


はじめに 

 

 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター（以下，社会教育実践研究センター）では，

平成 13 年に学校教育法及び社会教育法が改正され，青少年の体験活動ボランティア活動の

機会の充実が規定されたことに伴い，翌年に「全国体験活動ボランティア活動総合推進セン

ター（以下，全国体験ボラセン）」を開設しました。全国体験ボラセンでは，全国の様々な

体験活動や地域課題解決に関するボランティア活動等の相談や事例を収集し情報提供する

とともに，各地のそうした活動の推進に携わるコーディネーター等の研修事業に対して講

師を派遣しています。 

 

平成 29 年３月，文部科学省「学びを通じた地域づくりの推進に関する調査研究協力者会

議」において「人々の暮らしと社会の発展に貢献する持続可能な社会教育システムの構築に

向けて論点の整理」が取りまとめられました。その中で，地域住民が地域課題とその対応に

ついて学習し，成果を地域づくりにつなげる「学び」を「地域課題解決学習」として捉え，

公民館等においてその推進を図ることにより，持続可能な地域づくりに貢献することが求

められる，と提言されており，地域課題解決に関するボランティア活動に関しては，公民館

等の社会教育施設で推進していくことが求められております。 

 

このような中，社会教育実践研究センターでは，社会教育施設及び体験活動ボランティア

活動支援センターにおけるボランティアの学びと地域課題解決学習への支援体制の在り方，

充実方策等を明らかにするため，平成 30 年度から２年間で「ボランティアの学びと地域課

題解決学習の推進に関する調査研究委員会」を組織しました。調査研究委員会において，各

自治体において組織化されるボランティア団体の活動状況等について把握するための質問

紙調査やボランティアの学びと地域課題解決学習への参画に係る特色ある事例のヒアリン

グ調査等を実施し，２年間の成果をこのたび報告書として取りまとめました。 

 

 本報告書が社会教育施設等でボランティアの学びによる地域課題解決学習を推進されて

いる地域や今後進めていこうとしている地域にとって有益なものとなれば幸いです。 

 

結びに本調査研究の実施に当たり，多くの御指導を賜りました明石委員長をはじめとし

た委員各位，さらには質問紙調査やヒアリング調査，実践事例報告に際し，多大な御協力を

頂いた関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

 令和２年３月 

国立教育政策研究所 

社会教育実践研究センター長 上田 浩士 
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第１章 調査研究の概要 

 

１ 調査研究の目的 

・ 各自治体において組織化されるボランティア団体の活動状況等について把握する。 

・ ボランティアの学びと地域課題解決学習への参画に係る特色ある事例を収集する。 

・ 社会教育施設及び体験活動ボランティア活動支援センターにおけるボランティアの

学びと地域課題解決学習への支援体制の在り方，充実方策等を明らかにする。 

 

２ 調査研究の対象 

（１）質問紙調査 

教育委員会事務局，社会教育施設，ボランティア団体を対象とした。 

ア 教育委員会事務局 

    都道府県，指定都市，中核市の教育委員会事務局を対象とした。 

  イ 社会教育施設 

    公民館，図書館，博物館，青少年教育施設，女性教育施設，生涯学習センター，体

験活動ボランティア活動支援センター，その他のボランティアセンターを対象とした。 

  ウ ボランティア団体 

    社会教育施設を拠点として活動しているボランティア団体を対象とした。 

 

（２）ヒアリング調査報告 

１ 岡山市立岡西公民館 

２ 佐賀県立図書館 

３ 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

４ 秋田県生涯学習センター 

 

（３）実践事例報告Ⅰ（地域課題解決学習の先進事例） 

  １ 福岡市老司公民館 

  ２ 名古屋市鶴舞中央図書館 

  ３ 西宮市立郷土資料館 

  ４ 前橋市児童文化センター 

 

（４）実践事例報告Ⅱ（平成 22 年度報告書掲載事例「その後」） 

  １ 大野子ども体験活動・ボランティア活動支援センター   

２ さって子どもセンター 

 

３ 調査研究の方法等 

（１）質問紙調査 

ア 調査票の配布 

（ア） 教育委員会事務局調査 

社会教育実践研究センターから，教育委員会事務局(都道府県，指定都市，中核

市)に電子メールで配布した。 
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   （イ） 社会教育施設調査 

     社会教育実践研究センターから，教育委員会事務局(都道府県，指定都市，中核

市)を通じて，当該自治体設置の社会教育施設（公民館，図書館，博物館，青少年

教育施設，女性教育施設，生涯学習センター，体験活動ボランティア活動支援セン

ター，その他のボランティアセンター）に電子メールで配布した。各社会教育施設

を複数設置している際は，当該自治体が社会教育施設の種類ごとに１施設選定し，

電子メールで配布した。 

   （ウ） ボランティア団体調査 

     社会教育実践研究センターから，教育委員会事務局(都道府県，指定都市，中核

市)及び社会教育施設調査で回答のあった社会教育施設を通じて社会教育施設を

拠点として活動しているボランティア団体に電子メールで配布した。複数のボラ

ンティア団体が活動している際は，当該社会教育施設が１団体選定し，電子メール

で配布した。 

  イ 調査票の回収 

教育委員会事務局調査，社会教育施設調査，ボランティア団体調査ともに，指定回

収業者宛てに返信を依頼した。 

ウ 調査の実施時期 

  平成 30 年 10 月１日現在の状況の回答を依頼した。 

エ 調査の期間 

    平成 30 年 10 月 25 日～平成 30 年 11 月 26 日 

オ 実施主体 

社会教育実践研究センター 

  カ 調査の回収状況 

     【表１ 対象別調査票の回収状況】 

調査対象別 対象数 回収数 回収率(％) 

教育委員会事務局 

(都道府県，指定都市，中核市) 

121 113 93.4 

社会教育施設 － 398 － 

ボランティア団体 － 163 － 

    ※社会教育施設・ボランティア団体の対象数は，教育委員会事務局及び社会教育施設が対象を選定している

ため不明 

 

（２）ヒアリング調査報告 

質問紙調査で回答が得られた施設，また当調査研究委員会にて推薦された施設の中

から，ボランティアの学びを地域課題解決学習に生かしている事例を館種や地域特性

を考慮した上で選択し，調査研究委員と事務局でヒアリング調査を実施した。 

 

（３）実践事例報告Ⅰ（地域課題解決学習の先進事例） 

質問紙調査で回答が得られた施設の中からボランティアの学びを地域課題解決学習

に生かしている事例を館種や地域特性を考慮した上で選択し，実践事例報告を依頼した。 
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（４）実践事例報告Ⅱ（平成 22 年度報告書掲載事例「その後」） 

   先行研究である「体験活動ボランティア活動支援センターの役割に関する調査研究

報告書」（平成 22 年度社会教育実践研究センター発行）において，実践事例報告のあっ

た事例の中から，現在も継続してボランティアの学びを地域課題解決学習に生かして

いる事例を選択し，実践事例報告を依頼した。 

 

４ 調査研究の主体 

  「ボランティアの学びと地域課題解決学習の推進に関する調査研究」は，調査研究委員

会を組織して実施した。委員は，次のとおりである（○は委員長）。 

 〇明 石 要 一   千葉敬愛短期大学長 

  天 野 かおり   下関市立大学経済学部准教授 

  岩 崎 久美子   放送大学教養学部教授 

  小 川 義 和   国立科学博物館連携推進・学習センター長 

  小 田 光 宏   青山学院大学コミュニティ人間科学部教授 

  興 梠   寛   昭和女子大学コミュニティサービスラーニングセンター長 

  手 塚 健 郎   国立教育政策研究所生涯学習政策研究部副部長 

  長谷川   馨   茨城県水戸生涯学習センター副参事兼企画振興課長 

（以上 50 音順） 

 

＜事 務 局＞ 

  上 田 浩 士   社会教育実践研究センター長 

  松 本 由布子   社会教育実践研究センター企画課長 

  山 田 智 章   社会教育実践研究センター社会教育調査官 

  國府田   大   社会教育実践研究センター専門調査員 

  忰 田 伸 一   社会教育実践研究センター社会教育特別調査員 

赤 山 み ほ   社会教育実践研究センター研究補助者 

（以上所属は令和２年３月現在） 

（平成 30 年度） 

妹 尾   剛   社会教育実践研究センター長 

二 宮 伸 司   社会教育実践研究センター社会教育調査官 

小山田 佳 子   社会教育実践研究センター社会教育特別調査員 

仲 村 拓 真   社会教育実践研究センター研究補助者 

 

  なお，鳥越 留美子（社会教育実践研究センター専門職）が庶務を担当した。 
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第２章 社会教育施設におけるボランティア活動 

 
１ ボランティア活動の広がり 

日本国内の社会教育に関する基本的なデータを収集するものとして，国の統計法に基

づいた社会教育調査がある。全国の教育委員会と社会教育施設を対象に，職員や事業の実

施状況について，昭和 30 年度からおおむね３年に１回，現在に至るまで定期的に調査が

行われてきた。この中に，社会教育施設でのボランティア活動の状況についての調査項目

が加わったのは，昭和 62 年度の調査からである。この前年には，臨時教育審議会から，

自己充実・生活の向上だけでなく，社会への参加促進や地域連帯の育成などの視点からボ

ランティア活動が評価され，社会教育審議会において，社会教育施設がボランティアを受

け入れて事業運営での活動を通して施設の活性化を図っていく提言が出され，社会教育

の振興にボランティア活動の支援推進の視点が加わった。 

  

平成４年には生涯学習審議会において，ボランティア活動を「個人の自由意思に基づき，

その技能や時間等を進んで提供し，社会に貢献すること」と定め，一般的に「自発性，無

償性，公共性，先駆性」の四つを基本的理念とする考えを示した。さらに，①自己開発，

自己実現，②必要な知識・技術の習得とその実践，③人々の学習支援，の三つの視点から

生涯学習とボランティア活動との関連が整理された。そして生涯学習の振興方策の一つ

として，社会教育施設等を拠点に，ボランティアの養成・研修や活動の場の開発，情報提

供や相談事業を行うボランティアセンターの設置を全国的に推進していく施策が文部省

によって講じられた。さらに，平成７年の阪神・淡路大震災や平成９年のナホトカ号海難・

油流出事故によって，数多くのボランティアの参加と献身的な活動がマスメディアを通

して報道され，平成 10 年には「特定非営利活動促進法（NPO 法）」が成立するなど，自発

的に市民が行動を起こそうとする機運が高まる中，社会教育におけるボランティア活動

の存在も着実な広がりを見せていった。 

 

２ 奉仕活動と新しい「公共」 

同じ平成４年に，子供たちの通う学校では学校週５日制が開始され，平成 14 年度の完

全実施に向け，家庭や地域での教育力の低下に鑑み，豊かな生活体験や活動体験の場を充

実することが喫緊の課題となっていた。このため，平成 10年の中央教育審議会答申では，

ボランティア活動を含む様々な体験活動を積み重ねていくことで子供たちに「生きる力」

を育んでいくことを，平成 12 年には教育改革国民会議から「奉仕活動」の実践を通して

豊かな人間性を育成していくことが提言された。これを受け，平成 13 年に社会教育法が

一部改正され，教育委員会の事務に「青少年に対するボランティア活動など社会奉仕体験

活動，自然体験活動，その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関す
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ること」が新たに加えられた。文部省では平成 11 年度から，地域での子供たちの体験機

会を充実し，そのような活動情報を提供する「子どもセンター」の設置を全国の郡・市単

位で進めていく「全国子どもプラン」を進めていたが，平成 14 年の中央教育審議会答申

を受け，奉仕活動・体験活動に関する様々な情報の提供，相談・仲介などを通じて個人，

学校，関係団体などの取組を支援するセンターを，国レベル（全国体験活動ボランティア

活動総合推進センター）は社会教育実践研究センターに，全国 1,000 以上の市町村に地域

レベルのセンターを設置して，地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動の推進が図

られていった。 

 

また，この答申では，青少年の健全育成はじめ，防災への対応，環境保全などそれまで

社会で起こってきた諸問題に行政だけで対応することの限界を踏まえ，個人や団体の地

域社会におけるボランティア活動や NPO の活動など，利潤追求を目的としない，様々な社

会問題の解決に貢献するための活動が社会で大きな機能を果たすようになっている状況

を，新たな「公共」のための活動と位置付けた。そして，奉仕活動を「個人が能力や経験

などを生かし，個人や団体が支え合う，新たな「公共」に寄与する活動，具体的には「自

分の時間を提供し，対価を目的とせず，自分を含め他人や地域，社会のために役立つ活動」

と定義し，その時々の文脈に応じて「ボランティア」，「ボランティア活動」の用語に置き

換えて用いるものとした。そして，この考え方は，新しい「公共」を創造し，21 世紀の国

家・社会の形成に主体的に参画する日本人の育成を目指す，平成 18 年に改正された教育

基本法の第２条「教育の目標」の一つに引き継がれていった。 

 

３ 学校でのボランティア活動 

学校教育においても，子供たちへのボランティア活動などの体験活動は，児童生徒の社

会性や豊かな人間性を育む観点から，平成 13 年に学校教育法の一部改正によってその促

進が規定された。これは，それぞれの学校が，特色ある活動を推進して活性化していくと

ともに，地域に支えられ，地域に貢献する「地域に根ざした学校」を目指し，地域住民に

よる多様な学校支援ボランティアの活動が各地に広がっていく契機となった。また，学校

や公民館・児童館などで，PTA 関係者，退職教員，大学生，団体関係者など，地域の多様

な大人がボランティアとして参加して週末等に様々な子供の体験活動や交流活動を行う

「子ども週末活動等支援事業」が文科省によって推進され，地域の大人で支える子供の安

全・安心な居場所づくりとして，平成 19 年度から「放課後子どもプラン」に発展し，全

国各地で広く事業が実施された。この地域の大人が子供たちを見守る機運は，学校を支援

する活動を通して地域の連帯感を形成するとともに，子供たちの「知・徳・体」の向上に

資する取組に昇華し，平成 20 年度には，学校の授業や部活動の補助，環境整備，登下校

パトロールなど，地域の学校を拠点に地域住民がボランティアとしてサポートする「学校

支援地域本部」の取組として，全国各地で事業が始まった。 
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この平成 20 年には，学習した成果を還元して教育力の向上に貢献し，社会全体の活性

化と持続的発展を図る「知の循環型社会」の構築が中央教育審議会から提言された。これ

まで培ってきた知識，経験や学習の成果を活力ある地域づくりの実践に生かし，行政だけ

でなく地域住民などの多様な参画によって社会の公益を実現していく枠組みである。そ

の一例が，地域の人々による学校での様々な支援活動（学校支援地域本部事業）であり，

図書館における読み聞かせ活動，博物館における展示解説活動などとともに，同年の社会

教育法・図書館法・博物館法の一部改正によってこのような取組の推進が法律で位置付け

られた。 

 

４ 今後の社会教育の振興方策   

教育基本法第３条で定める生涯学習の理念を具現化するため，平成 25 年に策定された

第２期教育振興基本計画では，「一人一人が生涯にわたって能動的に学び続け，必要とす

る様々な力を養い，その成果を社会に生かしていくことが可能な生涯学習社会」を目指し，

自立，協働，創造の三つをキーワードに，個々人の自己実現，社会の担い手の育成，一人

一人の絆の確保などによって，少子化・高齢化・グローバル化や活力あるコミュニティの

形成などの諸課題を乗り越えていくことが定められた。 

このために社会教育には，地域の課題解決に向けた講座等の学習や地域活動の支援等

を地域コミュニティの形成につなげていく一連の「学び」を「地域課題解決学習」と位置

付け，住民の主体的な参画による持続可能な地域づくりに公民館等が機能していく方向

性が示された。この考えは平成 30 年の第３期教育振興基本計画や中央教育審議会「人口

減少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」答申に継承され，新たな

社会教育の取組としての推進が期待されている。 

 

５ 社会教育調査からみたボランティア活動の推移と現況 

この 30 年余りの間の社会教育施設におけるボランティア活動の推移を，社会教育調査

のデータからみてみると，昭和 62 年当初，登録しているボランティアのほとんどは公民

館で占められていたが，平成 17 年をピークに今日に至るまで半分以下にまでその数を急

激に減らしている。公民館の数が当時から約 3/4 に減少し，ボランティアを登録している

館の数も減少しているが，人数の減り方はこの施設数の変化を上回っている【図１,２】。 

一方，図書館，博物館のボランティアは増加の一途にあり，特に図書館でボランティア

を登録している数の割合は，昭和 62 年の約３割が現在では７割以上にまで拡大している。 

 

社会教育調査では，これら施設のボランティアについて，ボランティア団体に属して登

録している人と，個人で登録している人とで属性別のデータも収集している。それによる

と，昭和 62年当時は各施設とも団体登録者の割合が個人登録者を遙かに上回っていたが，

次第に個人登録者の割合が増加していく傾向にあり，その中でも青少年教育施設，博物館
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などは公民館より大きい変化を示している【図３】。また，当該施設での活動内容は，公民

館などでは主催事業の運営支援が最も多く，図書館，博物館ではそれぞれ「読み聞かせ」，

「展示ガイド」が最も多い。これに対して「自主企画事業の実施」は公民館等で約２割の

割合となっている【表１】。 

【図１ 施設別登録ボランティア数】 

〔出典〕社会教育調査  
注) Ｈ30 は中間報告の数値。Ｈ11 の数値は他年度の調査と比較ができないため除外している。 

施設別登録ボランティアの数は，団体登録者と個人登録者の両方を合わせた数値である。 

公民館と博物館には，それぞれ類似施設の数値を含めている。（以下，同じ 表１まで） 

【図２ ボランティアを登録している施設数】 

【図３ 団体登録者数と比較した個人登録者数の割合値】 
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【表１ ボランティア活動の種類（各施設別に多い順に三つの種類を計上）】 

※データは平成 27 年度調査のもの。図書館では標記以外に「その他」が 14.2％となっている。 

 

６ 地域の課題解決に向けて 

前述した平成 30年の中央教育審議会答申では，公民館には学習機会の提供はもとより，

その成果を地域課題の解決のための活動につなげていくなど，地域コミュニティの持続

的な発展を推進する役割を担っていくことを，図書館には地域住民のニーズに対応でき

る情報拠点とともに地域住民の交流の拠点としての機能強化を，博物館にはこれまでの

役割に加えてボランティアの養成や住民参加のワークショップ等を通じて社会的課題解

決の方法等について議論し，住民の主体的な活動につなげていくことを展望している。ま

た，学校との関係でも，学校の諸活動の支援だけでなく，地域と学校が連携・協働して地

域全体で子供たちの成長を支え，地域を創生する「地域学校協働活動」へと進化した取組

に積極的にかかわり，子供たちが気軽に体験活動を行える機会を充実させていくことを

求めている。 

 

他者との交流を通じて，新たな気付きや学びや活動への動機付けがさらに進み，より主

体的な学びや活動へとつながっていく社会教育の強みは，地域の人々の自発的な活動へ

の参加が持続的に続いていくことで継続される。社会教育施設には，それぞれにおいてボ

ランティアの活動の現状を省察しつつ，社会からの要望を取り入れた活動へとさらに発

展させていくことが望まれる。 

（手塚 健郎） 

公民館 主催事業（講座等）の運

営支援（32.7％） 

自主企画事業（講座等）

の実施（19.0％） 

環境保全（館内美化等）

（17.8％） 

図書館 読み聞かせ（45.8％） 配架・書架整理

（13.0％） 

図書の修理・補修

（11.5％） 

博物館 展示ガイド（24.4％） 各種講座等教育普及事業

の補助・企画（23.4％）

収集（展示）資料の整理，

調査研究の補助（12.6％） 

青少年教育施設 主催事業（講座等）の運

営支援（44.0％） 

施設利用者の活動補助

（21.5％） 

自主企画事業（講座等）

の実施（16.8％） 

生涯学習センター 主催事業（講座等）の運

営支援（32.5％） 

自主企画事業（講座等）

の実施（22.0％） 

施設利用者の活動補助

（12.9％） 
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 第３章 質問紙調査の結果 

 

 第１節 質問紙調査の結果 

 

１ 教育委員会事務局調査 

（１）各種計画の策定状況 

   都道府県においては，「教育振興基本計画」（93.6％）が最も高い割合を占め，「総合

計画」（91.5％），「教育大綱」（87.2％）の順となっている。また，指定都市・中核市に

おいては，「総合計画」（92.4％）が最も高い割合を占め，「教育振興基本計画」（75.8％），

「教育大綱」（69.7％）の順となっている。 

 

【図１ 各種計画の策定状況】 

 

（２）各種計画におけるボランティアに関する記載状況 

   都道府県においては，「生涯学習振興計画」（100.0％）が最も高い割合を占め，「教育

振興基本計画」（95.5％），「総合計画」（93.0％）の順となっている。また，指定都市・

中核市においては，「生涯学習振興計画」（92.3％）が最も高い割合を占め，「教育振興

基本計画」（76.0％），「社会教育計画」（75.0％）の順となっている。 

 
【図２ 各種計画におけるボランティアに関する記載状況】 
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（３）各種計画における地域課題解決学習に関する記載状況 

都道府県においては，「生涯学習振興計画」（85.7％）が最も高い割合を占め，「総合

計画」（65.1％），「教育振興基本計画」（61.4％）の順となっている。また，指定都市・

中核市においては，「社会教育計画」（62.5％）が最も高い割合を占め，「生涯学習振興

計画」（50.0％），「教育振興基本計画」（42.0％）の順となっている。 

 

【図３ 各種計画における地域課題解決学習に関する記載状況】 

 

（４）体験活動ボランティア活動支援センターの設置状況（教育委員会事務局所管に限る） 

   都道府県においては，「設置していない」（72.3％）が最も高い割合を占め，「設置し

ている」（17.0％），「別名称で設置」（10.6％）の順となっている。また，指定都市・中

核市においては，「設置していない」（90.9％）が最も高い割合を占め，「設置している」

（4.5％），「別名称で設置」（4.5％）となっている。 

【図４ 体験活動ボランティア活動支援センターの設置状況（教育委員会事務局所管に限る）】 
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（５）未設置の際の教育委員会事務局におけるボランティアに関する機能の有無 

   都道府県においては，「研修機会の提供」（50.0％）が最も高い割合を占め，「情報の

提供」（38.2％），「登録制度」（32.4％）の順となっている。また，指定都市・中核市に

おいては，「登録制度」（48.3％）が最も高い割合を占め，「情報の提供」（41.7％），「研

修機会の提供」（35.0％）の順となっている。その他の回答には，「知事部局と連携した

活動拠点の提供」，「学習支援ボランティア派遣」などがあった。 

 

【図５ 未設置の際の教育委員会事務局におけるボランティアに関する機能の有無（複数回答）】 
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２ 社会教育施設調査 
  ※紙面の都合，質問項目によっては，施設ごとの回答を割愛している。施設ごとの単純集計は参考２を参照。 

（１）施設の種類 

   回答のあった施設は，表１のとおりである。 

   ※体験活動ボランティア活動支援センターを体験ボラセン，その他のボランティアセンターをその他のボラセ

ンと表す。（以下，同じ） 

【表１ 施設の種類】 

公⺠館 図書館 博物館 
⻘少年教
育施設 

⼥性教育
施設 

⽣涯学習
センター 

体験ボラ
セン 

その他の
ボラセン 

合計 

50 92 87 90 28 40 ４ ７ 398 

 

（２）管理運営状況 

   合計では,「直営」（59.8％）の割合が最も高い。施設ごとでは，「直営」の割合が

最も高かったのは，公民館（76.0％），図書館（72.8％），博物館（78.2％），体験ボ

ラセン（100.0％），その他のボラセン（57.1％）である。「全て指定管理者」の割合

が最も高かったのは，青少年教育施設（52.2％），女性教育施設（53.6％），生涯学習

センター（42.5％）である。その他の回答には，「直営＋一部事業委託」，「PFI 方式に

よる運営」などがあった。 

 

【図６ 管理運営状況】 
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（３）ボランティア登録制度の有無 

   合計では,「登録制度がある」（58.3％）の割合が高い。施設ごとでは，「登録制度が

ある」が高い割合を占めたのは，図書館（73.9％），博物館（74.7％），青少年教育施設

（53.3％），その他のボラセン（85.7％）である。「登録制度がない」が高い割合を占め

たのは，公民館（70.0％），女性教育施設（71.4％）である。生涯学習センター，体験

ボラセンは，「登録制度がある」（50.0％），「登録制度がない」（50.0％）共に同じ割合

であった。 

【図７ ボランティア登録制度の有無】 

 

（４）ボランティア登録団体数 

   合計では,「登録団体なし」（39.7％）の割合が最も高い。施設ごとでは，「登録団体

なし」が最も高い割合を占めたのは，図書館（45.6％），青少年教育施設（52.1％），女

性教育施設（62.5％）である。「１団体」が最も高い割合を占めたのは，公民館（40.0％），

博物館（49.2％）である。「２～５団体」が最も高い割合を占めたのは，生涯学習セン

ター（35.0％）である。体験ボラセンは，「６～20団体」（50.0％），「21 団体以上」（50.0％）

が高い割合を占めた。その他のボラセンは，「登録団体なし」（33.3％），「１団体」

（33.3％），「21 団体以上」（33.3％）が高い割合を占めた。 

 

【図８ ボランティア登録団体数】 
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（５）施設を拠点としたボランティア活動の状況（活動の範囲は施設内外を問わない） 

   合計では,「行われている」（72.9％）の割合が高い。施設ごとでは，「行われている」

が高い割合を占めたのは，公民館（54.0％），図書館（90.2％），博物館（87.4％），青

少年教育施設（64.4％），生涯学習センター（70.0％）その他のボラセン（85.7％）で

ある。「行われていない」が高い割合を占めたのは，女性教育施設（64.3％）である。

体験ボラセンは，「行われている」（50.0％），「行われていない」（50.0％）が同じ割合

であった。 

 
【図９ 施設を拠点としたボランティア活動の状況（活動の範囲は施設内外を問わない）】 

 

（６）ボランティア活動の内容 

   最も高い割合を占めたのは，「子供を対象とした活動」（76.6％）であり，「スポーツ・

文化・芸術に関係した活動」（49.3％），「社会教育施設の管理に関する活動」（26.9％）

の順となっている。その他の回答には，「親子を対象とした活動」，「外国人を対象とし

た活動」，「歴史に関する活動」などがあった。 

 

【図 10 ボランティア活動の内容（複数回答）】 
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⻘少年教育施設（n=90）
女性教育施設（n=28）

生涯学習センター（n=40）
体験ボラセン（n=４）

その他のボラセン（n=７）
合計（n=398）

行われている 行われていない 無回答

26.9%
19.3%
22.1%

76.6%
49.3%

12.8%
6.2%

13.4%
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21.0%
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社会教育施設の管理に関する活動
高齢者を対象とした活動
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スポーツ・文化・芸術に関係した活動
まちづくりのための活動
安全な生活のための活動

自然や環境を守るための活動
災害に関係した活動

その他 合計(n=290)
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（７）最も地域課題解決に資する活動と思われるもの 

最も高い割合を占めたのは，「子供を対象とした活動」（44.1％）であり，「スポーツ・

文化・芸術に関係した活動」（17.2％），「社会教育施設の管理に関する活動」（8.3％）

の順となっている。その他の回答には，「地域資料のデジタル化」，「情報誌の作成」な

どがあった。 

 

【図 11 最も地域課題解決に資する活動と思われるもの】 

 

（８）ボランティアコーディネーターの配置 

   合計では,「配置していない」（80.3％）の割合が高い。施設ごとでは，「配置してい

る」が高い割合を占めたのは，体験ボラセン（100.0％）である。「配置していない」が

高い割合を占めたのは，公民館（88.9％），図書館（90.4％），博物館（76.3％）青少年

教育施設（77.6％），女性教育施設（90.0％），生涯学習センター（67.9％）である。そ

の他のボラセンは，「配置している」（50.0％），「配置していない」（50.0％）が同じ割

合であった。 

 
【図 12 ボランティアコーディネーターの配置】 
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（９）ボランティアコーディネーターの属性 

   最も高い割合を占めたのは，「社会教育主事・社会教育指導員」（22.8％）であり，「元

学校教員」（21.1％），「学校教員」（10.5％）の順となっている。その他の回答には，「職

員（公民館，図書館，博物館）」，「ボランティア活動実践者」などがあった。 

 

【図 13 ボランティアコーディネーターの属性（複数回答）】 

 

（10）研修の有無 

   合計では,「研修を実施した」（65.9％）の割合が高い。施設ごとでは，「研修を実施

した」が高い割合を占めたのは，図書館（74.7％），博物館（72.4％），青少年教育施設

（75.9％），その他のボラセン（66.7％）である。「研修を実施していない」が高い割合

を占めたのは，公民館（63.0％），女性教育施設（70.0％），生涯学習センター（57.1％）

である。体験ボラセンは，「研修を実施した」（50.0％），「研修を実施していない」（50.0％）

が同じ割合であった。 

 
【図 14 研修の有無】 
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（11）研修の内容 

   最も高い割合を占めたのは，「ボランティア活動の知識に関するもの」（84.8％）であ

り，「ボランティア活動の技術に関するもの」（81.7％），「ボランティア活動の考え方に

関するもの」（57.6％）の順となっている。その他の回答には，「ボランティア同士の交

流を図るもの」，「ボランティア活動の事後報告会」などがあった。 

 

【図 15 研修の内容（複数回答）】 

 

（12）ボランティア活動の成果 

   最も高い割合を占めたのは，「ボランティア活動が地域課題の解決に役立っている」

（38.3％）であり，「地域住民の地域への愛着が高まってきている」（37.6％）と「地域

での異年齢交流が促進されている」（37.6％）が続いている。その他の回答には，「ボラ

ンティアの自己有用感・自己肯定感の向上」，「地域の青少年健全育成に役立っている」，

「施設への愛着が高まっている」などがあった。 

 

【図 16 ボランティア活動の成果（複数回答）】 
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（13）ボランティア活動の課題 

   最も高い割合を占めたのは，「ボランティアが高齢化している」（62.1％）であり，「ボ

ランティアが不足している」（44.8％），「ボランティアを担当する職員の余裕がない」

（33.4％）が続いている。その他の回答には，「専門性の高い活動に対する研修の実施」，

「学生ボランティアの学業との両立」などがあった。 

 

【図 17 ボランティア活動の課題（複数回答）】 

 

（14）ボランティアが行われていない理由 

   最も高い割合を占めたのは，「施設の運営は，職員が行う方針だから」（58.9％）であ

り，「ボランティアを受け入れる体制が整っていないから」（23.4％），「ボランティア活

動の場がないから」（16.8％）が続いている。その他の回答には，「他部署で実施してい

るから」，「指定管理者による貸館機能だけの施設であるから」などがあった。 

 

【図 18 ボランティアが行われていない理由（複数回答）】 
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（15）今後の予定 

   最も高い割合を占めたのは，「特になし」（89.7％）であり，「ボランティア活動の機

会を提供する予定がある」（2.8％）が続いている。その他の回答には，「持続可能な館

運営に向けてボランティアの活用について検討する」などがあった。 

 

【図 19 今後の予定（複数回答）】 
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３ ボランティア団体調査 
※紙面の都合，質問項目によっては，施設ごとの回答を割愛している。施設ごとの単純集計は参考２を参照。 

（１）活動場所 

   ボランティア団体の主な活動場所は表２のとおりである。 

   ※体験ボラセンの回答数は０のため，以下記載を省略する。 

【表２ 活動場所】 

公⺠館 図書館 博物館 
⻘少年教
育施設 

⼥性教育
施設 

⽣涯学習
センター 

体験ボラ
セン 

その他の
ボラセン 

合計 

22 51 33 21 ７ 17 ０ 12 163 
 

（２）ボランティア団体のメンバーの人数 

   最も高い割合を占めたのは，「21～50 人」（27.6％）であり，「11～20 人」（22.7％），

「１～10 人」（19.6％）が続いている。 

 
【図 20 ボランティア団体のメンバーの人数】 

 

（３）ボランティア団体のメンバーの主たる年齢層 

   最も高い割合を占めたのは，「60 代」（47.2％）であり，「70 代」（24.5％），「50 代」

（14.1％）が続いている。 

 
【図 21 ボランティア団体のメンバーの主たる年齢層】 
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（４）ボランティア団体の活動歴 

   最も高い割合を占めたのは，「20 年以上」（41.7％）であり，「10 年以上 15 年未満」

（19.6％），「15 年以上 20 年未満」（17.8％）が続いている。 

 

【図 22 ボランティア団体の活動歴】 

 

（５）ボランティア活動の内容 

   最も高い割合を占めたのは，「子供を対象とした活動」（67.5％）であり，「スポーツ・

文化・芸術に関係した活動」（45.4％），「高齢者を対象とした活動」（27.0％）が続いて

いる。その他の回答には，「外国人を対象とした活動」，「来館者への案内・解説」など

があった。 

 
【図 23 ボランティア活動の内容（複数回答）】 
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（６）最も地域課題解決に資する活動と思われるもの 

最も高い割合を占めたのは，「子供を対象とした活動」（44.8％）であり，「スポーツ・

文化・芸術に関係した活動」（17.2％），「社会教育施設の管理に関する活動」（4.9％），

「障害者を対象とした活動」（4.9％）が続いている。その他の回答には，「参加者の交

流に関する活動」，「教育普及活動」などがあった。 

 

【図 24 最も地域課題解決に資する活動と思われるもの】 

 

（７）ボランティア活動支援機関の利用状況 

合計では,「利用している」（50.3％）の割合が高い。施設ごとでは，「利用している」

が高い割合を占めたのは，図書館（58.8％），青少年教育施設（57.1％），女性教育施設

（57.1％），生涯学習センター（58.8％），その他のボラセン（91.7％）である。「利用

していない」が高い割合を占めたのは，公民館（77.3％），博物館（69.7％）である。 

 
【図 25 ボランティア活動支援機関の利用状況】 
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（８）利用しているボランティア活動支援機関 

最も高い割合を占めたのは，「社会福祉協議会」（48.8％）であり，「行政機関のボラ

ンティア・NPO 活動支援部署」（30.5％）が続いている。その他の回答には，「図書館」，

「青少年教育施設」などがあった。 

 

【図 26 利用しているボランティア活動支援機関（複数回答）】 

 

（９）ボランティア活動支援機関で利用しているサービス 

最も高い割合を占めたのは，「情報提供」（64.6％）であり，「研修機会の提供」（62.2％），

「活動拠点の提供」（58.5％）が続いている。その他の回答には，「ボランティア保険の

加入」，「活動に必要な備品の使用」などがあった。 

 
【図 27 ボランティア活動支援機関で利用しているサービス（複数回答）】 
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（10）ボランティア活動支援機関で役立っているサービス 

最も高い割合を占めたのは，「情報提供」（64.6％）であり，「研修機会の提供」（61.0％），

「活動拠点の提供」（57.3％）が続いている。その他の回答には，「ボランティア団体同

士の交流」，「ボランティア保険の加入」などがあった。 

 

【図 28 ボランティア活動支援機関で役立っているサービス（複数回答）】 

 

（11）ボランティア活動支援機関に必要としているサービス 

最も高い割合を占めたのは，「情報提供」（59.8％）であり，「研修機会の提供」（53.7％），

「活動拠点の提供」（53.7％）が続いている。その他の回答には，「ボランティア保険の

加入」などがあった。 

 

【図 29 ボランティア活動支援機関に必要としているサービス（複数回答）】 
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（12）ボランティア活動支援機関を利用していない理由 

最も高い割合を占めたのは，「ボランティア活動支援機関に頼らなくても問題ないか

ら」（68.8％）であり，「ボランティア活動支援機関の活動がよく分からないから」

（23.8％）が続いている。その他の回答には，「ボランティア活動支援機関を知らなか

ったから」などがあった。 

 

【図 30 ボランティア活動支援機関を利用していない理由（複数回答）】 

 

（13）ボランティア活動の成果 

最も高い割合を占めたのは，「地域での異年齢交流が促進されている」（45.4％）であ

り，「地域住民の地域への愛着が高まってきている」（38.0％）と「ボランティア活動が

地域課題の解決に役立っている」（38.0％）が続いている。その他の回答には，「青少年

健全育成に役立っている」，「来館者が増加している」，「ボランティアの生きがいになっ

ている」などがあった。 

 

【図 31 ボランティア活動の成果（複数回答）】 
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（14）ボランティア活動の課題 

最も高い割合を占めたのは，「ボランティアが高齢化している」（70.6％）であり，「ボ

ランティアが不足している」（48.5％），「予算が不足している」（25.8％）が続いている。

その他の回答には，「ボランティアリーダーの後継者不足」，「ボランティア団体同士の

交流が不十分」，「技術の継承が十分にできていない」などがあった。 

 

【図 32 ボランティア活動の課題（複数回答）】 
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第２節 質問紙調査の結果からわかること 
 
本節では，今回の都道府県教育委員会事務局，社会教育施設，ボランティア団体対象の三

つの調査結果を踏まえ，各調査で明らかになったもののうち特記すべき観点を挙げる。 
 
１ 都道府県教育委員会事務局調査 
（１）体験活動ボランティア活動支援センターの設置状況 

平成 30 年 12 月に出された中央教育審議会答申「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」では，その答申をめぐる社会背景として，人口

減少や高齢化などの顕在化する課題や社会経済環境の変化に対し地域住民主体で対応

する必要性が生じていること，地域固有の魅力や特色の維持発展に取り組むことへの期

待があること，また，住民参加による課題解決や地域づくりの担い手の育成に向けて，

公民館，図書館，博物館等の社会教育施設での住民の学習と活動を支援する機能の強化

が求められていること１）などが述べられている。このような背景とともに，「地域学校

協働本部事業」や新学習指導要領における「社会に開かれた教育課程」などの施策によ

って，地域の人材，施設，伝統文化などの地域資源の教育的活用の有効性に目が向けら

れていることもあり，地域に根差したボランティア活動の興隆は一層期待されている。 

このようなボランティア活動の体制整備を振り返れば，文部科学省は奉仕活動・体験

活動を推進し，青少年を始めとする市民一般のボランティア活動に対する各種支援を行

うことを目的に，平成 14 年度から「体験活動ボランティア活動支援センター」の体制

整備を全国的に進めた。 

このように体験活動ボランティア活動支援センターは，地域の人材供給の拠点として

考えられてきたが，今回，教育委員会事務局で現在所管しているものに限って実態把握

を試みた結果，現状で同センターを設置しているのは，47の都道府県のうち，北海道，

山形，福島，栃木，群馬，神奈川，山口，鹿児島の８自治体（17.0％），別名称で同様

の機能を持つセンターは，岩手，茨城，兵庫，愛媛，福岡の５自治体(10.6％）で，併

せて 13 自治体（27.7％），全体の約３割にとどまることが明らかになった。 

 
（２）「総合計画」と「教育振興計画」におけるボランティアに関する記載 

一方で，都道府県での「ボランティア」に関する記載のうち，「総合計画」と「教育

振興計画」を取り上げると，47 都道府県中「総合計画」では 40 自治体（85.1％），「教

育振興計画」では 42 自治体（89.4％）と，多くの自治体でボランティアの重要性を認

めた記載がなされている（うち，「総合計画」と「教育振興計画」の双方に記載がある

のは 39 自治体）。 

（１）との結果を併せて考えると，行政はボランティア活動を重要視しているにもか

かわらず，体験活動ボランティア活動支援センターは都道府県で広く設置されていない

のが現状である。このことは，ボランティア活動の多くが，首長部局の所管とされる市

民協働センターや，社会福祉法で規定されている民間団体である社会福祉協議会など，

体験活動ボランティア活動支援センターの機能を代替する組織や団体が別に存在する

ことが理由の一つであろう。 
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（３）体験活動ボランティア活動支援センターに期待される役割 
体験活動ボランティア活動支援センターは，その役割を明確にし，これまで同センタ

ーの機能をも代替してきた組織や団体などの他機関との連携・協働することで，地域の

課題解決に向けてボランティア活動を一層支援・推進する役割があると思われるが，そ

の実態はどうであろうか。 

体験活動ボランティア活動支援センターの体制整備が進められていた平成 14 年に文

部科学省が民間に委託し実施した調査結果がある。この調査の中で体験活動ボランティ

ア活動支援センターの連携・協働先を聞いた項目を見ると，「学校（小・中・高）」，「社

会福祉協議会」，「首長部局」，「生涯学習支援の諸施設」が上位に挙がっている。しかし，

その連携・協働は「情報交換」や「広報・PR」にとどまり，「事業企画」「施設・設備」

「事業の共催・後援」などは少ない２）。このことは，体験活動ボランティア活動支援セ

ンターにおいて，平成 14 年当初，他の組織・団体との連携・協働はかなり限定された

状況にあり，単独事業が多かったことが推測される結果である。 

   前述のとおり，地域のボランティア活動は，地域政策やまちづくりと密接にかかわり，

首長部局主導や社会福祉協議会を中心とする活動も多いことから，体験活動ボランティ

ア活動支援センターでは，教育委員会以外の組織・団体などの機関との連携・協働は必

須であろう。また，その強みに注目し他の組織・団体との差異化を図るには，学校や生

涯学習支援の諸施設に焦点をあてたボランティア活動を重点的に支援する重要性も明

らかである。そのためには，これまでボランティア活動を地域で行ってきている組織・

団体との役割を整理し，機能分担を図りながら連携・協働の仕組みをつくることが肝要

である。 

特に，近年，国が進めている「地域学校協働本部事業」では，その推進の要として，

ボランティアと学校を結ぶコーディネーターの役割や機能が重視されており，この事業

と関連付けた仕組みを構築することが，体験活動ボランティア活動支援センターの存在

意義を高めることにつながると思われる。一方，未設置の自治体にあっては，体験活動

ボランティア活動支援センターの機能を代替するものを特定し，学校を場としたボラン

ティア活動への人材供給の仕組みづくりの検討も求められるであろう。 

 
２ 社会教育施設調査 
（１）施設ごとのボランティア活動 

次に，社会教育施設調査から，社会教育施設において，公民館，図書館，博物館，青

少年教育施設，女性教育施設，生涯学習センターの六つに限定し，ボランティア活動の

結果を見てみたい。 

ボランティアの登録制度が「ある」との回答の割合は，博物館（n=87）74.7％，図書

館（n=92）73.9％，青少年教育施設（n=90）53.3％，生涯学習センター（n=40）50.0％，

公民館（n=50）30.0％，女性教育施設（n=28）28.6％の順である。また，施設を拠点と

したボランティア活動を行っている割合では，図書館（n=92）90.2％，博物館（n=87）

87.4％，生涯学習センター（n=40）70.0％，青少年教育施設（n=90）64.4％，公民館（n=50）

54.0％，女性教育施設（n=28）35.7％の順となっている。 
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参考までに，平成 27 年「社会教育調査」のボランティアの登録制度を有する施設の

割合をみると，博物館（n=1,256）42.9％，図書館（n=3,331）69.5％，青少年教育施設

（n=941）35.4％，生涯学習センター（n=449）29.6％，公民館（n=14,841）15.5％，女

性教育施設（n=367）33.8％となっており，女性教育施設を除いて，今回の調査で回答

された数字よりも低い傾向がある。このような差異が生じている理由は，「社会教育調

査」が統計法に基づく基幹統計調査として都道府県教育委員会と市町村教育委員会（特

別区教育委員会，教育事務組合，広域連合及び共同設置の教育委員会を含む）に対する

悉皆調査であるのに対し，今回の調査は都道府県，政令市，中核市の 124 自治体に限定

したものであり，かつ 91.1％の高い回収率ではあるものの全数ではないこと，また，

社会教育施設調査にあっては，当該自治体が社会教育施設の種類ごとに１施設を選定し

調査協力を依頼したものであり，こちらも全数ではないことが理由として推察される。 

「社会教育調査」との数字の差異はあるものの，いずれにしても，博物館や図書館と

いった書籍・雑誌，資料，展示物などのリソースを有する施設において，ボランティア

の登録制度やボランティア活動が積極的に行われる傾向は類似の結果といえよう。 

 
（２）図書館におけるボランティア活動 

ボランティア活動の割合が最も高かった図書館に注目すれば，図書館でボランティア

活動が行われていると回答した 83施設の活動内容は，回答の割合の高い順から，「子供

を対象とした活動」が 89.2％，「障害者を対象とした活動」が 41.0％，「スポーツ・文

化・芸術に関係した活動」が 39.8％，「社会教育施設の管理に関する活動」が 32.5％で

ある※。子供を対象としたボランティアとしては読み聞かせやストーリーテリング，障

害者対象では音訳や対面朗読，そして，文化に関係した活動としては講演会受付などの

活動が推察される。「社会教育施設の管理に関する活動」では書架への本の返却，本の

補修や利用者の施設案内といったものであろう。 

このように，なぜ図書館でボランティア活動が多くなされているのか，その理由を北

海道恵庭市立図書館の例を挙げて考えてみたい。 

恵庭市は，図書館条例を有し，地域の商店や施設に本を置く「まちじゅう図書館」活

動で有名で，市民による図書館ボランティア活動も盛んである。その背景要因の一つは，

恵庭市が自衛隊の駐屯地（北恵庭，南恵庭，島松）を擁していることである。自衛隊員は転

勤が多い職種のため，自衛隊員の家族同士の相互扶助の素地があり，また，転勤してきた者

が地域に馴染む最初のステップとして図書館ボランティアに関わる文化があるという３）。こ

のように，書架への本の返却作業など気楽に参加できるボランティアがあること，そし

て新しく地域に来た者が図書館のボランティア活動を通じて地域の情報や人とつなが

る契機となるとの意識が共有されている点で，図書館ボランティア制度が機能している

ことは特筆に値する。 
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なお，調査協力により回答があった図書館のうち，指定管理により運営されている図

書館（n=92）５館（函館市中央図書館，豊田市中央図書館，東大阪市立図書館（永和図

書館），あかし市民図書館，広島市こども図書館）では，ボランティア登録制度と施設

を拠点としたボランティア活動のいずれも行われている。指定管理制度を受託する業者

は，ボランティア活動を組み込んだ提案を行っていると推測される。このことは，経営

上の観点からボランティア活動が考慮されているということかもしれない。 

 
（３）博物館におけるボランティア活動 

図書館に次いでボランティア活動が多いのは博物館である。博物館でボランティア活

動が行われているとの回答があった 76 施設を見ると，「スポーツ・文化・芸術に関係し

た活動」が 82.9％，「子供を対象とした活動」が 51.3％，「社会教育施設の管理に関す

る活動」が 25.0％の順となっている※。文化・芸術に関係した活動としては，展示解説

（ギャラリートーク），子供を対象とした活動では体験コーナーなどの補助，施設管理

にあっては資料整理や施設案内などの活動が推測される。 

博物館のボランティア活動については，大阪市立自然史博物館を取り上げて考えてみ

たい。平成 13 年，大阪市立博物館友の会が母体となって認定特定非営利活動法人大阪

自然史センターが設立された。この友の会は 60年の歴史を持ち，会員数約 1,600 世帯，

親子で博物館に関わる世代を超えた循環型の会員組織で，博物館の大応援団として博物

館を支援する多種多様な活動を行っている。この大阪自然史センターは友の会の運営等

を担う事務体制を整え NPO 法人化し，ミュージアムサービス事業や教育普及事業を行

うに至っている４）。博物館の多くでは，アマチュア専門家と言われる人々が友の会会員

として熱心，かつ積極的に活動しており，このような博物館のファン層がボランティア

活動を底支えしていると思われる。 

調査協力により回答があった博物館で，指定管理者のみで運営されている博物館

（n=86）８館（札幌市青少年科学館，大阪府立弥生文化博物館，明石市立文化博物館，

呉市立美術館，広島市こども文化科学館，福山市ふくやま美術館，福山市福山城博物館，

高知県立歴史民俗資料館）を見ると，全ての館で施設を拠点としたボランティア活動が

行われており，そのうち７館（福山市福山城博物館以外）ではボランティア登録制度が

ある。 

このように教育的リソースを有し，友の会などの団体を擁する博物館では，イベント

の実施，資料整理のための作業，利用者案内などの日常的業務に対するボランティアへ

の需要が高いと思われる。博物館でのボランティア活動率が高いのは，利用者が多く，

人の流動性が高く，資料などのリソースの管理・維持，イベントの実施などに一定の労

働力が必須だからでもあろう。 

 
３ ボランティア団体調査 
（１）ボランティア団体の属性 

最後に，ボランティア団体調査から，活動場所を社会教育施設で実施しているボラン
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ティア団体について，施設ごとにその特徴を見てみよう。 

ボランティア団体のメンバーの人数の最も多い区分を見ると，公民館（n=22）は１～

10 人で小規模団体，図書館（n=51）は 11～20 人程度で中規模団体，博物館（n=33）は

21～50 人であり比較的大規模団体である。青少年教育施設（n=21）は 11～20 人，21～

50 人，51～100 人の団体が同じぐらいの割合で存在し，小規模から大規模の団体が多様

に存在していることがわかる。女性教育施設（n=７）では１～10 人と 21～50 人が同じ

割合である。生涯学習センター（n=17）は 21～50 人の団体が最も多くなっている※。 

ボランティア団体のメンバーの主たる年齢層は，青少年教育施設にあっては事業内容

に即してか 20 代が主であり若い年齢層が多くなっている。一方，公民館，図書館，博

物館，生涯学習センターでは 60 代が４～６割を占める。各施設の特徴を更に見れば，

公民館は 60 代と 70 代が主な団体の年齢層であるが，図書館は 60 代が最も多く 50 代

も３割を占める。一方，女性教育施設は 70 代が 71.4％となっている※。いずれにして

もボランティア団体の高齢化の状況は否めない。 

ボランティア団体の活動歴を見ると，図書館，博物館，青少年教育施設，女性教育施

設ともに 20 年以上が最も多く，公民館は 10 年以上 15 年未満と 20 年以上が同じ割合

であり，生涯学習センターは 10 年以上 15 年未満が最も多くなっている※。 

 
（２）ボランティア団体設置の年数 

ボランティア団体の継続年数であるが，その年数は施設がボランティア制度を導入し

た年代と関係があると思われる。 

例えば，生涯学習センターを見れば，生涯学習振興法（「生涯学習の振興のための施

策の推進体制等の整備に関する法律」）が制定されたのが平成２年，その後，各自治体

で生涯学習振興のための施策が進められた。生涯学習センターについては，平成 23 年

に実施された調査で回答のあった生涯学習センター957 のうち，設置条例の施行年は平

成 10 年代が過半数であった５）。生涯学習センターの多くが，平成 10 年代，つまり約 20

年前に多く設置されていることがわかる。この時期以降にボランティア団体が活動を始

めたと仮定すると，10 年以上 15 年未満の団体が多いことが理解できる。 

また，女性教育施設を考えれば，国立女性教育会館の前身である国立婦人教育会館が

創設されたのは昭和 52年である（平成 13 年国立女性教育会館に改称）６）。国立婦人教

育会館の設立から既に 40 年以上の年月がたっており，その当時壮年期にあったボラン

ティア従事者が継続的にボランティアを行っているとすれば，70 代以上になっている

ということであろう。各自治体の女性教育施設もそれに類似した構図があると推測され

る。 

また，前述の平成 23 年に実施された生涯学習センターに関する調査によれば，生涯

学習センターのうち，所管部署が教育委員会から首長部局へと変更があったのは全体で

約３割を占める。所管を教育委員会から変更したメリットとしては，「柔軟な運営が可

能となった」「住民の要望や地域課題等を踏まえた取組がしやすくなった」「住民の要望

や地域課題等の把握がしやすくなった」「教育以外の政策分野と連携した対応がしやす

くなった」などの項目への回答が顕著である。一方所管が移ったことでの課題として挙

がっているのは，「学校教育関係者や社会教育団体と連携がしにくくなった」だが，こ

― 34 ―



 

れは若干にとどまる７）。 

今回の調査では，生涯学習センター，あるいは図書館，博物館の所管が首長部局であ

る場合，回答がなされなかった可能性もある。いずれにしても，教育委員会所管の場合

には，首長部局のような全体的な取組が難しいとはいえ，地域課題への学習的アプロー

チや学校地域協働活動など，教育委員会所管ならではの密な連携・協働の可能性がある

と思われる。 

 
（３）ボランティア団体の課題 

ボランティア活動の課題を複数回答で聞いたところ，公民館，図書館，博物館，女性

教育施設，生涯学習センターのいずれも「ボランティアが高齢化している」との回答が

多く，次いで「ボランティアが不足している」（青少年教育施設のみ「ボランティアが

不足している」「ボランティアが高齢化している」の順）であった。 

   団体の高齢化の一つの要因は，前述のとおり，施設の設置年数やボランティア活動の

制度を取り入れた時期に依存し，当初の団体が高齢化したことも要因の一つであろう。 

同時に，このような団体が，新しいボランティアの獲得ができないという事情も推測

される。特に任意のボランティア団体の場合，通常その団体内部で感情的な紐帯を結ぶ

傾向がある。任意のボランティア団体は結束型といわれる内向きで排他的なアイデンテ

ィティをもち，等質的に集団化すればするほど，関係が濃密となり，他者との境界が明

確で新規参入者を望まなくなる。高齢化する団体とは，このような等質的集団であるこ

とが予想され，若い年齢層の有職率が高まり時間的に参加が難しくなっている状況もあ

って，ますます若い層の新規加入が難しい状況なのではないか。この点では，施設主導

で育成する団体と自発的に形成された団体では，異なる団体の性格があると想像される

が，このことは今回の調査では不明である。 

 

【表１ ボランティア活動の課題（複数回答）※】 
 １位 ２位 ３位 
公民館（n=22） ボランティアの高齢化

（81.8％） 

ボランティアの不足 

（50.0％） 

予算不足（27.3％） 

図書館（n=51） ボランティアの高齢化

（64.7％） 

ボランティアの不足 

（45.1％） 

予算不足（19.6％） 

博物館（n=33） ボランティアの高齢化

（87.9％） 

ボランティアの不足 

（42.4％） 

担当職員の余裕なし 

（27.3％） 

活動のマンネリ化（27.3％） 

青少年教育施設 

（n=21）  

ボランティアの不足 

（61.9％） 

ボランティアの高齢化

（33.3％） 

予算不足（28.6％） 

女性教育施設（n=7） ボランティアの高齢化

（100.0％） 

ボランティアの不足 

（42.9％） 

予算不足（42.9％） 

 

生涯学習センター 

（n=17） 

ボランティアの高齢化

（70.6％） 

ボランティアの不足 

（47.1％） 

予算不足（35.3％） 

活動のマンネリ化（35.3％） 

合計（n=163） ボランティアの高齢化

（70.6％） 

ボランティアの不足 

（48.5％） 

予算不足（25.8％） 
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高齢化の次に課題として多いものは，ボランティアの不足である。この理由としては，

時間や経済的に比較的余裕があり，ボランティア活動の人材プールであった専業主婦

（夫）層や高齢者層の多くが，社会状況の変化にあってその多くが有職となっているこ

とも背景にあろう。この点では，有職の女性や高齢者であっても，身近に短い限られた

時間で気軽にボランティア活動に従事できるような制度設計も，体験活動ボランティア

活動支援センターでは，今後検討すべき観点かもしれない。 

   以上，三つの調査結果について特記すべき点を挙げた。これらを踏まえ，社会を見渡

せば，核家族やシングル・ペアレントのもとで育つ子供，高齢者の一人暮らしなど，家

族の単位が小さくなる中で，人とのつながりは希薄になり，地域をめぐる課題も多様か

つ複雑になってきている。このような状況にあって，地域課題の学習を経てボランティ

ア活動に至る道筋をたどることが地域の社会関係資本の蓄積に有効とのことから８），地

域課題解決学習は，今後，地域においてその重要性が問われていくことであろう。その

ため，学習機会の提供とボランティア活動の実践のための環境整備は，体験活動ボラン

ティア活動支援センターの機能をどこが担うかという論点はあるにしても，今後社会教

育行政において一層求められていく案件であることには間違いはない。 

 
〔注〕 

１）中央教育審議会「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）」平成 30 年

12 月 21 日, p.１. 

２）三井情報開発株式会社 総合研究所『ボランティア活動を推進する社会的気運醸成に関する調査研究報告書』（平

成 15 年度文部科学省委託調査「奉仕活動・体験活動の推進方策等に関する調査研究」平成 16 年３月, p.75. 

３）福本徹「北海道恵庭市立図書館」p.156．（国立教育政策研究所「多様なパートナーシップによるイノベーティブ

な生涯学習環境の基盤形成に関する研究・事例集─国内及び海外の先進事例」平成 28 年３月） 

４）須原愛記「認定特定非営利活動法人大阪自然史センター：連携により博物館と市民をつなぐ」pp.175-180. （国立教育

政策研究所「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生涯学習環境の基盤形成に関する研究・事例集─

国内及び海外の先進事例」平成 28 年３月） 

５）株式会社インテージ『生涯学習センター・社会教育施設の状況及び課題分析等に関する調査報告書』（平成 22 年

度文部科学省委託調査「生涯学習センター・社会教育施設の状況及び課題分析等に関する調査」 平成 24 年３

月, p.５.全国都道府県・市町村・特別区教育委員会 1,787 対象，有効回収数 1,224（回収率 68.5％），教育委員

会から生涯学習センターに配布し回答を求めたところ回答数は 957 であった。 

６）独立行政法人国立女性教育会館沿革 

https://www.ｎwec.jp/about/information/history.html （検索日：令和元年８月 25 日） 

７）株式会社インテージ，前掲報告書，pp.25-26. 

８）Scottish Executive, Working and learning together to build stronger communities, 2004, p.７. 

※ 巻末参考２を参照 

（岩崎 久美子） 
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第 1 節 ヒアリング調査報告 
 
 
 

質問紙調査で回答が得られた施設，また当調査研究委員会にて推薦された施設の中か
ら，ボランティアの学びを地域課題解決学習に⽣かしている事例を館種や地域特性を考
慮した上で選択し，調査研究委員と事務局でヒアリング調査を実施した。 

 都道府県 対象 事例 

１−１ 岡⼭県 岡⼭市⽴岡⻄公⺠館 
⾼齢者のちょっとした困りごとを⽀え
る「三⾨学区地域のみんなでつながり
隊」の活動 

１−２ 佐賀県 佐賀県⽴図書館 
学習の成果に基づくボランティア活動
の展開 

１−３ 兵庫県 
阪神・淡路⼤震災記念 
⼈と防災未来センター 

震災の記憶を現在そして未来へ伝える
「語り部ボランティア」の活動 

１−４ 秋⽥県 秋⽥県⽣涯学習センター 
地域課題を捉え，学びから輪を広げる
「ヤッホーの会」の活動 

 

 

 

  



 
 

第１節 ヒアリング調査報告 

 
（取組の概要） 

岡山市立岡西公民館には，ボランティア登録制度があり，令和元年５月現在で７団

体が登録されている。そのうちの一つである「三門学区地域のみんなでつながり隊」

は，高齢者が日常生活で助けを必要としている小さな困りごとについて，代行したり

手伝ったり相談に乗ったりする活動を展開している。同団体は，岡西公民館で月に１

回の定例会を開催し，メンバー全員で団体運営について協議するとともに，同公民館

職員をはじめ，地域包括支援センターや保健センター等の地区担当者にも参加を要請

し，情報の交換と共有を行い，活動に反映させている。 
（ヒアリング調査先） 

名  称 岡山市立岡西公民館 

連絡先等 住所：〒700-0054 岡山市北区下伊福西町１-48 

TEL ：086-253-7581   FAX ：086-253-7581 

URL ：http://www.city.okayama.jp/kouminkan/kousai/index.html 
 

（１）施設の概要と地域概況 

ア 沿革 

岡西公民館は，昭和 47 年２月に地区館として

開館した。その後，昭和 59 年３月に新築され，

現在に至っている。 

イ 組織体制 

岡山市では，教育委員会所属の４名（館長，社会教育主事，公民館嘱託主事，夜間

嘱託職員）と首長部局所属の１名（地域担当職員）という総勢５名の体制を全ての公

民館で整えている。このうち社会教育主事は，平成 13 年４月から３年間の任期付き

職員として，地区公民館への配置が始められ，平成 17 年７月からは正規職員として

置かれるようになった。社会教育主事は，公民館嘱託主事と協力して公民館事業の推

進役を担い，プロジェクトチームなどで新たな事業分野に挑戦している。一方，地域

担当職員は，市民協働局の市民協働企画総務課市民活動支援室に所属する職員であり，

平成 23 年４月から，公民館に配置されるようになった。岡山市が推進する「安全・

安心ネットワーク」活動をはじめとする地域活動を支援する役割を担っている。 

ウ 地域課題 

高齢化率が高い地域であること，またその高齢者に一人暮らし，または夫婦二人

世帯が多く，近隣との人間関係が希薄となって生活上の困難を高齢者が抱え込みや

すい状況に置かれていることから，その支援が地域課題となっている。 

１－１ 岡山市立岡西公民館                 

～高齢者のちょっとした困りごとを支える 
「三門学区地域のみんなでつながり隊」の活動～ 

【岡山市立岡西公民館※】 
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（２）ボランティア団体「三門学区地域のみんなでつながり隊」の概要 

ア 設立の経緯 

平成 24 年度と 25 年度の公民館主催講座「地域のみんなでつながり隊～私たちの

できること～」が直接のきっかけである。同講座を企画した当時の公民館長が，受

講者や公民館のクラブ講座等の利用者，活動者をつなぎ，平成 26 年２月の発足式に

至った。 

イ 組織体制 

男性１名，女性９名の計 10 名で構成される。あえて代表などは設けず，月当番と

いう輪番制で組織を運営している。完全にフラットな体制をとっている。 

 

（３）ボランティア活動の実際 

ア ボランティア活動の概要 

高齢者（特に 70 歳以上）が日常生活で助けを必要としている小さな困りごと，例

えば，ゴミ出し，買物，庭の草刈り，掃除，電球の取り換え，家電製品の不調など

について，代行したり手伝ったり相談に乗ったりしている。 

イ ボランティア活動に関わる人材の発掘・養成 

特に積極的な勧誘等はしていない。 

ウ 地域や他機関との連携 

岡西公民館で月に１回の定例会を開催し，メンバー全員で隊の運営について協議

するとともに，同公民館職員をはじめ，地域包括支援センターや保健センター等の

地区担当者にも参加を求め，情報の交換と共有を行い，活動に反映させている。 

エ ボランティア活動に係る経費 

活動に必要な道具，例えば掃除用具や洗剤などは，依頼者に自己負担してもらう

ことを原則としており，また，車の運転はしないことや請け負う活動は１件につき

１時間以内とすることなどを基本的なルールとして定め，隊としての必要経費や無

理が生じないよう工夫がなされている。ただし，隊の活動を広報するためのチラシ

の製作費は，岡西公民館が負担している。 

 

（４）成果と課題 

成果として，１年あたりの隊の活動は 400～500 件に及んでおり，高齢者の生活支援

が実現できている。その実績が注目を集め，岡山県内での事例発表は既に 24 回を数え

た。また，遠く長野県飯田市の公民館や和歌山大学の地域連携・生涯学習センターか

らの視察訪問を受けるに至っている。平成 30 年 10 月には，それまでの活動が評価さ

れ，「ESD おかやまアワード 2018 岡山地域賞 奨励賞」を受賞した。そうした活動の波

及効果として，市内の他の地区数か所でも同様の取組が始められている。 

課題として隊のメンバーが感じているのは，隊員の高齢化と，隊の活動が地域に十

分認知されていないことである。とはいえ，前者については，隊の在り様が現状から

大きく変化することをメンバーは望んでおらず，隊員の若返りを図るため組織的に後

継者の育成に意を用いようとはなされていない。後者については，広報のチラシを継

続的に配布するなど，地道な対応が続けられている。 
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（５）今後の方向性 

三門学区が，子供から大人，高齢者までの誰もが安心して住み続けられる地域となる

ことを目標に活動を継続する。そして，最終的なゴールとして，向こう三軒両隣の助け

合い支え合う関係が地域に根付くことで，つながり隊の存在が無用になることを目指す。 

 

（６）考察 

岡山市の公民館では，「共生のまちづくり，未来づくりの拠点としての公民館づくり」

に取り組んでおり，中学校区ごとに１館という体制が，平成 30 年４月に市内全域を網

羅するに至り，完成をみた。そのうちの一つである岡西公民館は，大野，三門，石井

の三つの小学校区から成る石井中学校区に置かれた公民館である。本事例は，その三

門小学校区を中心に活動を展開するボランティア団体「三門学区地域のみんなでつな

がり隊」と岡西公民館の連携が紡ぐ地域課題解決学習の実践である。 

着目すべき点は３点ある。第１に，地域課題解決学習の仕掛け人は，公民館の館長で

あったこと，第２に，地域課題解決を志向する学習を行ったという満足感で終わらせ

ず，学習の成果を地域課題の解決に向かう活動に結びつけたこと，第３に，高齢化とい

う地域課題を逆手に取り，高齢者を一方的なサービスの受け手にとどめず，70 歳を過

ぎても現代のローカル・コミュニティにおけるサービスの担い手としたことである。 

岡西公民館が立地する石井中学校区は，岡山市全体の平均値よりも高齢化率が高く，

独居老人あるいは老夫婦二人のみで暮らす世帯が多いという地域の現状があった。ま

た，そうした高齢者世帯は，町内会など地域に対する関心が低いため，近隣との関係

が希薄になりがちで孤立する傾向にあり，防災の観点からみても安全・安心とは言い

難い状況に置かれていた。そのような地域の実態に課題を見いだした当該公民館長は，

地域包括支援センターの連携協力を得た上で，平成 24 年度に，公民館主催講座「地域

のみんなでつながり隊～私たちのできること～」を新規事業として立ち上げる。講座

の内容は，高齢者特有の生活上の課題，すなわち体力や知力，精神面の衰えによる老

人病や認知症などに対する地域住民の理解を図り，地域における互助が促進されるよ

う企図するものであった。 

翌平成 25 年度には，地域包括支援センターが把握する，高齢者の日常における「ち

ょっとした困りごと」と，地域において「何か人の役に立ちたいと思っている人たち

の存在」，あるいは「ボランティア活動は必要だという思いは共通してもっている」地

域住民を，公民館主催講座「地域のみんなでつながり隊～私たちのできること～」が

仲介し，つなぐことが目指された。その成果として平成 26 年２月に結実したのが，

「三門学区地域のみんなでつながり隊」である。館長が，地域の問題を的確につかみ，

それを地域課題として捉え直した上で，さらに学習課題へと仕立てたと言える。 

そのような団体づくりの手法が，何か問題なり障壁に突き当たった際には「みんな

で勉強して進んでいこうという風土」，つまり学びと活動がおのずと循環する体制を

隊にもたらしたと見るべきであろう。例えば，障害者の方の手伝いを通じて，車イス

の状態では ATM が操作できないということを初めて知り，バリアフリーについて理解

を深めることにつながったという。さらに，そうした学びと活動を隊の内に閉じるの

ではなく，隊が対応に苦慮する事案に直面した際には，地域包括支援センターの職員
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や保健師らが有する専門性に迷わず頼る一方，介護保険等の共助の制度ではカバーし

きれないような事案を，地域包括支援センターからの要請を受けて対応するなど，外

部との連携も充実させている。専門家の集団である地域包括支援センターや保健セン

ターと，素人の集団だが地域の事情に精通した「つながり隊」が，Win-Win の関係を

築き，地域課題に取り組む実践は，新しい互助の可能性を拓く手掛かりとしても重要

である。 

ボランティアの高齢化は，つとに言われてきたことで，「つながり隊」も例外ではな

い。隊員のほとんどが 70 歳を超えている。しかし，人生 100 年時代を迎えようとして

いる今，支える側と支えられる側という一方的な関係は成り立たなくなっている。高

齢者であってもコミュニティにおいて子育て支援をはじめとする地域社会への貢献を

果たし，その上で必要ならばサービスの提供を受けるという双方向の支え合いが必要

となってきている。高齢者でもある隊員たちは，「頼まれるうちが花」というポジティ

ブな思考で支える側に回り，「プロでなくてもできること」そして「今できること」に

肩肘張ることなく自然体で取り組み，サービスとして提供している。報奨はもっぱら

「ありがとう」の言葉のみだが，そうした感謝の交流が，地域でのあいさつを促して

いると隊員たちは地域づくりにも手応えを感じている。 

なお，以上のような公民館を起点とする地域課題解決学習の実践については，岡山

市が独自に構築した行政上の工夫にも目を向ける必要がある。岡山市では平成 30 年

度に中央公民館を廃止するとともに，市内 37 の公民館を統括する組織として教育委

員会生涯学習課公民館振興室を設置した。それと同時に，教育委員会の管轄ではない

市民協働局所属の地域担当職員について，公民館職員との部局を超えた業務を推進す

るため，全ての情報及び命令が公民館振興室を経由するよう伝達連絡の経路の一本化

を図った。組織としてネットワーク型行政をどのように具現化するのか，その点につ

いても本事例は示唆に富む。 

（天野 かおり） 

 

（ヒアリング調査協力者） 

所属 氏名 

岡山市教育委員会事務局生涯学習課公民館振興室主査 友延 栄一 

岡山市立岡西公民館館長 

         主任 

         主事 

明石 剛 

細川 由起 

小谷 文子 

三門学区地域のみんなでつながり隊 稲垣 啓子，植田 恵子，竹原 克子

田邨 康子，築地 清人 

早川 名津代，森石 雅子 

ヒアリング調査実施日：令和元年５月 21 日 
〔参考文献〕 

・岡山市教育委員会『岡山市立公民館基本方針｢ともに わたしたちが 未来をつくる 開かれた公民館｣ 

～出会う つながる 学び合う 活躍する～』平成 31 年３月 

〔出典〕 

※岡山市立岡西公民館ウェブサイト,http://www.city.okayama.jp/kouminkan/kousai/index.html 
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１－２ 佐賀県立図書館 

～学習の成果に基づくボランティア活動の展開～ 

 

（取組の概要） 

 佐賀県⽴図書館で活動するボランティア「郷⼟サポーター」は，郷⼟資料・地域資料の
保存等を⾏っている。「郷⼟サポーター」の活動は，佐賀県の地域課題である「郷⼟の形
成」の解決に向けた取組の⼀つであり，学習の成果に基づくものとなっている。 

（ヒアリング調査先） 

名  称 佐賀県立図書館 

連絡先等 住所：〒840-0041 佐賀県佐賀市城内２丁目１−41 

TEL ：0952-24-2900  FAX ：0952-25-7049 

URL ：https://www.tosyo-saga.jp/ 

 

（１）ヒアリング調査の概要 

ア ヒアリング対象の選定 

ヒアリング対象の選定に当たっては，公立図書

館におけるボランティア活動として，独自性や希

少性が高い事例を選択することとした。着目した

のは，郷土資料・地域資料に関係する活動である。これらの資料の収集・組織・保

存・提供は，地域に設置される公立図書館の基本的使命である。しかし，郷土資料

や地域資料に関して，ボランティア活動の対象となることは，多いとは言える状況

にはない。本調査研究における事前調査において候補となった事例の中で，郷土資

料や地域資料に関する活動を明確に位置付けていたのは，佐賀県立図書館のみであ

った。それゆえ，これが貴重な事例であると判断し，ヒアリング調査の対象とした。 

イ 佐賀県立図書館の概要 

   （ア） 沿革と概況 

佐賀県立図書館は，大正２年に鍋島家により設置され，昭和４年に佐賀県に移

管された。現在の建物は昭和37年に建設され，増改築を経て，いまに至っている。

組織体制は，館長，副館長，企画課13名，資料課10名，利用サービス課24名，

近世資料編さん室６名の計55名(職員27名，非常勤27名，臨時１名)である。 

     運営方針は，①県の情報拠点としての図書館（県民が必要とする情報の収集と

提供，レファレンスサービスの充実，利用者教育の実施，職員の資質向上），②

県内の中核的（基幹）図書館（県内市町立図書館・公民館図書室，学校図書館へ

の支援・連携強化，資料の充実，県内図書館職員の資質向上のための研修の充実），

③県民の潤いある生活に役立つ図書館（県民のくらしに関する地域情報の収集と

提供，県民が自ら学び生活を豊かにする情報の収集と学習機会の提供），④県民

や地域の課題解決を支援する図書館（地域の課題解決のための行政機関への支援

やビジネス支援をはじめとする各種の県民の課題への支援機能の充実，児童サー

ビスの充実による子どもの読書活動の推進），⑤地域の文化を大切にする図書館

（郷土資料の調査・収集・活用，佐賀県近世資料編さん事業の継続），⑥進化す

【佐賀県立図書館】 
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る図書館（時代や社会の変化に対応した情報提供，時代に対応した業務体制の充

実と機能の向上）であり，県立図書館としての調査機能を重視している。 

『平成 30 年度佐賀県立図書館年報』によれば，平成 30 年度末現在の蔵書数は

889,486点であるが，その約20％にあたる180,113 点が，郷土資料となっている。

しかも，そのうちの 127,996 点が歴史資料であるのは，特徴的と言えよう。代表

的なものは，中世の「龍造寺家文書」「武雄神社文書」，江戸時代の「鍋島家文

庫」「蓮池鍋島家文庫」「倉永家資料」などである。 

なお，佐賀県立図書館の現在の管理運営は，教育委員会のもとから知事部局に

移管されている。しかし，同図書館の活動の様態は移管前の状況と大きな差違は

なく，ボランティア活動に対しても，影響を及ぼしているとは考えにくい。 

   （イ） ボランティア活動の状況 

佐賀県立図書館では，「図書館先進県づくり」を目指す中で，利用者へのより

質の高いサービスのため，サポーターと呼ばれるボランティアを募集している。

今回ヒアリング対象とした「郷土サポーター」の他に，これまで書架整理等を行

う「一般サポーター」，館内の環境を整える「環境美化サポーター」，各種行事

の開催に協力する「イベントサポーター」等の活動が行われてきた。こうした中

で，郷土サポーターは，公立図書館の根幹となる地域資料・地域情報の整備に関

わっており，参加ボランティアの学習活動という点で，地域の課題に対する認識

を高め，広め，深めることにつながっていると予測した。 

  ウ ヒアリング調査の概要 

    ヒアリング調査は，令和元年６月25日（火）の午後に，調査者２名が佐賀県立図

書館を訪れ，３時間ほどの時間をかけて行った。ヒアリングは，２名の職員（企画

課総務・広報担当職員１名，資料課所属の非常勤職員１名）に対するものと，郷土

サポーター５名に対するものとの二部構成とした。 

    図書館職員へのヒアリングにおいては，①社会教育施設の概要と地域現況，②郷

土サポーター事業の実際。③成果と課題，④今後の方向性を中心に実施した。また，

郷土サポーターへのヒアリングにおいては，①郷土サポーターの概要，②郷土サポ

ーターの実際，③成果と課題，④今後の方向性を，基本項目とした。 

 

（２）調査結果 

  ア 郷土サポーター事業の位置付け 

    佐賀県立図書館の郷土サポーター事業は，前述した「図書館先進県づくり」の一

環である。この施策により，平成18年度から郷土資料関係予算が増額され，郷土資

料のデジタル化やデータベース化が推進された。これらの作業をボランティアに依

頼したことが，現在まで続く郷土サポーター事業のはじまりである。また，郷土サ

ポーター事業は，前掲の運営方針「⑤地域の文化を大切にする図書館」を支える事

業であるとも言えよう。 

    ただし，郷土サポーターが扱う郷土資料には，佐賀県立図書館が独自に有する歴

史資料，つまり，古文書類が数多く含まれており，郷土サポーターには，古文書に

対する基礎知識と読解力が求められる。したがって，ボランティアの発掘に際して

は，こうした点に関する配慮が必要となる。実際には，同館主催による「古文書講
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座」の受講者，あるいは，この講座の前身となる「古文書研究会」の参加者が多い。

すなわち，古文書類に対する基礎的な知識と技術を有する者が育成されており，ボ

ランティア人材の蓄積がなされていたと捉えることができる。 

  イ 郷土サポーター事業の概略 

    佐賀県立図書館における郷土サポーターの作業は，①郷土資料・地域資料の目録

作成の補助業務，②郷土資料・地域資料の装備と保存に関する業務，③郷土・地域

に関係する新聞記事のクリッピング資料の作成，④ファイル資料の編成，である。 

    ①は，所蔵している郷土資料・地域資料（古文書類を含む）の書誌データを作成

し，入力して目録を形成する作業の補助を指す。②は，所蔵している郷土資料・地

域資料に関する装備を行い，整理して保存する作業となる。③と④は，「自館作成

ツールの構築」に相当する活動であり，資料の編成業務としての性質を有している。

③は，郷土・地域に関係する新聞記事を，全国紙から切り抜き，整理する作業であ

る。④は，新聞に折り込まれたちらし類や，地域の諸団体・諸機関（行政部局を含

む）が発行するパンフレットやリーフレット類を所定のファイルに整理する活動で

ある。これらについては，その書誌データを登録し，検索できるようにもしている。

ただし，平成31年度時点では，この作業は行われていない。 

  ウ 郷土サポーター事業の体制 

    平成 31年度において，郷土サポーター事業には，７名が登録している。活動して

いる７名は，佐賀県内の各地から来館しており，必ずしも近隣の者というわけでは

ない。活動は，主に火曜日の10時から15時の間，定期的に行われている。ただし，

前述のクリッピング資料の作成に関しては，火曜日と金曜日に行われている。なお，

平成31年度は，新たな郷土サポーターを募集していない。 

    郷土サポーター事業の所管は資料課であり，その課の郷土調査担当に所属する職

員３名が，郷土サポーターを支援している。事業に関わる経費としては，保険料を

図書館が負担しているが，その他の経費については，支給していない。 

 

（３）郷土サポーター事業の成果と課題 

  ア 図書館職員の意見 

    郷土サポーター事業の成果に関しては，この事業による活動が，直接，図書館サ

ービスの質の向上に結びついていることが強調された。すなわち，古文書類を中心

に，郷土資料・地域資料の組織化が進むことにより，OPAC（利用者用目録）におけ

る書誌データの公開が進み，利用に資するものとなっているのである。また，郷土

サポーター自身も，それぞれが能動的に作業に取り組み，経験の蓄積によって，自

発的に作業を組み立てて実行している。さらに，郷土サポーターの活動を通して蓄

積された経験に基づいて，郷土サポーターが，自身がかつて学習した講座の講師を

務めたり，学習会を牽引したりしている。 

    一方，郷土サポーター事業の課題は，佐賀県立図書館の体制上の問題であり，と

りわけ，支援する担当者の時間的制約により，郷土サポーターの活動そのものを計

画的に実施できないという事情が生じている。ただし，郷土サポーターに関しては，

登録者の高齢化は特に問題となっていない。また，潜在的に郷土サポーターの希望

者が多数いることが，県内の他の図書館等における活動例を基に推測されることか
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らボランティアの欠如という問題には至っていないと考えている。 

  イ 郷土サポーターの意見 

    ヒアリング時の様子と発言内容から感じ取れることとして，全員が，楽しく作業

を行っており，また，作業内容に対してわくわくしながら取り組んでいる。 

    一方，今後の課題としては，郷土サポーター事業に，もっと若い人が登録し，そ

うした世代の観点から，郷土資料に対して接してくれることを望んでいる。 

 

（４）考察 

  ア 学習の循環 

    古文書に関する講座の受講者が，啓発された内容に基づくボランティア活動を行

っている。また，ボランティア自身が，ボランティア活動の実践を通して深められ

た知識と培われた技術を後進に伝達するための講座の指導者となっている。すなわ

ち，「講座受講→ボランティア活動→講座講師」という「学習の循環」が確認でき

ることは，特筆すべきことである。また，活動は「図書館法」第３条８号規定の趣

旨とも合致し，公立図書館におけるボランティア活動として意義深い。 

  イ 文化の継承 

    佐賀県の地域課題の一つである「郷土の形成」と，ボランティア活動が結びつい

たものになっている。公立図書館における郷土資料の伝達・継承という課題が，ボ

ランティア活動に反映したものと位置付けることができる。 

  ウ 質的側面 

    ボランティア活動の「量的側面」（人数や機会の数など）は問題にはなっていな

いものの，図書館職員の支援体制に象徴される「質的側面」が課題となっている。

今後，公立図書館のボランティア活動を検討する際には，こうした質的側面にも目

を向ける必要があることが導き出せる。また，この問題は，図書館職員の専門的技

能の一部に，ボランティア活動の組織化が求められていることをも意味している。 

  エ 自発性 

    ボランティアによる活動内容は，職員の「支援」と「指導」に基づいて行われて

いるが，これは，作業の指示と似て非なるものと理解できる。とりわけ，ボランテ

ィア自身が，進め方を自ら考え，作業内容を組み立てていることは見逃せない。 

  オ 充実感に基づく継続 

    特に，古文書を読み解く作業において確認できたことであるが，活動に対するボ

ランティア自身の充実感が強いものと判断され，これが，継続してボランティア活

動を行うモチベーションの形成につながっていると推察できる。 

（小田 光宏） 

 

（ヒアリング調査協力者） 

所属 氏名 

佐賀県立図書館企画課総務・広報担当係長 

       資料課非常勤職員 

西牟田 美也子 

本田 佳奈 

郷土サポーター ５名 

ヒアリング調査実施日：令和元年６月25日 
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１－３ 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

～震災の記憶を現在そして未来へ伝える「語り部ボランティア」の活動～ 

 

（取組の概要） 

人と防災未来センターは，平成７年１月 17 日に起きた兵庫県淡路島北部を震源とす

る阪神淡路大震災の経験と教訓を継承し，防災・減災の実現のために必要な情報を発

信する施設である。阪神・淡路大震災とその後に発生した国内外の災害の経験と教訓

の継承，災害文化の形成，地域防災力の向上，防災政策の開発支援及び創造的な復興

を図り，安心・安全な市民協働・減災社会の実現に貢献することをミッションにして

いる。館内では展示資料と当時の映像，震災体験者（語り部ボランティア）による話

などをもとに，人々が災害に対する正しい知識を身につけ，防災の意識を高めること

ができる。 

（ヒアリング調査先） 

名  称 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

連絡先等 住所：〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５－２ 

TEL ：078-262-5502  FAX ：078-262-5509 

URL ：http://www.dri.ne.jp/ 

 

（１）施設の概要と地域概況 

ア 沿革と組織体制，機能  

人と防災未来センターは，平成 14 年４月に国

の支援を得て，兵庫県が設置し，「公益財団法人ひ

ょうご震災記念 21 世紀機構」が運営を行ってい

る施設であり，以下の六つの機能を有している※。 

（ア） 実践的な防災研究と若手防災専門家   

の育成 

震災の経験と教訓，学術的な知見や蓄積され

た研究成果に基づき，防災上の課題を的確に捉

え，政府･自治体などの防災政策や防災対策の立

案・推進に資する実践的な防災研究を実施する。 

（イ） 展示 

被災者・市民・ボランティアなどの協力連携

の下，震災の経験と教訓をわかりやすく展示

し，効果的に情報発信することにより，防災の

重用性や命の尊さ，共に生きるすばらしさを伝

える。 

（ウ） 資料の収集・保存 

震災の記憶を風化させることなく，教訓を次

世代へ継承するために，震災と防災に関する資

料を継続的に収集・蓄積する。 

【人と防災未来センター 
  （左側に西館，右側に東館）】 

【西館展示ゾーン 
    「震災の記憶フロア」】 
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（エ） 災害対策専門職員の育成 

     震災の経験を伝えるとともに，最新の研究成果を踏まえ，防災に関する総合的

知識と技術を体系的に提供することにより，自治体の防災担当職員などの人材を

育成する。 

（オ） 災害対応の現地調査支援 

     大規模災害時に，災害対応の実践的・体系的な知識を有する人材を災害対策本

部等に派遣し，災害対応を総括する者に適切な情報提供や助言を行い，被災地の

被害軽減と復旧・復興に貢献する。 

（カ） 交流ネットワーク 

    震災と防災に関する行政実務者・研究者，市民，企業などのネットワークの形

成や，国内外の連携の場となることを通じて，社会の防災力向上のための取組を

促進する。 

イ 地域課題 

災害の経験と教訓の継承，災害文化の形成，地域防災力の向上，安心・安全な市

民協働・減災社会の実現など。 

    

（２）ボランティア活動の概要 

ア ボランティア活動を支える組織 

ボランティア活動や展示等に係わる事業部運営課は６名の職員で，そのうちボラ

ンティア活動に直接係わるのは，専門員１名と職員２名で，あわせて３名体制であ

る。 

 

（３）ボランティア活動の実際 

ア ボランティア活動の概要 

阪神・淡路大震災の経験や教訓を伝えることを目的に活動している。ボランティ

アには，語り部ボランティア，展示解説ボランティア，語学ボランティアの３種類

の活動があり，現在（平成 30 年度）計 135 名のボランティアが登録されている。 

ボランティアの活動期間は１年間で希望すれば継続更新が可能となっている。活

動時間は午前の部（9:30－13:30），午後の部（13:30－17:30），夜の部（16:30－19:00）

の三つの時間帯に分かれている。 

ボランティアの申告によりシフトに基づいて活動しており，日によってボランテ

ィアの偏りがある。１日 1,000～2,000 人の来館者に対し，一つの時間帯に８～10

人ぐらいのボランティアが活動している。観覧者（有料展示プログラム利用者）別

で「小・中学生等」が約半数を占め，「高校・大学生」を含めると全体の約６割を占

める。このため，学校の修学旅行や遠足などの学校行事が大きな割合を占め，会社

の研修，防災団体，福祉施設からの訪問なども多い。ボランティアの活動人数が不

足する場合は，シフト以外のボランティアに依頼をしている。 

毎日職員がボランティアとミーティングをして，スケジュールの確認，団体の確

認，さらには要望を聞く機会を設けている。また職員が巡回しているので展示室に

おいてもお互いに情報交換をしている。 
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イ ボランティア活動に関わる人材の発掘・養成 

毎年ボランティアを募集している。応募資格は，健康な方（75 歳以上の場合，親

族の方の確認を要件とする），人と防災未来センターの設立趣旨に賛同し，協力いた

だける方，コミュニケーションが取れる方，原則週１回以上活動できる方を対象に

している。ボランティア参加申込書に基づき申込みをして登録する。申し込みの際，

ボランティア応募者は，人と防災未来センターでボランティア活動を行うための遵

守事項（活動同意事項）を確認し，自著している。 

ボランティアは全体で 135 名，平均年齢が 71.7 歳，男性は 86 名（平均年齢が 74.1

歳），女性は 49 名（平均年齢が 69.3 歳）である。語り部のボランティアは男性 28

名，女性 14 名である。一時期に比べると登録ボランティアの数が少なくなった。初

めてのボランティアの方は展示物の説明等の研修のち，２か月程度は先輩ボランテ

ィアと一緒に活動する方法で養成をしている。 

    年 1 回県内外の防災施設への研修旅行をするほか，防災・減災関連の勉強会も実

施している。 

  ウ 地域や他機関との連携 

    人と防災未来センターは，県の防災関連課や地域の学校との連携，また地域の防

災イベントの事務局や会場になっている。大規模な地域の防災イベント（平成 30 年

は ALL HAT という防災訓練）では，本センターのボランティアも協力している。 

  エ ボランティア活動に係る経費 

１日一律 800 円の活動補助費（交通費込

み）を支給している。その他ボランティア保

険に加入している。 

  オ 語り部ボランティアの実際 

    語り部ボランティアは，主に事前予約に

より，来館する団体に対し，120 名程度を上

限に，30 分程度ガイダンスルームで講話を

しているほか，展示ゾーンの語り部コーナ

ー付近で，来館者個人に対し，震災の記憶，

防災の知識などについて説明をしている。 

 

（４）成果と課題 

来館者が語り部ボランティアから直接被災体験を聞くことで，来館者に震災の教訓

と経験を効果的に伝えることができる。震災の教訓と経験を語り継ぐことがセンター

の使命であり，ボランティアもその意識が高く，社会のために役に立ちたいという思

いから活動を継続している。 

一方で，ボランティアの高齢化に伴い世代交代が課題である。また外国人が増えて

きている中で，語学ボランティアを増やしていくことが課題である。それとともに，

防災意識を来館者に持ってもらうための一定レベルのボランティアになるための研修

が課題である。 

 

  

【西館展示ゾーンにある「語り部コーナー」
でのボランティア活動の様子】 
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（５）今後の方向性 

ヒアリングに対応していただいた語り部ボランティアが元消防士で，震災当時，被

害が広域かつ甚大であったため，消防士のできることが限られていることを語ってい

たことが印象に残った。また，まちづくり協議会にも属している方で，その経験もあ

り，ボランティア活動に参加している。今回のケースのように，ボランティアが消防

士のような方ばかりでない。語り部ボランティアの体験の差やコミュニケーション能

力の差もあり，ボランティア活動の質を維持していくことが重要である。また新人の

養成，研修においては，ボランティアの質の向上が必要である。さらにボランティア

の高齢化に伴い世代交代が課題となっており，特に語り部のボランティアは世代交代

が少なく，語り部の内容をアーカイブで残していくなど，世代を超えた「学びの循環」

への取組が重要であると考えられる。 

 

（６）考察 

人と防災未来センターは，資料の収集保管，調査研究，展示教育という博物館の基

本的機能の上に，人材育成，災害対応の現地調査支援や交流ネットワークの機能を持

ったミュージアムである。その中にあって，ボランティア活動は，「被災者・市民・ボ

ランティアなどの協力連携の下，震災の経験と教訓をわかりやすく展示し，効果的に

情報発信することにより，防災の重用性や命の尊さ，共に生きるすばらしさを伝える」

という展示機能の中心的役割を担っている。特に，語り部ボランティアは，震災の経

験と教訓を伝え，人々の防災意識を高め，防災力のある地域社会を構築するという明

確な社会的課題に対し，よりよい社会を作るために個人レベルで何が必要なのか，改

善するためにはどうしたらよいかのという意識の下でボランティア活動に参画してい

ることが明らかになった。語り部ボランティアの体験と教訓を発信する活動は，人々

が防災という社会的課題の解決に向けて学ぶ上で重要な存在である。 

語り部ボランティア活動を支援する事業部運営課は，ボランティアの個人の発想，

語り方などをあまり制限せず，ボランティア個人の体験に基づく語りを尊重して活動

の支援をしている。ボランティア活動の基本的な考え方として，ボランティアの自主

性・主体性，社会性・連帯性，無償性・無給性，創造性・開拓性･先駆性が指摘されて

いるが，本活動では，ボランティアが自主的，主体的に課題に取り組み，自らの経験

を工夫しながら来館者に伝えていくという自主性，創造性に配慮したコーディネート

をしていると言える。 

（小川 義和） 

 

（ヒアリング調査協力者） 

所属 氏名 

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター事業部運営課長 

                      運営課企画専門員 

藤村 仁志 

見里 浩 

語り部ボランティア 野村 勝 

ヒアリング調査実施日：令和元年５月 23 日 

〔参考〕 

※人と防災未来センターウェブサイト，http://www.dri.ne.jp/centertop/center_mission 
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１－４ 秋田県生涯学習センター               

～地域課題を捉え，学びから輪を広げる「ヤッホーの会」の活動～ 

 
（取組の概要） 

秋⽥県⽣涯学習センターは，県直営の社会教育施設であり，県の⽣涯学習並びに社
会教育推進の中核機関として，「研修・⼈財育成」，「シンクタンク」，「学習活動推進・
情報発信」の機能を兼ね備え，県⺠の⽣涯にわたる学習活動を⽀援するとともに関係
職員の資質向上への寄与及び市町村及び関係機関･団体との連携・協働による「『学
び』と『活動』の橋渡し」に努め，持続可能な地域づくりの実現を⽬指して，様々な
事業を展開している。その事業（⼈財育成）の⼀端から誕⽣したボランティア活動団
体「ヤッホーの会」は，各地区のリーダーとなっている会員が，それぞれの地域の課
題を捉え，その解決に向けた，定期的な学習会を開催しながら，調査研究・出前事業
等を実施している団体である。 

（ヒアリング調査先） 

名  称 秋田県生涯学習センター 

連絡先等 住所：〒010-0955 秋田県秋田市山王中島町１-１ 

TEL ：016-865-1171  FAX ：018-824-1799 

URL ：https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/lifelong 

 

（１）施設の概要と地域概況 

  ア 沿革・施設状況 

   （ア） 沿革等 

昭和 52 年６月に秋田県生涯教育センター建    

設協議委員会を発足し，昭和 55 年３月「秋田

県生涯教育センター」として落成，同４月に県

直営の生涯教育センターとして開所，「秋田県

コミュニティカレッジ」を開講し，県民の学習

の推進に寄与した。平成元年４月「秋田県生涯

学習センター」へ名称変更し，様々な講座を開

設しながら，秋田県の生涯学習及び社会教育推

進の中核機関として，今年度で 39 年目となる

施設である。 

   （イ） 施設状況 

     敷地面積 4,416 ㎡，建物延面積約 6,297 ㎡の鉄筋コンクリート地下１階，地上

５階の建物で，展示ホール，研修室，講堂等充実した施設である。 

  イ 組織体制 

職員構成を見ると，所長，副所長，総務班６名，学習事業班 13 名の計 21 名で運   

営されており，学習事業班長をリーダーとして，８名の社会教育主事他一人一人が

自らの業務に自覚と責任をもって，様々な事業を展開している。 

【秋田県生涯学習センター入り口】

【秋田県生涯学習センター】 
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  ウ 主な事業（三つの機能から） 

   （ア） シンクタンク機能について 

調査研究の推進・拡充を図るため，秋田県生涯学習センター（以下，県生涯学

習センター）では，秋田県や市町村生涯学習・社会教育の充実に資するため，現

代的課題や地域が抱える課題解決に向けた広域的，中・長期的な視野に立って調

査研究を実施し，その研究成果を生かした研修会・モデル事業等を行い，その普

及・啓発を図っている。今年度は，社会教育調査・家庭教育調査の他，「障害者の

生涯学習」をテーマに調査研究を行っている。また，生涯学習支援システム「ま

なびサポート秋田」の中の人材バンクにおいて，ボランティア活動を行いたい個

人及び団体の登録を行っている。（「ヤッホーの会」も団体登録の一つである。） 

   （イ） 研修・人財育成について 

生涯学習・社会教育，家庭教育等関係職員の資質向上を図るために，「市町村職

員専門研修」「公民館等職員専門研修」「家庭教育支援指導者等研修」など様々な

研修会を年間通して実施している。さらに，市町村，学校等の課題解決に向け要

望のあった市町村等に職員を派遣し，その市町村の職員と協働で課題の解決に取

り組む「オーダーメイド型社会教育主事派遣事業」を実施している。 

   （ウ） 学習活動推進・情報発信機能について 

秋田県民が秋田の良さや秋田を動かしている人を知り，学習をしている一人一

人が行動の原動力となるような学びの機会を提供し，県民の地域理解と社会参加

を促進するとともに，その成果を生かした地域課題の解決につながるような講座

を企画している「あきたスマートカレッジ事業」がある。その事業の中で行動人

講座実践コース『地域・家庭応援隊エアンベで活動しよう』において，ボランテ

ィア活動の企画等を行っている。また，学習相談等の充実を図るため「ヤッホー

の会」の会員等にも週１回協力を得ながら，生涯学習団体への支援のための相談

業務を行っている。 

 

（２）ボランティア団体「ヤッホーの会」の概要 

  ア ボランティア団体「ヤッホーの会」発足の経緯  

    県生涯学習センターが平成８年度に実施した「ボランティア活動養成講座」及び

平成９年度に実施した「ボランティアコーディネーター養成講座」の受講者を中心

に，更なる学習と活動を目指して発足した。  

  イ 組織体制（メンバー構成） 

設立当初は16名でスタートし，現在は15名での活動となっている。組織体制は，

会長，副会長，事務局，会計（各１名)，会計監査(２名)で構成されている。現会員

の主な年齢層は，70代である。「ヤッホーの会」の会員は，それぞれが地域のボラ

ンティア団体のリーダー的存在であり，各地域において様々な活動を行っている。 

（活動例･･･「小学校見守り隊」「環境ボランティア」「子育て支援活動」等） 
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【定例会の様子】 

【公開学習会の様子】 

（３）ボランティア活動の実際 

  ア ボランティア活動の概要 

   （ア） 定例会の実施 

「ヤッホーの会」では，県生涯学習センター

において，毎月第４日曜日に，午前は活動方針

等の話合い，午後は担当者が地域の課題につい

てテーマを決めて話題提供し，会員で話し合う

勉強会を開催している。その他に「ヤッホー」

を発行している。原稿は会員やセンター職員が

担当し、内容は生涯学習ボランティアの視点か

ら考えたこと等である。 

 （イ） 公開学習会の実施 

定例会で毎年テーマを決め，年に１回，一

般の参加者を対象とした「公開学習会」を行

っている。令和元年は，「よりよい地域，寄り

添う地域～人と人のつながりを考える～」を

テーマに，事例報告やディスカッションを行

いながら，人と人のつながりをどのように創

っていくかを考える学習会を実施した。  

 （ウ） ボランティアに関する調査研究活動の実施  

「ヤッホーの会」では，平成12年に県内の69の教育委員会と84の公民館を対象

に「秋田県生涯学習ボランティアに関するアンケート調査」を，平成15年には県

内小中学校を対象に「ボランティア学習・体験」についてのアンケート調査を実

施し，報告書にまとめ配布する事業を実施するとともに，その調査をもとに研修

会やフォーラムを開催した。 

 （エ） その他の活動  

「ヤッホーの会」の活動を，会員をはじめ広く県民

に広報するために，定例会や学習会の様子について会

報誌を発行している。また，会員が自ら学習したこと

や研修会等で協議したことなどを生かし，市町村や他

のボランティア活動の支援を行っている。 

  イ 人材の発掘・養成及び地域や他機関との連携 

ボランティア団体を運営していくためには，活動に

賛同してくれる会員の発掘や養成が必要となる。ま

た，地域や他機関との連携なくしてボランティア活動

の運営は皆無である。「ヤッホーの会」においても，定例会，研修会及び公開学習

会や調査研究を実施する中で「ヤッホーの会」の会員である秋田大学の佐々木准

教授の指導や県生涯学習センターとの連携により，幅広い運営を実施している。 

  ウ 秋田県生涯学習センターとの連携 

    「ヤッホーの会」の活動を実施する上では，県生涯学習センターとの緩やかなネ

【会報誌「ヤッホー」】
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ットワークが成果をあげている。「ヤッホーの会」は，県生涯学習センター事業   

への協力（県生涯学習センターの相談窓口への協力，事業補助等）を積極的に行い，   

県生涯学習センターでは，定例会前半の話合いに担当職員を同席させ，センターか

らの連絡や会の活動へのアドバイスや連携について情報交換を行って，ボランティ

ア活動への側面支援をしている。この関係性により，成果があがっていると考える。 

 

（４）成果と課題 

ア 成果 

平成９年に設立された「ヤッホーの会」は，様々な活動を通し，今日までに全会

員が常に学び続ける姿勢を持ち続け，その時代の地域課題を把握し，それに応じた

研修会や公開学習会を実施し，すばらしい活動を行ってきた。 

イ 課題  

    約 20 年間様々な地域で活躍してきたボランティアの方々も高齢となり，活動範

囲に制限ができている。また，それぞれの抱える業務に追われ，今後のボランティ

ア活動が十分にできるかが懸念されている。 

 

（５）今後の方向性 

      現状の活動を維持していくためにも，次の世代へつないでいくことが大切である。

若者を対象にボランティアの必要性について研修を深めていく。 

 

（６）考察 

  ア 「百聞は一見にしかず」まさしくその言葉どおりのヒアリングであった。事前調   

査で会員が 15 名でどのようなボランティア活動ができるのかと思っていたが，大

石会長はじめ「ヤッホーの会」の皆さんの情熱やボランティアに対しての熱い想い

が伺え，様々な活動に御尽力なさってきたことに感銘を受けた。 

  イ 「ヤッホーの会」というボランティア団体が誕生し，その活動を 20 年間継続して

いることに敬服をする。しかし，今後若手（後継者）を育てていけるのかが心配で

ある。各地域のリーダーとしての活躍から，支援に周り後継者を育てる手立てを今

後も考える必要がある。 

  ウ 自ら学び続け，地域のために活躍できる人財（ボランティア）の育成については，

秋田県ばかりではなく，全国的に重要な課題であることを考えると，このボランテ

ィア団体の今後の活躍を期待したい。 

            （長谷川 馨） 

（ヒアリング調査協力者） 

所属 氏名 

秋田県生涯学習センター学習事業班主幹（兼）班長 

                社会教育主事 

皆川 雅仁 

菊地 智 

生涯学習ボランティアグループ「ヤッホーの会」 大石 貴志子，加藤 二三子 

加藤 洋子 

ヒアリング調査実施日：令和元年５月 31 日 
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第２節 実践事例報告Ⅰ 

（地域課題解決学習の先進事例） 

 
 
 

質問紙調査で回答が得られた施設の中からボランティアの学びを地域課題解決学習に
⽣かしている事例を館種や地域特性を考慮した上で選択し，実践事例報告を依頼した。 

 都道府県 対象 事例 

２−１ 福岡県 福岡市⽼司公⺠館 
引きこもり⾼齢者などの社会参画を促
す「ふれあいサロンろうじ」の活動 

２−２ 愛知県 名古屋市鶴舞中央図書館 
図書館案内ボランティアグループ「な
びぼらの会」活動報告 

２−３ 兵庫県 ⻄宮市⽴郷⼟資料館 
⽂化財調査ボランティア「⻄宮歴史調
査団」の活動 

２−４ 群⾺県 前橋市児童⽂化センター 
主体的・協働的ボランティア活動に向
けての取組 

 
 

 

 

  



【福岡市老司公民館】 

第２節 実践事例報告Ⅰ（地域課題解決学習の先進事例） 

 

（取り組みの概要） 

「ふれあいサロンろうじ」では，家に閉じこもりがちな高齢者を対象に孤独感の解

消などを目的に月１回校区内６集会所で体操，健康講座，レクリエーションなどを実

施し，高齢者の心身の健康と地域行事参加を促している。 
（事例報告先） 

名  称 福岡市老司公民館 

連絡先等 住所：〒811-1346 福岡県福岡市南区老司３丁目１番８号 

TEL ：092-565-1700   FAX :092－565-1849 

URL ：http://gakushu.city.fukuoka.lg.jp/ 

 

（１）施設の概要と地域概況 

ア 沿革 

福岡市老司公民館は，同市南区南部にあ

り昭和 45 年に設立された。（福岡市は小学校

区単位で公民館がある。）町内集会所は，校

区（小学校区）内に８か所あり，「ふれあい

サロンろうじ」が活動している集会所はその

内６か所である。 

イ 組織体制  

老司公民館は，館長１名，主事１名，補助要員４名（その内１名が公民館の業務

を有償ボランティアとして協力。）で運営している。集会所には，管理人はいるが常

駐はしていない。 

ウ 地域課題  

老司校区の総人口は，約 8,600 人であり，高齢化率は，福岡市 21.8％，南区 22.8％，

老司校区 29.2％で市，区の平均を大きく上回る。高齢者をいかに地域参画させるか

が課題で，老司校区の民生委員児童委員協議会，社会福祉協議会，まちづくり協議

会などと連携し講演会，健康教室，生活相談室等を実施している。老人会（シニア

クラブ）も活動しているが役員のなり手不足で会員数の減少が続いている。その中

で高齢者へ積極的に働きかけ社会参加を促しているのがボランティア団体「ふれあ

いサロンろうじ」である。 

 

（２）ボランティア団体「ふれあいサロンろうじ（以下，ふれあいサロン）」の概要 

ア 設立の経緯  

二十数年前，校区内でひきこもり高齢者を家から外へ連れ出す方策が議題となり，

体力維持や病気対策など健康を中心としたテーマの講演会を続けてきた。しかし，

２－１ 福岡市老司公民館 

～引きこもり高齢者などの社会参画を促す「ふれあいサロンろうじ」の活動～ 
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高齢者に何が必要なのか，ひきこもり高齢者は 

どのような支援を望んでいるのか，他の事業と 

差別化を図るには何をすべきかなど何度も議論 

をした結果，身近なことで，参加者自身が仲間 

と一緒に体や頭を使う内容に集約された。 

開催場所は，足腰が弱い高齢者が通いやすい 

場所での開催要望があり，公民館から近くの集 

会所へ変更した，同時に，これまで不定期で開 

催していたが定期に開催することになった。身 

近なテーマ，身近な集会所で開催するようになり,参加者は増加している。 

イ 組織体制 

老司校区民生委員児童委員（19 人）と補助員（ボランティア 26 人）で構成して

いる。校区内６集会所で開催しており，テーマに応じて南区社会福祉協議会，南第

６地域包括支援センター，介護施設関係者に参加を依頼している。 

  ウ ボランテイア団体の使命 

高齢者自身が安心して日常生活ができる自立支援，地域参画できる支援を使命と

している。 

 

（３）ボランティア活動の実際 

ア ボランティア活動の概要 

ふれあいサロンを校区内６集会所で月１回開催している。時間は 10 時～12 時，

参加費１人 100 円である。対象者は高齢独居者，高齢者所帯，日中独居者。テーマ

は，参加者の要望，行政の高齢者情報，民生委員児童委員情報を基準に年間計画を

立てるが，ふれあいサロン終了後の反省会と民生委員児童委員月例会でも内容検討

を行っている。 

  イ ボランティア活動に関わる人材の発掘・養成 

民生委員児童委員と補助員でふれあいサロンを運営している。常に補助員不足で

人材を探しているが現状は難しい。今後，民生委員児童委員，補助員自身の高齢化

で交代の時期を迎えるため人材の発掘・養成が喫緊の問題になっている。 

  ウ 地域や他機関との連携 

南区社会福祉協議会，南第６地域包括支援センター，近隣介護施設の担当者には，

電話詐欺等の高齢者被害情報，介護保険の情報提供，個別の相談コーナーで対応し

てもらっている。まちづくり老司協議会，町内自治会，ふれあいネットワーク訪問

員，校区シニアクラブ連合会，公民館とは常に情報交換をしている。 

  エ ボランティア活動に係る経費 

校区社会福祉協議会助成金を財源としている。不足分は参加者から１回につき

100 円徴収している。 

 

  

【ふれあいサロンろうじの様子】
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（４）成果と課題 

高齢者が,ふれあいサロンに参加し友達が増えることで,心身ともに健全となると

ともに地域行事，自治会行事，公民館行事など地域参画の機会が増えたことが成果で

ある。また支援面で，隣近所と接触がない高齢者，家に閉じこもる高齢者，体の不自

由な高齢者などをふれあいサロンへ連れ出すことで健康面，安全面で民生委員児童委

員，地域包括支援センター，介護施設の支援体制が構築できた。 

課題として，ふれあいサロン参加者の固定化と男性参加者が少ないことが挙げられ

る。対象年齢が 60 代から 80 代で年齢に幅があることや性別による興味差があること

がテーマを設定することを難しくしている。世代を分けた開催，男女別の開催等を検

討し,新会員の加入につなげたい。 

 

（５）今後の方向性 

老司校区の人口構成から，今後高齢化率は更に上がり,ふれあいサロンの役割は重

要となる。これから予想される問題として，①増加する高齢者の受け入れ体制構築，

②増加する高齢者独居・日中独居，高齢者所帯への対応，③規模拡大，魅力あるふれ

あいサロンにするための予算確保，④ボランティアのなり手不足などが挙げられる。 

①②については，現在公民館で，出入り自由・お茶駄菓子無料，テーマなし，社協

相談員，デイケア相談員対応の「カフェふくろう」を毎月第４金曜日の午後に開催し

ているが,この「カフェふくろう」の縮小版を各集会所で開催すれば解決可能と考えて

いる。  

③については，ふれあいサロンが必要な組織であることは，まちづくり老司協議会

も十分認識しているので協議を重ねれば解決できる課題である。 

④ボランティアのやりがいに結びつく「役立ち感」「達成感」を訴え,「ふれあいサ

ロン」の補助員を募っているが協力者は少なく苦慮している。超高齢化が進み，それ

に伴いふれあいサロンの役割，内容も変化してきた。絶えずアンテナを張り利用者の

ニーズに合ったふれあいサロンの運営を目指す。 

 

（事例報告者） 

所属 氏名 

福岡市老司公民館館長 宮本 喜八郎 

老司校区民生委員児童委員協議会会長 

老司校区社会福祉協議会会長 

吉田 紀美子 

吉田 康雄 
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２－２ 名古屋市鶴舞中央図書館 

～図書館案内ボランティアグループ「なびぼらの会」活動報告～ 

 

（取組の概要） 

鶴舞中央図書館では，職員では行き届かない簡易な館内案内や利用者の質問への対応

のために，案内ボランティア「なびぼらの会」が活躍している。図書館との情報交換や

図書館についての研修を行いながら，図書館と利用者の間をつなぐボランティア活動が

行われている。 

（事例報告先） 

名  称 名古屋市鶴舞中央図書館 

連絡先等 住所：〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞一丁目１番 155 号 

TEL ：052-741-3131  FAX ：052-733-6337 

URL ：https://www.library.city.nagoya.jp/guide/m_tsuruma.html 

 

（１）施設の概要と地域概況 

ア 沿革 

鶴舞中央図書館は，大正 12 年に市立名古屋図

書館として開館した。昭和 39 年に，名古屋市図

書館の組織改編で中央図書館となり，鶴舞中央図

書館と改称した。昭和 59 年に現在の施設に改築

され，新装開館した。延床面積 11,285 ㎡，所蔵

冊数約 140 万冊であり，名古屋市の中央図書館と

して資料を保存提供している。また視覚障害者へのサービスのために，昭和４年から

点字文庫が併設されており，現名古屋市図書館の障害者サービスの拠点となっている。 

イ 組織体制 

資料の収集・整理及び全館オンラインシステムの管理を行う整理課，資料の貸出返

却・調査相談など市民へのサービスを行う奉仕課，中央図書館及び名古屋市全図書館

の予算管理・総務等を行う庶務係に，53名の職員が配置されている。職員のうち司書

は 39名となっている。 

ウ 地域課題 

名古屋市図書館 21館では，おはなし会等の児童サービスボランティア，障害者のた

めの点訳・音訳ボランティア，図書の修理ボランティア等全図書館で約 800 名ボラン

ティアが活動している。その中でも「なびぼらの会」の活動は図書館と利用者を結ぶ

特徴的なものである。図書館でのボラティア活動については,保険加入等の活動環境

の整備や，補助金申請による活動資金の確保が今後の課題であると考えている。 

 

（２）ボランティア団体「なびぼらの会」の概要 

ア 発足の経緯 

平成 21 年に NPO 法人生涯学習ネットワークにより「図書館案内ボランティア養成

講座」が開催され，受講者の中より５名が「図書館案内ボランティア」グループを立

【鶴舞中央図書館】 
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ち上げ，平成 22年より「なびぼらの会」（ナビゲーションボランティアの略）の呼称

で「生涯学習研究会なごや」の支援により活動が始まった。「図書館案内ボランティア

養成講座」は，回数を重ね,会員は平成 30年に 30名となった。 

イ 運営組織 

（ア） 組織と運営 

会員の増加とともに会長・副会長・会計・会計監査・総務委員を選任し,運営体制・

規約等の整備が進んだ。会員の資格要件は,発足当初より「養成講座修了者で総会の

承認を得ること」としており今も継続している。 

毎月１回定例会を開催し，前月の案内件数と内容の検証，翌月の案内担当者決定

を行っている。その際，鶴舞中央図書館の行事・イベント予定など案内活動につい

ての情報を担当司書より助言を受けながら運営している。 

（イ） 活動経費 

会の運営は会員の年会費（2,000 円／年）を基本としている。経費の主なものは

総会，定例会，役員会資料の作成費，研修会講師謝礼，消耗品費等である。 

ウ ボランティア団体の使命 

「なびぼらの会」は，「鶴舞中央図書館」を初めて利用する来館者にとっては安心し

て声を掛けることができる存在であり，貴重な支援活動となっている。利用に慣れた

市民へは図書館の催し・イベント・新しい企画予定の案内など各種の情報提供が可能

である。会員が図書館情報を共有し，自ら学んだ成果を活かしながら，市民の図書館

利用と生涯学習をサポートし支援する働きがあると考えている。 

 

（３）活動内容 

ア 活動日と活動時間 

「なびぼらの会」は平成 22年度より案内活動を開始し，平成 26年度までは土曜日

のみ，平成 27年度より不定期に日曜日の活動も増やし，平成 30年より全日曜日も案

内日とした。土曜日は午前・午後，日曜日は午後に活動している。 

イ 案内活動の内容 

会員は入口正面のカウンターで案内活動をしてい

る。カウンターには図書館案内に必要な各種の資料

を掲示し，多岐にわたる質問に対応している。案内

活動の内容を日誌に記録している。過去の実績は活

動日数年約 80日，案内件数は年約 1,900 件である。 

なお，会員が案内活動を行うに当たっては，安全

のため愛知県社会福祉協議会主管のボランティア保

険に個人会員名で加入している。 

 

（４）会員の募集と育成 

ア 新規会員募集「ボランティア養成講座」の開催 

  会員は養成講座受講が必須であり,新規会員募集のためこれまでに平成 21年度より

７回の養成講座を開催している。 

  

【なびぼらの会活動風景】 
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イ 会員のスキルアップ研修会・視察会の実施 

（ア） 名古屋市女性活動研究委託事業の受託 

名古屋市の研究委託事業を平成 26 年度から隔年で受託し活用している。平成 30

年度は「名古屋市の歴史・文化と観光の魅力を探る」をテーマに実施した。 

（イ） 視察会・研修会の実施 

     平成 30年度は安城市図書情報館「アンフォーレ安城」「有松町並み視察会」令和

元年度は「鶴舞公園の歴史」「認知症を理解する」をテーマに研修会を実施した。 

 

（５）鶴舞中央図書館との連携 

   四季を通し，日本の伝統行事についての展示や関連参考図書の提示を行っている。ま

た，図書館行事が近くで行われている際には，積極的に案内・紹介し支援している。 

   奉仕課と「なびぼらの会」役員は，年間事業活動の円滑な推進のため情報交換会を開

催している。また図書館窓口担当者とは活動に支障となる事項の解決のため日常的に打

ち合わせを行うほか定例会においても助言を得ている。 

 

（６）「なびぼらの会」活動の将来と課題 

ア 活動の継承へ向けて 

10 年目を迎え，当初の会員の高齢化も進み，会員の意欲の活性化を継続するために

新規会員の加入を図る活動が必要である。 

（ア） 図書館案内ボランティア養成講座の開催 

引き続き開催して，活動を継承する人の育成と，若年から老年まで幅広い会員増

を図ることが必要と感じている。 

（イ） 継続的な会員のスキルアップ 

     ボランティア活動に対する関心や熱意の継続，または活動に対する満足度を向上

させる研修会及び視察会を計画する。 

イ 組織の法人化 

今後会員が増え資金額も拡大するときに，現状の任意団体で活動が可能か検討の必

要性が発生すると想定される。法人化への移行について図書館の意向も確認しつつ会

員で検討を進めたいと考えている。 

ウ 活動資金について 

活動資金は会員の会費年額 2,000 円で充当している。収入に見合った活動を実施し

運営に支障はない。隔年受託している名古屋市女性活動研究委託では４万円の経費が

補助され，会員の研修に活用している。研修会講師の招聘や視察会の経費支出につい

て補助金申請など，活動への広い理解と支援を受ける検討がこれからの課題である。 

 

（事例報告者） 

所属 氏名 

名古屋市鶴舞中央図書館奉仕課奉仕第一係長 塩沢 宏之 

なびぼらの会 志水 三千鷹，小野 博宜 
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２－３ 西宮市立郷土資料館 

～文化財調査ボランティア「西宮歴史調査団」の活動～ 

 

（取組の概要） 

平成 18 年度より市内の未指定文化財について，「地蔵」「橋梁」「街道」「寺院・墓地」

「石造物」「古文書」「竜吐水」のテーマにわかれて悉皆調査を行っている。市民等が学芸

員から調査方法の指導を受けながら，地域に眠っている歴史資料を掘り起こし台帳に記

録する。その調査成果を報告書・展示・講座・現地見学会などで公開・活用している。 

（事例報告先） 

名  称 西宮市立郷土資料館 

連絡先等 

 

住所：兵庫県西宮市川添町 15-26 

TEL ：0798-33-1298   FAX ：0798-33-1799 

URL ：https://www.nishi.or.jp/access/hakubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshiryokan.html 
 

（１）施設の概要と地域概況 

ア 沿革 

昭和 60 年，「郷土の考古，歴史，民俗等に関す

る資料の収集，保管，展示等を行い，もって市民

の教育，文化の向上に資する」ことを目的として

開館した。平成 14 年度，名塩和紙学習館を分館と

する。平成 24 年度，分館とともに登録博物館（歴

史博物館）に登録された。収蔵資料 38,519 点，入

館者数 32,522 人（平成 30 年度実績）である。 

イ 組織体制 

西宮市教育委員会社会教育部文化財課に属す。課長（館長）以下，15 名の職員（係

長１名，学芸員６名，嘱託学芸員５名，分館嘱託職員２名）が所属する。 

ウ 地域課題 

江戸時代以前の旧村落単位ごとの特徴・特性が地域に残っており，現在の課題にま

で影響を及ぼしている。また，市内には未指定の貴重な文化遺産（歴史資料）が多数

存在しているが，所在情報・現況把握ができていないことが課題であった。特に地震

等災害が発生すると文化財そのものが失われるだけでなく，所在したことさえも不

明のまま損失するため，歴史資料の情報を記録することは喫緊の課題であった。 

 

（２）ボランティア団体「西宮歴史調査団」の概要 

ア 設立の経緯と組織体制 

平成 16 年度より歴史に関心のある市民に対して実施した講座「郷土史学習会」を

経て，平成 18 年度から市内文化財調査ボランティア事業として西宮歴史調査団を開

始した。組織体制は，団長１名，橋梁・石造物・古文書・竜吐水の各調査班に班長が

１名いる。市民等は重複して調査班に参加ができる。調査班ごとに学芸員を１名～２

名配置している。 

イ ボランティア団体の使命 

市民等主体で市内未指定文化財の悉皆調査を行い,西宮の歴史資料を記録する。 

【西宮市立郷土資料館】 
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（３）ボランティア活動の実際 

ア ボランティア活動の概要 

（ア） 登録  

年度の当初に活動する調査班の登録を行う。

主な活動は各班の調査と定例会（第二土曜日午

前）である。 

（イ） 調査活動  

地蔵班では，路傍で祭祀されている地蔵を調査

対象とし，市域をくまなく踏査した。「地蔵」の

形状でなくとも，祭祀者が「地蔵」と呼ぶものは

全て対象とした。地蔵の形状・法量・記銘等を記

録するとともに，祭祀者・由緒や８月 23 日を中心に執り行われている「地蔵盆」

や「地蔵講」に関する聞き取り調査を行った。５年かけて調査した 215 か所の地蔵

については報告書にまとめた（調査活動終了）。橋梁班では，親柱があり，かつ橋

名がわかる橋梁を対象とし，所在地・属する道路・親柱の状況（法量・材質・架橋

年代等），周辺の状況を記録した。調査対象は 1,000 か所を越した。また，調査対

象となる橋の伝承等を利用者から聞き取りを行い，橋梁に対する住民の意識も記

録している。街道班では，西国街道・有馬街道・中国街道・甲山丁石道・金仙寺道

等江戸時代から近代の主要な交通路に残る道標・交通の安全を祈願して建立され

た石造物，街道に関する聞き取り，旧街道の復元等を行った。寺院・墓地班では，

江戸時代後期，神呪寺境内に西宮町人らが中心に創設した「甲山八十八ヶ所」の石

仏を３年かけて調査した。「甲山八十八ヶ所」は四国八十八ヶ所を模したミニ巡礼

地であり，各札所の本尊と石造弘法大師坐像の法量・材質・記銘を記録し報告書を

刊行した（調査活動終了）。石造物班では，市内に所在する神社に建立された石造

物の名称・法量・材質・記銘等を記録している。調査が完了した神社は 32 社，石

造物は 600 基以上あり，調査は継続中である。古文書班では，館蔵する宗旨人別帳

約 450 冊に記載された情報をくずし字を判読しながらデータ化し，旧西宮町の復

元を試みている。竜吐水班では，消防用設備である竜吐水について所在情報・法量・

製作所等の記録を行い，各地に残存する火の見櫓・地域消防団所有の消防関係器具

類等の調査を併せて行っている。各班とも調査カード等に調査成果を記録し，これ

を保存・活用している。 

（ウ） 定例会 

各班の調査活動を共有するため調査成果の報告,調査方法に関するスキルアッ

プ研修，調査員同士の交流等を行っている。調査成果を現地で解説しながらウォー

クする「西宮歴史調査団と歩く」シリーズは好評で，一般市民が文化財への関心を

持つ契機になり，調査員は「解説する」行為により，文化財の知見を深める機会と

なっている。スキルアップ研修内容は，調査用写真の撮影方法，拓本（湿拓）実習，

資料観察の方法等である。また，開催中の展覧会の詳細な解説，指定文化財及び近

隣博物館収蔵品の特別観覧を通じて実物資料の取扱いについて学んでいる。 

（エ） 活動報告会 

一年間の調査活動を報告する。調査員にとどまらず広く市民等に公開し，次年度

の参加者を募る機会としている。各班とも趣向を凝らした報告（竜吐水班の放水実

験等）が行われている。 

【西宮歴史調査団】 
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イ ボランティア活動に関わる人材の発掘・養成 

募集は，市の広報紙・ホームページ・チラシ等で行っている。養成講座は設けず，

担当学芸員から直接指導を受けながら調査活動に参加している。 

ウ 施設や地域・他機関との連携 

近隣行政の文化財所管課のシンポジウムにパネリストとして参加したり，市立図

書館で活動報告のパネル展示や講演会の講師を行ったりしている。石造物の調査法

の講師を務めた調査員もいる。 

エ ボランティア活動に係る経費 

主な経費は，傷害保険加入料，印刷製本費（年報）である。 

 

（４）成果と課題 

市内に所在する膨大な未指定文化財の情報は，当館の職員のみでは把握しきれなか

った。市民とともに調査活動を行うことで，5,000 枚を超える調査カードが作成され，

未周知であった文化財の情報を得ることができた。 

調査成果については，一年間の活動をまとめた「年報」，調査報告書（「甲山八十八ヶ

所」，「西宮の地蔵」），展覧会４回（パネル展示「郷土史を学ぶ」，特集展示「西宮神社

の石造物」等），現地見学会４回，講演会４回（市民が語る「西宮いまむかし物語」＠

にしきた等）等で公開し,文化財の周知にも努めてきた。報告書「甲山八十八ヶ所」は，

産業文化局と西宮観光協会で実施する「まちたび」のプログラムに組み込まれ，当日配

付用のテキストとして使用され，現地を案内する講師を調査員が務めている。ボランテ

ィア活動の調査対象としている文化財以外の文化財にも関心を寄せる調査員が増え，

文化財保護意識が醸成されていると感じる。 

課題としては，次の５点があげられる。 

１ 主な活動が平日ということもあり，参加者の年齢層が高い。 

２ 市域が南北に長いため，北部地域の市民が参加しにくく，北部での現地調査は

調査員の移動時間や費用の点で負担がかかる。 

３ 班活動のみの調査員もあり，全体としてのまとまりにやや欠ける。 

４ 調査員がやや受動的で，積極的な意見・要望等が出にくい。 

５ ボランティア活動を行える常設の施設（ボランティアルーム）がない。 

 

（５）今後の方向性 

一人でも多くの市民等に周知し,文化財愛護精神が醸成されるよう調査活動を継続

するとともに，関連する文化財関連団体との連携を強化し，文化財に対する共通認識を

持ち活動の幅を広げていきたい。地味な調査活動の価値づけを行うことで，調査員のモ

チベーションをあげ，より自発的な調査活動に発展させていきたい。また，地域課題解

決にはまず地域を熟知することが必要であるため，このボランティア活動を通して，居

住する地域の歴史や特徴等を知ってもらい解決の足掛かりとなるような活動を今後も

模索していきたい。 

 

（事例報告者） 

所属 氏名 

西宮市立郷土資料館係長 俵谷 和子  
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２－４ 前橋市児童文化センター（前橋市教育委員会青少年課児童文化センター）  

～主体的・協働的ボランティア活動に向けての取組～ 

 

（取組の概要） 

前橋市児童文化センターのボランティアは，以前より自主的・意欲的にそれぞれの得意

分野を生かして活動してきた。その後，ボランティアが組織化されたことを契機に，新た

な活動や主体的・協働的な活動が展開されるようになり，子供たちを支える活動が，より

多様で豊かなものとなっている。 

（事例報告先） 

名  称 前橋市児童文化センター（前橋市教育委員会青少年課前橋市児童文化センター）

連絡先等 

 

住所：〒371-0013 群馬県前橋市西片貝町５丁目８ 

TEL ：027-224-2548   FAX ：0272-43-8361 

URL ：https://www.city.maebashi.gunma.jp/kosodate_kyoiku/5_1/18460.html 
 

（１）施設の概要と地域概況 

ア 沿革 

前橋市児童文化センターは昭和 44年，交通事

故から子供たちを守るための安全教育（自転車

教室），及びプラネタリウムを活用した科学教育

を核としてスタートした。その後，子供たちの多

様な興味・関心や社会性を育む科学・文化教室や

クラブ組織を次々に展開し，子供たちの学びと

遊びの活動交流拠点としてその営みを続けてい

る。平成 24年には，新館がオープンし，平日に

おける教育課程の実施（自転車教室，天文教室，

環境教室）のほか，休日等における子供主体の多様な社会教育活動，小図書館や淡水

生物の小水族館の運用等を展開している。さらに屋外の活動の場として大型遊具のあ

る交通学習ゾーン，広々とした芝生広場，綱渡りや木登り・どろだんご作りなどに子

供たちが挑戦する冒険遊びゾーン，EVゴーカートも含めたゴーカートの運営（委託管

理）など多様な取組を進めている。現在は年間約 45万人の来場者を迎える社会教育施

設として運営が進められている。 

イ 組織体制 

児童文化センターは前橋市教育委員会青少年課に所属し，館長，二つの係（交通・

天文係，環境教育係），庶務，用務技師（バス運転士を兼務），非常勤職員，計 35名で

構成されている。多くの職員は教職経験者若しくは教員免許保持者となっている。 

ウ 地域課題・・・現代の子供たちの育ちに関する課題 

前橋市は人口 34 万人の県庁所在の中核市である。地方都市の人口減少傾向は本市

にも及び，子供たちの教育環境に大きな影響を与えている。特に少子化・核家族化の

進む環境の中で，子供たちが多様な価値観とその葛藤の経験を通して，たくましく自

立して生きていく力や，子供が自分自身で危険を回避したり，困難を乗りこえたりす

る力を身につける機会が減少してきている。こうした子供たちの育ちの課題は，児童

文化センターととも活動している市民のボランティア活動の契機ともなっている。 

【児童文化センター】 
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（２）ボランティア団体の成立と概要 

阪神・淡路大震災の際のボランティア活動は，多くの市民に「ボランティア」の意義

を印象づけた。その中で，読み聞かせや紙芝居の上演などの活動をしている人たちが，

ボランティアとして「子供たちと一緒に活動したい」と児童文化センターに集まり始め

た。竹とんぼや風車等のものづくり，手品，冒険遊び，自然体験など，それぞれの得意

な分野での活動がスタートし，平成 14年，児童文化センターにボランティアの会が成立

した。その後，ボランティア同士の交流を通しての研修や学び合い，活動の質の向上等

を目指して，平成 24年会の組織化が実現した。 

 

（３）ボランティア活動の実際 

   あるボランティアの方が「私は定年後の自分にこれ

ほど充実した生活が待っていようとは思わなかっ

た。」と述懐しておられた。ボランティアの現会長はボ

ランティア活動について，｢大切なことは，誰もが楽し

く集える場を創ることである。取捨選択するのは子供

たちであり，大人の都合ではない。」と述べている。主

体的な協働を意図するボランティアの存在が，児童文

化センターに来館する子供たちの活動を，より多様

に，より豊かに支えている。 

ア ボランティアの主な活動内容 

現在ボランティアの会は，会を統括する会長，活動の推進役となる７名のコーディ

ネーター及び 70 名あまりの会員で組織されており，活動は個々のボランティアの活

動と会としての組織的な活動を両輪としている。会長，コーディネーター及びセンタ

ーの職員からなる「コア会議」を毎月開催して情報共有や活動の計画，準備等を行っ

ている。 

   （ア） 児童文化センター主催の各教室やクラブ活動の補助（時に講師も） 

     ボランティアの活動は「こども春まつり」「こども秋まつり」「夏季教室」等にお

ける子供たちの活動の補助や教室の主催，多い日は４千人を数える来館者の案内や

整理，学びや遊びの補助など繁忙を極める。センターの職員は教室等の教育活動と

全体的な管理に専念することができる。ここでは職員による指示的な活動から，ボ

ランティアの主体性を生かした協働的活動になるよう双方の意識化と分担等の具

体化に努めている。 

   （イ） 子供たちの多様な学びや遊びの支援 

基本的にはそれぞれのボランティアの得意分野を生かした子供たちのための活動

を，適した場所で計画・実施している。必要に応じて子供たちの多様な活動を支援

する。特に「冒険遊びゾーン」におけるプレイリーダーとしての役割は，危険防止

のための管理とともに，ボランティアの創意と工夫を生かした子供たちの豊かで主

体的な遊びを目指して活動している。 

   （ウ） ボランティアの会の主催する活動の企画及び実施 

ボランティア活動全体の年間のまとめとして「サンキューまつり」（後述）の実施

やボランティア会員の特技を生かした実技研修などが実施されている。ボランティ

ア活動の主体性が最も発揮される活動場面でもある。 

  

【ボランティア活動の様子】 
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イ コア会議における検討と具体的な実践 

   （ア） 会員相互の交流の促進 

ボランティア活動における人間関係や幅の広がり，質の向上等を目指して，組織

的なボランティアの活動として交流会や実技研修会等が実施される。会員それぞれ

がボランティア活動の意義，子供に育みたいもの，一人一人のボランティアとして

の活動の広がり等を目指して実践されている。 

（イ） 活動の相互サポート 

個々のボランティアの活動においては相互サポートが必要になる。互いに活動を

補い合うこと，会員相互の協働意識の向上，その中で，特に青少年も含めた新しい

メンバーを育てるという発想と働きかけの具体化を図ることを目指している。 

   （ウ） 他の施設のボランティアの活動の視察 

     他の施設・機関のボランティア活動の視察をし，そのよさを知るとともに自分た

ちの活動の振り返りの機会とする。他活動に関する知見と自分たちの活動のよさの

自覚につながっている。 

   （エ） ボランティア活動の価値を振り返る「サンキューまつり」の実施 

日頃のボランティア活動の価値と充実感，そして幸福感をもとに「サンキューま

つり」を実施し，ボランティアの会による活動に参加してくれる子供たちへの「あ

りがとう」を言う機会とする。子供たちが来てくれることで自分たちの生きがい，

やりがいが自覚できることに気付いた。「子供が主役」のはずの活動が，いつの間に

か自分たち本位の活動になってしまってきたことへの反省と振り返りが活動の質

を高める。「まつり」の様々な取組の中で，「サンキューまつりにふさわしいプログ

ラム」が作られ，その取組がボランティアの主体性と協働を鍛えることとなり，頼

まれ仕事でない主体としてのボランティア活動の実践の場となっている。 

ウ ボランティア活動に係る経費 

主な経費は，傷害保険加入料，印刷製本費（年報）である。 

 

（４）おわりに 

前橋市教育委員会では，教育振興基本計画において目指す人間像として「多様な人と

協働しながら，主体的・創造的に社会を創る人」を掲げている。この目指す人間像は，

正に主体的で協働するボランティアの姿を示したものと言ってもよい。 

   奉仕活動，ボランティア活動は人が必要な場面，状況で生まれることが多い。かつて

「人手不足ならボランティアに頼めばよい」という「使役的ボランティア活動」とでも

呼ぶべき状況が見られたこともあった。しかし，災害時の切羽詰まった状況の中で活動

の典型として実践されるボランティア活動においても，基本は自発型であり，その根底

にある社会参加とそれによってもたらされる，自己有用感と自己存在に関する充実感に

十分な配慮が必要である。ボランティア活動の中での自己有用感は，自己肯定感を高め

るとともに自己存在感の自覚を促す。他人とともに協働する中で得られる「社会的自己

存在感」は地域社会の担い手としての人間形成・協働社会の成立にとっても重要である。 

 

（事例報告者） 

所属 氏名 

前橋市教育委員会児童文化センター館長 佐藤 博之 
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第３節 実践事例報告Ⅱ 

（平成 22 年度報告書掲載事例「その後」） 

 
 
 

先⾏研究である「体験活動ボランティア活動⽀援センターの役割に関する調査研究報告
書」（平成 22 年度社会教育実践研究センター発⾏）において，実践事例報告のあった事例
の中から，現在も継続してボランティアの学びを地域課題解決学習に⽣かしている事例を
選択し，実践事例報告を依頼した。 

 都道府県 対象 事例 

３−１ 広島県 
⼤野⼦ども体験活動・ボラ
ンティア活動⽀援センター 

社会教育委員と⾏政協働ではじめた
⼦供⽀援事業 

３−２ 埼⽟県 さって⼦どもセンター ⼦供による⼦供のための情報誌づくり 

 

 

 

 

 

 



第３節 実践事例報告Ⅱ（平成22年度報告書掲載事例「その後」） 

 

（取組の概要） 

「大野子ども体験活動・ボランティア活動支援センター」は，平成14年に家庭・学校・

地域が具体的な活動を通して子供たちを育む拠点として開所した。平成16年には，子供た

ちが自ら考え仲間とともに行動する『ビッグ・フィールド大野隊』が誕生し，行事カレン

ダーづくりなど多様な活動を展開している。 

（事例報告先） 

名  称 大野子ども体験活動・ボランティア活動支援センター 

連絡先等 住所：〒739-0478 広島県廿日市市大野1328（大野市民センター内） 

TEL ：0829-55-3251  FAX ：0829-55-3252 

 

（１）活動拠点の概要 

ア 広島県廿日市市 平成17年合併完了（世界遺産宮島を含む１市３町１村で合併） 

面積489.48㎢，人口117,167人，小学校17校，中学校10校（小中一貫校３校） 

  イ 活動拠点 旧大野町 人口27,465人 小学校２校 中学校２校（小中一貫校1校） 

    大野市民センター，大野東小・中学校，現大野学園（旧大野西小・大野中) 

 

（２）大野子ども体験活動・ボランティア活動支援センターの概要 

廿日市市と合併以前の旧大野町では，社会教育委員が「生涯学習によるまちづくり」と

「子どもたちの健全育成」をテーマに自主勉強会を行っていた。その後，二つのテーマを

「まちづくりは人づくり～未来を担う子どもたちに今できること～」の一つにまとめ，手

作りの生涯学習啓発事業を展開するとともに，平成13年（パートⅠ）と14年（パート

Ⅱ）には，フォーラムを実施した。教育委員会の支援のもと，フォーラムには，PTAや子

ども会育成連絡協議会，社会教育委員など子供に関わる多くの団体や学校の先生の参加が

あり，そこでの参加者は，課題解決型ワークショップを通して多くの課題に気付くことが

できた。大会で終わりがちな事業が多い中，当時の教育長（現・当支援センター長)が課題を解

決するために国の施策「地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業」を受託

し，家庭・学校・地域が具体的活動を通して子供たちを育むための拠点として，平成14

年に『大野子ども体験活動・ボランティア活動支援センター』（以下，大野子ども支援セ

ンター）を開所した[旧大野中央公民館・現大野市民センター内]。そして，平成16年の

通学合宿サミットでは，まちづくりは人づくりパートⅡで協議し提案された課題解決に向

けた具体的な方策を各団体で共有し，実施に向けて動き出した。それが『ビッグ・フィー

ルド大野隊』へとつながった。 

 

（３）ボランティア活動の実際 

  ア ボランティア活動の概要 

活動の実施に当たって，地域の大人は見守り隊というボランティアスタッフとして他

薦で登録する。「子供たちをお客様にしない」を合言葉に，子供たちの頑張りには本気で

３－１ 大野子ども体験活動・ボランティア活動支援センター  

～社会教育委員と行政協働ではじめた子供支援事業～ 

― 72 ―



ほめ，危険な行為等には本気で叱った。子供たちの

考える力や協働する力を育てていくために，どの活

動も準備から片付けまでの全てを子供たちに任せ，

大人はひたすら待ち，見守ることを徹底した。その

結果，子供たちは大人から信頼され任されることに

誇りと自信をもち，自主的に活動する喜びに目覚め

ることができた。当初，「お寿司づくり」の講座と地

域の方々の見守りの中で地域の集会所で実施する

「通学合宿」が行われていたが，その後，活動に参加した子供たちから活動をさらに広

げ，深めたいとの声があがり平成 16 年５月には子供たちが自ら考え仲間とともに行動

する『ビッグ・フィールド大野隊』が誕生した。太い巻寿司や長い巻き寿司（45ｍ）に

挑戦する「まきまきクラブ」，様々なイベントで清掃活動を行う「美化ぴか隊」，中学生

が講師となって小学生や幼児を遊ばせる「おもちゃのチャチャチャクラブ」，地域の方か

ら野菜づくりを教わり，漬物を作る「つけもの研究クラブ」など様々なユニークなクラ

ブが誕生した。また，自分たちの活動を継続していくために，数々のイベントに参加し，

焼きそば販売や自分たちで作った漬物を販売するなどして活動資金を積み立てた。小学

１年生から中学生まで異年齢の子供たちが集い，豊かな発想と頑張る姿に，見守る大人

たちは元気をもらった。 

イ 継続している活動 

国や県から次々と子供たちを育むための施策が打ち出されたが，実際の現場では，補

助金が打ち切られるとほとんどの事業は自立できないまま断ち切れていく様子を目にし

ていた。そこで，旧大野町では，事業を継続できるよう大野子ども支援センターが核と

なって人・もの・場をつないでいった。その取組の成果もあり，現在，大野子ども支援

センターは，地域学校協働本部の大きなネットの中で，より多くの地域の方の参加のも

と，子供たちや学校運営を支える応援団として活動を続けている。 

（ア） 20年発行し続けた行事カレンダー 

旧大野町は，周辺の町村とともに広域な佐伯郡子どもセンターを立ち上げていた。

しかし，合併（最終・平成17年）を機に周辺の町村が子どもセンター事業から撤退

していった。最終的に旧大野町が単独で残り，大野子ども支援センターがこの事業を

引き継いだ。大野子ども支援センターでは，地域の大人が見守る中で，ビッグ・フィ

ールド大野隊の子供たちが中心となって，年一度発行の行事カレンダーづくりが行わ

れた。行事カレンダーづくりを大野子ども支援センター事業と一緒にしたことで，情

報提供だけでなく，その時々の必要に応じた体験や，ボランティアの場を提供できる

こととなり，活動の幅が広がった。また，平成14年のまちづくりは人づくりパート

Ⅱでは，地域と学校の情報共有が課題として挙げられていたが改善することができ

た。当初は情報を集めるだけでも困難だった行事カレンダーづくりが，今では地域学

校協働本部の調整会議の中で学校がいち早く次年度の予定を提示している。それをも

とに各地域で子供の参加できる行事の日程調整が行われ，大野子ども支援センターが

集約する。当初５月から翌年４月までの掲載が精一杯であったが，今では年度初めの

４月から翌年３月の情報掲載となり，学校・保護者・地域にとって便利なカレンダー

となっている。しかし，発行のための資金は，前述ビッグ・フィールド大野隊が積み

立てた基金を取り崩しての発行であり，間もなくその資金も底をつく。 

【美化ぴか隊】 
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（イ） 放課後子ども教室 

平成17年頃は，働く保護者の子供たちには留守

家庭児童会があったが，逆に家に帰っても遊ぶ友達

や，安心して遊べる場がどんどんなくなっていく現

状があった。そこで，子供の居場所づくりのため

「地域子ども教室推進事業」を取り入れ，東西の小

学校で放課後子ども教室を開始した。子供たち（小

１～３年）は，ランドセルを背負ったまま，週２回

図書室に集合し，お箸の正しい持ち方や，風呂敷，

ロープ，小刀などの使い方を地域の見守り隊の方々に教わり，体験終了後，決められ

た時間内で宿題を済ませる。最後の30分は，遊ばせ隊（ビッグ・フィールド大野隊

の小４～６年)が遊びやゲームを考え，楽しいひと時を過ごす。子供たちは，遊びを

通して〝がまん″をすることを自然と身に付けることができた。放課後子ども教室

は，地域学校協働本部事業の中で，子供たちを支える活動の一つとして，支援が途切

れることなく継続している。 

  

（４）成果と課題  

ア 成果 

旧大野町は，今なお人と人との関わりを大切にする土壌があり，「まちづくりは人づ

くり」を合い言葉に子供たちを育むという共通認識をもってきた。地域の人たちが子供

たちへの熱い思いで見守り隊をつなぎ，児童・生徒が楽しく学校に通えるための様々な

工夫を学校と協議し，双方向で即プログラム化してきた。ともすれば何か新たに事業を

始める時，各団体がこれまで培ってきた歴史や思いを断ち切る場合もあるが，旧大野町

では常に，新たな大きなうねりになるよう取り込む工夫がなされたことが大野子ども支

援センターを継続できている要因だと考える。おかげで私たち見守り隊はたくさんの信

頼できる仲間に出会え，共に多くの学びと，社会貢献事業に携わってきた自負や喜びを

頂けた。また，大人たちが様々な場面で，各人の力が発揮できる工夫や支え合う姿をみ

て，子供たちは，リーダーシップだけでなく，メンバーシップの大切さも学んでくれた

ことは大きな成果だと思う。 

イ 今後の課題  

気が付けば17年の歳月の中で，当初から核となるメンバーが変わらず子供たちを育

み，活動を継続してきた。しかし，後期高齢者が大半をしめ，次世代は今なお仕事を継

続せざるを得ない中，とてもボランティア活動には誘えないのが現実である。何より

も，子供たちを取り巻く環境も大きく変わり，保護者の考えが多様化する中で，時間を

かけて子供たちの考える力や協働する力を培う必要感が薄れている。一方で，個別の支

援を必要とする子供たちは年々増え続けている。私たちが継続してきた人と人との関わ

りを大切にし，子供の有用感や達成感を大切に〝見守る″〝待つ″活動を現状のニーズ

に合わせながら継続していけるよう模索している。 
 

（事例報告者） 

所属 氏名 

大野子ども体験活動・ボランティア活動支援センターコーディネーター 川田 裕子 

【放課後子ども教室の様子】 
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３－２ さって子どもセンター                

～子供による子供のための情報誌づくり～ 

 

（取組の概要） 

「さって⼦どもセンター」は埼⽟県幸⼿市教育委員会社会教育課に設置された⻘少年
の体験活動や家庭教育⽀援を推進する組織であり，市⺠と⾏政が協働で運営している。
年３回発⾏の情報紙「わく²幸⼿っ⼦プチ」は，⼦供たちが⾃ら取材・校正を⾏っている。
そのほか，夏休み等の⻑期休暇にバスツアーを⾏うなど，年間を通じて体験活動の普及
に努めている。 

（事例報告先） 

名  称 さって子どもセンター 

連絡先等 住所：〒340-0192 埼玉県幸手市東４－６－８ 

TEL ：0480-43-1111   FAX ：0480-42-5803 

URL ：https://www.city.satte.lg.jp 

 

（１）ボランティア団体「さって子どもセンター」の概要 

ア 設立の経緯 

    平成 16 年度まで文部科学省の補助を受け実施した，「さって子ども体験活動支援

センター」の事業を引き継ぎ，平成 17 年度より市独自事業として再出発した。子供

たちに社会性や思いやりの心など豊かな人間性を育てることを目的とし，学校内外

や地域の体験活動・ボランティア活動に関する情報収集・提供・指導者の登録・紹

介などを行う組織として設立された。 

  イ 組織体制 

    「さって子どもセンター」（以下，子どもセンター）は，幸手市教育委員会社会教

育課に設置されており，同課主査・社会教育主事が事務局を担っている。子どもセ

ンターには，教育委員会が委嘱した４人のコーディネーターと 10 人余りの子ども

編集部員「サーチ隊」が配置されている。子どもセンターが行う役割は，①情報紙

「わく２幸手っ子プチ」（年３回発行・各 3,000 部）の編集，②壁新聞「さてライト

新聞」（年３回発行・20 部）の編集，③子ども編集部員「サーチ隊」の活動支援，④

「夏休みバスツアー」「冬休み体験教室」の運営などである。 

 

（２）ボランティア活動の実際 

ア ボランティア活動の概要 

（ア） 継続している活動 

（１）イで示した情報紙・壁新聞の発行，サーチ

隊の活動支援，夏休みバスツアー，冬休み体験教

室は，いずれも継続して実施している。サーチ隊

は毎年 10 人程度を公募する。対象は小学４年生

から小学６年生としていたが， 小学校を卒業し 【サーチ隊編集会議】 
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ても活動を継続したいとの申出があり，現在は中

学３年生まで対象を拡充している。サーチ隊が取

材した内容を中心に情報紙を作成している。活動

を通じて，サーチ隊の隊員の成長をいろいろな場

面で感じることができる。隊員相互の親睦が深ま

るだけでなく，目上の方への挨拶がしっかりでき

るようになったり，協力して行動することができ

たりするなど，社会性や協調性が育まれている。

この活動の要となっているのは，各事業の企画・運営を担っているコーディネー

ターである。コーディネーターは PTA 会長経験者など，日頃から小学生との関わ

りが深く，小学生や親子で楽しめる施設・関連イベント情報などの情報収集に長

けており，また，情報紙の編集・企画などに役立っている。設立当初から携わっ

ている方が多く，新たな人材の発掘・育成が課題である。夏休みバスツアーは，

対象が小学１年生から小学６年生とし，例年好評のため，現在は７月と８月に２

回開催し，延べ 60 名が参加している。多くの子供たちが事業に参加できる環境を

整えている。このほか，各事業の実施には，原則として「対象学年を制限しない」

「対象地域は市内全域」「参加費は 500 円以内」を掲げており，家庭環境などに左

右されず，子供なら誰もが気軽に参加できる工夫をしている。事業の申込みには，

公民館等の受付箱のほか，電子メールの受付も可能とし，保護者の負担軽減にも

考慮している。 

（イ） 廃止になった活動 

     社会教育課からの要請を受けて，放課後子供教室（土曜日に公民館を拠点とし

た取組）の運営を担っていたが，地域との連携した運営が適わず現在は廃止とな

った。  

イ ボランティア活動に関わる人材の発掘・養成 

    コーディネーターは子育て中の親に積極的に参加してほしいと考えているが，活

動時間帯が合わない，土日の活動に支障があるなどの理由で継続できない方もいた。

設立当初から携わっている方が多く，継続的な事業実施のために，新たな人材の発

掘・養成が求められる。 

  ウ 地域や他機関との連携 

    体験教室の講師，また，市内への取材など，必要に応じて地域の団体や住民に協

力を得て実施している。平成 30 年度の冬休み体験教室では，竹とんぼ，缶ぽっくり

づくりの指導者として地域住民に講師を依頼した。 

  エ ボランティア活動に係る経費 

    コーディネーターには，１回 2,000 円の謝金が市から支払われている。 

 

（３）成果と課題 

   子どもセンター事業には年間 100 人余りの参加があり，これは，平成 31 年度児童

数で算出すると，市内小学生の 23 人に１人の割合に当たる。これだけ多くの子供が集

まる主な理由としては，まず，事業が夏休みや冬休みに開催されていることがある。

【夏休みバスツアー】 
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「長期休暇には普段できない体験をさせてみたい」という保護者のニーズと重なるた

め事業への関心が高いと考えられる。また，活動報告を情報紙及び壁新聞により掲載

しており，子供や保護者は各家庭や小学校などで身近に情報を得られる機会がある。

この情報提供と事業実施の両輪で運営している体制が相乗効果を上げている。子供の

中には，１日の事業参加がきっかけとなり，１年間活動のあるサーチ隊員へとつなが

るケースも少なくなく，子供が段階的に事業に関われる仕組みが構築されている。  

子どもセンターのコーディネーターは，企画・情報紙の編集など，役割は多岐にわ

たる。毎月２回ほどコーディネーター会議を開催し，情報の共有を行っているほか，

作業を分担して各個人の負担がないように配慮している。また，事業参加者の安全対

策についても逐次，確認を行っている。今後の課題としては，コーディネーター養成

が挙げられる。これまでコーディネーターが培ってきたスキルやノウハウを継承でき

るよう，養成研修の実施を検討していきたい。 

子どもセンター事業の取組を始めて 10 年以上経過している。計画の策定に至って

は，これまでの経験を生かすとともに，年間テーマを設定することで，最新の話題や

社会環境を踏まえた事業の実施ができていることから，今後もこの手法を継続してい

きたい。 

   年間テーマ：平成 27 年度「アート」，平成 28 年度「水」，平成 29 年度「宇宙」，平

成 30 年度「乗り物」，平成 31 年度「オリンピック，パラリンピック」 

 

（４）今後の方向性 

   小学生は非常に多感な時期であり，この年代に様々な体験活動をすることは，子供

の成長にとって大変有意義なことである。また，子供は保護者や学校の先生以外の大

人と関わりを持ち，社会性を育むことができる。子どもセンターのコーディネーター

（ボランティア）活動は，地域住民が，地域の子供を見守り育てるという教育的な効

果が期待されることから，今後とも継続して事業を実施していきたい。 

   青少年育成を目的として活動している団体はあるが，少子化の影響により活動の低

迷，会員の減少などの課題を抱えている。今後の活動においては，子どもセンターが

市内関係団体のハブとなり，他団体との連携や，市内全域での青少年活動の促進につ

ながる役割を果たすことも検討して参りたい。 

 

（事例報告者） 

所属 氏名 

幸手市教育委員会社会教育課主査・社会教育主事 菊地 万里子 
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第４節 実践事例から見えてくるもの 

 

（１）ネットワーク行政で公民館をコミュニティの中核基地に変える 

人と人が交わり，つながり，学びあい，分かち合う。その出会いの絆をとおして，共

に暮らしを支え合うコミュニティへと変えていく。それを可能にする好循環な学びは

どのように生み出されていくのだろうか。 

   『岡山市立岡西公民館』（岡山県岡山市）は，公民館と地域包括支援センター，保健

センターなどの生活密着型福祉行政との「安心・安全」なコミュニティ環境づくりをす

すめるネットワーク行政が生んだ先駆的な事例だ。 

高齢化の波は，全国の市町村を覆いつくしている。それを正面から見据えながら，高

齢者自身の自助・共助への意識変革をもとに，“自然で普段着”のボランティア活動を

生み出す公民館自主講座「地域のみんなでつながり隊～私たちのできること～」を企画

している。  

それを可能にするボランティアコーディネート機能は，“血縁・地縁社会”の衰退が

進む生活密着型のコミュニティにおいて特に必要とされ有効的なものだ。 

   岡山市におけるコミュニティの好循環を生み出す先駆的な公民館構想は，平成 30 年

に中央公民館を廃止し，新たに市内 37 の公民館を統括する組織，市教育委員会生涯学

習課公民館振興室を設置したことにより生みだされたものだ。 

   『福岡市老司公民館』（福岡県福岡市）は，市内の小学校単位で開設されている生活

密着型の公民館だ。二十数年前から，校区内では高齢者のひきこもり問題，健康維持や

病気対策が重要な課題となってきた。 

公民館に集う人々が話合いを重ねた結果，校区内６か所の集会所を活用して，高齢者

自身が自らの課題を設定して学びあい支え合うボランティアグループ『ふれあいサロ

ンろうじ』を設立した。運営組織には，当事者である高齢者を中心に，民生委員児童委

員協議会，社会福祉協議会，地域包括支援センター，介護施設関係者などの専門機関も

参加する。 

 

（２）ボランティアの主体性が協働の絆を育んでいく 

全国各地に押し寄せる高齢化の波は，コミュニティ衰退の要因としてどこにでも指

摘される課題である。しかし，地域人材の高齢化をコミュニティが衰退するマイナス的

要素として断定することは発展性のない議論である。むしろ高齢者のシティズンシッ

プ意識の覚醒を誘引し，コミュニティづくりのパートナーとして高齢者の潜在的力を

必要とするプログラムをいかに多彩に企画できるかが重要な課題である。 

   広域的人材養成ネットワークとしての機能を持つ『秋田県生涯学習センター』（秋田

県秋田市）は，県内の生涯学習推進の中核機関として，ボランティア人材や団体の登録・

派遣を行う人材バンク「まなびサポート秋田」をはじめ，「あきたスマートカレッジ事

業」「ボランティア活動養成講座」「オーダーメイド型社会教育主事派遣事業」など，学

びと社会参加活動の橋渡しの役割を担ってきた。 

なかでも，「ボランティアコーディネーター養成講座」の受講者によって組織化され

た団体『ヤッホーの会』は，地域のリーダー的役割を担っている人々で構成し，県生涯

― 78 ―



学習センターと協働した，小学校の見守り，環境，子育て支援，地域のつながりなどの

生活に密着した社会課題を学ぶ学習会の企画運営を行っている。 

前橋市教育委員会が運営する『前橋市児童文化センター』（群馬県前橋市）は、ボラ

ンティアの主体性を生かした協働関係づくりを基本理念としている。活動の推進役と

なっている『ボランティアの会』は、会員一人一人の主体性を尊重しつつ、センター職

員やコーディネーターとの対等な関係による「コア会議」をもとに、子供が主役の創造

性豊かな学びや遊びを支援している。 

このような事例は，人々に秘められた“経験知”を，自らの自由な意志と表現方法で

社会に還元し，持続可能なコミュニティに変革していくボランティア活動であり，地域

課題解決学習そのものであることを示している。 

 

（３）新しい公共空間をプレゼンスする「知」の拠点としての図書館・博物館 

   『佐賀県立図書館』（佐賀県佐賀市）は，運営方針として①情報拠点としての図書館，

②中核的（基幹）図書館，③潤いある生活に役立つ図書館，④地域の課題解決を支援す

る図書館，⑤地域の文化を大切にする図書館，⑥進化する図書館の目標を掲げている。 

これらの方針は，相互に関係しあうスパイラルな機能循環のなかで図書館のクオリ

ティを高めていく。なかでも，図書館活動を支える市民の担い手として，「郷土サポー

ター」「一般サポーター」「環境美化サポーター」「イベントサポーター」と呼ばれるボ

ランティアのための学びと参加の機会を提供してきた。 

特に，ボランティアとしての知識・技術・経験を習得する学びのプロセスにおいては，

ボランティア相互の学習成果の交換が行われていることで課題解決学習の深化を生み

だしている。その一方で，ボランティア活動の自立と組織化をサポートする図書館職員

の専門的技能の習得が喫緊の課題となっている。 

   『名古屋市鶴舞中央図書館』（愛知県名古屋市）は，「図書館案内ボランティア講座」

の受講者の自主運営組織化を支援し，独立した組織『なびぼらの会』のボランティアに

よるスキルアップ研修を支援している。 

いま，図書館は，利用者の知的好奇心に応え，自己啓発に貢献することにとどまらず，

市民による市民のための公共空間の構築に寄与する役割を果たす役割が期待されてい

る。その意味から，ボランティア活動をはじめ多様な市民活動についてのスキルを学ぶ

図書や地域の特色ある活動情報の収集と資料の閲覧，活動を効果的にすすめるための

情報処理技術などを学ぶ入門講座などを提供するなど，課題解決学習の「知」の拠点と

しての役割にも注目したい。 

『西宮市立郷土資料館』（兵庫県西宮市）は，文化財調査ボランティア「西宮歴史調

査団」の組織化を支援し，資料館学芸員と協働しながら地域に眠る歴史資料の発掘調査

を行っている。調査・報告活動そのものが課題解決学習であることが特徴だ。 

   『阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター』（兵庫県神戸市）は，阪神淡路大震

災をはじめ国内外の災害の経験と教訓を伝承し，地域防災力の向上や安心・安全な市民

協働・減災社会に貢献することを目的に，語り部ボランティアが中心となり，震災経験

を基に防災・減災活動を普及し，来館者への啓発のために災害時に対応する知識や防災

意識の向上のために活動している。 
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（４）子供が主役の協働教育をすすめる体験活動ボランティア活動支援センター 

『大野子ども体験活動・ボランティア活動支援センター』（広島県廿日市市）は，国

の施策「地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業」を受託したことを契

機に，平成 14 年に『大野子ども体験活動・ボランティア活動支援センター』としてス

タートした。 

いまでも“子供が主役”のセンターとしての理念を継続しつつ，町村合併などの時代

の変革期の波に呑み込まれることなく，教育施策の変化に柔軟に対応しながら独自の

進化を遂げてきた。 

センターは，子供自らが考え仲間とともに行動するという理念を掲げている。その活

動の主軸となる，子供自らが運営するボランティア組織『ビッグ・フィールド大野隊』

は，子供自身が学びの講師を務め，ボランティア活動の企画立案や活動方法の研究，活

動のための資金づくりなどのマネジメントまで行っている。 

そうした貴重な経験知を活かして，子供の主体的な活動を支援してきた地域の大人

たちは，家庭・学校・地域を結ぶ「地域学校協働本部事業」ネットワークの構成員とし

て，地域学校協働活動コーディネーターや子供応援団としての役割を担っている。 

ボランティア団体『さって子どもセンター』（埼玉県幸手市）もまた，市民と行政が

協働で運営し，子供自身が参加するボランティア活動センターである。 

幸手市教育委員会が委嘱した４人のコーディネーターが支え手となり，子供編集部

員（サーチ隊）となって，情報誌「わく２幸手っ子プチ」や壁新聞「さてライト新聞」

を発行し，子供のアイディアを取り入れた体験学習「夏休みバスツアー」「冬休み体験

教室」などを行っている。 

こうした活動は，変化する教育課題に柔軟に対応しながら，地域の住民たちが育んだ

特色ある地域課題解決学習をすすめている自立的で持続可能な実践活動の優れた実践

事例だ。全国各地ですすめられている地域学校協働活動とリンクしたプログラムづく

りは，子供・若者の人間力，社会力，学習力を育むシティズンシップ教育への先駆的取

組へとつながっている。 

（興梠 寛） 
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おわりに ～地域の「課題解決」とともに「課題発見」ができる学びを～ 

                    
１ 時代が大きく変わることの自覚 

（１）人生 100 年時代の到来 

「人生 100 年」時代が到来する。これまで想定していなかったステージに直面してい

る。現在，100 歳以上の人は７万弱もいる。千葉県の銚子市の人口がほぼ 60,000 人（令

和元年 12 月現在）である。それよりも多くの方が 100 歳を迎えている。民間のシンク

タンク１）によれば小学５年生が 100 歳になる頃，半数近いものが 100 歳まで生きる，

といわれている。 

   こうした時代になると学び方が大きく変わってくる。学校社会に所属する年数より

脱学校社会の年数が多くなる。粗く言えば，学校社会が 20 年間とすれば脱学校社会は

80 年間となる。４倍の年数になる。これまでの学校で教わるという学びだけでは通用

しなくなる。「学校知」だけでは耐用年数が持たない。新しい学びや学び直しが求めら

れる。 

 
（２）Society 5.0 時代の到来 

そして，Society 5.0 の時代を迎えている。狩猟時代，農耕時代，産業時代，情報化

時代を経て， IoT（Internet of Things）や人工知能（AI）の時代に突入している。人

工知能は，ビッグデータを蓄積し，瞬時にこちらの要求した問いへの「解」を出してく

れる。「学校知」だけでは人工知能に太刀打ちできなくなっている。 

   具体的なエビデンスとして，10～20 年後には今ある職業の半数が人工知能やロボッ

ト等で代替えすることが可能，と予測する大学２）と民間３）のシンクタンクがある。既

に，長崎県にある娯楽施設のホテルの接客業はロボットが対応している。また，東京都

文京区の図書館での高齢者を対象とした朗読では実験的にロボットを使っている。け

っこう評判が良いという。 

   これからの学びは人工知能と競争しても無駄である。人工知能が苦手とする学びを

身に付けなければならない。人工知能に負けることなく共存できる学びである。 

 
（３）人工知能ができない学びは何か  

この学びは，一言でいえば「問い」を作ることである。人工知能はこちらが作った「問

い」に対する「解」はビッグデータを駆使してすぐに出してくれる。しかし，彼らは「今

の社会の中で何が問題か，なぜそれが必要か」という「問い」はつくれない。問題の発

見が苦手なのである。例えば，人口 2,000 人の集落の問題は何か，の課題を見つけられ

ない。消滅する集落が生き残るために何が必要か，という「問い」をつくれない。地場

産業を育てる，観光で活性化させる，交流人口を増やすという課題が提示されると，そ

れへの「解」として「Ａ」案，「Ｂ」案，「Ｃ」案として提案はできる。しかし，課題の

発見ができないのである。 
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（４）「教えられること」と「教えられないこと」の峻別 

新しい学びを考えるとき，「教えられること」と，「教えられないこと」の峻別が大切

になる。人工知能は「教えられること」を身に付けるのは得意である。これまでの蓄積

したビックデータで「解」を出す。しかし，「教えられないこと」を身に付けるのに対

しては困惑する。 

   例えば，「判断力」は教えられるが，「決断力」は教えられない。問題解決のために何

が必要か，情報を集めて案をつくるのが「判断力」である。提案は「Ａ」案，「Ｂ」案，

「Ｃ」案のように選択肢を用意する。英知を集めて「案」をつくるのが判断力である。

一方，出された三案の中でどれを選ぶかは「決断力」である。「判断力」は，人間より

も人工知能の方が優れている。人工知能は知識と情報を駆使して様々な案をつくるの

が得意である。一方，出された「案」の中で一つを選ぶのが「決断力」である。この決

断は孤独である。責任が伴う。それは人間が担う。この決断力は「教えられないこと」

である。人間は，これまでの体験を通した英知と感性と経験知に基づき決めているから

である。 

   これからの時代を生きるには，人間はこの「教えられないこと」をどう身に付けるか

が課題となる。例えば「能力」は教えられるが，「才能」は教えられない。能力は学校

教育で教えることが可能である。しかし，才能はチャンスを与えることで持っている資

質が引き出されるのである。「習う」より「慣れる」ことで発揮される。縄跳びの回し

方は教えることができる。ところが，回っている縄に入るタイミングは教えられない。 

 
２ 人生 100 年時代で何が課題となるか 

（１）健康寿命を延ばす 

持続する社会を維持するには，多くの人が健康で過ごすことが必要である。住民が病

院にかからず 100 歳まで生きることで，行政は健全な財政を維持できる。そうすること

で，少子化時代において人材の確保も可能となる。 

    それでは健康寿命を延ばすには何が必要か。それは三つある。 

①バランスのとれた栄養の摂取 

      栄養の三要素は炭水化物と蛋白質と脂肪である。日本では昭和 50 年代の食生活

が一番バランスがとれている，といわれる。海の幸と山の幸の二つの「幸せ」を食

卓にそろえる。食育に関心を持つのである。 

    ②身体を動かす 

      最適なのがスポーツである。外で仲間と身体を動かすのである。長野県では「ピ

ンピンコロリ」体操まで始め，健康寿命を延ばそうとしている。 

    ③社会に出かけボランティア活動をする 

      部屋に閉じこもるのではなく，積極的に外に出かけ人と交わる。できるボランテ

ィア活動を通して人と関わり，ちょっぴり地域貢献をして自己肯定感を高める。 

 

ここで健康寿命に関連した研究等をいくつか紹介する。 

まず，『長生きできる町』４）という本の中で紹介されている研究等である。 

一つ目は，公園面積が広い地域ほど，運動機能が低下している人が少ないということ
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である。公園が近くにある人ほど外に出かけ身体を動かすチャンスが多いので運動機

能の低下を減らしている，という。二つ目は，寿命は，DNA（遺伝子）だけで決まるの

ではないということである。一卵性双生児の寿命に関する研究では，DNA の影響力は

25％ほどで，後の75％は環境や生活の仕方などである，という。三つ目は，運動をして

いる人はそうでない人と比べて要介護認定を受ける確率が低いということである。ま

た，一人で運動をするよりスポーツの会などに参加しグループで運動をする方が良い

結果をもたらす，という。四つ目は，笑うことがほとんどないという人は，ほぼ毎日笑

う人に比べて健康状態が良くない確率が高いということである。 

次に，テレビで紹介されていたことであるが，社会教育にも関連することで，図書館

が近くにある人はそうでない人と比べて要介護リスクが低いということである。知的

好奇心を高めるだけでなく，外に出かけ人と交わることで良い結果をもたらすらしい５）。

最後にもう一つ紹介する。「きんさん，ぎんさん」を知っているだろう。「ぎんさん」の

娘さんは，四人とも健康で長寿である。その原因は何か６），を研究した研究者がいる。

その研究によれば，DNA も関係するが，最も効果的なのは四人がとても会話を楽しんで

いることであるということである。一人が勝手にしゃべるのではなく，会話のキャッチ

ボールをするので，脳を活性化させている，という。 

 
（２）これからは，どの学び方が必要か 

中学校や高校時代の期末試験のとき，どんな学び方をしただろうか。次の四つが考え

られる。 

①コツコツ型 

      単語帳や年表を作ったり，ノートをまとめたり，教科書にマーカーを引いたりし

て覚えた。 

②一夜漬け型 

     試験の前日に慌てて半徹夜して備えた。 

   ③山ハリ型 

     「あの先生ならここが試験で出る」と予想して，山を張って勉強した。 

   ④勉強しなかった型 

 「勉強だけが人生でない」といって勉強しなかった。 

今の中学生は④と①が多い。データはないが 30 年ほど前までは①のコツコツ型が多

かった，と思う。「努力は裏切らない」「継続は力」という努力信仰が強く，コツコツ積

み重ねる姿勢が高く評価されていた。私の調査によれば，中学生は④が４割弱と一番多

い。次が①である。一番少ないのが③の山ハリ型である。１割前後である。 

   これからの学びで必要なのは③の「山ハリ型」である。ハイリスク・ハイリターンの

勉強方法である。得意な教科は山が張れる。どんな問題が出るか予想できる。しかし，

不得意な教科は山が張れない。だから，やたらとマーカーを引く。①の「コツコツ型」

の学びは必要だが，弱点は「勉強したつもり」に陥りやすいことである。きれいに書き

直したノートを見ながら納得しがちである。このタイプはノートを提出する「日常点」

を大切にする。 

「山ハリ型」は何が理解でき，何が理解できなかったか，がわかる。だから，疑問に
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思ったことを教師に質問する。職員室まで出かけ尋ねる。自ら課題を発見し質問をする。 

これから必要になるのはこうした「質問力」を身に付けることである。 

 
（３）社会教育的な学びとは何か 

公民館と学校の違いは何か。一言で表現すると次の５点が挙げられる。 

【表１ 公民館と学校の違い】 

 公民館 学校 

① 修了 卒業 
② 資料 教科書 
③ 答えが複数 答えは一つ 
④ 講師を選べる 教師を選べない 
⑤ めだかの学校 雀の学校 

 
学校は卒業する。だから，卒業とともに制服と帽子，それから教科書はお役御免とな

り，勉強は一丁上がりとなる。一方，公民館の講座の終わりを卒業式とは言わない。修

了式という。学びのさらに先に，次の課題が生まれる。いつでも，どこでも，誰でも学

ぶことができる。正に生涯学習が可能となる。 

学ぶ教材を学校は教科書という。検定を受ける教材である。公民館の教材は「資料」

若しくは「副読本」といい，自由で選択の幅が広い。だから，学校は正しい答えが一つ

になる。公民館は答えが一つとは限らない。複数ある場合が多い。 

学校は教師を選べない。生徒たちは教師を選べないから，ささやかな願望として「席

替え」を望む。公民館は講座のプログラムと担当講師を見てから受講を決める。 

公民館は童謡で歌われる「めだかの学校」である。誰が先生か生徒かはわからない。

みんなで遊戯をしているのである。教える人と学ぶ人がフラットな関係である。学校は

「雀の学校」だから，先生が「むちをふりふりチイパッパ」である。教える人と学ぶ人

がはっきりしているのが学校である。 

これらをまとめると，例えば，学校は「釣堀」で魚を釣っている。釣堀は魚がいるの

を前提にしている。どのポイントでどの時間がよく釣れるか，を大切にする。学校は子

供が来ることを前提にし，どの時間が学習に適しているかを考えカリキュラムを編成

する。午前中に国語，算数を持ってくる。午後は体育，音楽，図画工作という身体を動

かす教科を持ってくる。 

公民館は太平洋で魚を釣るのである。魚がどこにいるかわからない。これまでは経験

とカンを頼りに学習者を集めていた。これからは科学的な魚群探知機を持ってユーザ

ー分析をしなければならない。学習者は一回は来てくれるが，プログラムが悪ければ，

リピーターは増えない。 

これからの時代は「社会教育的な学び」が必要になってくる。学校での学びを否定す

るのではなく，ここでの学びを基礎にして新たに人工知能に負けることなく共存でき

る学びを身に付けていくのである。学び方のギアチェンジをするのである。 

社会教育施設でのボランティア活動を行う方々には次のようなことを期待し，行政
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側にもその発信を期待したい。 

   一つ目は，ボランティア活動をすることで地域の課題が発見でき質問力が身に付く

とともに健康寿命が延びることが期待できるということである。二つ目は，社会教育的

な学びで人工知能と共存できる新しい生き方が身に付くということである。 

（明石 要一） 
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２） Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne「The Future of Employment: How 
Susceptible are jobs to computerization?」2013 

３） 株式会社野村総合研究所「日本の労働人口の 49％が人工知能やロボット等で代替可能 
～ 601 種の職業ごとに，コンピューター技術による代替確率を試算 ～」2015 

４）近藤克則「長生きできる町」角川新書，2018 
５）「NHK スペシャル AI に聞いてみた どうすんのよ！？日本」2018 

https://www.nhk.or.jp/lifestyle/article/detail/00692.html 
６） ぎんさんの娘４姉妹「気づいたら 100 歳，だがね」小学館，2013 
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