熟年集い塾』を開講することにしました。
最初の方は、俳句会のメンバーに呼びかけたこともあり、古典や文学をテーマとした内容
が多かったのですが、回を重ねるうちに歴史の講座を開講すると申込者が多いという傾向に
気づきました。これまでの学びもあり、
「歴史を学ぶなら、近くのことを扱わないといけない」
という思いがありましたので、今も「身近な歴史の掘り起し」を中心に開講しています。
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Ｑ２ 「おごおり熟年集い塾」の内容について教えてください。
目標
対象･定員
実施回数
参加者数

講座の
概要

講座の
特徴
運営上の
スタンス

予算

広報

講師の
選定

成果

課題

高齢者の学びの場・居場所づくり・生き甲斐づくり
高齢者自らが生涯教育の実践活動の先頭に立って、地域の課題に取り組む
高齢者を中心とした地域住民・各回３０人
４６回（平成２３年１月～平成２９年１２月末現在）
のべ：１４１９人 平均：３０．８人 最高：４８人 （平成２９年１２月まで）
○年６～８回、原則第３木曜の午後に実施している。（講座時間９０分）
○平成２９年実施の講座演題／講師（参加者数）
１/２６ 歴史の道「萩往還」について／萩往還語り部の会（３４人）
２/１６ 山口移鎮をめぐって／大内探訪会（３０人）
３/１６ 萩往還を旅する／萩往還語り部の会（２８人）
９/２８ 山口美姫伝説／郷土史研究家（３７人）
１０/２６ 萩の乱と前原一誠／毛利愛好会会長（３０人）
１１/３０ 人間魚雷「回天」の真実を語る／周南市地域振興課（３１人）
１２/２１ 石州街道を往く／萩往還語り部の会（３９人） 【図②】
○リーダー養成講座等で学んだノウハウを生かして個人で開講し７年経過。
○講座企画、講師選定、広報、当日運営などを全て個人（主宰）で担当。
○講師も郷土史家など地域の人材を多く登用。
○大きなことをねらわず、「まずは１０回」からスタート。
○自分（主宰）が聞きたい講座を「皆さんも一緒にどうぞ」
。
○会費の支払い（箱に入れる）、受付名簿記入も参加者のセルフサービス。
≪収入≫
≪支出≫
・助成金（１０万円）でスタート
・講師謝金 原則１０，０００円（＋旅費）
・会費（各回１人５００円）
・葉書代、印刷代など
○助成金でスタートした事業で、助成金がなくなると終了してしまうものを多
く見てきた。長く続けるために５００円を徴収している。金額は、第１回の
アンケートで受講者に尋ねて決定した。
○会場使用料は無料（文化活動をする場合は無料で使用できる）
○受講生は「演題」と「講師」で選択するので、「案内状」の作成には毎回気を
使っている。
○毎回講座時に次回の案内を渡す。
（最初はＡ４用紙、現在はハガキ【図③】）
○前５回分の参加名簿を参考に、欠席者には郵送。特に“あなたに受講して欲し
い！”のダイレクトメールが効果的。
○山口セミナーパーク、図書館にチラシを設置。
○インターネット（山口県県民活動スーパーネット）に掲載。【図④】
○地元で地道に頑張っている人に講師をしてもらいたい。
（例 瑠璃光寺観光ガイドに所属しているガイド仲間など）
○長年研究してこられたことを講義していただく場を提供することで、講師にも
元気になってもらえるように。
○５０回を目標に一区切り（来年まで）と考えている。
○毎回参加のリピーターが１０人を超え、新規の参加は口コミ（紹介）が多い。
○小郡以外の方の参加もある。
○案内をハガキに変えたら参加者が増えた。
○初めは女性の参加が多かったが、回を重ね、身近な歴史をとりあげ続けてきた
ことで、男性が増え現在はほぼ男性の参加が多い。
○「おごおり熟年集い塾」をきっかけに、小郡市の別の講座で講師を務めている
方もいる。
○いかに受講生を集めるか。
・受講生が少ないと講師に申し訳ないとの思いが先立つ。
・採算を気にしているわけではないが、近住の講師の場合、３５人が損益分岐
点。それ以上の受講生を募集したい。
○当講座を立ち上げたことよりも、継続が評価される。どういう形で辞めるかが
最大の悩み。
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【図① これまでの講座】

【図② 講座の様子

１２月２１日実施】

（会場：小郡文化資料館）
（受付はセルフサービス）
【図③ 案内のハガキ】

【図④

（満席の室内）

インターネットでの講座案内】

山口県県民活動スーパーネット HP より
（やまぐち県民活動支援センター）
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平成２９年度 生涯学習に関する調査票
～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１２月２５日（月）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
記入者

所属
氏名

職

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（３ページ）

問１で 「ア している（する予定）」 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）講座や講演会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・養成
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。（「連続した」とは、１つのテーマで複数回実施すること）
（４） 講座終了後、受講生に対してどのような学習評価や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 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
オ 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）
カ 交流会・懇親会等の設定
キ 参加者間のネットワークづくり
ク 対面またはメール等での個別相談の実施
ケ その他
コ 行っていない
（５） 講座の企画に対する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
（６） 講座や講演会等において、どのようなユニバーサルデザインの視点を取り入れていますか。〔複数回答可〕
ア スロープ及び車いす対応トイレ・おむつ交換台付トイレ等を設置
イ 託児を設置
ウ 手話通訳を利用
エ 音声ガイダンスを利用
オ 講座や講演会を休日や夜間に実施
カ その他
キ 取り入れていない
（７） 講座内容はどれぐらいの期間で変更しますか。〔複数回答可〕
ア １０年以上、同じ内容の講座を実施
イ １０年未満～５年以上、同じ内容の講座を実施
ウ ５年未満～２年以上、同じ内容の講座を実施
エ 毎年、新しい内容の講座を実施
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問３

問１で「イ していない（予定していない）」と答えた理由をお教えください。
〔理由〕

学びの成果活用・まちづくりについて
問４ 問２で実施した講座で学んだ成果を生かす機会や仕組みがありますか。
問５へ
ア ある
イ ない

問６へ

問５ 問４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場や機会に○印をつけてください。〔複数回答可〕
ア イベントの企画・運営に参加
イ 一般の方への学習支援活動
ウ 学校の授業や放課後子ども教室など子どもに関わる活動
エ 施設訪問や介助など高齢者に関わる活動
オ 施設訪問や介助など障がい者に関わる活動
カ 親の学びプログラムトレーナーなど家庭教育支援に関わる活動
キ 読み聞かせボランティア活動
ク 観光ボランティア活動
ケ スポーツクラブなどの指導に関わる活動
サ 自ら講座を開催
シ 人材バンク等を作成し、関係団体への情報提供や連絡調整
ス その他
（２） 問５（１）で○をつけた活動等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〕
〔活動名〕
〔活動内容〕

〔活動の成果・課題・続ける秘訣・今後の改善点など〕

問６

問７

問４で「イ ない」と答えた理由をお教えください。
〔理由〕

本年度、地域学校協働活動を実施していますか。（予定も含む）
問８へ
ア している
イ していない

問８

問９へ（４ページ）

問７で「ア している」と回答した市町村にお尋ねします。
（１）本年度実施した地域学校協働活動に○印をつけてください。〔複数回答可〕
ア 学びによるまちづくり、地域課題解決学習
イ 地域人材の育成、郷土学習
ウ 地域の行事、イベント、お祭り、ボランティア活動等への参画
エ 放課後等における学習・体験活動
オ 多様な教育的なニーズのある子どもたちへの学習支援
カ 外部人材を活用した土曜日等における教育支援活動
キ 家庭教育支援活動
ク その他
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（２） 問８（１）で○をつけた活動等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〕
〔活動名〕
〔活動内容〕

〔活動の成果・課題・続ける秘訣・今後の改善点など〕

問９

問７で「イ していない」と答えた理由をお教えください。
〔理由〕

問１０ 本年度、まちづくりに関する事業を実施していますか。（予定も含む）（問５・問８の活動を除く）
ア している

問１１へ

イ していない

問１２へ

問１１ 問１０で「ア している」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 住民参画、ＮＰＯ、ボランティア等に関する事業
イ 地場産品発掘・ブランド化、商店街活性化、起業・就業支援等に関する事業
ウ 移住・定住促進、担い手の育成・確保等に関する事業
エ 観光客誘致、観光資源掘り起し、イベント等に関する事業
オ 自然保護、省エネ促進、リサイクル等に関する事業
カ 健康づくり、福祉等に関する事業
キ 防犯・防災、安全・安心等に関する事業
ク その他
（２） 問１１（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〕

（３） 問１１（１）で○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１２ 問１０で「イ していない」と答えた理由をお教えください。
〔理由〕
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生涯学習全般について
問１３ 市町村に設置されている公民館等の数をお教えください。
ア 公設公民館

館

イ 自治公民館

館

ウ 公民館類似施設（コミュニティセンターなど）

館

問１４ 各公民館の利用者数の増減について、昨年度と比較してご回答ください。
【公設公民館】
【自治公民館】
【公民館類似施設】
ア

ふえている

ア

ふえている

ア

ふえている

イ

減っている

イ

減っている

イ

減っている

ウ

変わらない

ウ

変わらない

ウ

変わらない

エ

分からない

エ

分からない

エ

分からない

問１５ 公設公民館の職員数についてお教えください。
ア 自治体職員

人 （勤務形態）

イ 非常勤職員

人 （勤務形態）

ウ 嘱託職員

人 （勤務形態）

エ その他（ボランティア等）

人 （勤務形態）

問１６ 公設公民館を運営していく上での課題や悩みをご記入ください。

問１７ 問１６以外で、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１８ 生涯学習推進センターに支援してほしいことをご記入下さい。

問１９ 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
所属メールアドレス
※所属のメールアドレスがない場合、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。
○ 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
イ していない
○ 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）

イ していない
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