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Ⅰ 大分県では 

１．社会教育主事の役割をどうとらえるか。 

       ■社会教育課長が、大分県社会教育主事会議（H26.4.2）において、講話「社会教育行政

の方向性と展開」の中で以下のように述べた。 

 

「協育ネットワーク」を基盤にネットワーク型行政を実現 

→ 地域住民の主体的な活動を引き出し、コミュニティの再構築（地域づくり、 

生きがいづくり）に結びつける。 

 

※協育ネットワーク 

大分県では平成１７年から公民館を拠点にした学校・家庭・地域の「教育の協働」

（「協育」ネットワーク）の取組をスタート 

 

２．社会教育主事の配置状況 

■県に１８名、市町村に２８名、計４６名 

■１８市町村中、１５市町に配置 

（平成２６年度「大分県の生涯学習・社会教育」から） 

 

３．センターが社会教育主事の養成を行う理由 

■社会教育課       社会教育推進のための施策の企画と啓発 

■社会教育総合センター  社会教育活動を担う県民の育成の拠点 

 

 

４．行政職員の意識調査から 

■平成２１～２２年度のセンター調査では、市町村行政職員が社会教育総合センター 

に期待する研修で、「社会教育主事の役割についての理解」の項目が下位となった。 

 

 

事例研究③ 社会教育に関わる指導者・支援者等の養成・研修 

  

（２）社会教育主事等を対象とした研修の実際 

 

大分県立社会教育総合センター   

主任社会教育主事兼研修企画課長 後藤 裕之  
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Ⅱ 大分県立社会教育総合センターでは 

１．青少年の家と組織統合 

■香々地・九重青少年の家と組織統合（平成２１年度） 

  

２．運営方針の見直し 

■「オンリーワン」「コラボレーション」「ホスピタリティ」を経営戦略の柱に 

（平成２５年度） 

 

 

 

 

 

３．研修の再構築 

■研修体系再構築の視点 

・社会教育推進の担い手である県・市町村の社会教育関係職員の専門性を高め、資質・

能力の向上を図る。 

・主な推進役となる市町村の社会教育関係職員の養成が重要である。 

・現在の市町村において、安定的な社会教育の推進体制がとられているとは言い難い。 

・市町村合併前に比べ職員数の減少や職員の配置期間が短くなっている状況がある。 

・これまで社会教育には従事したことがない職員により社会教育事業が展開されてい 

る状況がある。 

「オンリーワン」   施設の立地条件や教育機能を活かした特色ある事業の実施 

「コラボレーション」 関係機関・団体等と連携した効果的な事業の実施 

「ホスピタリティ」  施設利用者へのサービスの向上 

 



・このような状況があるにも関わらず、関係職員の研修が、市町村独自で行われている

状況は少ない。 

・以上のような実態を踏まえ、市町村職員のニーズと、職種や経験年数に応じた研修に

再構築する。 

 

４．研修区分の見直し 

■職種や経験年数に応じた研修に再構築した。（平成２５年度） 
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５．２７年度事業概要 

■社会教育課の進める「地域『協育力』向上支援事業」を一体的に推進するため、 

新たに「協育」コーディネーター等研修会（２本）、「協育」ネットワーク支援者 

研修会（２本）、家庭教育支援員等研修会（６本）をセンターが実施することとなっ

た。 
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Ⅲ 研修の実際 

１．基本方針 

■「社会教育主事等専門研修」の実施に当たり、以下の基本方針を立てた。 

 

  

 

 

２．年次計画 

■３年間の研修の流れを作った。 

 

  

 

 

【２５年度のテーマ】 企画立案能力 

【２６年度のテーマ】 コーディネート力 

【２７年度のテーマ】 学習課題の把握 組織化・援助の能力 

 

（１）年次計画を作成する 

（２）多様な立場の講師を招聘する 

（３）社会教育主事の取組を題材とする 
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３．２５年度専門研修の実際 

■研修内容 

＜第１回＞   

研修Ⅰ 【講義】 「地域課題の解決に向けた政策立案の基礎知識」 

                        講師 大分県教育庁教育財務課長 竹野 泰弘 氏 

研修Ⅱ 【グループ演習】  「地域課題の解決に向けた事業の企画立案」 

 

＜第２回＞ 

  研修Ⅲ 【グループ演習】  「地域課題の解決に向けた事業の企画立案」 

研修Ⅳ 【グループ演習】  「事業企画案の発表、ふりかえり」 

 

＜第３回＞ 

  研修Ⅴ 【講話】 「豊後高田『昭和の町』づくり ～その過去・現在・未来～ 」 

                    講師 元豊後高田市商工会議所職員 金谷 俊樹 氏 

研修Ⅵ 【フィールドワーク１】「昭和の町一帯～建築・歴史・商業・商人の再生～ 」 

                 講師 「昭和の町」ご案内人     西 佐知子 氏 

         【フィールドワーク２】 「豊後高田市立図書館の取り組み」 

                      講師 豊後高田市教育委員会総務課  

                                        参事兼社会教育係長       板井  浩  氏 

                                        豊後高田市立図書館館長   栗屋 文世 氏 
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■研修のまとめ 

・具体的な事業案を作りあげることで、立案の過程を学び、さまざまな視点から、事業を

見ることができたという意見が多く、研修の目的は達成できた。 

・予算編成業務に役立つ、すぐにでも事業化できる企画案があったという意見が多く、事

業の新規構築につながることが期待できる研修となった。 

・プレゼンテーションのスキルアップを図る必要がある。 



４．２６年度専門研修の実際 

■研修内容 

＜第１回＞   

研修Ⅰ 【講義】「ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（調整者）としての役割【基礎編】」 

                      講師 広島経済大学准教授    志々田まなみ 氏 

研修Ⅱ 【グループ研修①】「地域課題解決に向けた取り組みのコーディネート」 

                    講師 広島経済大学准教授    志々田まなみ 氏 

＜第２回＞ 

  研修Ⅲ 【講義】  「ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（調整者）としての役割【ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ編】」 

               講師 横浜市中央図書館企画運営課長 坪内 一 氏 

研修Ⅳ 【グループ研修②】 「コーディネート力を磨く」 

＜第３回＞ 

研修Ⅴ 【講義】  「プレゼンテーションの基礎」 

                     講師 特定非営利活動法人「宮崎文化本舗」 

代表理事 石田達也 氏  

研修Ⅵ 【事例紹介】「プレゼンテーションを用いた実践事例から見えてくるもの」  

                 講師 特定非営利活動法人「宮崎文化本舗」 

代表理事 石田達也 氏 

     【グループ研修③】 「プレゼンテーションの作成」 

 

■各講師の言葉 

（志々田講師） 

「市民、市民グループが、自主的活動をしたり、行政と共に地域づくりをすすめる（市

民参画）ことができる技術（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟなど）や知識、リーダーシップ、仲間作りを

支援するための学習を提供するのが、社会教育関係職員の仕事」 

（坪内講師） 

「コーディネーターの役割をさらにステップアップして考えると、①学び合いの場を

どうつくるか ②学びのプロセスをマネジメントする ③ファシリテーターはス

キルより「マインド」と「センス」。でも、最新のファシリテーション技法への目

配りも忘れずに ④行政職員として社会教育的視点を持つことが必要」 

（石田講師） 

「相手の「行動」を促す場合は ① やりたいと思うきっかけを伝える ② やる気を

引き出す ③ メリットを明確に伝えること 

相手の「問題解決」を手伝う場合は ① 課題は何かを考える② 手法を提示する 

③そのために必要なものを示す ④ どんな成果が生まれるかを示すこと」 

 

■研修のまとめ 

・コーディネーターの役割の理解という点では、「ヒントをもらえた」「頭の中が整理さ

れてすっきりした」等の感想もあり、目的を達成した。 

・知識としての理解は一定の理解を得たが、「実践的」という部分では物足りなさを感じ

ている意見があった。 

・プレゼンテーションについては参加者が求めるものと提供するものが一致した。 



５．２７年度専門研修の概要 

■研修内容 

＜第１回＞   

研修Ⅰ【講義】  「地域情報の把握に努める意義」 

            講師 大分大学高等教育開発センター准教授  岡田正彦 氏 

研修Ⅱ【事例研究】地域情報把握への取り組みの実際 

「いいもの、いい人再発見！フリーペーパーＢＡＳＡＲＥの紹介」 

                   講師 九重町教育委員会社会教育課 

                   公民館・文化ｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ       竹尾孝一 氏 

「ふるさとサポート講座地域づくりサポートの事例から得たもの」 

                           講師 前九重町教育委員会社会教育課主査  佐藤直樹 氏 

                  社会教育総合センター主任社会教育主事  縄田早苗 

 

■ふるさとサポート講座地域づくりサポートとは 

  （ねらい） 

○市町村公民館と連携し、地域住民に対して、地域が抱える課題の解決に向けた学習機

会を提供することにより、自立した活力ある地域社会の形成を図る。 

○他の行政機関や各種関係機関、大学、コミュニティ組織等と連携し、地域住民に対し

て地域が抱える課題解決に向けた学習機会を提供したりネットワークづくりに取り組

んだりすることにより、地域を支える人材を育成し、行動化を図ることにより、自立

した活力ある地域社会の形成を図る。 

 

■事業の流れ 
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■事業の成果（２６年度） 

＜杵築市＞ 

 山と海の循環班  

講演会を実施し、76 名の参加者があった。 

海藻肥料を使った農業を復活させ、杵築ブランドとして確立する動きを検討 

 若手職員班  ※文化を伝える 

公民館と児童クラブで、子ども向けワークショップを実施し、52 名の参加があった。 

＜九重町＞ 

 校区の歴史班  

県高齢者福祉課の補助金を活用して、冊子と動画の報告書が作成された。 

 ＦＭラジオ開局班  

  地域通信を発行することになった。３月に第１号、５月に第２号を発行した。 

 坂上公民館リフォーム班  

  児童クラブ発足に向けて、受講生が中心となって活動が活発化している。 

 カンバン大作戦班  

  ＰＴＡ保護者を中心に協議が進められている。 

 

Ⅳ 今後の課題 

１．職員の資質向上 →求められる社会教育主事に 

   ■以下の対策を２６年度から実施している。 

（対策） 

・ファシリテーション、コーディネート等資質を高める研修に参加する。 

・主催する研修の講師等を１回以上務める。 

・市町村の相談機能を果たす。   

 

２．研修成果の検証 →アウトカムを把握する 

■以下の対策を２６年度から実施している。 

（対策） 

・市町村の聞き取り調査を実施し、活用状況をまとめる。 

・参加者の研修後の取組状況を掴む。 
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市町村の聞き取り調査まとめ 26 年度実施 

○持ち帰った資料を活用している。 

○他市町村とのネットワークが乏しくなってきている。 交流の機会が欲しい。 

○「人づくり」「人をつなげる」ことを認識するような研修を実施して欲しい。 

○企画の内容で参加・不参加は判断している。 

○市の研修でセンター職員に講師をしてもらいたい。 

●３回参加するのは厳しい。 

●自治人材育成ンターもあるので社会教育に特化した研修をして欲しい。類似した研修

には行かないだろう。 

 


