
国・県の施策の動向

広島で学んで良かったと思える日本一の教育県の実現

広 島 県 教 育 委 員 会
学びの変革推進部生涯学習課
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第１部 今後の地域における社会教育の在り方

＜地域における社会教育の目指すもの＞

１．地域における社会教育の意義と果たすべき役割

～「社会教育」を基盤とした、人づくり・つながりづくり・地域づくり～

多様化し複雑化する課題と社会の変化への対応の要請
• 人口減少、高齢化、グローバル化、貧困、つながりの希薄化、社会的孤立、地方財政の悪化，SDGs
⇒ 持続可能な社会づくりを進めるために、住民自らが担い手として地域運営に主体的に関わっていくことが重要
• 人生100年時代の到来、Society5.0実現の提唱等
⇒ 誰もが生涯にわたり必要な学習を行い、その成果を生かすことのできる生涯学習社会の実現へ向けた取組が必要

社会教育：個人の成長と地域社会の発展の双方に重要な意義と役割

２．新たな社会教育の方向性 ～開かれ、つながる社会教育の実現～

住民の主体的な参加の
ためのきっかけづくり

社会的に孤立しがちな人々も含め、よ
り多くの住民の主体的な参加を得られ
るような方策を工夫し強化

ネットワーク型行政の実質化

社会教育行政担当部局で完結させず、
首長、NPO、大学、企業等と幅広く連
携・協働

地域の学びと活動を活性化
する人材の活躍

学びや活動と参加者をつなぎ、地域の
学びと活動を活性化する多様な人材の
活躍を後押し

開かれ，つながる社会教育へ

人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について(答申）概要



第２部 今後の社会教育施設の在り方

社会教育施設には、地域の学習拠点としての役割に加え、以下のような役割も期待。

公民館
地域コミュニティの維持と持続的な発展を推進するセンター的役割、地域の防災拠点

図書館
他部局と連携した個人のスキルアップや就業等の支援、住民のニーズに対応できる情報拠点

博物館
学校における学習内容に即した展示・教育事業の実施、観光振興や国際交流の拠点

＜今後の社会教育施設の所管の在り方＞
地方公共団体から、地方公共団体の判断により、地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管
することができる仕組み（以下「特例」という。）を導入すべきとの意見が提出。これについ
て検討し、必要な措置を講ずる必要（「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」
（平成29年12月26日閣議決定））。

生涯学習社会の実現に向けた横断的・総合的な教育行政の展開に向け、社会
教育に関する事務については今後とも教育委員会の所管を基本とすべき。

一方、地方の実情等を踏まえ、より効果的と判断される場合には、地方公共
団体の判断により地方，公共団体の長が公立社会教育施設を所管できる特例
を設けることについて，社会教育の適切な実施の確保に関する制度的担保が
行われることを条件に，可とすべき。

＜今後の社会教育施設に求められる役割＞

人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について(答申）概要



社会教育主事の職務と期待される役割
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◆改正の趣旨

社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令の施行について 平成30年２月28日公布

◆改正の概要

◆施行期日 令和２年４月１日

○社会教育主事講習の科目及び単位数の改善（第３条関係）

○「社会教育士」の称号の付与（第８条第３項，第11条第３項関係）
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社会教育士について





学校と地域の連携・協働について



地域全体で未来を担う子供たちの成長を支える仕組み （活動概念図）

家庭教育学校教育

★より多くの、より幅広い層の地域住民、団体等が参画し、目標を共有し、「緩やかなネットワーク」を形成

◎ 次代を担う子供に対して、どのような資質を育むのかという目標を共有し、地域社会と学校が協働。

◎ 従来の地縁団体だけではない、新しいつながりによる地域の教育力の向上・充実は、地域課題解決等に向けた連
携・協働につながり、持続可能な地域社会の源となる。
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主体的･対話的で深い学び（「アク
ティブ・ラーニング」）の視点からの
学習過程の改善

どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

社会に開かれた教育課程

何ができるようになるか

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

思考力・判断力・表現力等の育成生きて働く知識・技能の習得

学びに向かう力・人間性等の涵養

新しい時代に必要となる資質・能力
を踏まえた教科・科目等の新設や
目標・内容の見直し

何を学ぶか

学習指導要領改訂の考え方
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コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

【想定される対象者】
・地域コーディネーター
・ＰＴＡ関係者・経験者
・退職教職員
・自治会関係者
・公民館等社会教育施設関係者

地域と学校をつなぐコーディネーター

地域学校協働活動推進員

地域と学校をつなぐ
コーディネーターの役割



家庭教育支援の推進について



家庭教育支援に関連する施策の方向性
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家庭教育支援チーム

“身近な地域の子育て・家庭教育応援団”です！

● 「家庭教育支援チーム」って何？
子育て経験者など，地域の多様な人材で構成された自主的

な集まりです。学校や地域，教育委員会等の行政や福祉関係
機関と連携しながら，子育てや家庭教育を応援する様々な活
動を行います。

● 「家庭教育支援チーム」の主な活動は？
① 保護者への学びの場の提供

保護者に対する主体的な「学び」と「育ち」に関する学習機会の提
供や情報提供，相談対応

② 地域の居場所づくり
地域資源を活用した親子参加型の体験型プログラム実施・情報提供,
日常的な交流の場の提供

③ 訪問型家庭教育支援
地域から孤立した家庭等へ，家庭訪問等により個別に情報提供や相
談対応し，学びの場や地域社会への参加を促進

【参考】「家庭教育支援チーム」の手引書平成30年11月 文部科学省



県の動向
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○指導者研修会の実施 地域学校協働活動推進員やボランティア等の資質向上や情報交換等
○大学生のボランティアチーム「ワクワク学び隊」の派遣 大学への協力依頼，学生チームの募集と登録，派遣
○地域と学校の連携・協働体制構築研修会の開催 地域学校協働活動とコミュニティ・スクールの一体的な推進事例の発表や意見交換等

県

対象：すべての小学生

【ね ら い】 放課後子供教室等の活動内容を充実・活性化 ※大学生の社会貢献活動への参加を支援

【チームの構成】 県内の大学に在学している学生が複数人で構成

【活 動 内 容】実験，観察，工作，音楽，英会話，レクリエーション，学習支援等

大学生ボランティアチーム ワクワク学び隊

・スポーツや文化活動等の体験活動

・地域の大人や異年齢の子供との交流

・予習や復習，補習等の学習活動

学び・体験・交流・遊びの場

放課後子供教室
対象：すべての中学生，高校生

地域住民の協力による，学習習慣の定着を目

的とした学習支援

学習支援の場

「地域学校協働活動推進員」等のコーディネートにより，
地域と学校が協働して教育活動を実施
※ふるさと発見学習 ※防災学習
※学校の環境整備 等

地域学校協働活動

市

町

地域全体で子供たちの成長を支えるため，地域と学校が連携・協働し，地域の教育力の向上及び地域の活性化を図る。

地域未来塾

連
携

要
請

派
遣

要
請

派
遣

連
携

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（コミュニティ・スクール）

学校運営協議会

学校運営・その運営に必要な支
援に関する協議

地域学校協働活動推進事業（広島県）



【地域学校協働基盤活動】（廿日市市）

地御前小学校区学校支援地域本部

地小っこ応援団
H29「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰

・校内に「ふれあいルーム」
（本部事務局）を設置

・「ボランティアガイド」
を活用した事前研修

【放課後子供教室・地域未来塾】（庄原市）

教育プロジェクト事業

総領自治振興区子供事業
H28「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰

・住民参加による地域の教育力向上

・中学生への学習支援（放課後塾）

【地域未来塾（放課後子供教室）】（安芸高田市）

安芸高田市 無料公営塾

地域未来塾 （H29～）

・市内全小学校（5・6年生)で実施
・家庭学習支援コーディネーター

（校長OB）の配置

【地域学校協働活動】（北広島町）

ともに豊平っ子を育てる会
Ｈ30「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰

・地域とともに創る学校，

将来のふるさとを担う人材の育成

・学校運営協議会（コミュニティ・

スクール）を軸に進める協働活動

【学校運営協議会(コミュニティスクール）】（府中市）

府中明郷学園学校運営協議会
Ｒ01「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰

・地域の中に学校を！学校の中に地域を！

・児童生徒の「起業家精神」の育成

・1年生から９年生まで（義務教育学校）

連続したカリキュラム開発（社会に開かれた教育課程）

地域学校協働活動の取組事例

【地域学校協働活動】（大崎上島町）

大崎海星高等学校魅力化プロジェクト
R2「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰

・地域との関わりを円滑するめに

学校にコーディネーターを配置

・生徒の積極的な地域行事等への参加

・伝統の「櫂伝馬競漕」の担い手育成



園・所等における教育・保育の充実

・教育・保育内容，教員，

保育士等の研修の充実等

・幼・保・小連携教育の推進

・子育てに役立つ情報の提供

・親子の学び・集いの場の推進

・地域による親子支援

家庭教育支援の充実

全県的な乳幼児期の教育・保育の質の向上を図るため，

「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プランに基づいた家庭教

育や教育・保育施設への支援などの施策を展開し，本県が目指す

乳幼児の姿の実現を目指す。

「遊び 学び 育つひろしまっ子！」

本県が目指す乳幼児の姿

感じる・気付く力 うごく力 考える力 やりぬく力 人とかかわる力

「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プラン



子育てに役立つ情報の提供

乳幼児期の保護者（や県民）にお伝えしたい内容をテーマごとに発信中



・親などの育ちを応援する学習機会の充実

「親の力」をまなびあう学習プログラム

自分一人が悩
んでいるので
はないことが分
かり，気持ちが
軽くなりました。

●身近なエピソードをもとにした内容

●子育て段階等に応じたプログラム

●楽しく話し，聞いて納得する参加型

乳幼児（0～２歳）の保護者を対象に
「ネウボラ」等で，「短時間/少人数」
で楽 しく学べる教材を開発しました。

～親編・親の生活編・子供の生活編～

（サイコロ製作協力）
安田女子短期大学保育科の皆さん

みんなどうしてる？

令和元年度新規開発教材

親子の学び・集いの場の推進



・地域における子育てボランティアの育成

・子育てボランティア等によるチーム型支援体制の充実

【家庭教育支援チーム】
～県内の家庭教育支援チーム（文部科学省登録）～

尾道市向東地区
家庭教育支援チーム

“親ぢから”（H20～）

・「子育て・親育ち講座」
・「子育てサロンと中学生

の保育交流」
・各種相談対応 …

H29「家庭教育支援チーム」活動の推進に係る文部科学大臣表彰受賞

府中町
家庭教育支援チーム

“くすのき” （H24～）

・親プロ班（親プロ実施）

・広報班（啓発・情報発信）

・託児班（各種行事託児）

・訪問班（届けにくい方へ）

・しゃべり場班（サロン）

呉市
家庭教育支援チーム

“呉『親プロ』ファシ

リテーションクラブ”
・親プロ（講座型）

世羅町
家庭教育支援チーム

“Ｐクラブせら”（H22～）

・親プロ(講座型）

（H25～）

R01「家庭教育支援チーム」活動の推進に係る文部科学大臣表彰受賞

地域による親子支援



広島で学んで良かったと思える日本一の教育県の実現

ありがとうございました。


