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地方公共団体における社会教育計画等の策定及び評価に関する調査
研究結果について
国立教育政策研究所では、地方公共団体の今後の施策推進に資するため、都道府県等が定
める「社会教育計画」の策定手順や評価指標などについて、実証的な調査研究を実施し、
「家
庭の教育力向上の支援」を例に取りまとめた報告書を作成しましたので、公表します。
１ 調査研究のねらい
・ 今後、地方公共団体が「教育振興基本計画」を策定するうえで、社会教育計画などに
ついての改訂が予想される。また、行政に対する評価が求められている実態を踏まえ、
計画と評価との関連性を考慮した参考資料の必要性が高まってきている。
・ このようなことから、新たな社会教育計画を策定するための具体的な計画立案の手順
や内容の整理などを行い、
「家庭の教育力向上の支援」を例に体系的なモデルの開発を行
った。
２

調査研究の概要

・ 都道府県の「社会教育計画」策定モデルとして、
「家庭の教育力向上の支援」に焦点を
絞り、計画立案の具体的な手順として①政策（大項目）、②施策（中項目）
、③事務事業
（小項目）などに分類・整理し、体系化を図るとともに、各項目の目標と評価指標との
関係を明らかにした。
【計画立案の手順と指標設定の実際】
手順①施策体系の骨格づくり→手順②小項目（事務事業）の仮目標と予想される効果・
成果の関係の検討→手順③中項目（施策の柱）の目標と大項目（施策及び施策の方向性）
の仮目標の関係の検討→手順④中項目の目標と大項目の仮目標の関係の検討→手順⑤大
項目の評価の視点、評価指標と仮目標の関係の検討→手順⑥大項目の評価の視点、評価
指標の検討、全体の整合性等の検討→手順⑦計画（施策、事業等）の評定
・ また、これまでの社会教育計画の問題点などを分析し、今後、策定に取り組む際の留
意点として、①行政目標の明確化と評価を視野に入れた計画を策定すること②行政目標
の階層化・体系化を図ること③目標達成度が分かる計画と評価指標を設定すること④策
定主体（県または市区町村）の役割の違いを踏まえた計画にすることなどを提案した。
・ 本研究では、
「家庭の教育力向上の支援」を例に、他の分野領域の検討にも役立つ工夫
として、計画立案の手法をフロー図で示した。（その内容は別紙のとおり）
３

研究成果の活用・今後の予定
・ 本報告書は、社会教育にかかわる行政担当者が教育計画を策定する際の参考資料とし
て取りまとめたもの。
・ 全国の地方公共団体等に参考配布する他、社会教育実践研究センターのホームページ
に全文を掲載。
（アドレス http://www.nier.go.jp/jissen/index.htm）
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社会教育計画

「家庭の教育力向上の支援」にかかる施策体系と評価指標（策定終了段階）
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家庭の教育力向上の支援

・

検

証

家庭の教育力向上の支援

【戦略的な目標】
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
③地域で家庭教育を支援するしくみを くる り 市町村の施策の充実を図る
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくる。り、市町村の施策の充実を図る。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。

(1) 地域における家庭教育支援施策の充実支援
【達成目標】（修正なし）
親・保護者に最も身近な地域において、家
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
果的なプログラムを開発するとともに、市町
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
る。

設 定
１ 家庭教育支援のための基 盤形成

・

検

○支援チームの活動依頼件数
○支援チームの活動回数(相談件数、講座数等)
○支援チームの活動への参加者数

○県が開発した新しいプログラム数

○開発プログラムの活用事業率
○開発プログラムの活用市町村数
○開発プログラムに対する市町村担当者の満足度

○研修の参加者数
○研修参加者の所属市町村数

○研修内容の満足度
○研修成果の活用率
○研修参加により悩みが減少した参加者数

○報告書発行数
○報告書のweb公開

○調査研究(報告書)内容に対する市町村担当者の満足度
○同内容を理解した市町村の割合
○市町村が課題解決の方法を得た有無

内容：小学校区毎に家庭教育支援チームの設置支援

２ 家庭教育プログラム開発 事業
内容：市町村の家庭教育に関する学習プログラム開発

３ 社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」

４ 家庭教育支援ための調査研究
内容：家庭教育支援の施策・事業立案に有用な調査研究実施

５ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及
内容：県が実施する各種事業の成果を市町村等に普及

設 定
１ 子育てサポーターリーダ ー養成研修
内容：市町村のサポーターリーダーの資質向上研修の実施

２ ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」

・

検 証

ＰＴＡ等地域における家庭の教育力を支援す
る団体のリーダー等の人材の資質や能力、専門

３ 家庭教育振興大会

子育 て応援フェスタ

○参加者の理解度、満足度
○サポーターリーダーの養成率
○支援チームへのサポーターリーダーの配置数

○研修の実施回数
○研修への参加者数

○参加者の理解度
○ＰＴＡが家庭教育支援に取り組む必要性を理解した人数
○単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実施した数・割合
○ＰＴＡ等の設置や活動の重要性を理解した人数

○実施回数
○参加者数

○参加者のうち、内容・課題等を理解した団体リーダー等人数・比
率
○同 自らの団体の役割を認識した人数
○同 内容・課題等を理解した保護者等の人数
○参加した保護者等の満足度

○参加者数
○修了率

○研修内容の満足度
○研修内容の理解度
○受講後、相談の方法や内容の改善に取り組んだ相談員数

内容：家庭教育支援の関係者が一堂に会する研修の実施

的スキルの向上を内容とする研修を通じて、そ
の団体・人材の活動等の一層の活発化を図る。

４ 家庭教育電話相談員専門研修
内容：家庭教育電話相談員のスキルアップ研修の実施

設 定

(3) 先導的・モデル的事業の実施
【達成目標】（修正前）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
育への参加を促進するための機会を提供する。

１ 企業連携家庭教育出前講 座事業

・

検

証
○参加者の理解度
○家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加者の数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加者の満足度
○参加者の理解度
○父親のかかわりの重要性を理解した参加者数

○実施回数
○参加者数

○参加者の満足度
○参加者のうち親子のふれあいの重要性を理解した人数
○事業後、親子で事業について話題にした親子数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加した親子の満足度
○家庭とは異なる親の姿を見せることの重要性を理解した数
○親の仕事を理解した子どもの数

内容：父親の意識啓発を内容とする講座実施

【達成目標】（修正後）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等に家庭教育
に関わる学習機会を実施するとともに、父親に
対しての家庭教育への参加促進を図る。

３ 親子ふれあい交流事業
内容：親子の共同体験を行う事業実施

４ 親子ふれあい職場探検事業
内容：親の職場見学会を実施

設 定

(4) 広域的事業の実施
【達成目標】（修正前）
個々の親を対象とする電話相談や情報提供な
ど、広域的に取り組むことがより効果的な事業
等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。

１ 早寝早起き朝ご飯推進運 動の展開
内容：子どもの生活リズム向上を目指す県民世論を喚起する事業
（パンフレット作成、メディア広告、フォーラム開催など）の実施

２ お手伝い推進事業

(A)

・

検

証

【評価指標】
①サポーター活動に対する保護者等の満足度、サポーターが
コーディネートを行った件数、相談により保護者等の悩みが
減少した率
②研修等への参加者のうち、内容・課題等を理解した団体
リーダー等の人数（率）、研修内容を踏まえて新たな活動を
実施した団体数、ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数の割合
の増減

【評価の視点】
①家庭教育支援に係る先導的・モデル的プログラム、手法で
あったか。
②さまざまな理由で学習機会に参加しにくい保護者等を対象
に学習機会を提供できたか。
③父親の家庭教育参加を促進できたか。
【評価指標】
①先導的・モデル的な事業への参加者の満足度・理解度
②参加者数、家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加者
の数、
③父親のかかわりの重要性を理解した参加者数、参加者の父
と子の触れあう時間の増減、参加後に親子でふれあう活動に
今まで以上に積極的に取り組んだ人数

○県民運動の周知度
○県民の子どもの生活リズムの重要性の理解度

○「おてつだいちょう」の作成配布数

○子どもにとっておてつだいが必要だと理解した保護者の数
○子どもが家庭でおてつだいを行った回数の増減
○家事を教えた保護者の数

○相談件数
○親等の認知度
○相談事例集の配布数、配布先

○新規相談件数の増減
○相談者の満足度
○県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

○発行部数

○保護者等利用者の満足度・理解度
○保護者等が内容を活用した人数
○家庭教育支援団体の満足度・理解度

【評価の視点】
①広域的に利活用が図られているか。
②県全体で子どもの生活リズムの習慣化が図られているか
③市町村の家庭教育施策・事業が充実したか。（再掲）
④市町村の協力を得た展開がされているか。
⑤子育てに関する相談及び対応の内容を県・市町村で共有
できたか

【達成目標】（修正１回目）
広域的な家庭教育支援の取組として、家庭教
育に関わる情報提供や電話相談の利用の促進す
るとともに、市町村における施策、事業の実施

３ 家庭教育電話相談事業
内容：親等の家庭教育に関する相談に応ずる、相談事例集の発行

(B)
【達成目標】（修正２回目）
広域的な家庭教育支援の取組として、県民等
の子育てを支える意識を涵養するとともに、家
庭教育に関わる情報提供や電話相談の利用の促
進することを通じて、市町村における施策、事
業の実施に寄与する。

４ 家庭教育啓発資料の発行
内容：家庭教育の重要性を啓発する冊子を作成・配布

５ 子育て情報メールマガジンの発行
内容：家庭教育関連の各種情報をメールマガジンとして提供

【評価指標】
①家庭数（保護者数）と県及び市町村の事業数の比率、
親子での地域行事や地域活動への参加状況
②地域で家庭教育支援に取り組む団体等の事業数、団体
等の事業に参加した保護者等数、県及び市町村の子育て
事例集の活用件数
③社会教育施策の重点施策として家庭教育支援を位置付
けている市町村数
④資料や情報提供の満足度・活用度、子育てに関して適
切な判断や対応ができるようになった保護者等数、子育
てに関して信頼のおける情報源等の所在を持つ保護者等
数
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用
市町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施
策・事業の再構築に取り組んだ市町村数（率）
⑥家庭教育の重要性を理解した県民や団体等の数、子ど
もが地域で見守られていると感じる保護者等の数

○登録者数
○登録者のうち、情報を活用して講座等参加、育児サークル等参
○親等のメールマガジンの認知度・周知度 加、施設利用などをした人数
○同 情報を活用してはじめて講座等参加、育児サークル等参加、
施設利用などをした人数

○子どもの学校外の活動場所数の増減
○相談機関の有機的連携の実績
○保護者等の労働時間の増減
○保護者等が子ども関わる時間の増減
○子育て支援フォーラムの実績・効果
○乳幼児健診等における学習機会提供等連携・協力
事業の実績・効果

【関連部局における家庭教育支援関連の取組】

広域的事業の実施

○パンフレットの配布数
○メディアでの広告回数
○フォーラムの参加者数

内容：「おてつだいちょう」を作成・配布し、活用の促進

【評価の視点】
①子育て支援、家庭教育支援に関わる指導者・人材の活動が
充実したか。
②ＰＴＡ、子育てサークル、子育て支援ＮＰＯ等地域の家庭
教育支援団体の活動が活性化したか。

先導的・モデル的事業の実施

○実施企業数
○参加者数

内容：企業等へ家庭教育に関する出前型講座実施

２ 父親の家庭教育参加促進事業

【評価指標】
①支援チームの設置率、支援チームの活動依頼件数、支援
チームにより問題・課題が解決された件数、地域住民が支援
チームに物資や労力を提供した人数
②開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市町
村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の
再構築に取り組んだ市町村数（率）

【評価の視点】
①保護者等が身近な場所で学習できる環境が拡充したか。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実したか
②家庭教育を支援する団体
人材の活動等が充実したか。
③地域で家庭教育を支援する市町村の施策が充実したか。
④保護者等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積
極的かつ的確に提供できたか。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業の成果を市町村等
関係機関に普及できたか。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支え
る意識を持てたか。

家庭教育に関する団体
家庭教育
に関する団体・人材への支援
人材への支援

○研修への参加者数
○サポーターリーダーの参加率（サポー
ター参加者数/サポーター総数）

内容：ＰＴＡのリーダー層の資質向上研修の実施

【達成目標】（修正後）

【評価の視点】
①地域の家庭教育支援体制ができたか。
②市町村の家庭教育支援施策・事業が充実したか。

○研修会の内容とした有無
○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○普及アプローチ数(実際に配布等をした ○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率
数/対象の機関・団体数)

(2) 家庭教育
家庭教育に関する団体
に関する団体・人材への支援

地域における家庭の教育力向上を支援する団
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
を実施する。

地域における家庭教育支援施策の充実支援

証

○家庭教育支援チーム設置数
○家庭教育支援チーム設置率

内容：市町村職員の資質向上の研修実施

【達成目標】（修正前）

大項目
【「施策及び施策の方向性」（戦略的な目標）の評価の視点と
評価指標】

【評価指標】
①メールマガジン登録者数（率）、登録者地域分布、情報
等を利活用した人数
②朝ご飯を食べるようになった子どもの県平均の増加率、
早寝早起きをする子どもの県平均の増加率、子どもの生活
リズムが習慣化したと感じる保護者等数、運動を推進する
地域団体の結成数
③開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
③開発プログラムの活用事業数 開発プログラムの活用市
町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事
業の再構築に取り組んだ市町村数（率）（再掲）
④市町村において資料を活用した取り組み数、メールマガ
ジンへの情報提供市町村数
⑤県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

＜子育て支援部局＞
○学童クラブ、児童館の設置拡大
○児童相談所や警察における相談機関の充実
○ファミリーサポーターの拡充
○子ども家庭支援センターの設置促進
＜労政部局＞
○ワークライフバランスの普及・啓発
＜医療・衛生部局＞
○小児・母子医療体制の充実

