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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

近年、少子高齢社会、高度情報社会、都市型社会の進行等に代表される社会の変化

は、子どもの成育環境に大きな影響を及ぼしています。豊かな社会は多様な価値観を

生み出し、暮らし易さとともに、家庭や地域社会の教育力の低下も引き起こしました。

今こそ、学校、家庭、地域住民が連携・協力して、みんなで子どもを育てる環境づく

りに取り組み、地域全体の教育力を高めていくことが、切に求められています。 

 

香川県社会教育委員の会では、平成２０年１０月に提言「香川県の生涯学習推進施

策について」を作成しました。これは、「家庭教育への支援」や「地域教育力の向上」

を意識した「子どもを育てる環境の改善」のための地域社会の活性化の方策について

まとめたものです。それ以降、県内各地において、地域住民が学校教育活動を支援す

る取組みや家庭や地域社会の教育力向上をめざした取組み等が広がってきているもの

の、超高齢社会の到来や家庭状況や家族構成の多様化などの社会変化とともに、暴力

行為やいじめなど教育に関する様々な課題が散見されます。 

 

こうした状況を踏まえつつ、香川県社会教育委員の会では、平成２３年度から、子

ども、家庭、地域社会等の状況と課題、公共の精神や地域コミュニティの形成等につ

いて検討してきました。今回の提言は、団塊の世代を含めた高齢者の地域教育への参

加や地域教育プラットフォームの構想等を新しく取り入れて、地域に蓄積された社会

資源の有効活用を図るための新たな教育支援体制づくりとそれを支える香川県の生涯

学習推進施策について、社会教育委員の会の意見をまとめたものです。 

 

この提言が、香川県教育委員会や市町教育委員会の施策はもとより、香川県内の社

会教育委員及びその会議、社会教育関係職員、学校教育関係者、地域教育関係団体等

にとってひとつの指針を示すものとなることを期待しています。加えて、教育分野以

外においても、本提言が多様なまちづくりや地域課題の解決につながる可能性を十分

もっていることを申し添えておきます。地域社会全体で子どもを育むための取組みが

進むとともに、家庭や地域社会の教育力の向上、地域コミュニティの創造が図られる

ことを大いに願っています。 

 

最後になりますが、本提言の作成にあたり、御協力いただきました関係者の方々に

改めて深く感謝申し上げます。 

 

 

                       香川県社会教育委員の会 

                       会 長   清國 祐二 
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１１１１    提言提言提言提言にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての社会背景社会背景社会背景社会背景 

 

（１）子どもを取り巻く状況と課題 

 

○ 子どもたちの放課後の生活については、習い事や校外でのクラブ活動等によって多様

な能力を伸ばそうとする動きがみえる一方で、地域社会では、子どもの絶対数の減少と

ともに、安全への関心の高まりから放課後や休日に子どもが群れて遊ぶ姿を見かけなく

なった。学校の外で、年齢の枠を超えた、多様な子どもとの関わりの機会が失われつつ

ある。人間関係やコミュニケーションに課題を抱える若者が増加していることとも無縁

ではないだろう。 

 

○ 学校においては、地域住民の協力により、地域の実情に応じた学校支援ボランティア

や放課後子ども教室の取組みなどが進み、家庭や地域との連携が定着しつつある。しか

し、県内の学校における児童生徒のいじめや暴力行為については、平成 23 年は前年に比

べ減少しているものの、（いじめは、27％減の 282 件、暴力行為は 37.2％減の 636 件）

不登校や万引き等を含め早急に取り組まなければならない課題が山積している。 

 

○ 県教育委員会が実施した各年齢期における子どもの体験活動の実態調査（平成 23 年）

の結果によると、保護者の世代に比べて「子ども期の体験活動が減少している」ことが

明らかとなり、世代による体験の格差が懸念される。また、本調査の分析結果から「子

どもの頃の体験活動が多い人ほど、社会性が育まれている」など、体験活動がもたらす

効果も報告されている。 

 

○ 最近、携帯電話・スマートフォンの普及により、GPS 機能による子どもの所在地確認や、

保護者も子どもも相互に連絡が取りやすいなど便利な一面もある。一方、子どもの情報環

境の実態は、県内においては小学６年生の約 19％、中学３年生の約 37％、高校３年生の約

98％が自分専用の携帯電話を所持している。このような普及にともなって、出会い系サイ

ト等の犯罪に巻き込まれた保護少年（少女）が９人となっており（平成 23年香川県教育委

員会、香川県警察調査）、家庭や学校での指導、販売店等の細やかな対応が求められる。 

 

○ 地域全体で子どもたちの登下校の安全見守り等を実施するなど、ボランティア活動を

通して学校や子どもの育ちを支援する意識は高まりつつある。しかし、平成 22 年の全国

学力調査の結果から、県内において、ＰＴＡや地域の人が学校の諸活動にボランティア

として「よく参加してくれる」と回答のあった学校の割合は、小学校 47.9％、中学校 34.6

％など、全国平均と比べて低くなっていた。地域からの学校や子どもへの理解を深める

とともに、学校もその敷居を低くし、多くの人が参加しやすい環境作りが課題である。 

 

 

（２）家庭を取り巻く状況と課題 

 

○ 厚生労働省の「国民生活基礎調査」（平成 22 年）によると、全国の児童のいる世帯の

平均児童数は 1.70 人（平成元年 1.81 人）となっており、年々減少傾向にある。このよ
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うに、少子化の影響もあり、過干渉や過保護への懸念や、豊富な情報があふれる環境の

中で教育に関心がある親ほど子育てに悩み、心理的に追い込まれやすい状況にあると考

えられる。 

 

○ 最近、共働き家庭が増える中で、イクメンという言葉が流行するなど、男性の育児参加

についても理解が進んできている。一方で、離婚や再婚等が増加し、家族形態はますます

多様化している。香川県の数値では、平成 22 年に母子家庭 6,322 世帯、父子家庭 772 世帯

となっており、平成 7 年から母子家庭で 1.5 倍、父子家庭で 1.2 倍に増加している。こう

したひとり親家庭では、子育てや生計を一人の親が担うことになるため、心身ともに負担

が大きくなっている。 

 

○ そういった状況の中で、文部科学省の「家庭教育の活性化支援等に関する特別調査研

究」（平成 20 年）を見ると、「家庭の教育力が低下している」と感じている保護者が 79.8%

となっており、「そう思わない」とする 3.5%を大きく上回っている。しかし、個々の家

庭を見ると、子育てへの関心が大きく低下しているとは言い切れない。例えば、生活リ

ズムが身につくようしつけている保護者（平成 9年：58.9％→平成 20 年：70.7％）や、

テレビゲーム等で遊ぶ時間を決めている保護者（平成 9年：22.0％→平成 20 年：29.8％）

は増加するなど、しつけの必要性を感じる保護者は増えている。（平成 24 年文部科学省

「家庭教育支援の推進に関する検討委員会報告書」） 

 

○ 総務省の「社会生活基本調査」によると、平成 23 年は平成 18 年に比べて、就業形態

の変化、保護者の長時間労働などにより、家族が一緒に過ごす時間が十分とれず、家族

がそれぞれ個別に行動する時間が増加している。また、家庭生活を営むための具体的な

経験や能力が不足しがちな家庭も増えている。そのような親子の育ちを支える地域の助

け合い機能が弱まり、保護者と子どもとが、家庭や地域で、様々な関わりを通して成長

発達していくことが行われにくくなっている。 

 

 

（３）高齢者を取り巻く状況と課題 

 

○ わが国では合計特殊出生率の低下（1.39 平成 23 年人口動態統計）により少子化が進む

とともに、総人口の中で高齢者の占める割合（23.0% 平成 22 年国勢調査報告）が高くな

っている。本県でも、平成 22 年の国勢調査報告では、高齢化率が 25.8％と上昇を続けて

おり、逆に年少（15歳未満）人口は 13.4％で減少を続けている。これらの数字は全国平均

を上回って（下回って）おり、全国に先行する超高齢社会を迎えている。 

 

 

○ 超高齢社会の到来を迎え、医療・社会保障費の増大、地域社会の活力の低下、単身老人

世帯の増加に伴う高齢者の孤立等の問題が顕在化しつつある。このままでは高齢化による

負の側面への対応のみに目がいき、社会の活力につながらない。一方で、高齢者は豊かな

人材（人財）として専門的な知識やスキル、コミュニケーション能力を持っており、地域

づくりや地域教育力の要となる存在であることをより強調すべきであろう。 
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○ 団塊の世代等の定年退職により地域活動の活発化が予測されたが、実際には再雇用等（再

雇用率 72.0% 平成 21 年 日本生産性本部調査）によって労働市場にとどまっている人が

多かった。その世代が 65 歳を迎え、本格的に地域に戻る時期を迎え、地域コミュニティへ

の参画による地域の活性化が期待されるところである。 

 

○ アクティブシニア（活動的な中高年）とも呼ばれる団塊の世代は、身体的、精神的にい

まだ現役の状態を維持している人が多く、地域を知り、地域に誇りを持って、地域ととも

に生活していきたいと願っている。生涯学習社会の構築という観点からも地域社会への参

加をうながすことが求められる。しかしながら、この世代の特に男性は仕事中心の生活を

してきたため、地域とあまり関わりを持っていない世代と考えられるので、地域に気軽に

入っていけるように一定の配慮をしながら、社会教育活動や地域活動へ誘う必要があろう。 

 

○ 地域活動や学習活動に参加したいと希望する高齢者は 54.1%（平成 21 年 高齢者の地域

社会への参加に関する意識調査 内閣府）となっている。希望する活動は、健康・スポーツ

（35.2%）、地域行事（23.3%）、趣味活動（20.8%）、生活環境改善（15.5%）という順と

なっている。 

 

 

（４）地域社会を取り巻く状況と課題 

 

○ 地域の連帯感やつながりが希薄になり、「無縁社会」への不安が高まる中で、改めて「新

しい公共」や「共助社会」の構築に向けた議論が行われるようになってきた。安心・安全

な社会づくりには、人の顔が見える地域であることが重要であり、地域と行政とのパート

ナーシップによる地域づくりが今後の課題である。 

 

○ 県教育委員会が実施した「地域の教育力に関する県民アンケート」（平成 21 年）の結

果によると、地域の教育力が「低下している」と答えた人の割合が 48.5％であり、その

要因として、「個人主義が浸透してきている」が 23.4％、「地域の安全の問題」が 18.5

％、「近所の人々が親交を深める機会の不足」が 18.0％、などがあげられている。 

 

○ コミュニティ政策の中で、地域の自治会組織や各種団体をつないで、公共や共助を意識

したコミュニティづくりが模索されている。生涯学習・社会教育行政は「生涯学習とまち

づくり」に長年取り組んできた経緯もあるので、その経験を生かした地域づくりへの貢献

が求められる。 

 

○ 高度化、複雑化した地域社会には、解決しなければならない課題が山積しているといっ

てよい。それらの課題すべてに行政が主導権を握ることは不可能であるとともに、すべて

の地域住民が同程度に課題解決に向けて行動するとも考えにくい。地域で解決に向けた行

動に移せる組織や仲間が必要であり、明確な見通しを示せるリーダーの存在が必要となる。 
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（５）社会教育を取り巻く状況と課題 

 

○ 国家財政や地方財政の逼迫にともない、行政の機能が縮小しつつある。香川県教育委員

会の社会教育費においても、平成 20年度の 6300 万円から平成 24年度の 4600 万円まで、

約 27%の削減幅となっている。これまで行政が担ってきた公共部門の一部を、地域の組織

や団体、企業、個人等が協働して担っていかなければならない時代を迎える中で、生涯学

習分野においても、学習活動を通した人間関係の構築や学習成果の活用による共助社会の

形成に取り組む必要がある。 

 

○ 生涯学習・社会教育行政は、地域住民の学習を促進するところでその独自性を発揮でき

る。公共や共助を、近未来の重要な学習課題と位置づけ、学びの機会をさらに拡充してい

く必要がある。ここで言う学びにおいては、従来からある講義を聴く「承り型」に偏るこ

となく、多様な主体による「参加型」で開かれた学習形態や方法をとることが望ましい。 

 

○ 生涯学習・社会教育行政は、これまで各種の人材発掘や育成を推進してきた。近年の取

組みを見ても、放課後子ども教室や学校支援のコーディネーターやボランティアの発掘と

仕組みづくり、家庭教育推進専門員の養成と活用、有害情報から子どもを守る推進リーダ

ーの養成と活用等がある。公共や共助については地域によって事情が異なるため、同じ手

法では養成できないが、他のセクションと連携を図りながら必要なところに的確な支援を

することが肝要となる。 

 

 

（６）香川県教育基本計画（H23～27）との関連性 

 

○ このような課題を踏まえ、県教育委員会では、平成 23 年 3 月に作成した第二期香川県

教育基本計画の中で、生涯学習の理念を生かした県民全体に対する豊かな教育環境の実

現を目指している。共通理念として「県民一人ひとりが将来に希望を持ち、それぞれの

能力や個性を活かしながら、夢に向かって挑戦する人づくりは教育の基本」と宣言し、

「夢に向かってチャレンジする人づくり」をスローガンに掲げている。 

 

○ 基本理念の中に、「人は生涯にわたり夢を持ち続けることで、いきいきと過ごすこと

ができます。生涯にわたる多様な学習活動やスポーツ活動の実践は、夢への挑戦であり、

人々の暮らしをより豊かに、より有意義なものにし、充実感や達成感をもたらします。」

とあり、県民の自己実現につながる学習活動を構想している。 

 

○ 重点項目の４本柱のひとつとして、学校、家庭、地域社会の連携を強化し、香川の教

育力の向上に努めるための「教育連携強化プロジェクト」を打ち出している。そこには、

「家庭教育に関する広報啓発や学習機会の充実」「地域社会で子どもを育てる気運の醸

成や子どもの居場所づくり」「学校を支える地域社会づくりの推進」「学校、家庭、地

域社会の連携のための人材の育成」などを盛り込んでいる。 
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２２２２    前前前前回回回回のののの提言提言提言提言（（（（平成平成平成平成 20202020 年年年年 10101010 月月月月））））以降以降以降以降のののの取取取取組組組組みのみのみのみの実績実績実績実績 

 

（１）香川県の家庭の教育力の向上に向けた取組み 

 

＜提言＞すべての保護者に学習機会を提供し、意識啓発や学習行動へつなげるため、あらゆ

る機会を利用して啓発活動に取り組む必要がある。 

 

 

・ ７月を家庭教育啓発月間として、市町教育委員会と連携タイアップしながら、７月に

保護者をはじめとする社会全体に向けた啓発を集中的に行った。（①啓発ポスター ②

電車中吊り広告 ③新聞広告等） 

 

・ 子どもにも生活習慣の大切さを理解してもらえるように、啓発かるたや実践シールを

制作・配布したり啓発紙芝居を配布したりした。また、啓発かるたを使ったかるた大会

のイベントなど、教材の配布と実践を組み合わせた啓発活動を進めた。    
    
・ 平成 23 年度から、就学前保護者啓発モデル事業を開始し、全市町において、就学時健

康診断・入学説明会や乳幼児健診の機会を捉えて学習機会や情報を提供することにした

ところ、県内約 70％の小学校区で実施することができた。その際に市町によっては、福

祉部局と連携しながら実施することができて、多くの保護者が参加する機会を捉えての

積極的な啓発が実施できた。    
    
    
＜提言＞保護者の啓発や学習を促すには、学校やＰＴＡとの連携が最も効果的であり、子育

てが、個人や小さなグループでの閉じられた場とならないよう、広く取組みを進めること

が大切である。 

 

＜提言＞現在子育て中の保護者には家庭教育の知識とともに、同じ学齢の子どもを持つ保護

者同士の情報交流が有効である。保護者の仲間づくりや学習支援の中に、ワークショップ

の手法を用いた参加型学習等を取り入れることで、これまでとは違った新しい関係づくり

を促進することが期待される。保護者間の緩やかな関係性を築くためのプログラム開発と

実施が、結果的に家庭の教育力向上につながると考えられる。    
    
    
・ 家庭教育推進専門員を香川県ＰＴＡ連絡協議会と連携しながら養成して、県内各地で

ワークショップの手法を用いた参加型学習会を開催した。この参加型学習会では、保護者

同士が子育ての悩みや子どもとの接し方などを話し合い、お互いのよさに触れながら学

ぶことができ、保護者間のネットワークの構築にも効果があった。幼稚園・保育所にも

ニーズが高く、ワークショップ実施開催回数が年々増えている。 

実 績 

実 績 
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（２）香川県の地域の教育力の向上に向けた取組み 

 

＜提言＞地域の教育力の向上に向けて、県域の情報の収集整理、事業の拡充に向けての支援、

人材育成や人材交流等の支援、啓発活動による意識の醸成等への取組みがますます重要で

ある。また、実践を通じたプログラム開発により、標準的なスタートマニュアルを作成す

ることも有効である。    
    
＜提言＞香川県教育行政として公平性確保の視点から、子どもの成長発達に重要な体験活動

にどの地域からでも参加ができるような環境づくりが求められる。学校教育との連携はい

うまでもないが、子どもの育成に関わる社会教育関係団体やＮＰＯ等との連携も求められ

る。    
    
    
    
・ 地域の教育活動に対する一般県民の意識や、県内の子どもの放課後や休日の生活の実状

を明らかにする実態調査や各年齢期における子どもの頃の体験活動に関する意識や現状を

明らかにする実態調査を実施した。 

 

・ 県内の中で特性の異なる地域における取組実践を通じて、新たに地域による教育の取組

みを始める地域団体等向けに必要となるノウハウをまとめた実践マニュアルを作成した。

また、実践マニュアルの活用促進に向けた研修会を実施し、資質向上や関係者間の交流の

促進を図った。    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

実 績 
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３３３３    地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの創造創造創造創造とととと生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習 
 

（１）地域コミュニティの創造 

 

○ かつて地域は村落共同体を基盤とし、自治会や町内会を中心に冠婚葬祭までも支え合う

社会であった。しかしながら、産業構造の変化や都市型社会への移行は、近隣の人間関係

を希薄にし、共助の機能を弱めていった。今後、成熟した市民社会を視野に入れた地域コ

ミュニティという概念を用い、新たな地域社会の創造が求められる。 

 

○ 今の時代にあった地域コミュニティを創造するために、それを支える仕組みづくりが必

要となる。多様な主体（企業、ＮＰＯ法人、自治会等の地域組織、目的団体など）がゆる

やかなネットワーク（連絡協議会など）を形成し、それぞれの役割や責任を明確にすると

ともに、共有することが必要となろう。 

 

○ これまで社会教育関係団体（少年団体等、青年団等の青年組織、ＰＴＡ、婦人会、老人

クラブ等）が地域の下支えをしてきた。しかし、会員の減少や高齢化等の課題を抱え、組

織のあり方の見直しが迫られている。地域コミュニティの担い手としても存在する組織づ

くりが課題となっている。 

 

○ 地域コミュニティには、地域住民の気持ちをつなぐ象徴的なシンボルがあるとまとまり

やすい。それをみんなで作っていけるよう、地域にあるさまざまな資源の発掘、継承・伝

承、創造に向けた取組みが大切となる。地域の精神的支柱をなす有形無形のシンボルを作

る作業には大いなる夢が見出せるため、そこに生涯学習・社会教育の力を発揮したい。 

 

○ 地域コミュニティの担い手（組織）が、結果的に地域教育力の向上に導く中核的役割を

担うことになる。地域コミュニティも地域教育力も、目的や手段は異なろうとも行き着い

た先でその「副産物」を確認すると、どちらも同じであることに気づくはずである。最終

的な成果をみんなで喜び、共有できるように、できるだけ多くの組織や団体が結集してい

くことが重要である。 

 

 

（２）高齢期世代と地域コミュニティ 

 

○ 近年、注目を集めている団塊世代や高齢期の人材（人財）は、専門的知識を有し、人脈

も豊富であり、地域コミュニティの創造に携わる充分な活力を持っている。まずは、学習

活動等の取り組みやすい活動を進める中で、仲間を得て交流し、地域に関わる意識を高め

ることが望まれる。この際に、生涯学習に典型的な趣味・教養やスポーツ・レクリエーシ

ョンの領域においても、学習内容や方法の工夫に配慮をすることで、地域コミュニティへ

の貢献意識も醸成される。 

 

○ 労働社会の一線から退いて間もない世代は、仕事等で培った知識や技能がまだ新鮮なま

まである。しかし、現役時代に地域と疎遠であったため、その能力を地域でどのように生

かせばよいのか、具体的なイメージが頭に浮かばない。そこで、自分の能力を評価する機
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会やその能力が地域コミュニティでとのように役立つのかを確認できるような機会の創出

が求められる。 

 

○ 団塊の世代等の人材（人財）が地域へ帰っているはずだが、その存在感が増しているよ

うには見えない。既存の組織（老人クラブ等）にも加入できず、仲間を募り独自の団体活

動を行うことも思い切れない状況が想像される。地域コミュニティでの組織化（仲間づく

り）に関する機会の提供は、生涯学習・社会教育行政に大いに求められる機能であろう。 

 

○ 人生 90年を前提とした第二の人生を自ら設計し、主体的に生きることを支援する仕組み

が必要である。健康で生きがいのある生活の実現、経済的自立、複雑・高度化する現代社

会への適切な対処、社会参画による地域との絆構築など、広範多岐な学習課題の整理が必

要となる。 

 

○ 地域活動の世代交代がたびたび強調される。人生 90 年時代を迎えて、70 代はいまだ活

動盛りである。発達課題の観点から社会的役割の獲得は重要であるが、世代交代という発

想を切り替えて、地域課題へ取り組む多様な組織がいくつも存在するような地域づくりが

求められる。 

 

○ アクティブシニア（活動的な中高年）の地域デビューをうながす取組みを創出すること

も考える必要がある。「地域をよくしたい」という気持ちで集まった人たちが、自ら課題

を設定し、課題解決への道筋をつけ、周辺の組織や個人と連携して実現するようなモデル

プログラムが求められる。 
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４４４４    地域教育地域教育地域教育地域教育プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォームによるによるによるによる学校学校学校学校・・・・家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域のののの教育力教育力教育力教育力をををを高高高高
めるめるめるめる取組取組取組取組みみみみ 

 

（１）かがわ地域教育プラットフォームとは 

 

○ 地域教育プラットフォームを定義すると、「地域の教育力を高めることに寄与するさ

まざまな組織や団体、個人が、取り組むべき課題をもって乗り入れる場所」とする。個

々の組織や団体、個人はそれぞれに地域における教育活動を展開しているが、「効果を

さらに高めたり、困難な課題に取り組んだりするためには、個々の組織や団体、個人が

相互につながり、強みを生かして協力することが大切」である。プラットフォームにお

いては、この「つなぐ」機能が最も重要となる。 

 

○ 地域教育プラットフォームの役割や特性は、「地域の教育課題や教育資源に関する情

報の集積場」にあり、「それらの情報を加工し、必要に応じ適宜発信するキー局」にあ

る。「新たな教育課題への取組みや今ある取組みの改善を図ろうとするときにも頼りに

なる場所」である。それが期待される成果につながるには、上記の「つなぐ」機能を果

たすことのできる「優秀なコーディネーターの存在」が必要不可欠となる。 
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○ 地域教育プラットフォームのあるべき姿は、「これまでの教育活動の蓄積を生かしつ

つ、プラットフォームを起点とした、より充実した取組みを生み出そうとする」ことに

ある。個々の組織や団体、個人にはそれぞれ強みと弱みがあり、これまでのノウハウも

それぞれにある。「地域教育への思いや課題をもつ主体が一堂に会し、熟議する」こと

で何かを生み出すのである。「共通する課題が見つかり、取組みに厚みが増し、一層の

効果につながる」可能性に期待したい。このような、参加した主体自らがその方向を見

出していけるように導くことのできる有能な「ファシリテーター」の存在が必要となる。 

（＊ ファシリテーターは、人と人との効果的なコミュニケーションの場を組織し、一人ひとりの能力を

最大限に引き出すとともに、それらが調和的につながるよう導き、組織的に問題解決に取り組めるよ

う支援する人） 

 

○ 地域教育プラットフォームの定義、役割や特性、進むべき方向を以上のように定め、

この実現に向けた取組みを「かがわ地域教育プラットフォーム」と呼び、それぞれの地

域の実態に応じた仕組みづくりに向けて一歩ずつ前に進むことが大切である。 

 

 

（２）かがわ地域教育プラットフォームの必要性 

 

○ 近年、地域社会との関わりや学校支援を求める学校が増えつつあるが、必ずしも地域

資源に関する十分な情報を持っているとは限らない。一方、地域社会の中には学校に対

する協力や支援の意思を持つ個人や関係団体等が少なからず存在している。両者を適切

につなぐことのできる連絡・調整機能をどこかに配置することが必要である。 

 

○ 学校と地域の連携を促進するためには、両者に大きな負担をかけずにつなぐことが必

要である。学校・家庭・地域の教育力が有機的に連携し合えるようなかがわ地域教育プ

ラットフォームを構想することが有効となる。地域に存在するさまざまな教育資源と、

地域の教育課題が効果的に結びつくことで、学校や家庭が抱える問題に少しでも風を通

すことができるだろう。 

 

○ かがわ地域教育プラットフォーム構想が香川県において実現することが期待される。

学校・家庭・地域が一体的に教育機能を果たすことで、質の高い教育の推進につながる

環境となる。地域のイメージを地縁組織に限定せずに、企業や大学・ＮＰＯ団体なども

含めれば、従来と異なった連携がイメージできる。それぞれの強みを生かした、持続可

能な連携を構想したい。 

 

○ かがわ地域教育プラットフォームの課題は、地域それぞれの実態に応じて仕組みが異

なることにある。資料として具体例を示しているが、プラットフォームに該当する場と

しては地域の公民館やコミュニティセンターが現実的であろう。その際に、コーディネ

ーターの配置が非常に重要となる。施設職員がその役割を果たすことも考えられるが、

財政上の課題をクリアーして、地域教育の要を強化するためのコスト（コーディネータ

ーの雇用）について地域の合意形成を図ることも求められる。 

 

○ そのコーディネーターは、地域のことをよく理解し、学校や関係団体、行政等との連携
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の要となることができる人間的な魅力・人脈があり、人と人を結ぶ役目に適した人を配置

することに配慮したい。地域教育に関する課題やそれを解決するための資源、その他関連

する情報収集を行い、いわゆる地域に存在する教育課題とそれを解決できそうな教育資源

とを把握して、有効な支援活動に結びつけるための細かな調整を行うことが求められる。

コーディネーターを媒介にして、教育課題と教育資源の洗い出しから始め、取組みの方向

づけ、事前準備、実施、事後評価を行い、改善し、徐々に活動の質を高めることが期待さ

れる。 

 

○ 様々な教育支援活動を通して、教育支援を受ける側はもとより、教育支援を行う側にお

いても支援者の自己実現や組織の活性化などの効果が期待される。かがわ地域教育プラッ

トフォームでは、地域における教育活動が自己有用感の高まる活動として認知されるよう、

周辺に働きかけていくことが望まれる。また、個人や関係団体等との連携・協働を通して、

地域の中に潜在的に備わっている教育資源を有効活用することが可能となり、結果的に地

域の教育力を高めることにつながる。 

 

 

（３）かがわ地域教育プラットフォームにおける高齢者の役割 

 

○ かがわ地域教育プラットフォームが持続可能なものとなるためには、ボランティアの存

在も欠かせない。教育関係の組織や団体がボランタリーな活動をすることも当事者の責任

として重要であるが、時間的ゆとりのある高齢者がボランティアとして参加することにも

大いに期待したい。そこで仲間を得て、さらなる地域活動に発展すれば、生きがいづくり

や自己実現にもつながるからである。 

 

○ 地域活動に参加する場合、活動に生かせる知識や技術をもっていると自己有用感や充実

感が高まる。また、同じ思いをもつ仲間がいることで、活動そのものを楽しむことにつな

がる。結果的に継続的な活動となり、地域における新たな人間関係を育むことになる。こ

れまであまり地域との関わりが深くなかった高齢者層に、生涯学習・社会教育の取組みに

積極的に参加してもらえるような仕掛けを工夫したい。 

 

○ 婦人会や老人クラブ等の社会教育関係団体やＮＰＯ、さらには自治会・町内会等の地縁

組織などに加入している高齢者も多い。そのような組織や団体にプラットフォームの存在

を認識してもらい、積極的に乗り入れてもらうための仕組みづくりが必要となる。 

 

○ 幅広い世代間での交流は、地域の連帯感を育み、さらに社会全体の統合を図ることにつ

ながる。特に高齢者と青少年との交流は、高齢者の社会参画をうながし、生きがいを創出

するとともに、青少年の視野や価値観の形成に大いに役立ち、地域や社会に対する関心・

理解を深める役割を果たす。 

 

○ 退職後、地域活動に参加したいと思っても、どうすればいいのかわからない高齢者も少

なくない。高齢者になってからの学習の機会も重要であるが、40 代や 50 代の高齢期にさ

しかかる前からの啓発や意識づけに気を配る必要がある。県内にある「おやじの会」は現

在でも地域に貢献しており、今後の地域の期待の星である。ますます拡充させる方向で考

えていく必要があろう。 
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（４）かがわ地域教育プラットフォームの実現に向けて 

 

○ かがわ地域教育プラットフォームの範囲は小学校区が望ましい。それを単位としつつ、

地域の実態や必要に応じて中学校区や町単位で取り組む方が適切と考えられるものはその

都度対応すればよい。プラットフォームは実践につながるからこそ意味がある。したがっ

て、まずは教育活動の情報共有から始めて、次のステップへと発展させたい。 

 

○ かがわ地域教育プラットフォームは結果や成果として地域教育力の向上につながる場で

あるが、それはすぐさま地域のネットワークとしても幅広く機能することができる。プラ

ットフォームに乗り入れる組織や団体、個人は、それぞれの課題をそこに持ち込むことで、

解決や改善に力を貸してくれそうな連携相手を選択し、協働のもとに取り組めばよいので

ある。 

 

○ 学校支援地域本部が、かがわ地域教育プラットフォームの役割を実質的に果たしている

ところもある。学校の要望に応じた支援活動の調整役として地域コーディネーターを配置

して、ボランティアを人選・派遣するなど新たなボランティア人材を発掘しながら、より

効果的な学校支援活動を進めている。学校のために何かしたいという人の輪を広げる取組

みとなっている。 

 

○ 地域のコミュニティセンター・公民館も、かがわ地域教育プラットフォームを実現可能

な施設である。そこには、社会教育関係団体や地縁団体のみならず、学習グループ・サー

クルや個人も出入りしており、地域や子どものために何かができる可能性が大いにある。

実際に、地域行事に多くの組織や人たちを巻き込んでいる。地域の子どもたちの体験活動

や交流活動に地域ぐるみで参加することにより、子どもを育くむプラットフォームの実現

がスムーズにいくものと考えられる。 

 

○ 家庭教育支援もプラットフォームの機能を生かすことでより豊かになる。子育てサーク

ルや読み聞かせの会、障がい児・者の保護者会、おやじの会などがプラットフォームに集

うことにより、その他の地域の組織や団体、個人との交流に発展する。親が親としての力

を高めるためには、閉じられた活動よりも開かれた活動の中で、多くの仲間や支援者と関

わることが大切である。 

 

○ かがわ地域教育プラットフォームの具体例を考える際に、テーマや課題を想定するとわ

かりやすい。「食育」をテーマにすると、学校や栄養教諭だけではなく、給食センター、

健康福祉行政、農林水産・産業行政、食生活改善推進協議会、家庭（ＰＴＡ）、その他関

連機関がプラットフォームに集うことがイメージされる。その他のテーマとして、青少年

の「健全育成」、地域の安心・安全にかかわる「防災」や「防犯」、元気な地域を目指す

「健康づくり」などがあげられよう。 

 

○ しかし、このようなプラットフォームは従来からもあった。それらが形式的になったり、

形骸化したりする原因を究明し、それぞれの取組みの実質的な連携や効果的な協働のあり

方を検討することが重要となってくる。集まることや体制づくりを目的とするのではな
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く、開かれた雰囲気の中でちょっとしたこぼれ話から実践へと発展するようになることが

望まれる。プラットフォームは会議の方法をも転換するものでなくてはならない。 
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５５５５    香川県香川県香川県香川県のののの生涯学習推進施策生涯学習推進施策生涯学習推進施策生涯学習推進施策 
 

（１）香川県の家庭の教育力の向上に向けた取組み 

 

○ 家庭教育に関心の高い保護者には香川県教育委員会の提供する情報が届き、意識啓発が

図られ、家庭の教育力の向上に結びついている。しかしながら、様々な理由により家庭教

育に関する学習会等に出席することが難しい保護者には、必要な情報を提供することがで

きず啓発が十分であるとは言えない。そのため、就学時健康診断等のすべての保護者が集

まる機会を活用して保護者啓発を行うことが必要である。また、同じ学齢の子どもをもつ

保護者同士が気持ちよく情報交換できる人間関係を築くことが有効であるため、ワークシ

ョップの手法を用いた参加型学習等を継続的に実施することも合わせて必要である。保護

者間の緩やかな関係性を築くための新たなプログラム開発と実施が、結果的に家庭の教育

力向上につながると考えられる。 

 

○ 保護者の役割や家庭生活のあり方を見直し、子どもの望ましい生活習慣づくりに向けた

気運を高めるとともに、地域や社会全体で支え合う環境づくりのための啓発活動を引き続

き展開する必要がある。そのため知事部局や市町との緊密な連携を図り、あらゆる機会を

利用して啓発活動（啓発資料の作成と配布、ポスターやチラシの作成と掲出、新聞広告、

テレビなどメディアを活用した啓発等）に取り組むことが効果的であると考えられる。さ

らに、資料等は配布や掲出にとどまらず、その成果が浸透するよう、学習機会の教材等と

して積極的に活用することが望まれる。 

 

○ 家庭教育支援の方法として、電話相談や面接相談、場合によってはＩＴを活用した子育

て学習、地域の人材を活用した家庭教育支援チームによる支援等、その充実が求められる。

個人情報を多く含む相談については保護者の身近な市町域で行うよりも、より匿名性が確

保できる県域で行った方が有効であると考えられる。そのための人材養成事業や相談事業

をより効果的に行っていくことが重要である。 

 

 

（２）香川県の地域の教育力の向上に向けた取組み 

 

○ 放課後子どもプランの実施、学校支援ボランティア促進事業への関心の高まりなど、地

域住民の多くが子どもの育成に関わるようになってきた。学校では総合学習や体験学習の

実践、学校教育と社会教育をつなぐ学社連携・融合の推進なども進んでいる。それぞれの

取組みはそれぞれに有効であるが、相互の交流ができればさらなる発展も期待できる。県

域の情報の収集整理、事業の拡充に向けての支援、人材育成や人材交流等の支援、啓発活

動による意識の醸成等への取組みがますます重要となってこよう。そのため、地域におい

て子どもを対象とする教育活動を実践する地域教育関係者等の研修を実施し、資質の向上

と地域間の交流を促進し、互いのネットワークづくりを図る必要がある。 

 

○ かがわ地域教育プラットフォームが、本県において実現することによって、学校・家

庭・地域が一体となった地域教育が一層推進されることを期待する。そのためには、既

存の取組みをベースに進めたり、地域の各種教育資源をネットワークでつないだりしな
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がら進めていく市町等に対して、具体的なモデルを示しながら取組みをサポートしてい

くことが必要である。拠点（プラットフォーム）は、コーディネーター等を有している

方が望ましいため、地域の実情を考慮した推進拠点の種類別に５事例をイメージ図に表

した。（Ｐ18 参照） 

 

○ 団塊の世代や高齢者が持っている知識・経験や生涯学習で学んだ成果を地域の課題を

解決するために活かしてほしいと期待している。まずは、高齢者が生き生きと学習活動

へ参加できる環境整備が必要であり、その中で地域教育へのまなざしを育てていく取組

みが望ましい。そのために、「高齢者と青少年との交流活動」「高齢者による学校支援

活動」「高齢者が活躍する子どもの居場所づくり」などのような地域におけるモデル的

な取組みを推進・普及・啓発していく必要がある。そこで活躍した人たちが様々な形で

つながっていけるような仕掛けや仕組みづくりが次の段階で求められよう。 

 

 



    

    

    

    

参 考 資参 考 資参 考 資参 考 資 料料料料    
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１．提言の概要 
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２．かがわ地域教育プラットフォームのイメージ図 
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３３３３....香川県社会教育委員香川県社会教育委員香川県社会教育委員香川県社会教育委員のののの会委員会委員会委員会委員            （平成24年11月6日現在 50音順）    

（（（（1111））））委員名簿委員名簿委員名簿委員名簿                                                     

 会 長  清國 祐二 香川大学生涯学習教育研究センター長   

 副会長  丸田 温子 香川県立坂出商業高等学校長 

 副会長  十河 由人 香川県青年会会長 

赤松 よし子 高松市檀紙小学校長 

            （平成23年6月1日～平成24年5月31日） 

荒谷 節子 子育てネットワークかがわ代表 

岡  正敏 直島町教育委員会教育長 

香川 史子 まんのう町四条公民館長 

            （平成24年6月1日～現在） 

片岡 光雄 香川県ＰＴＡ連絡協議会元会長 

            （平成20年6月1日～平成24年5月31日） 

川﨑 登  さぬき市寒川公民館長 

            （平成19年6月1日～平成24年5月31日） 

木戸 みどり ガールスカウト香川県連盟長 

木下 亨  四国新聞社編集局報道部長 

桑嶋 貴史 （公社）日本青年会議所四国地区香川ブロック協議会 直前会長 

小林 康則 香川県ＰＴＡ連絡協議会長 

            （平成24年6月4日～現在） 

貞廣 美津子 善通寺市立中央小学校長 

            （平成24年6月1日～現在） 

白川 アヤ子 香川県婦人団体連絡協議会書記 

高橋 昭治 小豆島町立内海中学校長 

谷本 ミチ 香川県国公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会副会長 

中橋 恵美子 特定非営利活動法人わははネット理事長 

早谷川 悟 さぬきおやじ連合代表 

松井 剛太 香川大学教育学部准教授 

松浦 一博 ＮＨＫ高松放送局放送部長 

三好 康弘 坂出市教育委員会教育長 

矢野 晃代 (社）香川県子ども会育成連絡協議会副会長 

 

（（（（2222））））作業部会名簿作業部会名簿作業部会名簿作業部会名簿                                             

 会 長  清國 祐二 香川大学生涯学習教育研究センター長 

木下 亨  四国新聞社編集局地方部長 

中橋 恵美子 特定非営利活動法人わははネット理事長 

松井 剛太 香川大学教育学部准教授 

山本 珠美 香川大学生涯学習教育研究センター准教授 

（香川県生涯学習政策アドバイザー） 
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４４４４....提言提言提言提言までのまでのまでのまでの経緯経緯経緯経緯    

 

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１１１１１１１１月月月月    ９９９９日日日日        作業部会作業部会作業部会作業部会（（（（第第第第１１１１回回回回））））    

      次期提言のテーマ及び内容について 

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１２１２１２１２月月月月    ７７７７日日日日        社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの会会会会    

      次期提言のテーマ及び内容について 

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年    １１１１月月月月１０１０１０１０日日日日        作業部会作業部会作業部会作業部会（（（（第第第第２２２２回回回回））））    

      次期提言の骨子（案）について 

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年    ３３３３月月月月１４１４１４１４日日日日        社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの会会会会    

      次期提言の骨子（案）について 

 

 

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年    ５５５５月月月月２８２８２８２８日日日日        作業部会作業部会作業部会作業部会（（（（第第第第１１１１回回回回））））    

      素案の検討・作成 

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年    ６６６６月月月月２０２０２０２０日日日日        社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの会会会会    

      素案（作業部会案）についての協議 

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年    ７７７７月月月月１８１８１８１８日日日日        作業部会作業部会作業部会作業部会（（（（第第第第２２２２回回回回））））    

      原案の検討・作成 

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年    ８８８８月月月月２３２３２３２３日日日日        社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの会会会会    

      原案（作業部会案）についての協議 

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年    ９９９９月月月月１８１８１８１８日日日日        作業部会作業部会作業部会作業部会（（（（第第第第３３３３回回回回））））    

      提言最終案の検討・作成 

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１０１０１０１０月月月月２３２３２３２３日日日日        社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの会会会会    

     （1）提言最終案についての協議 

     （2）提言の決定 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


