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平成２７年度 全国生涯学習センター等交流会 事例発表 資料 

2015.6.5.   

事例研究 №４ 『関係組織・機関の連携推進・ネットワークの形成』 

 

― 関係機関、企業等と連携した 

「いじめや児童虐待予防に対応した親向け学習プログラム」の開発と普及 ― 

島根県立東部・西部社会教育研修センター 

日野 伸哉 

■はじめに － 島根県立東部・西部社会教育研修センターとは？ － 

□開設 …… 『県立生涯学習推進センター』として 

東部：平成７年［県東部：松江市］ 西部：平成１２年開設［県西部：浜田市］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□平成２０年度末まで …… 

→ 「しまね県民大学」 vs 「指導者・担当者研修」 ≒ 50％：50％ 

□平成２１年度から ……… センターの役割／機能 “純化” 

→ 社会教育に関する人材養成機関として 

□平成２２年度から ……… センターの名称変更・東部移転 

→ 『県立東部・西部社会教育研修センター』 

サン・レイク［社会教育宿泊施設：出雲市］内 

□平成２７年度 …………… センター事業の５つの柱             【参考資料１参照】 

 

 

 

 

 

 

→ ②「調査・研究事業」に位置づけて 本事業を展開 

 

 

 

 

― Ｈ２年中教審答申 センターが果たすべき６つの機能 ― 

1）生涯学習情報の提供及び学習相談体制の整備充実に関すること 

2）学習需要の把握及び学習プログラムの研究・企画に関すること 

3）関係機関との連携・協力及び事業の委託に関すること 

4）生涯学習のための指導者・助言者の養成・研修に関すること 

5）生涯学習の成果に対する評価に関すること 

6）地域の実情に応じて、必要な講座等を主催すること 

① 人材養成研修［対象者別研修・全体研修］ 

② 調査・研究［学習プログラムの開発・普及］ 

③ 情報提供 

④ 学習相談 

⑤ 市町村支援 
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□６つの機能すべてに関連する事業 ＝ 本事業 

→ 3) 関係機関との連携・協力及び事業の委託に関することに視点をあてて 

 

１ 『しまね学習支援プログラム』とは 

□島根県の社会教育の強みのひとつ 

→ 『参加型学習』をつかいこなせる人財をたくさん育成 

□『しまね学習支援プログラム』とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ その第１弾 ＝ 現行の『親学プログラム』 

□まずは 現行『親学プログラム』の普及と開発から説明  平成１９年度－２４年度［６年間］ 

 

２ 現行『親学プログラム』の開発と普及  ― 平成２４年度までの取組 ― 

→ 「関係機関、企業等と連携」意識なし 東西センター独自の事業展開 

□開発の経緯［平成１９年度から］ 

◇当時 県立生涯学習推進センター …「参加型学習」「ファシリテーター」の研究 

◇小中学校の学級懇談会・ＰＴＡ活動等で活用できる保護者対象の学習プログラム開発（案） 

◇県教委から 《喫緊の課題》＝「社会病理現象」 

― Ｈ２年中教審答申 センターが果たすべき６つの機能 ― 

 

1）社会教育情報の提供及び学習相談体制の整備充実に関すること 

2）社会教育関係者の学習需要の把握及び社会教育関係者のための学習プ

ログラムの研究・企画に関すること 

3）関係機関との連携・協力及び事業の委託に関すること 

4）社会教育推進のための指導者・助言者の養成・研修に関すること 

5）社会教育の成果に対する評価に関すること 

6）地域の実情に応じて、市町村等が必要な講座等を主催できるよう支援する

こと 

島根県は、公民館活動が活発です。「今、しまねの公民館がおもしろい」（2009マナビー３月号

掲載）で紹介したように、住民の学習は地域の公民館等によって支えられています。多忙な日々

を送っている公民館主事さんなどからは、「住民が気軽に参加でき、意見交換をしたり、仲間を

増やしたりする学習活動を企画したい」「簡単にできる参加型学習のマニュアルがほしい」「ワー

クショップの進め方を知りたい」といった声を多く聞いてきました。 

 『しまね学習支援プログラム』は、このような要望に応えるために、地域の学習活動を支えて

いる人たちの役に立ちたいと思って作成したものです。 

2010 『生涯学習』 ３月号 p33   社会教育実践者のための講座進行マニュアル 「しまね学習支援プログラム」 より 
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◇「社会病理現象」とは 

 

 

 

 

→ 乳幼児をもつ親の学習機会に活用できる「参加型学習」のプログラム開発を!! 

 

□現行『親学プログラム』とは 

◇「親の学びのためのプログラム集」 

◇「参加型学習」の手法を活用して 「ワークショップ形式」で 

－“楽しく”“互いに”“体験的に”－ 

 

 

 

 

 

□現行『親学プログラム』の内容 

◇７つのテーマ …… 文部科学省発行『家庭教育手帳』参考   合計 ２６PROGRAM 

① 親としての心構え    ② 親子のコミュニケーション 

③ 生活リズム       ④ しつけとルール 

⑤ 安全と健康       ⑥ 遊びと体験 

⑦ 個性と夢 

□現行『親学プログラム』位置づけと目的 

◇位置づけ 

－子育て・家庭教育の中心である『親』を県民みんなで支えるためのひとつツール－ 

◇目 的 

① 親学ファシリテーターが乳幼児から中学生をもつ親を対象に親の学びの機会を提供する際

に活用するため。 

② 親同士が日頃の子育てをふりかえり、知識・経験・不安・悩みなどを出し合い、親としての

役割や子どもとのかかわり方の気づきを促すため。 

③ 学校・家庭・地域が連携して 地域ぐるみで 子育て世代を応援し支援するため。 

□普及に向けた体験講座の実施   －平成 20・21年度－ 

◇体験講座参加者のアンケート結果から［68名回答］ 

☆「親学講座」「親学プログラム」の必要性 

☆「親学プログラム」の有効性 

☆「親学ファシリテーター」として進行できるか 

◇体験講座参加者の追跡調査結果から［84名回答］ 

☆“活用しようと思っているが、企画できない”… ６２％ 

☆［理由］ 

“活用する場・機会が設定できない”“参加者数が期待できない”“ファシリテーターがいない” 

“自分の自信がない”“内容をよく理解していない” etc. 

いじめ、不登校、自殺、虐待、学力・体力の低下、生活習慣の乱れ、自尊感情が低い、集

中できない、キレる、コミュニケーションがとれない等 

… 複合的・重層的な要因によって生じる教育の危機的状況 

《参加者の感想》 

具体的な子育てに対する悩みなどを話す機会はなかなかないので、有意義な場だった。み

んなが同じような体験をして、同じように悩んでいることが分かるだけで、少し気持ちも楽

になり、また、毎日がんばれる気がする。 



 

4 

□普及における課題 

◇乳幼児～中学生をもつ親を対象としたプログラム開発 

◇『親学プログラム』を活用できる人財の養成 

□現行『親学ファシリテーター養成講座』の開催  －平成 22年度～24年度までの３ヵ年－ 

◇全市町村に ある程度バランスよく ２７４名養成 

◇県費により「親学ファシリテーター」を派遣 

□現行『親学プログラム』を活用した研修・講座の開催数／参加者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□県立センターとして 『プログラムの開発』＋『ファシリテーターの養成』 

◇平成２５年度～ 市町村で活用を 

□現行『親学プログラム』の開発と普及における課題 

① 現行『親学プログラム』の市町村におけるさらなる活用と普及 

② 新学習プログラム開発 

 

― 文科省事業『公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム』［公民館ＧＰ］― 

 

３ 関係機関、企業等と連携した 

『いじめや児童虐待予防に対応した親学プログラム［親学プログラム２］』の開発と普及 

＝ 前提「関係機関、企業等との連携」を意識した取組 

1) 連携を前提とした事業推進体制づくり                  【参考資料２参照】 
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□事務局 ＝ プログラム開発には多大な時間と労力 …“すぐにでも体制を整えて取りかかりたい” 

□県教育庁社会教育課長 ＝ とにかく時間をかけ 慎重に体制づくり ５月～８月 ４ヶ月かけて 

□開発のねらいに迫るため／よりよい学習プログラム開発のため／普及を見越した取組にするため 

◇社会教育課長・ＧＬ・事務局で 

……「島根大学」「教育指導課」「人権同和教育課」「青少年家庭課」「県警」「経営者協議会」etc. 

◇趣旨説明・事業説明 …… 必要性・重要性 → 協力依頼 

□連携を前提とした事業推進体制 委員等一覧               【参考資料３参照】 

□第１回ＷＧ会議［Ｈ25.9.3.］／第１回推進委員会［Ｈ25.11.28.］ 

◇社会教育課長・ＧＬ 出席 → メンバー／委員に挨拶 

 

－ それぞれのメンバー／役割／機能 － 

 

2) 「ワーキングループ」 

■メンバー   □教育指導課［県のいじめの担当部局］ 

□青少年家庭課［県の児童虐待の担当部局：福祉部局］ 

□人権同和教育課     □県警の少年女性対策課 

□児童相談所       □社会教育課        県の関係部局から 

■役割／機能 

□学習プログラム開発と普及の中心 当事者意識をもって 情報収集・情報提供 

□中には 学習プログラムのひとつを また 一部を開発 

□普及に向けてできること・すべきことも 具体的に検討中 

□今後 関係資料を分担して原稿作成予定 

 

3) 「実践アドバイザー」 

■メンバー 

□現行『親学プログラム』を市町村において すでに中心となって積極的に活用いただいている 

親学ファシリテーターの代表１０名の方で構成 

□「市町村の家庭教育支援担当者」「派遣社会教育主事」「子育てサークルの方」「公民館主事」 

「親学ファシリテーターの会代表」「元小学校校長：メディア教育の指導講師」 etc. 

■役割／機能 

□それぞれ市町村における実践者の方 

→ 親学ファシリテーターの立場で 貴重な意見を 実践した上での意見も 

□『伝道師』として …… 同じ想いをもって／かかわってもらうことで普及の効果を期待 

 

4) 「開発アドバイザー」 

■メンバー …… 島根大学 教授 肥後 功一 氏 

［島根県いじめ等アドバイザー／専門：教育臨床心理学］ 

■役割／機能 

□客観的に現行『親学プログラム』を分析 → 学習プログラム開発の方向性の明確化 

□学習プログラム開発にかかわる指導助言を随時 

□25年度末  ＷＧ会議において講義「プログラム開発の方向性について」 
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□26年度末  ＷＧ会議において講義「今後の方向性について」 

5) 「推進委員会」 

■メンバー 

□「市町村教育委員長会」「県公民館連絡協議会」「県小学校長会」「県ＰＴＡ連合会」「県保育協議

会」「県中学校長会」「県国公立幼稚園長会」「県民生児童委員協議会」の代表の方で構成 

□単に形式な 充て職ではなく 理解して 積極的に 活用いただいている方を人選 

□懸案事項であった 企業での活用を 考慮して 「県の経営者協議会の専務理事」も 

□推進委員委員長 現行『親学プログラム』の推進委員長 島根総合福祉専門学校理事長 

■役割／機能 

□事業の計画・取組の評価 ／ 事業の推進・普及に関する助言 

□評価してもらうこと ＝ 新学習プログラムの信頼性・信用性 

□推進・普及の原動力 

 

6) 市町村教育委員会等との連携 

■現行『親学プログラム』の活用にあわせて 市町村の家庭教育支援担当者との連携強化!! 

■「学習プログラム開発」「人材育成」だけではなく 地域における活用も考えて事業展開 

■派遣社会教育主事との連携により『親学プログラム』の普及を 

□連携例  松江市・安来市・大田市のリーフレット フォローアップ研修・会議の支援 etc. 

 

7) 連携を前提とした会議の様子 

① 推進委員会［平成 25年度：１回／平成 26年度：２回］ 

□情報の共有化 ……………… 資料作成・配付／情報の見える化 

□参加体験型の導入 ………… 理解の促進 ＝ 普及へ!! 

② ワーキンググループ会議 

［平成 25年度：４回 平成 26年度：５回／特別ＷＧ 平成 25年度：４回 平成 26年度：５回］ 

□情報の共有化 ……………… 開発ＡＤの講義・ＷＧメンバーの情報提供／情報の見える化 

□参加型学習を取り入れて … 当事者意識 ＝ 開発・普及へ!! 

 

8) 開発した新プログラム『試行版』 

□『親学プログラム２』開発の５つの方向性 

① 目的・ねらい … いじめ・児童虐待の未然防止 

② 対象 … 全ての子育て層 

③ コンセプト／大切にしていること … “楽しく”“互いに”“体験的に” 

※『楽しく』 ＝ “有意義”“元気・やる気”“想いの共有”etc. 

④  内容 … 開発するプログラムの３つの柱 

1) 「様々なつながりをつくる」 

－親同士・親と地域・親と学校等が相互につながることの大切さに気づく－ 

2) 「親の社会的役割について考える」 

－親が“他の子や親”とのかかわりを考える中で「親の社会的役割」に気づく－ 

3) 「いじめや児童虐待について考える」 

－いじめや児童虐待を直接的なテーマとして それぞれの予防策・対応策に気づく－ 
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⑤ 役割の明確化 … 親学ファシリテーターに負担のかからないプログラム開発 

□現行『親学プログラム』／新『親学プログラム２』の違い・関係 

◇現行『親学プログラム』… わが子との関係性 “家庭内における親の学び” 

◇新『親学プログラム２』… よその子／よその親などとの関係性 “地域社会における親の学び” 

 

－セットにすることで “真”の意味での家庭教育支援策に－ 

 

□親役割を通じて 自己実現・人間的成長を支援するプログラムに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“一般論が自分のものに” “「考える親集団」「行動する親集団」づくりへ” 

 

□『親学プログラム２』試行実施の様子［参加者のふりかえりから］     【参考資料４参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『親の社会的役割について考えるプログラム』２－②「“オトナ”の役割を考える」 

今日は、本当に貴重な、いろんなグループワークをしながら、貴重な話が聞けました。ありが

とうございました。それで一応、私の方で考えて（みました）。 

昔は、地域の方から、本当にささいなことでも、声をかけられたり、「お帰りなさい」「いって

らっしゃい」とか、あるいは、「なんでこんなことをしたんかい」と注意されたりとか、注意す

るときに、たぶん、何て言うか、ちょっと躊躇するようなことはなかったと思います。昔の地域

の方々、大人の方は。 

最近、やっぱり、今、たくさん出たんですけど、その子どもさんの背景であるとか、親御さん

とか、いろんなことが頭をよぎって、「ちょっと待てよ」ということで、二の足を踏んで、「言い

たいんだけど、ちょっと…」というのが現状です。 

できれば、もちろん危険なことは文句なしにですけど、公共の乗り物の中で子どもたちが大騒

ぎしたりだとか、あるいは、飲食店で人が食事をしているのに、平気で走って、子どもたちって

調子に乗るから、余計に滑って走ったりとか、そこを親御さんが知らん顔をしてみていたりとか、

「まあ、困ったわね」で終わってしまったりだとか、やっぱりそういうのも、「みなさんが食事

をしているから、埃が立つからやめようね」とかいうことができるような、そういった“ちょっ

とした勇気”、本当たいそうなことは考えてないです。“ちょっとした勇気”がもてたらいいかな

と思いました。ありがとうございました。 
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【参考資料５参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□試行実施アンケート結果 ＝ ねらっている項目の数値が高い!!     【参考資料６参照】 

◇地域や保育所・幼稚園・学校等と協力して子育てすることの良さや大切がわかった 

◇わが子以外の子どもたちへのかかわり方について考える機会になった 

◇他の保護者とつながることの大切さがわかった 

 

9) 「『親学プログラム２』対応親学ファシリテーター養成講座」の実施 

□研修プログラム                           【参考資料７参照】 

□連携機関の教育指導課［指導主事］／青少年家庭課［児童相談所児童心理司］による講義 

 

□平成 26年度末までに …… 現行「親学ファシリテーター」 ３６１名 

□平成 26年度に …………… 新『親学プログラム２』対応「親学ファシリテーター」 １０８名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『児童虐待について考えるプログラム』４－③「こんな時、わたしなら…」 

ちょっと書いたことを読んでみます。 

子どもの親として、同じように思う部分や、また、違った考えもあったりすると、とても参考

になります。子育ては、人それぞれ違い、同じではないと思いますが、ひとつの相談に対して、

みなさんが意見を出し合う場があることは、とてもいいことだと思います。 

相談する人がいない方がいるとしたら、子育てを毎日頑張っている方々といろんなお話しがで

きることで、悩みなどあれば、少しでも心が楽になると思います。 

子育ての答は決して決まっていないので、子育てについて、みなさんの意見を聞く場をつくっ

ていくことが、とても大切だと、今日、思いました。 
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■おわりに － これらの取組によって ／ 今年度の取組 － 

□『親学プログラム』『親学プログラム２』を活用した研修・講座の開催数／参加者数の推移 

 

 

 

□今年度の本事業の取組 

① ワーキンググループ会議 年間４回予定／特別ＷＧ随時 → 実施版の完成・配付［１０月］ 

② 『親学プログラム２』対応親学ファシリテーター養成講座 

☆平成 27年度 …… さらに １００名程度 養成 ＝ 全市町村にある程度バランスよく 

③ 推進委員会 年間１回：11月 

☆本格的な普及に向けての具体策の検討 

 

□別な事業と関連づけて 

① 企業等と連携した『職場で親学!!』モデル事業             【参考資料８参照】 

◇教育庁社会教育課新規事業 

◇仕事で参加しにくい方に『親学プログラム』を届ける 

◇ライフワークバランスを考える場として活用 

②『市町村社会教育担当者研修』                     【参考資料９参照】 

◇東部・西部社会教育研修センター主催 

◇対象 …… 社会教育の家庭教育支援担当者 ＋ 学校教育関係者／福祉関係者 etc. 

◇内容 …… 市町村の家庭教育支援・子育て支援事業を洗い出し・整理 

→ 今後の家庭教育支援計画を考える 

◇講師 …… 大阪府立大学 教授 山野 則子 氏 

③『つなぐ・つながる実践交流発表会』 

◇東部・西部社会教育研修センター主管 

◇県内の社会教育関係者が一堂に会する 200名規模 

◇１２月８日－９日 １泊２日の研修 

◇地域の家庭教育支援の充実をめざす内容を設定予定 

◇『親学プログラム』『親学プログラム２』の活用を含めて 

それぞれの地域の家庭教育支援の充実を考える機会とする ＝ ＰＲ・周知の場 
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