
  

第３章 生涯学習の基本的な考え方 

第１節 生涯学習推進の基本目標 

～どんなことを目指していくのですか～ 

 

 生涯学習は時代の変化に的確に対応するために、また、生涯のあらゆる段階や場面で、

生活や職業に関する能力の向上を図り、精神的・文化的な充実を得るために、町民が自

らすすんで行う学習活動であるといえます。 

 これからは町民一人ひとりが生涯を通して自由に学習機会を選択して学ぶことができ、

それが適切に評価され、生活のあらゆる場に生かされるような生涯学習社会を築いてい

かなければなりません。そのためには、一人ひとりの学習を積極的に支援し、その実現

に向けての総合的な条件整備を順次図っていく必要があります。 

 

■基本目標■ 

                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 生涯学習推進の基本方針 

～基本構想の柱は何ですか～  

 

 本町は、それぞれの地区ごとに独特の歴史と文化を築き上げてきました。現在でも継

承されている番楽や囃子、童歌などは他の市町村にも誇れる「町のたから」となってい

ます。このような町の特徴を生かすことによって、町民の生涯学習がより一層推進され、

１．生涯学習機会の充実を図ります。 

２．生涯学習関連施設の整備充実を図ります。 

３．生涯スポーツの推進を図ります。 

４．生涯学習推進体制の整備を図ります。 
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一人ひとりが自己を高め、自分達の町に誇りをもち、活力あふれる町づくりを目指すこ

とができます。 

 また、「生涯学習推進本部」の機能を強化することによって、多様化する町民の学習ニ

ーズに対応したり生涯学習の質の向上（町や地域の課題を解決し、町づくりに結びつく

事業や講座）を図ったりするなど、町民と行政が一体となった学習活動を展開すること

ができます。 

 「豊かさの実感」という言葉を目にするようになりました。これは、物質的な豊かさ

の他に「心の豊かさ」ということでもあります。町民一人ひとりが「心の豊かさを実感」

できるよう、この基本構想における推進テーマを次の通り設定し、その具現化に向けて

努力をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．町民一人 1 学習･1 スポーツ･１ボランティアを実現し、豊かな社会生活をめざそう 

 

２．「町のたから」（自然・歴史・芸術・文化）を生かして、地域と町を活性化しよう 

 

３．町民と行政が協働で学習をすすめよう 

 

－１５－ 



  

第３節 基本構想の体系図 

～基本構想全体を一目で表すとどうなりますか～ 
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町民憲章 
 

わたしたちは、真室川町の町民であることに誇

りと自覚を持ち、自然と歴史を大切にし、豊か

で住みよい町を築くために力を合わせてこの

憲章を守ります。 

１．郷土を愛しゆとりと希望に満ちた、明るい 

    町をつくります。 

１．協力して連帯の心を育て、生きがいのある 

  町をつくります。 

１．励ましあって働き、生産のよろこびと活力 

  ある町をつくります。 

１．若い力をのばし、子どもや老人が大切にさ 

  れる町をつくります。 

１．心身をきたえ、たがいに学び合い明日をひ 

  らく文化の町をつくります。 

 

年次計画 

将来像 

人が輝き 町が輝き  

未来が輝く まむろ川 

まちづくり基本目標 

１．「いきいきと働き 

個性を創るまち」づくり 

２．「健康と福祉のまち」づくり 

３．「心豊かな人と 

文化を育むまち」づくり 

４．「快適で安心できるまち」づくり 

５．「ひと・もの・こころが 

交流するまち」づくり 

６．「健全財政のまち」づくり 

 

 

 

 

 

(1)各世代に対応した学習機会の提供・充実 

(2)町の特色を生かした芸術・伝承文化の振興 

(3)学社連携・融合の推進 

(4)男女共同参画の推進 

 

 (1)既存施設の連携と効果的な活用 

(2)魅力ある学習の場づくり 

(1)総合型地域スポーツクラブの創設 

(2)競技力強化のための環境づくり 

 

基本目標 
 課 題 

生涯学習機会の充実 

 

生涯学習関連施設の 

整備充実 

 

生涯スポーツの推進 

 

生涯学習推進体制の 

整備 

 

真 室 川 町 生 涯 学 習 推 進 本 部  

 
 

学
び
の
輪
が
広
が
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元
気
な
町
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く
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し
て 

(1)総合型地域スポーツクラブの創設  

(2)運動能力・体力の向上と競技力強化のための環境づくり 

(3)町民１スポーツの推進 

 

 (1)学習者・組織への支援体制の充実 

(2)地域活動の活性化 

(3)生涯学習の指導者等の養成・確保と活用 

(4)ボランティア・ＮＰＯの推進 

真室川町生涯学習推進計画 

－１６－ 



  

第４章 生涯学習のための施策 

第１節 生涯学習機会の充実 

～学びの世界をどのようにひろげていくのですか～ 

 

１．各世代に対応した学習機会の提供・充実 

  

◆乳幼児期 

  

乳幼児期は、家庭での生活を中心にしながら、社会生活に必要な、基礎的な生活習慣

や、人間関係の基礎を養う大切な時期です。この大切な時期に、発育にふさわしい環境

の中で、豊かな情操を育み、心身ともに明るくのびのびと育てることが望まれています。 

 本町は三世代同居の家庭の割合が多く（※１）、また夫婦共働きも多いため、就学以前

の育児は祖父母が担っているケースが多いという特徴があります。 

 このような中で、乳幼児の体験や親子のふれあいなど、乳幼児の教育とともに保護者の

活動も重要です。町ではこれまでにも幼稚園・保育所に通わせている保護者を対象に、

子育て講座を開催し、幼児の健全な心身の育成と基礎的な生活習慣などを身に付ける学

習支援活動を展開してきました。 

 今後は、子どもが伸び伸びと育つ環境づくりに努めるとともに、父親の育児参加を促

進し、家庭内でのコミュニケーションを図っていくとともに、三世代同居の良さを生か

した子育ての学習や、これから親になる青年等を対象にした学習機会の提供にも努めて

いく必要があります。また、絵本の読み聞かせなど、子どもが本に親しむ機会を乳幼児

期から進めていくことによって、親子のふれあいや、言葉の獲得、心の育成を図ってい

くことが望まれます。 

 本町では尐子化、過疎化の問題によって、近所における子どもの減尐が急激に進んで

いることから、同じ年齢の乳幼児を持つ保護者や子ども同士のコミュニケーションを図

る場を、保育行政と連携しながら設定していくことが必要です。 

 

 

 

 

※１ 平成 17年の国勢調査によると、当町の三世代同居率は３７．６％となっています。全国では８．６％、山形県

では２４．９％（全国１位）ですから、当町は非常に高いと言えます。 
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◆青少年期  

  

尐年期は、家庭や学校、地域において、多くの学習や体験を通し、豊かな心とたくま

しい体を育み、生涯学習の基礎となる知識や技能を修得する時期です。特に、「いのち」

の尊さや自他を大切にする心の育成は、国や県においても最重要事項として位置づけら

れています。（※１） このことから、子どもた

ちの健全育成にかかわる取り組みを家庭、

地域、学校、行政が一体となって、更に

進めていく必要があります。 

 本町においては、子ども会やスポーツ

尐年団を中心にさまざまな青尐年活動が

進められてきましたが、いずれも尐子化

に伴い、組織の運営が難しくなってきて

います。また、指導者の不足も大きな課

題となっています。人口の減尐がもたら

すこれらの課題を克服していくためには、子ども会育成会やスポーツ尐年団、地区分館

長の組織運営について、長期的なビジョンの作成を行っていかなければなりません。学

区や地域の枞を超えた活動への転換を図るなどして、子どもたちの健全育成を一層進め

ていかなければなりません。  

 青年期は、人生観や社会観を確立するとともに、仲間づくりや社会参加を通し、社会

人として自己実現を図る時期です。しかし、この青年期においても、本町は過疎化に伴

い青年層の就労の場が尐なく、町外へ職場を求め流出する青年が多いのも現状です。（※

２） 町の未来を担う、限りない可能性をもった青尐年が、自ら学習することによって、

豊かな知性と創造性を身に付け、町の発展に貢献する人間に成長することを期待しなが

ら、社会参加の機会と場を保障することが必要です。 

 社会参加としては、町民アンケートで青年層が多く希望している「趣味・教養」「仕事・

技術資格」に関する講座や「屋内外の球技」等のレクリエーションを計画的に実施しな

がら、町に対する関心と参加意欲を高めていかなければなりません。 

 

 

 

※１  第５次山形県教育振興計画（平成１７年度より１０年間の山形県の教育施策）の大きな柱として、「いのち」

そして、「まなび」と「かかわり」を大切にし、豊かな心と健やかな体を育てることが掲げられています 

※２  真室川町総合計画町民アンケート結果（平成２３年度実施）によると、２７．３％の人が、「町に住みにくい」

と感じる理由に、就労の場が尐ないことをあげています。 
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◆成人期 

  

成人期は家庭の中心となり、豊かな家庭を築くための、まさに「一家の大黒柱」とし

ての役割を担う時期です。また、地域社会における指導者やリーダーとして、その責任

と役割を担う時期でもあり、生涯学習の推進役としても重要な役割をもっています。町

民アンケートの結果からも、４０歳代以上は町づくり・地域づくりにかかわっている人

が多くいることがわかります。（※１） 

 しかし、本町は、地域の過疎化、高齢化、就労時間の不均衡等により、継続的に学習

をしたり、地域社会のリーダーとして活躍したりするには難しい状況にあります。また、

女性の就労状況が高いことによって、生涯学習に取り組む余裕がないということも現実

です。そのような状況を踏まえ、女性の置かれている「忙しさ」を解消するような家庭

の理解と協力を求めていくことが必要です。その上に立って、成人層が持っている知識

や技能、資格や学習した成果を地域づくりや町づくりに活かせる場を提供し、さまざま

な分野で地域社会をリードしていくための資質の向上を図っていく必要があります。 

 また、成人の多岐にわたる学習ニーズや生活ニーズを十分に把握するとともに、自然

体験活動や郷土・食文化・伝承文化などの本町の特色を生かした事業の展開、関係機関

や団体・サークルとの連携を密にした成人による地域づくりや社会参加、ボランティア

活動の推進などを図っていくことが重要です。 

 

 

 

※１ 町民アンケートでは、現在、生涯学習に参加していると答えた熟年層のうちの約２０％が「町づくり・地域づく

り」活動と答えています。 

 

 

 

 

 

◆高齢期 

  

尐子化や平均寿命の伸長により、高齢者の環

境も大きく変化してきています。本町において

も６５歳以上の高齢者の割合が年々増加して

きており、（※１）一人暮らしの高齢者や高齢者

世帯も増加している状況です。そのような中で、

子育てを終了してからの人生をどのように過ご

すのかが大きな関心となっています。心身とも

に健康で、長年培ってきた知恵や経験を活かし、

高齢者の資質を活用することで、学習活動や社会へ参加する喜びと意欲を高めるなど、

高齢者自らが生きがいを持てるような事業を展開する必要があります。 
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 高齢者の割合が高い本町にとっては、加齢から来る「心身の衰え」をどう克服させ、

豊かなライフスタイルを確立させていくかということが大きな課題です。福祉部局との

連携を図りながら「健康増進のための講座」や「介護のための学習会」を開催し、「元気

なお年寄り」の住む町にしていきます。 

 本町在住の高齢者は、日常生活に必要な用具や子どもの遊び道具の製作、郷土料理、

風俗、習慣などに、豊富な知識や経験、技能をもっています。当時は当たり前のことと

して認識されていたことが、現在は貴重な伝承文化として再認識されてきています。高

齢者がもっている「特技」を次世代へ伝承できる機会を提供することによって、高齢者

自身が社会の中で大きな役割を担い、自信と生きがいを持って生活できるようにしてい

くことがこれからの本町にとって必要不可欠なことです。 

 本町においては６０歳以上の高齢者による「栄寿大学」を開催しており、行政が主催

する通年を通した講座や自主的運営による軽スポーツ、民謡体操等が行われています。

この栄寿大学の、より一層の充実を図るとともに、参加者のすそ野を広げ、町内在住の

高齢者のつどいと学び場となるようにしていくことも必要です。 

 

 

 

※１ 平成２３年８月現在の人口調査によると、町全人口に対する６５歳以上人口比は３２．３％となっています。

つまり、町民の約３分の１は高齢者という人口構造となってきました。 

 

 

 

◆障がいを持つ人  

  

 本町では障がいをもつ人に対する理解と対応が進んでいますが、まだ十分な状態とは

いえません。ノーマライゼーション（※２）が普及している今日、障がいを持つ人に対し

ても、健康な人と同様に学習の機会の提供を図っていく必要があります。学習機会の設

定や学習に参加できる環境づくりを、健康な人と障がいを持つ人が一緒に推進できるよ

う整備していくことが強く求められています。 

 

 

 

※２ 高齢者や障がいを持つ人などを施設に隔離せず、健康な人と一緒に助け合いながら暮らしていくのが正常な社

会のあり方であるとする考え方です。また、それに基づく社会福祉政策のこともいいます。 
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２．本町の特色を生かした芸術・伝承文化の振興 

  

 本町は出羽山地と神室山系に囲まれた

場所に位置しているため、独特の自然環

境にあります。貴重な動植物が多く生息

しており、人々も長年にわたり、自然と

調和しながら生活を営んできました。 

 厳しい冬を乗り切るために考えられ

た保存食や山の恵みである山菜をふん

だんに使った料理など、先人たちの作り

上げた豊かな食文化も現在に受け継が

れています。 

 また、歴史的な遺産、山岳信仰などの地域伝承文化やまつり等の、他にはない独特な

芸術や文化が数多く受け継がれています。 

 本町の伝承文化を語る時、欠くことのできないものとして「番楽」があげられます。

現在も「平枝」、「釜渕」、「八敷代」の３地区において番楽保存会が結成されており、町

内外において舞を披露しています。これらは平成１２年に「町指定無形民俗文化財」に

登録されています。 

 また、本町には各地区で「昔話」が語り継がれています。人間と動物を題材にした話 

や自然を題材にしたものまで、数多くあり、親から子へ、そして孫へというように、代々

語り継がれてきています。各地域での定期的な発表や、町内小学校児童による「手づく

り紙芝居まつり」と合わせた発表会を開催するなど、地域、学校、行政が連携して活動

を進めています。後継者不足ということが大きな課題となっていることから、長期的な

展望を持った取り組みが必要です。 

 川ノ内、釜渕地区で行われている「囃子」や、安楽城、及位地区で行われている「童

歌」の継承など、地域や学校を中心に継承してきているこれらの「町のたから」を後世

に残していきたいものです。 

 そのためには、行政がそれら保存会の活動を支援していくとともに、ボランティアと

しての活動も必要になってきます。１０年後、２０年後という長期的な展望にたった支

援活動に着手していく必要があります。 

 「歴史民俗資料館」や「ふるさと伝承館」は子どもから大人まで、町民の学習の場と

して広く利用されています。また、町や各団体が作成した「あるもの事典」には芸術・

文化に関する多くの品々が写真と説明で紹介されています。 

 本町が生んだ木版画家「中川木鈴」の功績を称えるとともに、版画制作によって、児

童生徒の技術の向上と豊かな感性を育むことをねらいとした、児童生徒版画作品展を昭

和６１年から開催しています。毎年、町内はもとより、県内の小中学校から多くの作品

が出展されており、「伝承の郷 まむろ川」が年々定着してきています。版画の持つ、「表

現の奥深さやその技法の楽しさ」を子どもから大人まで味わうことができるような取り

組みを今後も継続していきたいものです。 

 町内小中学校に「中川木鈴」に関する場を設定し、作品や功績を展示したり、民俗資
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料館を見学させたりするなど、中川氏の作品制作に対する思いや技法を理解させ、版画

に対する愛着と制作意欲を高めさせていきます。 

 他市町村との交流については、藩政時代の歴史的な縁で結ばれている茨城県古河市と

の交流が現在も盛んに行われています。町づくりをはじめ、スポーツや祭り、尐年尐女

を通した交流を今後もより深めていきます。 

 また、芸術・文化の振興とともに、自然・環境保護を題材にした新しい取り組みにも

チャレンジしていきます。現在、全国的に広がりを見せているグリーンツーリズム（※１）

等、体験学習の積極的な展開を図っていくことによって「交流するまち」づくりを一層

すすめていきます。そして「過疎化」とい

うマイナスイメージを、交流によって「自

然豊かな里山の地における体験と交流の

町」というプラスイメージに変えていく取

り組みに力を入れるとともに、町に訪れる

人々が真室川町を「心のふるさと」という

土産として持ち帰ることができるような施

策をさらに展開していかなければなりませ

ん。 

 

 

 

※１  ゆとりある余暇の過ごし方を求める都市部の人々が、ふるさとのやすらぎを求めて農山村を訪れ、その自然や

文化にふれながら、体験や人々との交流を通して農山村の価値や魅力を再発見するとともに心身をリフレッシュ

する旅のことを言います。 

 

 

 

３．学校教育と社会教育の連携・融合 

 

 学校教育と社会教育がそれぞれの教育機能

をともに活用しながら創造的で効果的な教育

活動を行うことが「学社連携・融合」です。

学校教育の充実や地域社会の活性化など、学

社連携・融合が持つ効果は大きいとされてい

ます。本町においては、これまでにも小中学

校と連携した交流会、伝承芸能の発表会、学

校を会場にした体験活動等の事業を展開して

きました。また、子どもたちの登下校時の巡回「街頭指導」では、行政、地域、学校が

連携しながら、児童生徒の安全指導を行っています。その成果は、子どもたちのあいさ

つ等、心の成長に表れてきています。 

 「人づくり」「まちづくり」を進める真室川町にとって、学社連携・融合の考え方は今
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後ますます重要になってきます。学社連携に対する行政と学校の意識を今以上に高める

とともに、施設や人材をより効果的に活用することが必要です。子どもの自立や親・地

域の教育力の再生が大きな課題になっている中で、今後進められていく学社連携・融合

によるさまざまな取り組みを通して、子ども・教員・親・地域住民がともに育っていく

場となっていくことが望まれています。 

 学校は、ある意味「閉ざされた」「敷居の高い」ところという意識が町民の中にはまだ

あります。そうした意識を取り払い、地域の中のおらほの学校となっていくようにして

いくことが求められています。 

 現在、地域に開かれた学校づくりとして、「コミュニティ・スクール」（※１）が全国的

な広がりを見せています。児童生徒数や保護者の就労状況により、町内の小中学校が一

律に実施するということはできませんが、各小中学校で行われてきている、地域の方々

による学校支援のためのボランティアをはじめ、学社連携・融合を推進してきている取

り組みを整理し、その体制づくりを図っていきます。また、開かれた学校運営のための

人材養成と確保、また、そのための講座の開設を進めていきます。 

 学社連携・融合を促進していくために、社会教育主事有資格者による講座や行事を開

催し、専門性を生かした指導を行っていきます。 

 全国で社会問題化している「いじめ・自殺」問題に対しても、学校だけではなく、家

庭・地域・行政が共に連携しながら、「いじめ・自殺」を起こさないための相談体制や指

導体制を強化し、児童生徒の「心の育成」に力を尽していかなければなりません。 

 最上地域には高等教育機関がなかったため、長い間その誘致が望まれていました。平

成１６年度から始まった山形大学によるフィールドワーク事業（最上８市町村をキャン

パスと見立てて行う体験型の学習）は、最上地域の教育力の向上と地域の活性化に大き

な期待が込められています。このような事業を、学校教育と社会教育の両面から推進し、

児童生徒の意識を高めてとともに、高等教育機関と連携した地域活性化につながる事業

を展開していきます。 

 

 

※１ コミュニティ・スクールとは、学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、一緒に協働しながら

子どもたちの豊かな成長を支えていく「地域とともにある学校づくり」を進める仕組みです。 

 

 

 

４．男女共同参画 

 

 「女はこうあるべき」「男はこうあるべき」などのように性別による固定観念にとらわ

れず、男女が社会の対等な構成員として自分らしく生きることができ、あらゆる分野で

ともに考え、ともに行動し、ともに責任を担う社会、「男女共同参画社会」の実現が求め

られています。 

 本町においても、学校や職場において、ジェンダーフリー（※１）の考え方が浸透して

きています。しかし、町民アンケートの結果にも表れているように、女性が生涯学習に
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積極的に参加できない理由として家事や育児の問題等が上げられているなど、解決して

いかなければならない課題は残されています。（※２）男女がお互いに対等なパートナー

として尊敬しともに生きる社会、男女がともに自らの可能性を伸ばし、力を発揮して喜

びも責任も分かち合う社会（男女共同参画社会）の実現が望まれています。 

 そのためには、男女の社会的性差をなくすための取り組みが必要です。家庭、地域、

学校、職場において男女がお互いの人権を尊重する心を養い、あらゆる分野に男女が参

画できるような環境と体制づくりを図っていかなければなりません。 

 国では、男女共同参画社会の実現は２１世紀の日本社会を決定する重要な課題として

位置づけ、平成１１年６月に「男女共同参画社会基本法」を制定し、その枞組みを示し

ました。 

 これを受けて、平成１２年１２月に、「男女共同参画基本計画」が策定され、具体的な

道筋が示されました。 

 このことから、各自治体は「基本計画」と「行動計画」（アクションプラン）を作り、

その実現に向けてスタートしています。本町でも、これらの計画策定の早期実現に向け

て、努力していかなければなりません。 

 

 

 

※１ 社会的、文化的な立場による男女の性差別をなくすことを言います。 

※２ 町民アンケート結果を見ると、５０歳代以下の方々で、生涯学習活動に参加していないと答えた人の約３人

に１人が「仕事や家事、子育てによる時間のなさ」を理由としてあげています。 
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第２節 生涯学習関連施設の整備拡充              

～学習に集う場をどのように生かしていくのですか～  

 

１．既存施設の連携と効果的な活用 

 

 町民に利用されている生涯学習関連

施設には、公民館、歴史民俗資料館、ふ

るさと伝承館等の社会教育施設、学校教

育施設、スポーツ・レクリエーション施

設、情報通信施設等があります。「ふる

さと伝承館」や「町民体育館」等、複

合的に利用が可能な施設を今以上に町

民の学習の場として利用していくこと

が望まれています。そのために、子ど

もから高齢者まで気軽に利用できる体

制と施設の整備を一層進めていくことが必要です。 

 また、施設の管理・運営に関しては、それぞれの施設をネットワークで結ぶとともに、

中央公民館を拠点施設とする管理システムを構築していくことも必要です。町民により

利用しやすい施設としての運営が望まれています。 

 施設管理については、特に留意していかなければならない点として、施設の指定管理

者制度（※１）があげられます。民間への委託後、行政がどのように運営面に関与してい

くのかが今後の大きな課題です。生涯学習のための施設として十分な機能を発揮してい

くための方策が求められます。 

 また、町立学校の統廃合にともなう校舎の活用をどのようにしていくのかも大きな課

題です。いろいろな利用方法は考えられますが、運営や維持管理をどうしていくのかを

解決していかなければなりません。地域住民が主催・運営する事業や学習会、スポーツ

の推進と併せて、地域の方々と行政とが協働で利活用についてのプロジェクトチームな

どを立ち上げ、産学振興やきめ細やかな生涯学習活動拠点としていくためにも、廃校舎

の利活用について検討を重ねていく必要があります。 

 

 

 

※１  地方自治法の改正によってこれまで町や、その外郭団体に限っていた町施設の管理を、株式会社・民間業者な

どの団体にもさせることができるというもので、全国的な動きとして進んでいます。民間団体の持つノウハウを

施設管理に活用することで、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応し、住民サービスの向上が図られ

ることや、経費の節減等が図られることが期待されています。 
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２．魅力ある学習の場づくり 

 

 学習を通して得た知識や技能を発表することは、

学習者同士の交流を深めるとともに、以後の学習の

意欲を高めることにもつながります。また、交流を

通して心豊かな地域づくりをすすめていくことも

可能です。本町では「ふるさと伝承祭」や「町民レ

クリエーション大会」など、団体ごとの発表や文化

交流・スポーツ交流を行ってきており、子どもから

大人まで定着してきています。本町の特色である

「高齢者による技術の伝承」、「町内在住外国人によ

る異文化交流」などを積極的に進めることによって

学習の幅を広げていくことができます。 

 また、講座や事業に対する参加人数を増やすため

には、魅力ある学習内容と場の設定が必要です。年

代ごとのニーズに対応したり、町や地域の課題を解

決したりしていく町民が「受けてみたい、やってみ

たい」と思えるような場づくりを考えていくことが

望まれています。 

 

 

 

３．生涯学習センター等の地域拠点機能の再構築 

 

現在、本町の生涯学習は、中央公民館に「生涯学習・スポーツ担当」を設置し、情報

提供や相談、事業運営を行っています。町民アンケートでは、行政が主催する事業や学

集会の他に地域住民が主催する事業や学習会が増えることを望んでいる人が多くいまし

た。つまり、「自分たちの地域で、自分たちのやりたいことを、自分たちで企画運営して

いく」学習スタイルを望んでいるといえます。 

 この考え方は、行政に頼らない自立した取り組み方法として望ましい考え方ですが、

そのためには、それぞれの地域での活動を行っていく施設の整備と、それらを統括する

拠点施設が必要です。 

 現在の施設をより有効に活用していくという考えのもとに、それぞれの施設が線（ネ

ットワーク）で結ばれる新しい体制に再構築されなければなりません。 
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第３節 生涯スポーツの推進 

～どのようにしてスポーツに親しむ町づくりを進めていくのですか～ 

  

１．総合型地域スポーツクラブの創設 

  

総合型地域スポーツクラブとは、

「子どもから高齢者までさまざま

なスポーツを愛好する人々が、生涯

にわたる豊かなスポーツライフを

実現する」ことを目的に設立される、

地域住民主導型のスポーツクラブ

の総称です。町民アンケートの結果

を見ると、多くの町民が自分の好き

なスポーツ（運動）を自分に合った

やり方で継続してやっていきたい

と答えています。このような町民の

要望に応えるために、総合型地域ス

ポーツクラブを設立し、継続した運営ができるような体制の整備を進めていく必要があ

ります。 

 設立に当たっては、初心者から上級者、障がいをもった方々までが手を取り合いなが

らスポーツに親しむことができるようにしていくとともに、スポーツを通した地域交流

の深まり（地域づくり）をめざしていくことが大切です。 

 人口約９千人規模である本町では、多種目、多人数という形態は難しいのが実態です。

「自分のペースで運動をしてみたい。」「スポーツを通して仲間づくりをしたい。」という

町民のニーズに応えられるようなクラブの運営を図っていきます。 

 スポーツ尐年団や学校、地域、行政の連携のもとに、真室川町の実態を考慮した特色

ある「スポーツクラブ」を確立し、廃校の利活用検討も含めながら、地域や総合運動公

園を拠点とした、町民のだれもが気軽に親しめるクラブを目指し、スクール活動やイベ

ントなどを開催していきます。 

 

 

２．運動能力・体力の向上と競技力強化のための環境づくり 

 

文部科学省の体力・運動能力テストの結果報告によると、子どもの体力低下が年々進

んでいます。（※１）これは子どもの生活習慣（食事や睡眠、テレビの視聴時間等）が大

きく関わっています。本町においてもこの傾向は表れています。偏った食事の摂取や、

自動車での子どもの送迎、外遊びの減尐など、物質的な豊かさが逆に子どもたちの体力

低下を招いている結果になっています。このような実態から、本町の子どもたちの体力
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を向上させるための取り組みを家庭・学校・行政が連携して、計画的・継続的に実施す

るとともに「早寝・早起き・朝ごはん」のキャンペーンを強力に推しすすめていきます。 

 平成１８年には、「全国高校スキ

ー大会」においてリレー競技で真室

川高校が初優勝するなど、選手の資

質が年々向上してきています。この

ような選手の活躍は、子どもたちの

憧れとなっています。子どもたちの

健全育成と自然を生かした「スポー

ツの町まむろ川」を目指し、学校や

各団体との連携・協力のもと各競技

の発展を図っていきます。 

 

 

 

※１  平成２２年度「体力・運動能力調査」の結果では以下のことが報じられています。 

    ○小中学生の体力は昭和６０年をピークに低下傾向が続いている。 

    ○家の人と一緒に運動を「する」「見る」「話す」頻度が多いと体力も高い。     

    ○朝食を食べなかったり、テレビを見る時間が長かったりする子どもの体力は相対的に低い。 

 

 

 

３．町民総スポーツの促進 

 

 町民アンケートによると、日頃スポーツに取り組んでいると答えた人は、全体の３分

の１にとどまっています。スポーツに取り組むことを負担に感じている人の多いことが、

スポーツ（運動）に取り組むことができないでいる原因になっています。生涯スポーツ

は、団体やチームに所属していなければできないということでもなければ、体力や時間、

お金がなければできないということでもありません。ましてや、スポーツは若者が行う

ものということでもありません。第１章でも述べたように、要は、散歩（ウォーキング）

や家庭でのストレッチ体操等も含めて「スポーツ」という意識を持って行えば、「生涯ス

ポーツに取り組んでいる」ということになるのです。 

 まずは「できることから」という意識で始められるように、啓発を行っていきます。

さらには、子どもから高齢者まで、町民が自分に適した方法で継続的にスポーツに取り

組んでいくことができるような情報の提供や学習会の開催を行っていきます。 
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第４節 生涯学習推進体制の整備 

～どのように学習者を支援していくのですか～ 

  

１．学習者・組織への支援体制の充実 

  

 生涯学習に関する町民アンケートからは、町民が生涯学習に関するさまざまな要望を

持っていることが明らかになりました。学習者一人ひとりがいつでもどこでも学習がで

き、しかも主体的に学習に取り組むことができるように、また、学習の意欲や希望に応

じた学習活動を可能にするために学習者を支援する体制を整えていく必要があります。

町内で行われている講座、グループ、サークル等の情報を収集整理し、より効果的に町

民に知らせたり、町民からのさまざまな学習に関する相談に応じられる体制づくりをす

すめてきます。 

 真室川町では、前回の基本構想策定にあたり、「真室川町生涯学習推進本部」（※１）を設

置し、各課と教育委員会の連携を強化しながら生涯学習関係の取り組みを整理統合、町

民のニーズに対応できるような、協働の町づくりに結びつく体制を整えてきました。こ

のような全庁体制での取り組みにより、多様化する町民ニーズに対応できたり、生涯学

習の質の向上を図ったりすることが可能になります。 

 今後も、学校や地域、団体の要望に応じて「出前講座」（※２）を実施しながら、庁内

各課との調整をより一層すすめ、魅力あるプログラムを提供し、町民の学習要求に応え

ていきます。 

 

 

 

  ※１   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※２  出前講座とは、町民の要望により、町職員や教職員、町内在住の専門的な知識や技術を持っている方が地域や 

学校に出向いて講話をしたり、実技の指導をしたりする学習スタイルです。  

真室川町生涯学習推進本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推 進 本 部 

本部長：町長 

副本部長：教育長 

本部委員：各課長等 

 

検 討 委 員 会 

各課（局）選出職員 

 

事 務 局 

教育委員会教育課 

 

指示 指示 計画案策定 

事業調整等 調整 

会議開催 

各種調整 
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②地域活動の活性化 

  

本町は地域ごとに歴史や文化、習慣等独特の風土があります。生涯学習の活動におい

ては、最も身近な場は地域社会ですが、近年この地域社会も時代の流れとともにさまざ

まな課題が生じてきています。 

 そこで町民一人ひとりが地域活動を通して、地域の現状や課題に目を向け、住みやす

い環境づくりやコミュニィティづくりに生かす取り組みを行っていくことが必要となっ

ています。本町の行政課題である、山間地の道路整備や災害対策、克雪・利雪のための

学習会等を地域住民参加のもとに進めていきたいものです。 

 また、子どもたちが地域の行事や活動へ参加することは、様々な体験を通し、人々と

の交流機会を増やし、豊かな人間性を培うことにつながります。子どもたちの健全な育

成を図るために家庭、地域、学校の連携を一層深め、それぞれの教育力を高める取り組

みを進めていきます。 

 本町ではそれぞれの地域でさまざまな取り組みがなされています。「子どもたちを地域

の中で育てる」という本来地域が持っていた教育的な力を再生する取り組みも始められ

ています。地区運動会、敬老会への子どもの参加、伝承文化継承活動など、これまでの

取り組みに加え、地域主導型通学合宿（※１）などを行う地域もあります。こうした地域

内における、大人と子どものかかわりによる社会力（※２）の育成や、地域の自然や特産

品を生かした産業振興を、住民と行政が連携しながら行うことによって地域活動をさら

に活性化することが期待されます。 

 

 

 

※１ 子どもが合宿をしながら学校へ通うという体験学習です。 身近な自治公民館、コミュニティセンター、自然の

家等の地域の拠点を活用して、地域の子どもたちを育てる取り組みとして注目を集め、最近では全国的にも広がり

をみせています。  

※２ 社会力とは、「地域のみんなといっしょになって、良い地域社会をつくっていこうとする意欲や行動力」のこと

を言います。社会性が、どちらかといえば「今の状況や社会に順応する力」という意味を持つのに対して、社会力

は「今ある社会をより良く変えていこうとする力」という意味を持っています。 

   （※１・２とも、山形県地域子ども教室運営協議会「ココロ学びのホン」より） 

 

 

 

３．生涯学習の指導者等の養成・確保と活用 

  

一人ひとりの主体的な学習活動を支援するためには、学習をサポートしたり指導した

りする人材が必要です。本町は、スポーツや文化活動の分野において秀でた人材を数多

く輩出しています。そのような人材を「地域活動や伝承活動、スポーツ少年団の指導者」

などとして活用していくとともに、長期的な展望のもと、広範囲にわたる指導者の養成

を図っていくことが望まれます。 
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 町民アンケートの結果からも本町で

は町民の多様化する学習要望に対応す

る指導者の確保が急務となっています。

学習内容や年齢構成等のバランスを考

慮しながら指導者バンク（※１）を設置

し、これらの方々への積極的な参加を要

請するシステムづくりが必要です。 

 

 

 

 

※１  指導者バンクとは、専門的な知識や技術を持っている人が講師として登録され、学習者の要望に応じて生涯学

習活動を指導していただくという制度です。内容は、趣味・教養の分野からスポーツ、町づくりにいたるまで広

範囲にわたります。 

 

 

 

４．ボランティア、ＮＰＯの推進 

   

近年、ボランティアやＮＰＯ（※１）が地域社会において大きな役割を果たすようにな

ってきています。 

 本町においても「生涯学習ボランティア」を推進していくことが望まれています。生

涯学習ボランティアとは個人が持っている知識や技術・資格や経験・趣味などの一芸に

秀でた町民の方々の「力」をいろんな人に分けてあげることです。効果としては、ボラ

ンティアそのものが自分を高める生涯学習であること、学んだことを生かす場としてボ

ランティアがあるということ、ボランティアをすることが自分の学習につながるという

ことです。つまり、ボランティア活動によって、学習がひろがっていくことになります。 

 こうしたボランティアの考え方を町民に紹介するとともに、「ボランティア協議会」を

設立し、実際に活動を進めるための計画立案や運営方法について町民と行政が連携して

すすめていくことが大切です。 

 本町には、高校生ボランティアが通年の活動を行っています。子どもたちの交流事業

のリーダーや介護施設訪問等、幅広い活動を展開しています。今後は、小中学生にもボ

ランティアの輪をひろげていくとともに、社会人のサークルも組織していきます。また、

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災をきっかけに、ボランティア活動の意義

や可能性、あり方が見直されております。未来へつなぐ大きな一歩となるよう、高齢者

世帯や一人暮らしの高齢者宅の除雪といった福祉活動、児童生徒の見守り活動、町の環

境整備など、町づくり、地域づくりに関する内容を中心に、様々な分野にわたりボラン

ティア活動の裾野をひろげていきます。 

 将来は、全町民がボランティアとして参画する「一人１ボランティア」として活動す

ることが望まれます。また、生涯学習をＮＰＯが担う形態が近年増えてきています。組
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織ごとに特色ある運営が展開されており、今後その数はますます増えていくものと思わ

れます。本町でもＮＰＯの設立が進んでいます。行政が町民に対しＮＰＯの有用性を紹

介するとともに、その設立に寄与し、意識の高揚を図り自発的な活動支援と「協働」の

仕組みづくりについても検討していくことが必要です。 

 

 

 

※１ ＮＰＯとは、Ｎon Ｐrofit Ｏrganizationの略で、「民間非営利組織」のことをいいます。社会的な使命や目的

を持って自発的、継続的に活動を行い、営利を目的としません。活動によって収益があった場合は、構成員には分

配せずに、次の活動に使っていく（再投資する）団体です。ボランティアが、個人の善意に支えられていたり、見

返りを期待しない社会貢献活動であるのに対し、ＮＰＯは、社会的に責任のある活動を、団体として継続的・発展

的に行っていく「組織体」ということになります。 
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