
高橋：「地域子ども教室推進事業」の現状と課題　189

「地域子ども教室推進事業」の現状と課題
－東北・北海道地区を例として－

高　橋　　　興

The Present Conditions and Issues through Promition of Local 
Community Children’s Groups 

   ：The Example of Tohoku and Hokkaido Area

TAKAHASHI  Ko

【要旨】

　家庭・地域・学校が連携協力し，社会全体で子どもたちを育てていくことを目指す，国の委託

事業である「地域子ども教室推進事業」は，多くの都道府県において，文部科学省により策定さ

れた委託要綱及び指針にそった取り組みがなされている。　

　本稿は，文部科学省が考える本事業の目的等を明確にした後，都道府県教育長協議会の全国調

査の結果を紹介するものである。また，青森県の調査等に基づき，東北・北海道地区における事

業への取り組み状況を，全国的な傾向とも関連させながらやや詳しく報告したうえで，本事業に

直接かかわっている私が今後の課題と考えている点について私見を述べるものである。

　調査の結果等によれば，東北・北海道地区における取り組み状況は，全国的な傾向と大きな差

異はない。また，私が今後の主要な課題と考えているのは，本事業の進め方を検討し決定するな

ど重要な役割を果たす運営協議会等の活性化，本事業を実質的に支える優れたコーディネーター

及び指導員の確保と資質の向上，主要な実施場所と想定されている学校とのかかわり方，事業の

評価・分析などである。

【キーワード】

　居場所づくり，コーディネーターの資質，子どもたちと共に楽しめる指導員，学校と地域の協

働

１．はじめに

国では平成14年度からの完全学校週５日制

の実施に備え，平成11年度から13年度までの

３年間に地域で子どもを育てる環境の整備を目

指した「全国子どもプラン (緊急３ケ年戦略 )」
を実施した。同プランは，第４期生涯学習審議

会答申「生活体験・自然体験が日本の子どもの

心をはぐくむ」(平成11年６月９日 )が，「子ど
もたちの心の成長には，地域での豊かな体験が
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不可欠」であり，「子どもたちの体験を充実さ

せるための地域社会の環境づくり」が必要であ

るなどと提言したことを受けた「子どもセン

ターの全国展開」などを主たる内容とするもの

であった。

そして，平成14年度からは，全国子どもプ

ランの成果を踏まえ，関係省庁が連携しなが

ら，継続的に子どもたちの体験活動機会の充実

などを目指す「新子どもプラン」を策定し，主

要施策として「地域と学校が連携協力した奉仕

活動・体験活動推進事業」等を実施している。

さらに平成16年度からは，「子どもの居場所

づくり新プラン」に基づく新規事業として「地

域子ども教室推進事業」を実施している。この

事業は，70億円の予算を投じており，取り組

みの全国的な広がりからも，今後における都道

府県及び市町村の青少年教育はもちろん，ひろ

く社会教育ならびに学校教育に与える影響も極

めて大きいものと思われる。そのため，同事業

への取り組みが始まって半年しか経っておらず

データも少ないが，今後における各都道府県の

取り組みの参考に供するため，あえて東北・北

海道地区の現状と課題について報告することと

した。

１「地域子ども教室推進事業」の概要

まず，地域子ども教室推進事業の概要を，

「『地域子ども教室推進事業』実施委託要綱」(平
成16年４月１日生涯学習政策局長決定。以下，

「要綱」)及び同要綱にもとづく「平成16年度『地
域子ども教室推進事業』の実施について (指
針 )」（以下，「指針」）などを参考にしながら整
理しておくことにする。このことを通じて，文

部科学省 (以下，「文科省」)がこの施策につい
て何を考え，どのような成果を目指しているの

かを明確にしておきたいからである。

( １) 事業の趣旨

要綱によれば，地域こども教室推進事業 (以
下，「事業」とする。)の趣旨は，心豊かでたく
ましい子どもを社会全体で育てていくため，学

校等を活用して，安全・安心な子どもの居場所

(活動拠点 )を設け，そこに地域の大人を指導
員として配置し，子どもたちの放課後や週末に

おける様々な体験活動や地域住民との交流活動

などを支援することである。

そして，この事業を所管する文科省生涯学習

政策局子どもの居場所づくり推進室（以下，「推

進室」）は，事業の必要性について次のように

解説している。「①子どもと家庭，学校，地域

を取り巻く環境の変化に伴い，子どもたちの放

課後や週末の過ごし方が課題となっている。②

少年非行対策のためにも子ども同士，子どもと

大人の交流ができる活動拠点が必要となってい

る。③家庭に保護者がいても，十分なしつけが

行われていないなど，家庭の教育力が低下して

いると指摘されている。④文化活動やスポーツ

活動など，子どもたちの体験活動の機会が不足

しており，こうした機会を提供することが重要

である。⑤子どもを核として地域の大人が一体

となった地域コミュニティの再生が必要となっ

ている」(1)。すなわち，推進室は，これまでし

ばしば指摘されてきた家庭及び地域の教育力の

低下を憂慮するとともに，地域コミュニティ再

生の必要性を強調している。

( ２) 事業の委託先

要綱によれば，事業の委託先は，都道府県・

政令指定都市教育委員会が中心となって設置す

る，幅広い関係機関・団体等で構成する運営協

議会等 (以下，「協議会等」)である。
なお，指針では，協議会等の構成について，

行政関係者，学校関係者，ＰＴＡ関係者，青少

年・スポーツ・文化団体関係者，ＮＰＯ関係者，

ボランティア団体関係者などで構成し，都道府
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県・政令指定都市との連携協力による，子ども

たちの居場所づくりを推進する民間団体として

体制を整備するよう求めている。

( ３) 委託事業の内容

委託を受けた協議会等は，地域の教育力を結

集した子どもの居場所づくりを総合的に行うた

め，主に次のような内容の事業を行う。

①協議会等の開催

要綱及び指針によれば，都道府県レベルの協

議会等は，都道府県における子どもの居場所づ

くりの推進に向けた総合的な協議会としての役

割を持ち，次のような事項について協議等を行

う。

（ア）都道府県及び政令指定都市内における

事業の実施方法のあり方の検討および市

町村等への事業の周知・とりまとめ

（イ）コーディネーターや指導員等の資質の

向上や安全管理に関する研修会の開催

（ウ）子どもの居場所づくりの整備に向けた

広報活動

（エ）安全な事業実施に向けた安全管理手引

きの作成

（オ）事業実施後の検証・評価および事業成

果の普及

なお，指針は協議会等を新たに組織すること

が必須要件ではなく，都道府県レベルの幅広い

関係機関・団体等で組織する民間団体として既

存の協議会や委員会等があれば代替してもよい

としている。

また，要綱及び指針のいずれにも全く記述は

ないが，推進室の解説によれば，都道府県レベ

ルの協議会等から事業の再委託を受け実際に事

業を実施するため，市町村レベルでは市町村教

育委員会が中心となり，行政関係者，学校教育

関係者，ＰＴＡ関係者，青少年・スポーツ・文

化団体関係者，ボランティア団体関係者など，

「団体や組織をできる限り網羅的」に構成する

実行委員会を設置することが想定されている。

そして，同実行委員会は，地域の実情に応じな

がら，次のような活動をするとされている。(2)

（ア）市町村等内における居場所づくりの在

り方を検討

（イ）事業の実施

（ウ）地域子ども教室開催時の安全管理の実

施

（エ）地域子ども教室指導員の人材確保

（オ）事業実施後の検証・評価

（カ）事業の実施に関する広報活動の実施な

ど

 ②地域子ども教室の実施
要綱では，学校の校庭や教室等に，安全・安

心して活動できる子どもの活動拠点としての居

場所を設け，地域の退職教員，大学生，青少年・

社会教育団体関係者等を指導員として配置し，

放課後や週末における小・中学生を対象とした

継続的なスポーツや文化活動などの様々な体験

活動や地域住民との交流活動を実施することで

ある。

指針では，実施場所として学校 (教室や余裕
教室，校庭，体育館 )のほか，公民館等の社会
教育施設，児童館，地域集会所など，様々な体

験活動や交流活動等が安全・安心してできる場

所を例示している。

また，指針では地域子ども教室の実施に当た

り配置する指導員に想定される人材として，要

綱にあげているほかに，高齢者，民生委員，保

護司，ＰＴＡ，スポーツクラブ指導員などを例

示している。

③子ども居場所づくりコーディネーターの配置

要綱では，親に対する参加の呼びかけ，学校

や関係機関・団体との連絡調整，地域子ども教

室指導員の人材確保・登録・配置等を行うコー

ディネーターを置くことにしている。指針で

は，コーディネーターの役割として，事業現場

における子どもの活動ニーズの把握や先進地域
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における活動プログラムの調査・分析，地域の

実情に応じた活動プログラムの企画や指導・助

言等を行うことをも期待している。

また，コーディネーターとして想定される人

材例として，青少年団体指導者，生涯学習イン

ストラクター，ＮＰＯ関係者，退職教員などを

あげている。さらに，配置場所とし想定される

例としては，市町村レベルの体験活動ボラン

ティア活動支援センター，民間団体事務局，社

会教育施設などをあげている。

（４）事業の評価・検証

なお，要綱には記述がないが，指針の中で，

事業の評価・検証の観点について述べているこ

とが注目される。すなわち，「協議会等は，地

域ぐるみで子どもを育む環境づくりを日常化し

ていくことを目標に，４年目以降の地方への定

着化へ向けた長期的展望にもとづいた事業展開

が図られるよう，その達成目標の設定や達成度

の検証，事業の効果等について評価・検証し，

事業によって得られた成果等を普及すること」

としている。

さらに指針は，都道府県レベルの協議会等と

市町村レベルの実行委員会の役割として「４年

目以降の地方単独実施に向けた地方独自の手法

の検討」を求めている。

( ５) 事業実施に当たっての留意事項

指針の中で，事業実施に当たっての留意点と

して，①子ども・指導者・ボランティア等の安

全確保への配慮と地域の実情に応じた安全管理

体制の整備，②既に多くの都道府県・市町村等

で整備されている「体験活動ボランティア活動

支援センター」等との連携協力，③厚生労働省

が児童福祉の観点から実施している事業「放課

後児童クラブ (放課後児童健全育成事業 )」と
の連携協力などについて記述している。

２　全国の都道府県レベルにおける委託事業の

実施状況～教育長協議会調査から～

推進室によれば，事業の第２次募集後 (平成
16年６月締め切り )，全国47都道府県及び13
政令指定都市のうち，事業に取り組んでいない

のは，札幌，川崎，福岡の３市のみである。全

国3186市町村 (平成15年４月１日現在 )に，
1212の実行委員会が組織され，4016の子ども

教室が実施されている。(3)

全国都道府県教育長協議会第２部会が平成

16年６～７月に実施した「家庭，地域，学校

が協働して取り組む子どもの居場所づくりの推

進に係る調査」(以下，「教育長会調査」)の中
間報告 (平成16年10月 )によれば，回答のあっ
た47都道府県 (以下，都道府県の数を表す時
は，「県」とする )における事業への取り組み
状況は次のとおりである。

( １) 協議会等の設置状況

協議会の設置形態については，「新たに設置」

が27県 (57.4％ )と半数を超え最も多く，次い
で「既存の組織を活用」が17県 (36.2％ )で，「今
年度中に設置予定」が３県 (6.4％ )となってい
る。活用している既存の組織としては，「地域

教育力・体験活動推進協議会」というような組

織が最も多く，他には「体験活動・ボランティ

ア活動推進センター」，「教育コミュニティづく

り推進協議会」，「子ども元気活動支援推進協議

会」などである。

この「地域教育力・体験活動推進協議会」は，

文科省が平成14年度から，地域の教育力を活

性化し，奉仕活動・体験活動の機会を充実する

ため，国・都道府県・市町村の各レベルにおけ

る推進体制の計画的な整備充実を図る目的で実

施している「地域と学校が連携協力した奉仕活

動・体験活動推進事業」の一環として設置され

たものである。同協議会は，学校や社会教育関

係者を含む様々な分野の関係機関や団体等との
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連携を図り，地域の教育力活性化及び奉仕活

動・体験活動の総合的な推進に向けた諸課題に

ついて協議するものであり，平成15年度は44

県で設置された。(4)したがって，同協議会が多

くの県で既存組織として利用されたのは極めて

自然なことで，むしろ少なすぎると考えるべき

かもしれない。なお，協議会等の事務局は，実

に44県 (93.6％ )が都道府県教育委員会に設置
しており，民間団体においているのは僅かに３

県である。要綱では，協議会等はあくまで民間

団体であることを基本としているが，実際には

事業が教育委員会主導で実施されていることが

うかがわれる。

（２）協議会等の構成メンバー

調査の結果（複数回答）によれば，既に協議

会等を設置している44県中，「ＰＴＡ関係者」

を構成メンバーとする県が43県と最も多く，

次いで「青少年・スポーツ団体関係者」が40県，

「都道府県教育委員会職員」が38県，「その他」

が34県，「ボランティア団体関係者」及び「社

会教育関係者」がともに27県の順となってい

る。「その他」としては，学識経験者，大学教授，

学校関係者，福祉関係者，産業関係者，地域

コーディネーター養成講座修了者など幅広い。

この結果は，全国的に，前述した要綱・指針に

そった協議会等の構成になっていることを示し

ている。

（３）協議会等の役割

調査の結果（複数回答）によれば，協議会が

果たしている役割としては，「都道府県内の『地

域子ども教室』の実施方法等の検討が」が44

県で最も多く，次いで「事業実施後の検証・評

価」が46県，「市区町村等への事業の周知・と

りまとめ」が42県，「広報活動の推進」が41県，

「コーディネーター等の研修会の開催」が39県，

「安全管理マニュアル等の策定」が21県の順と

なっている。これは，多くの県で要綱・指針に

記された協議会等の役割にほぼ準じた進め方が

なされていることを表している。

（４）コーディネーターへの支援

市町村に配置されることになっているコー

ディネーターに対する支援としては，「研修の

実施」が40県で最も多い。また，「その他」と

して，「研修を通してのネットワークの促進」，

「情報提供・情報交換」，「事例紹介」などがある。

なお，「特に支援していない」も４県ある。

（５）指導員の確保・養成にかかる支援

指導員の確保・養成は市町村による取り組み

が前提であるとして，特に支援していない県が

15県もある。支援している内容としては，「研

修の実施」が27県と最も多い。研修の具体的

な内容は，「居場所の意義の理解」，「子どもの理

解」，「活動の支援方法」，「安全管理・危機管理」

などである。

（６）安全管理マニュアルの作成

文科省はこれまで，「学校への不審者侵入時

の危機管理マニュアル」（平成14年12月）の作

成や「学校安全緊急アピール」（平成16年１月）

の発表など，学校における子どもの安全確保策

を講じてきたが，本事業においても協力者会議

を設置し，平成16年５月に「地域子ども教室

推進事業安全管理マニュアル」を作成した。

このマニュアルは，子どもたちにとって安

全・安心な居場所（活動拠点）をつくるため，

①健康管理，②不審者侵入対策，③災害対策，

④施設周辺の危機管理の４点について留意点を

まとめたものである。そして，要綱及び指針で

は，このマニュアルを参考にしながら，協議会

等で地域子ども教室の実施場所や実施形態に合

わせて自らマニュアルを作成するよう求めてい

る。
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しかし，本調査結果を見ると，「独自には策

定しない」とする県が21県（44.7％）と最も
多く，「独自に策定済み」・「今年度中に独自に策

定予定」・「独自に策定を検討中」がともに６県

（12.8％）で合計18県にとどまり，「未定」が
８県となっている。

「策定済み」と「今年度中に策定予定」の県に，

その内容を尋ねた結果は，文科省の策定したマ

ニュアルを，それぞれの地域の実態に合わせた

内容にした（予定）との答えが多い。具体的な

内容としては，「参加児童生徒調査票」，「安全管

理指針」，「安全に関する留意事項」，「事故を未

然に防ぐ手だて，事故発生時の対応」などを盛

り込んでいる。

（７）事業に関する広報活動

本事業は，子どもたちのため家庭，学校，地

域社会における幅広い関係者の連携協力によっ

て取り組むものであるから，事業に対する深い

理解が必要であり，広報活動に期待される役割

が極めて大きい。

調査の結果（複数回答）によれば，「広報資

料（チラシ，パンフレット等）の作成」が39

県と最も多く，次いで「既存の広報紙等を利用」

が26県，「新聞・テレビ，ラジオ等マスメディ

アの活用」が19県の順となっている。「その他」

としては，「県や教育委員会のホームページの

利用」などがある。

このように教育長会調査の結果をみると，協

議会等の設置及び構成メンバーなど多くの点

で，前述した要綱及び指針で示された文科省の

意向にそった取り組みをしている県が圧倒的に

多い。

（８）事業を推進するに当たっての課題

事業への取り組みが始まったばかりである

が，調査の結果（３つまで回答）によれば課題

としては，「国の助成期間が３年であること」

が30県と最も多く，次いで「受け入れ地域側

の体制の未整備」が28県，「事業に携わる職員

の不足」が18県，「事業を推進するコーディネー

ターの不足」が10県，「家庭や学校との連携や

協力の不足」が８県，「活動を支援するボラン

ティアの不足」と「活動を推進するための連携

体制（教育委員会内，部局間）の連携不足」が

ともに７県の順となっている。

（９）事業推進のため今後必要な事項

事業を推進するに当たって，今後何が必要か

については，調査の結果（３つまで回答）によ

れば，「地域における連携体制づくり」が35県

で最も多く，次いで「学校の支援と連携」が

22県，「コーディネーターの養成・確保」・「活

動に関する地域リーダーの育成」・「地域ボラン

ティアの活用と支援」がいずれも13県，「担当

職員の研修（事業の企画力やコーディネート能

力等）」が11県の順となっている。

３　東北・北海道地区における事業の実施状況

　～青森県生涯学習課の調査から～

青森県教育庁生涯学習課が平成16年９月末

時点で，東北・北海道地区の各道県における本

事業担当者等の協力を得て実施した調査 (以
下，「青森県調査」とする )等に基づき，各道
県による事業の実施状況について報告する。

（１）北海道

①協議会等の設置状況

新たに，「北海道地域子ども教室推進事業運

営協議会」を設置し，メンバーは北海道教育委

員会 (以下，「道教委」)・知事部局職員，ＰＴ
Ａ関係者，青少年・スポーツ団体関係者，小・

中学校長会等の10名から成る。また事務局は

道教委におかれており，年３回の会議開催を計

画している。

②協議会等に関わる主な事業の実施状況
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事業に関する広報については，４万枚あまり

のチラシ等を作成・配布するとともに，道内主

要紙１社に15段全面広告の掲載を１回計画し

ている。

研修事業としては，道教委との共催で社会教

育関係者・行政関係者・地域子ども教室指導員

等を主な対象とした「地域学習活動活性化支援

セミナー」，他の実行委員会との共催で地域子

ども教室指導員等を対象とした「『どさんこ』

広域子ども教室指導者研修会」を実施すること

になっている。

安全管理マニュアルは前述した文科省が作成

したものを活用し，独自には作成しないことに

している。

③事業の実施市町村数及び子ども教室数

北海道内の211市町村 (札幌市を除く )のう
ち，21市町村が事業に取り組んでおり，実施

率は10パーセントである。また，教室数は28

箇所で，そのうち学校に開設されているもの

( 以下，「学校利用型」) が12箇所 ( 全体比
42.9％ )，社会教育施設など学校以外に開設さ
れているもの (以下，「学校外施設利用型」)が
16箇所 (57.1％ )である。

（２）青森県

 ①協議会等の設置状況
新規に，「青森県子ども地域活動推進協議会」

を設置し，構成メンバーは社会教育委員，ＰＴ

Ａ関係者，青少年・スポーツ団体関係者，教員，

マスコミ関係者などの10名である。また事務

局は県教委におかれており，年間３回の会議を

開催することになっている。

②協議会等に関わる主な事業の実施状況

広報については，1600枚のポスター及び１

万5000枚のチラシの作成・配布，情報紙8000

部を年６回発行。県内主要紙１社で５段の新聞

広告，県内主要テレビ・ラジオ局各１社でのＣ

Ｍ放送。さらに県内主要テレビ局１社による

30分の特別番組の制作・放映をするとともに，

ビデオ化して市町村教育委員会や関係団体等へ

の配布を行った。

研修事業としては，コーディネーター・指導

員・社会教育関係者等を対象とした「子どもの

居場所づくり及び指導員等研修会」を県内２箇

所で実施した。また，県生涯学習課と義務教育

課・県立学校課の共同所管により，小・中・高

校教員やコーディネーター，指導員等を対象と

する「『地域と学校が連携して創る学習活動』

研修会」を県内３箇所で実施することになって

いる。

安全管理マニュアルは文科省が作成したもの

を参考にしながら，地域の実態に合わせた内容

の「安全管理ハンドブック」を作成することに

している。

③事業の実施市町村数及び子ども教室数

県下66市町村のうち，41市町村が事業に取

り組んでおり，実施率は62.1％である。また，
教室数は116箇所で，そのうち学校利用型が

41箇所 (35.3％ )，学校外施設利用型が75箇所
(64.7％ )となっている。

（３）岩手県

①協議会等の設置状況

「岩手県子どもの居場所づくり運営協議会」

を新たに設置し，構成メンバーは県教委・知事

部局職員，ＰＴＡ関係者，青少年・スポーツ団

体関係者，文化団体関係者，ＮＰＯ，ボラン

ティア団体関係者，商店街関係者などの13名

である。また事務局は県教委におかれており，

年２回の会議を開催する計画である。

②協議会等に関わる主な事業の実施状況

広報については，１万枚のチラシの作成・配

布，県内主要紙１社で５段の新聞広告の掲載を

行う。

研修事業としては，「安全に関する研修会」，

「コーディネーター及び指導員等研修会」，「市
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町村担当者研修会」を実施することになってい

る。

安全管理マニュアルは作成する予定がない。

③事業の実施市町村数及び子ども教室数

県下58市町村のうち，42市町村が事業に取

り組んでおり，実施率は72.4％である。また，
教室数は70箇所で，そのうち学校利用型が27

箇所 (38.6％ )，学校外施設利用型が43箇所
(61.4％ )となっている。

（４）宮城県

①協議会等の設置状況

新規に，「みやぎ地域子ども教室運営協議会」

を設置し，構成メンバーは県教委職員，社会教

育関係委員，ＰＴＡ関係者，青少年・スポーツ

団体関係者などの７名と少数である。また事務

局は県教委におかれており，年間９回の会議を

開催することになっている。

②協議会等に関わる主な事業の実施状況

広報については，26万枚のリーフレットを

作成し小・中学生のいる全家庭に配布した。ま

た，県内主要紙１社，全国紙４社で５段の新聞

広告を２回掲載することになっている。

研修事業としては，運営協議会委員を対象に

「県外現地研修会」，運営協議会委員及び実行委

員会委員を対象とした「県内現地研修会」，さ

らに実行委員会委員・コーディネーター・指導

員・市町村職員を対象とした「指導者研修会」

を実施した。

安全管理マニュアルは，緊急対応マニュアル

ともいえる内容の「安全管理の手引き」を５月

に作成・配布した。

③事業の実施市町村数及び子ども教室数

県下68市町村 (仙台市を除く )のうち，４市
町村が事業に取り組んでおり，実施率は5.9％
にとどまる。また，教室数は７箇所で，そのう

ち学校利用型が４箇所 (57.1％ )，学校外施設
利用型が３箇所 (42.9％ )となっている。

県教委担当者によれば，本事業の実施形態が

民間団体への委託となったこと，及び実施回数

が年間50回以上との条件がついたため取り組

み市町村が激減したという。

（５）秋田県

 ①協議会等の設置状況
新たに，「秋田県地域子ども教室運営協議会」

を設置し，構成メンバーは県教委職員，ＰＴＡ

関係者，青少年・スポーツ団体関係者，ボラン

ティア団体関係者，大学教員などの13名であ

る。また事務局は民間団体が担当しており，年

間２回の会議を開催する計画である。

②協議会等に関わる主な事業の実施状況

広報については，1700枚のポスター及び２

万5000枚のチラシを作成・配布することになっ

ている。

研修事業としては，コーディネーター及び事

務担当者等を対象とした「コーディネーター研

修会」を２回開催する計画である。

安全管理マニュアルは文科省が作成したもの

を参考にしながら，各市町村実行委員会が地域

の実態に合わせたマニュアルを作成することに

している。

事業の評価の一環として，各実行委員会を対

象として事業実施の成果や課題等に関するアン

ケート調査を予定している。

③事業の実施市町村数及び子ども教室数

県下69市町村のうち，取り組んでいるのは

11市町村にとどまり，実施率は15.9％である。
また，教室数は47箇所で，そのうち学校開設

型が24箇所 (51.1％ )，学校外施設利用型が23
箇所 (48.9％ )となっている。
県教委の担当者によれば，同県では県職員が

民間団体の事務に関与することを禁じているた

め，本事業は極めて実施しにくいという。

（６）山形県
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①協議会等の設置状況

平成13年度に地域と学校が連携協力した奉

仕活動・体験活動推進事業実施の際に組織した

「山形県青少年の社会力を高めるための環境づ

くり推進協議会」を活用しているが，構成メン

バーは県教委職員，社会教育関係委員，ＰＴＡ

関係者，青少年・スポーツ団体関係者，文化団

体関係者，ＮＰＯ関係者，ボランティア団体関

係者などの12名である。また，事務局は民間

団体におかれており，年間６回の会議を開催す

ることになっている。

②協議会等に関わる主な事業の実施状況

広報については，14万枚のチラシの作成・

配布，情報誌７万部の発行を予定。県内民放４

社で３ヶ月間のＣＭ放送。

研修事業としては，「地域教育にかかわる

コーディネーターの研修 (安全管理研修会を兼
ねる )」，「学校と地域の融合研修会」等を合わ
せて８回実施する。

安全管理マニュアルは文科省が作成したもの

を配布するとともに，前述した情報誌に要約し

て掲載する計画である。

③事業の実施市町村数及び子ども教室数

県下44市町村のうち，30市町村が事業に取

り組んでおり，実施率は68.2％である。また，
教室数は108箇所で，そのうち学校利用型が

23箇所 (21.3％ )，学校外施設利用型が85箇所
(78.7％ )となっている。

（７）福島県

①協議会等の設置状況

既存の「福島県体験活動・ボランティア推進

センター協議会」を活用しているが，構成メン

バーは社会教育関係委員，ＰＴＡ関係者，青少

年・スポーツ団体関係者，ＮＰＯ関係者，教員，

産業関係者 (林業・商工・農業関係団体 )など
の21名とかなり多い。また事務局は県教委に

おかれており，年間３回の会議を開催すること

になっている。

②協議会等に関わる主な事業の実施状況

広報については，1300枚のポスター及び

9000枚のチラシを作成・配布，県の広報誌「教

育ふくしま」への掲載とＨＰ作成などの取り組

みをしている。また，県内主要紙２社で15段

フルカラーの新聞広告を２回掲載する計画であ

る。

研修事業としては，県警より派遣される地域

安全活動アドバイザーによる安全管理に関する

講話と実践事例発表などを内容とする「県子ど

もの居場所づくり研修会」を実施した。

安全管理マニュアルは3000部作成して配布

する計画である。

③事業の実施市町村数及び子ども教室数

県下90市町村のうち，41市町村が事業に取

り組んでおり，実施率は45.6％である。また，
教室数は63箇所で，そのうち学校利用型が33

箇所 (52.4％ )，学校外施設利用型が30箇所
(47.6％ )となっている。
このようにみてくると，北海道・東北地区に

おいても，前述した全国的な傾向と大差はな

く，概して，要綱及び指針に即した取り組みが

行われている。

４　事業の実施に伴う課題と展望

教育長会調査の結果によれば，事業実施に伴

う今後の課題としては，「国の助成期間が３年

であること」が30県と最も多く，次いで「受

け入れ地域側の体制の未整備」が28県，「事業

に携わる職員の不足」が18県，「事業を推進す

るコーディネーターの不足」が10県の順となっ

ている。さらに「家庭や学校との連携や協力の

不足」が８県，「活動を支援するボランティア

の不足」と「活動を推進するための連携体制（教

育委員会内，部局間）の連携不足」がともに７

県となっている。選択肢を用意し，３つまで回

答する方式でおこなった調査によるこの結果は
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極めて興味深い。つまり，多くの県は，本事業

の中核となる市町村等の受け入れ地域側の体制

整備に時間がかかるし，職員及びコーディネー

ターの不足や地域の連携体制の未整備などか

ら，要綱及び指針に示された文部科学省が期待

するような成果をあげるには，３年間の助成で

は短すぎると考えているのである。

こうした全国の傾向を踏まえながら，青森県

調査の結果及び平成16年９月２・３日に青森

市で開催された「北海道・東北ブロック社会教

育主管課長会議」(以下，「課長会議」)での研
究協議における各道県の発表などを参考にしつ

つ，本事業に直接かかわっている私が北海道・

東北地区における事業実施にともなう主要な課

題と考えている点について私見を述べる。

（１）既存組織の大胆な見直し

これまで実施されてきた「子どもプラン」及

び「新子どもプラン」に基づく事業の実施の過

程でも様々な協議会等が組織されてきた。たと

えば，地域と学校が連携協力した奉仕活動・体

験活動推進事業の中で，「地域教育力・体験活

動推進協議会」等が組織され存続したまま，今

回また地域子ども教室推進事業の中で新たに協

議会等を組織した県が多く，市町村レベルでも

同様のことが行われている。しかも，文科省の

要綱・指針によれば，これらの組織はあくまで

民間団体であるとされる。しかし，課長会議で

も各道県がほぼ一致してして指摘したことは，

これらの事業実施に伴って要求される会計処理

を含む複雑な事務を担いうる力量のある民間団

体が十分に育っていないため，委託を受けたの

が形式的には民間団体でも，教委が実質的に事

務局を担当せざるを得ないということである。

そして，その事務負担は容易ならざる状況に

なっており，県よりも相対的に職員体制の脆弱

な市町村における状況は一層深刻である。ま

た，要綱・指針等に即して「地域の関係者及び

団体等の網羅的組織」を目指した結果，構成メ

ンバーの重複もあり，関係者の間でさえ組織の

役割認識等で混乱している場合もあるという。

したがって，県及び市町村では，それぞれの

組織の役割・位置づけ等を明確にし，存続の必

要性を厳しく検討したうえで，既存組織の思い

切った統廃合を行い，真に大切な組織の活性化

をはからなければならない。

（２）優れたコーディネーターの確保と支援策

の充実

すでに１（３）③で前述したように，コーディ

ネーターは様々な役割を期待される本事業の要

であり，事業を成功させるために不可欠の存在

である。

前述した教育長会調査に併せて，北海道・千

葉・東京・神奈川・愛知・兵庫・岡山・香川・

福岡・佐賀の10都道県の全市区町村を対象と

して行った調査の結果 (797市区町村が回答。
以下「市区町村調査」)によれば，市区町村が
本事業のコーディネーターとして依頼している

のは，退職教員や子ども会などの青少年団体指

導者，教育委員会職員や社会教育指導員など，

これまでも青少年活動の指導にかかわってきた

人々が圧倒的に多い。つまり，これまで行われ

てきた各種の事業に関連して，同じ人がすでに

様々な役割を併せ持ち，本事業のコーディネー

ターに専念して力量を発揮するのは困難な場合

が多いのである。また，課長会議でも，同様の

悩みを訴える声が多かった。

今後，県では研修会などを通じて新たな人材

の育成を図るとともに，現に役割を果たしてい

るコーディネーターの資質向上を目指す取り組

みが必要である。また，コーディネーターを地

域の実情に応じ，教育委員会事務局や公民館・

生涯学習センター等の情報が集まりやすい場所

に配置するなど，様々な側面からの支援策を充

実していくことが大切である。
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（３）子どもたちと共に遊ぶ心を持つ指導員の

確保

地域子ども教室が実施される場所で，子ども

たちの活動を指導したり一緒に遊ぶ，優れた指

導員の確保は，本事業の成功のためコーディ

ネーターの確保と同じくらい大切なことであ

る。子どもたちの活動メニューが豊かになる

か，逆に単調でマンネリ化し，おもしろくない

ものになるかは，指導員の資質にかかってい

る。　　　　　　　　　　　　　　　

市区町村調査の結果によれば，市区町村レベ

ルの指導員は，スポーツ団体関係者が最も多

く，これは活動内容でスポーツ活動が最も多い

ことによるものと考えられる。ついで多いの

は，ＰＴＡ関係者，高齢者，社会教育団体関係

者，ボランティア団体関係者，青少年団体関係

者，文化団体関係者の順となっている。

指導員として大切なことは，その名のとお

り，子どもたちを指導・監督するのではなく，

子どもたちと一緒に遊び楽しむ人という意識で

ある。そうでなければ，子ども教室の管理色が

強くなり，子どもたちにとって息苦しい，楽し

くない場所となり，やがて子どもたちの足が遠

のくことになるからである。

けれども，「教えることは簡単なので，教え

る人はたくさんいると思いますが，子どもたち

を上手に引き上げて，肝心の安全面に注意しな

がら，上手に主体的に子どもたちを遊ばせられ

る指導者はそう簡単にいない」(5)といわれる。

県や市町村は，このことを十分認識しながら，

いっそう優れた指導員の確保と発掘，そして研

修会などを通じた資質の向上と新しい人材の育

成に努力する必要がある。

（４）学校との関わりを深める工夫

文科省は，本事業の実施に当たり主に学校を

使うことを明言しており，それは地域の教育力

を高める取り組みとして大切な視点だと考え

る。　　

しかし，現状を北海道・東北地区で見ると，

実施市町村の極めて少ない宮城・秋田の両県と

福島の３県で学校利用型が半数を僅かに超える

だけであり，他は学校外施設利用型が圧倒的に

多い。現時点で全国的な状況を知るデータはな

いが，市区町村調査の結果によれば，子ども教

室の実施場所を「公民館」としているものが半

数を超え，これに「図書館や博物館」「青少年

教育施設」等を加えると６割近くになり，「学

校」としたものは４分の１強にとどまっている。

子どもたちの教育は学校だけでは不可能で，

地域や家庭との連携によりはじめて十分な成果

をあげることができるのであり，そのためにも

低下しているとされる地域の教育力を高める必

要がある，と繰り返し指摘されてきた。そし

て，本事業の必要性もそのことに求められてい

ることは前述した。しかし，課長会議でもほぼ

意見が一致したように，社会教育行政セクショ

ンは本事業の趣旨やその必要性，あるいは学校

教育との関わり等について，学校教育関係者の

十分な理解と協力を得られておらず，苦労の多

い学校利用型よりも，取り組みやすい学校外施

設利用型が多くなっているのではあるまいか。

学校が本事業への関わりを通じて，いっそう

地域に開かれ，地域と協働した学校づくりを進

めるなど，学校自身が変わる契機になることこ

そ，本事業の意義だと考える。したがって，県

及び市町村教委の社会教育行政セクションは，

学校教育行政セクションとの連携を強め，学校

教育との関わりを一層深める取り組みを強める

必要がある。

（５）安全管理

安全・安心な子どもの活動拠点づくりこそ，

本事業の大きな目的である。どんなに安全・安

心な日々が長く続いても，たった一度の事故で

事業の大半の意義は失われる。したがって，安
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全管理に関する取り組みは常に緊張感を持って

進められるべきである。

文科省の策定した安全管理マニュアルは，あ

くまで一般的なもので，実施地域の実態及び施

設の状況に応じたきめ細やかな安全管理対策が

不可欠である。しかし，調査結果で見る限り，

文科省策定のマニュアルをそのまま配布するな

ど，県レベルの取り組みの中で，安全管理対策

の重要度は決して高くないように思われる。　

市区町村調査の結果によれば，指導員の安全

対策マニュアルや緊急時における連絡網の作成

を多くの市区町村が実施している。県は，こう

した市区町村による取り組みが，一層きめ細か

く，実効のあるものになるようリーダーシップ

を発揮する必要がある。

（６）４年目につながる取り組み

本事業が目指すものは，地域の教育力を高

め，学校と家庭・地域が一体となって子どもを

育てるという，これまで繰り返し指摘されてき

た大きな課題の解決であり，僅か３年間の取り

組みにより十分な成果が上がるとは思われな

い。その意味で，前述したとおり多くの県が本

事業の最も大きな課題として「助成期間が３年

であること」をあげたことは当然ともいえる。

しかし，県及び市町村は，本事業があくまで

大きな課題解決のきっかけ作りなのだと位置づ

け，長期的な視点に立ち，国に依存しない自立

した取り組みを目指す必要がある。

そのためには，協議会等及び実行委員会で，

本事業の年度毎及び３年間の目標を明確に定

め，一年毎にどこまで達成され，何が課題とし

て残されているのか，きちんと評価・検討の作

業を繰り返しながら進まなければ，４年目以降

にはつながらない。したがって，本事業の評価・

検討は，これまでしばしば行われてきたような

実績報告書の発行などで終わらせてはならな

い。
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