
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 公民館の設置・運営に関する答申・建議等 
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１ 社会教育振興方策について（抄）  
 

                                    昭和23年４月12日 

                                    教育刷新委員会建議  

 

１．国は，教育費の優先支出について考慮とし，地方公共団体は，学校教育費とともに社会教育費を飛

躍的に増額する。  

２．社会教育関係の立法を急速に実現するとともに，これを裏づける予算的措置を講じ，国費，地方費

の継続支出により，社会教育の物的並びに人的条件を整備する。  

３．公民館  

 イ．公民館は，市町村の区域を単位として，これを設置し，市町村全住民のための公民教育及び産業

指導を行い，かねて健全なる社交娯楽等の発達をうながし，もって社会生活の向上と産業の振興を

図ることを目的とすること。但し，都市においては，設立区域を限定しない。  

 ロ．公民館の運営は，市町村公民委員会をして，これに当らせること。 

 ハ．公民館職員に一定の身分を与えること。 

 ニ．公民館は，当該市町村内の社会教育関係団体の事業の連絡調整に当り，それぞれの機能を十分発

揮せしめるようにすること。 

 ホ．公民館は，通信教育課程の面接教育の場としての役割をも果すこと。 

 へ．公民館における図書施設及びその他文化施設と図書館，博物館等との有機的連絡を図ること。  

４．学 校（略）  

５．社会教育団体（略）  

 

 

 

２ 社会教育施設の整備について（抄）  
 

                                    昭和29年２月16日 

                                    社会教育審議会建議  

 

 国家の再建が社会教育の振興にまつ所は極めて大であるにもかかわらず，社会教育施設として重要な

機能をもつ公民館，図書館，博物館等の諸施設が，貧因，不備のまま放置されていることは誠に遺憾で

ある。即ち，昭和28年度予算として内示されたところにおいても，社会教育施設運営費補助額はわずか

に3,850万５千円にすぎず，更にその建築費補助にいたっては1,000万円を認められたのみであって，予

定された７ヶ年整備計画は全面的にほうかいする実情にある。しかも，諸施設の建築にあたっては地方

公共団体並びに社会教育関係者の一致した念願にもかかわらず，今日なお起債の対象として認められて

いないため，これら諸施設拡充が全面的に阻止されている現状である。このままにして放置する場合，

社会施設の機能の発揮は勿論国民道義の高揚も生活文化の向上も期して待つべくもないことは明らかで

ある。  

 よって，ここにこれが打開方策として次の三点につき万全の措置を講ぜられるよう建議する。  
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記 

 

１．社会教育施設運営費補助額の増額  

２．社会教育施設建築費補助の増強  

３．昭和28年度における社会教育施設の建築に対する起債の確保  

 

 

 

３ 社会教育施設振興の方策はいかにすべきか（抄）  
 

                                    昭和31年３月28日 

                                    社会教育審議会答申  

 

 社会教育の振興は公民館，図書館，博物館等の施設にまつところがきわめて大きいが，これら施設が

真に人間教育の場として役立ち国民文化の進展に寄与できるためにはそれらが充分にその機能を発揮で

きるような状態におかれていることが必要である。しかるにわが国の社会教育施設の現状はまことに貧

弱であり，それが活発な活動を展開するためには，職員，建物，設備等に幾多の改善整備を要する実状

である。したがって，とくに同種の施設間の連携はもとより各種施設間の合理的な配置，相互援助，相

互調整，共通課題に対する綜合対策の実施等によって職員，資料等の不足を補い，その機能を強化する

ことが極めて重要である。今日問題になっている「青少年教育」についてもこれら施設が相互に提携  

し，創意工夫を加えて積極的な活動を展開すればその成果は必ず著しいものがあると考えられる。さら

に現状においては，関係法令の整備をはじめとしてその充実に画期的な行政措置を講ずる必要が痛感さ

れている。  

 以上のような理由によって，本審議会は各施設毎に次の通りその振興の方策を答申する。  

 

記 

 

１．公民館 

  社会教育法第３条によれば，国及び地方公共団体が共同の任務として公民館等の社会教育施設を設

置し，地域住民が自ら実際生活に即する文化的教養を高めるような環境を整えなければならないこと

を規定しているにも拘らず専ら市町村にその責任を転嫁し，国及び都道府県のこれに対する施策は極

めて貧弱である。29年度の全国公民館費の総額は約40億円であり国の経費はその40分の１約１億円で

ある。しかも町村財政の窮迫はこれ以上の増額は不可能である。この際公民館に対する行財政の根本

的改善をはかり，公民館がその地域における社会教育の中枢機関としての機能を果し得るよう措置す

べきである。  

 

 (1) 施設，設備充実の対策をたてること。  

   公民館が社会教育施設としての機能を充分発揮して，地域住民の向上に貢献し得るためには，そ

の施設と設備が整えられて，これが高度に利用されることを も必要とする。しかるに，その現状

は専用建物を有しないもの全体の約６割，設備亦利用者の要求を満すに足らず，公民館活動の進展
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を阻まれている場合が少くない。よってこの際公民館の施設，設備の 低基準を設定し，すべての

公民館が少くともこの基準に達しうるように行政指導を行うとともに国庫補助を増額し，又起債等

の強力な財政措置を講ずることが必要である。  

 

 (2) 職員の充実及びその資質向上を図ること。  

   公民館の事業が効果的に展開されるためには，優秀なる職員を配置することが不可欠の条件であ

る。しかるに現状は専任館長，主事等の数は3,000人にすぎず，特に主事の如きは，社会教育法上そ

の職務内容すら明らかにされていない有様でありその身分が確立されていないため，その待遇も極

めて悪い。従って，この現況を改善するためには，次の措置が必要である。  

  (ｲ) 公民館主事を必置の専門職員として，その職務内容，資格，身分を明らかにするとともに待遇

の改善に寄与し，長くその職にとどまることができるようにすること。  

  (ﾛ) 公民館に設置する専門職員数の基準を設定すること。  

  (ﾊ) 職員研修の施設を充実し，専門職員の養成を図ると同時に，現職教育を行う。  

 

 (3) 公民館単行法の制度について考慮すること。  

   上述の措置を講ずるためには，強力な法的措置を必要とすることは言うまでもないことである。

よって以上の要件をふくむ公民館単行法について速かに制定を考慮し公民館の設置，運営に対する

国及び地方公共団体の責任を明らかにすることについて研究する必要がある。  

 

 (4) 以上の措置を講ずるため社会教育法等の関係法規を全面的に改正し，新しい段階における公民館

活動の向上，進展に即する法律上の体制を統一整備することが緊要である。  

 

２．図書館（略） 

 

３．博物館（略） 

 

 

 

４ 公民館の充実振興方策について  
 

                                    昭和32年12月10日 

                                    社会教育審議会答申  

 

 公民館が市町村における社会教育の中心的機関として地域住民の生活ならびに文化の向上に貢献しう

るためには，その施設，設備が充実し，職員が適正に配置されていることが緊要である。 

 しかるに，現状は必ずしもじゅうぶんでなく，すべての公民館が適切にその機能を発揮しているとは

いい難い。  

 以上の点にかんがみ，本審議会においては慎重審議を重ねた結果，公民館の施設，設備，管理，運営

等に関し下記のように改善を要するとの結論に達した。よってこれが実現に必要な財政的，法律的その

他の措置をすみやかに講じられるように答申します。  
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記 

 

１．社会教育中心機関として，公民館がすべての市町村に設置されることが望ましいので未設置市町村

の完全解消と未整備公民館の充実を図ること。  

２．施設，設備，職員等について，別記のような 低必要な基準を設定し，これを，補助基準として，

その充実振興を図ること。  

３．社会教育特に公民館に関し，適正な地方交付税が交付されるように措置すること。このためにたと

えば地方交付税法における教育費のうちに「社会教育費」を新たに設け，適正な公民館費が計上され

るようにすること。  

４．公民館の新築については，適切な国庫補助金（補助率２分の１）を交付するようにつとめるほか，

実質的に起債の対象として優先的に取り扱われるようにすること。  

５．公民館主事を必要の職員とし，その身分，待遇の確立向上につとめるとともに，その資質の向上を

図るため研修の方法，内容等を検討し，国においても，計画的に公民館職員の研修を実施すること。 

  なお公民館以外の社会教育関係職員，および学校教職員等との交流をはかり，広く適材を採用しう

る方途を講ずること。  

６．公民館運営審議会の委員に報酬を支給することができるようにすること。  

  なお，同一地方公共団体内の公民館はその運営審議会を共同しておくことができることとするこ

と。  

７．分館の性格およびその設備根拠を明らかにすること。  

８．公民館の行う事業については，地域の社会教育の中心的機関たるにふさわしいものを重点的に行う

とともに，産業技術教育の実施に努めること。  

９．図書館，博物館，視聴覚ライブラリー等との連携を強化し，公民館の活動内容を充実すること。  

10．市町村のほか，都道府県についても公民館の設置を認めること。  

 

別 記 

 

１．施設，設備について  

 (1) 建物基準  

  ａ 建物の内容 

    少なくとも次にあげる諸機能を適正に果しうる施設を保有すること。  

   (ｲ) 事務管理   

   (ﾛ) 資料（図書その他の教材）の保管，貸出し   

   (ﾊ) 会議，集会   

   (ﾆ) 実習，研究   

   (ﾎ) 展 示   

  ｂ 建物の規模  

    地域の人口，面積等に応じ，公民館の建物規模も異なるが，地域の人口の増大に従って建物規

模を大きくし，または，２以上の公民館を設置すること。特に設置区域の面積が大きく，人口密

度の希薄な場合には必ず分館を設置すること。  
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 (2) 設備基準 

   次にあげる各種の設備を保有すること。 

  (ｲ) 館具（机，いす，黒板等） 

  (ﾛ) 図書，標本，模型その他の資料 

  (ﾊ) 視聴覚教育用具（映写機，録音機，テレビジョン受像機，オルガン，ラジオ，拡声装置または

放送設備等） 

  (ﾆ) 産業ならびに技術教育用具（農耕，農産加工，機械工作，タイプライター等の農，工，商等に

関する実験，実習用機械器具等） 

  (ﾎ) 家庭用具（計量器，家庭工作用具，生活改善用具，ミシン，染色器具，編物機，調理用具，ユ

ニットキチン等） 

  (ﾍ) 体育レクリエーション用具（体育用，保健衛生用の機械器具等）  

 

２．職員について  

  常勤公民館主事を少なくとも１名以上設置するとともに，公民館事業の多様性にかんがみ，所要の

職員をおくこと。 

  なお，地域における人口，公民館の規模，分館数の増大に従って職員の増加をはかること。  

 

 

 

５ 公民館の設置及び運営上必要な基準について  
 

                                    昭和34年12月19日 

                                    社会教育審議会答申  

 

 このたびの社会教育法改正に伴う公民館の設置及び運営上必要な基準については，慎重審議の結果，

さしあたり基準に規定する事項として下記のような結論に達しましたので，この趣旨を十分勘案して基

準を定め，指導助言せられるよう要望します。  

 

別 記  

 

設置について  

１．公民館はたとえば農村では小学校通学区域を，都市では中学校通学区域をその事業の主たる対象区

域とすることが適当であると考えるが，住民の利用上の便宜を考慮して，人口，地形，交通上検討を

勘案の上，地域の実情に即して対象区域を定めるようにすること。  

  なお，市町村合併等のため，公民館の統廃合を行う場合は，あくまで住民の利用上の便宜を図り，

公民館活動の水準の向上を図ることを目的とし，無理な統廃合を行わないよう指導助言すること。  

２．公民館は，会議集会，資料の保管及び利用，研修，事務管理等に必要な施設を含む330～500平方メ

ートル程度以上の専用の建物とすること。ただし，講堂を除く建物の面積は，230～330平方メートル

を下らないようにすること。  
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３．公民館には，その事業と地域の実情に応じて，およそ次のような設備を備えること。  

 (1) 机，椅子，黒板等の館具  

 (2) 写真機，映写機，録音機，蓄音機，テレビ受像機，幻燈機，ラジオ聴取機，拡声機等の視聴覚教

育用具  

 (3) ピアノ又はオルガン等の楽器  

 (4) 図書及びその利用のための器材器具  

 (5) ミシン，ユニットキチン，農機具等の実験実習に関する器材器具  

 (6) 体育又はレクリエーションに関する器材器具  

４．公民館には，社会教育に関する知識経験を有する専任の館長と主事を置くものとし，公民館の規模

及び活動状況に応じて主事の数を増員すること。  

 

 

 

６ 進展する社会と公民館の運営  
 

                                 昭和38年３月 

                                 文部省社会教育局作成資料  

 

１．変貌する社会と公民館の役割  

  科学技術の急速な進歩と経済の高度な成長に伴って社会は著しい変貌発展をつづけ，とどまること

を知らないありさまです。科学技術の面でも，産業の面でも，はたまた社会生活の面でも，個人生活

の面でも，このはげしい変化に適応し対処して方向を誤らないためには，常に新しい事態を正しく理

解する努力が大切でありますし，これに必要とされる能力の向上を不断に心がけなければついには遅

れをとり，個人の幸福も社会の繁栄も望むことがむずかしくなるにちがいありません。  

  また，生活がいよいよ複雑になってくる結果，わたくしたちの周囲には，平和で豊かな生活の妨げ

になるような面倒な問題が数々発生したり心身の疲労や緊張を加重するようなことが頻繁に起きて

きたりして，個人的に，または共同で，問題の解決を図り，研究やくふうをしなければならない場合

がますます多くなってくると思われます。  

  いうまでもなく，新聞，雑誌，図書，ラジオ，テレビ，各種の塾，相談所，調停機関，試験所，指

導所の類，スポーツ施設，娯楽施設は，利用の仕方によっては，また，所によっては，これらの問題

の解決や研究に役立つといえるでしょう。  

  しかし，新聞，ラジオ・テレビなどはそのままでは必ずしもすべての人の学習その他の希望にじゅ

うぶん役立っているとはいえず，相談所，試験所等の機関は，大多数の人びとが自由に，安易に利用

できるほど隈なく設けられているわけでもなく，娯楽機関が必ずしも日常，心身の保健と慰安の希望

をじゅうぶん満たしているとは限らない，というのが実際のところです。およそこれらは，多様な自

分たちの問題を自分たちで解決し，各種の学習意欲を満足させようとする動きに対して，直接奉仕す

ることをすべての目的とするものではないからです。  

  したがって，社会の進展に即応して，生活の向上を図るために生じてくるであろうあらゆる問題の

解決を常住の間に助けうるような条件が，公共の力で整えられ，それが手軽に利用できるならば，そ

の利便は大きく，近代的な市民生活では，何にもまして望まれるわけですが，この期待に，まっこう
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から答えようとする使命をおびているのが，すなわち公民館であることはいうまでもありません。 

  そのうえ，ただ，人びとの目前の要求をみたすばかりでなく，人びとが生活している時代なり，社

会なりの存続発展上の各般の要請が併せて充たされていくのにも，また適する機能を備えることが，

公民館の性格から，当然と考えられます。この観点に立って見ますと，大都市においても，僻村と何

ら異なることなく，公民館に寄せられる期待は重大であるにもかかわらず，現実は概してその分布，

配置をはじめ，規模，内容とも不じゅうぶんであり，貧困であります。つまり，あらゆる地域につい

て，広くはわが国全体を見渡して，公民館の設置および改善の必要な理由もそこにあるのであります。 

 

２．公民館とはどんなものか  

  ところで，公民館といえば，いまなお，集会所のようなものと考えたり，映画会や成人式・老人の

日などの行事をするところだと思っている人がずいぶんあります。中には，結婚式場だと思っている

人もあります。実際には，青年学級や婦人学級を開いたり，講習会を催したり，図書を具えつけてお

いて貸出しを行ったりしているものが大部分なのですが，一般の人びとがこのような印象を受けてい

るということは，いわば，公民館が住民の生活の中で正しく理解されていないとともに，生活上必要

であるという切実感が伴っていないことを示すものだともいえましょう。住民の実際生活に即して行

われるべき公民館の教育文化活動が住民の生活から浮上ってしまって，生活に還元されないからであ

るともいえないことはありません。そこで，試みに，公民館が真に「市町村その他一定区域内の住民

のために，実際生活に即する教育，学術及び文化に関する各種の事業を行い，もって住民の教養の向

上，健康の増進，情操の純化を図り，生活文化の振興，社会福祉の増進に寄与する」という社会教育

法（第20条）の趣旨に添うものであるためには，住民の生活にどのようなかたちで結びついていった

らよいかを考えてみましょう。  

 (1) 公民館は地域住民のすべてに奉仕する
．．．．．．．．．．．．．．．．．

，いわば開放的な
．．．．．．．

，生活のための学習や文化活動の場で
．．．．．．．．．．．．．．．．

  

す
．
。 

   したがって，公民館は，あらゆる領域の，各種の学習が誰にでも気楽にできるようになっている

ことを理想とする施設でなければならないわけです。すなわち，公民館は住民の必要に応じた事業

計画を立てて，講義や討議方式の学習活動をはじめ，各種の発表・展示，映写，放送などの手段を

通じて，さまざまな学習その他文化的活動の機会や材料を住民に提供するとともに，個人ででも，

集団ででも，自由にその施設・設備を利用し，事業に参加できるよう住民に開放されている施設で

あることが求められているのです。  

 (2) 公民館は人びとの日常生活から生ずる問題の解決を助ける場です
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。 

   前項のことと密接に関係することですが，公民館は日常生活の中から生ずる数々の疑問や緊急の

解決を必要とする問題について，直接，個々に答える措置を講じたり，関係資料を提供してその解

決に役立てたり，助言を与えたりするほか，集団でこれらの問題の解決をはかる場合に便宜をはか

り，協力する働きをすることが望まれるものです。したがって，公民館は，あらゆる問題を処理で

きるような条件や体制，つまり，現実および将来を見通した施設設備をはじめ，職員や講師とか助

言者や資料などを整備するものでなければならないことになります。  

 (3) 公民館は
．．．．

，他の専門的な施設や機関と住民との結び目となるものです
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。 

   公民館が上に述べたようなはたらきを果すためにはおそらく，その実体は，ぼう大な規模を必要

とするように思われるでしょう。公民館が，単独で，そのすべてを背負うとすれば，そのとおりで

す。しかし，公民館の特色の一つを発揮することによって，むしろ，その機能を効率的にすること
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ができます。すなわち，公民館は図書館や博物館のような専門的社会教育施設，保健所・試験所・

研究所などの専門的機関，および学校その他の教育機関や行政機関と密接な連携を保ち，それらの

機能を活用しながら，住民に対するサービスを豊富にし適切にすることができるからです。公民館

は，司書や学芸員や技術者やその他それぞれの道の専門家の協力があるならば，これらの職員を必

ずしも公民館に置かなくても差支えない場合が多く，また，住民にとって，日常必要でしかも利用

頻度の多いもの以外は，それ自身各方面の資料をすべて保有することに必ずしも苦しまなくても済

むでしょう。ただ，必要の都度，問題によってこれを適切に処理しうる能力と技術を有する職員  

と，他から借受ける資料を保管し活用する施設設備を整え，他の施設機関との相互提携による公民

館活動を円滑に実施することができるようにくふうし，実効をあげるようつとめることです。そう

なれば，公民館は，本来の目的と性格に基づく，それ自身の充実改善とともに，他の協力を加えた

機能をもって，地区における社会教育の総合的な中心拠点として，住民の日常生活をよりいっそう

高め，地域社会の建設発展に重要な役割を果し，名実ともに意義のある有力な施設となるわけで  

す。いいかえると，公民館自体の機能のほかに，図書館や博物館，あるいは，情報センターとして

の機能まで事実上発揮することもできるのであります。一面このことは，図書館や博物館などの社

会教育施設にとっても，その館外活動ないし奉仕活動が広く効果的に発揮されることになるという

見方もできるわけです。（註１）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民と公民館と専門諸機関との関係図（点線内は地域社会） 

 

   したがって，このようなかたちのものになって始めて，公民館は地区における総合的な教育・文

化のセンターとして，他の社会教育施設と異なった独自の性格および，他のものでは充たされない

働きをうちだすことができるのであります。しかるに，以上のような尺度で現実を見ますと，中途
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半端な機能しか持たない図書館や貧弱な展示資料や内容が単調になった学習活動の類が多いといっ

てよいようです。これでは，一般の人びとの関心を惹きつけることもむずかしいでしょうし，生活

にじゅうぶんに役立つことはできないに相違ありません。  

   公民館の設置運営に関する基準（昭和34年12月28日文部省告示）は，市町村の一定の地区を，対

象区域とする公民館を公民館の も基本的なかたちとして第一に掲げておりますが（同基準第２条

から第６条まで）これは，市町村全体を一つの単位とする施設では，日常の利用に不便なうえ，不

完全な機能の施設の総合体となり，したがって，他の施設と競合するきらいがなくもないためで  

す。要するに公民館は，その市町村内またはその周辺に，充実した他の専門的な施設ができるほど

内容が充実してくるわけで，他の施設ができたために，競合を生じ，弱体化するというようなこと

は起こらないし，起こってはならないといえましょう。  

（註１） 公民館は各機関と住民との媒介となるものですが，その媒介のしかたは，専門的なもの，特

殊なものになるほど住民から，専門機関の方へ橋渡しをするなどの便宜をはかり，一般的で住

民により多くの関係のあることは公民館自身が，それらの機関から資料なり，企画なりを公民

館の方へ持ってきて，公民館の事業として一般の人々に提供するかたちをとることになります。

公民館は何と云っても地域の教育・文化の中心となる施設だからです。  

 (4) 公民館は仲間づくり
．．．．．．．．．

（地域住民の人間関係を適切にする）の場です
．．．．

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸機関は図書館・博物館を事例とし，専門家組織は地域の学識経験者をいう 

 

   公民館の事業やその利用が住民の生活上の要求にしっかり結びつき，人びとの公民館に出入りす

る度数が頻繁になってくると，集団的な学習の場を通して，あるいは，個別に施設や設備の利用を

しながら，相互接触の機会が増大し，同じ傾向の問題に取り組んでいるとか，趣味嗜好を同じくす

るとかいうことで，人と人との結びつきが広くかつ緊密になっていくものですが，こうした点から

人びとがお互いに力を合わせることにより町や村づくりおよび基本となる住民の成長，つまり人づ

くりが進んでいくようになることがじゅうぶんに予想されましょう。このような機運や体制をつく

ることこそ，公民館のまことに大切な使命なのですが，ただ，いろいろな集団が次々に生まれ地域
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組織が整うというだけでなく，それらの集団や組織が公民館と結びついて一そう活発な諸活動をつ

づけ，しかもそれらの相互の協力連携を保つという発展過程を通して，地区の教育・文化の振興に

寄与すること，ことに公民館の本来的な姿の一つを認めることができるともいえましょう。  

 

３．公民館の施設と設備をめぐる問題  

  一般的にいって公民館に必要なへやを挙げると，  

 (1) あるていどの，例えば，地域的に考えて，需要度の多い参考図書の類などをならべ，なお，ある

ていどの図書資料を安全かつ利用に便利なように，運営と管理のできるへや。  

 (2) 他から借入れた資料を保管できるへや。  

 (3) 日常生活に必要な実習（たとえば，家事，家庭工作，機械器具の分解など）に適するへや。  

 (4) 趣味・レクリエーションのための実習（例えば踊り，演劇，音楽，スポーツ，美術，工芸など）

にふさわしいへや。  

 (5) 講義や討議に便利なへや。  

 (6) ㋐常設的に小規模な展示のできる場所と㋑臨時に少々規模の大きい展示のできる場。  

 (7) 数十人ないし２，３百人の集会のできるへや。  

 (8) 個々の人の相談に応ずるときに使うへや。  

 (9) 入館者が気軽に休憩を楽しみうるへや。  

(10) 職員や入館者が自由に事務のとれるへや。 

 などが必要と思われます。  

  これくらい揃えば，先ず公民館としての機能を果すことができるのです。この場合も，10の機能を

持つへやが必ずしも個々別々に設けられる必要はないのであります。二つなり三つなりの機能を兼ね

ても支障のないようなくふうをすることもできるのであります。たとえば，100平方米ていどの広さ

の方形のへやを設け，これに(4)と(6)の㋑と(7)の機能を兼ねさせることは大して困難なことではな

いのであります。公民館の講堂は，集会場としてのみ用いるのではなく，屋内体育場，展示場，レク

リエーションホールとしての機能を持たせるのがこの頃では普通となっています。したがって，公民

館の設置運営に関する基準に示されているような 低330平方メートルから500平方メートルの建物

でも，きわめて多様な機能を持つ施設とすることができるわけでありますから，公民館の施設を整備

する場合は利用者層の実態を考慮に入れながら，住民に必要なあらゆる教育的文化的な活動の可能に

なる施設とするよう万全の配置とくふうが必要であります。公民館というものを余り知らない人びと

の言葉に左右されて，似て非なるものを建てる愚を犯さないようにじゅうぶんな注意を払ってほしい

ものです。（註２）  

  しかし，このような建物もそれに伴う設備を整えなければ機能を完全に発揮することはできませ 

ん。たとえば，家事家庭の実習をするへやには，調理，染色，洋裁，電気器具の取扱いなどに便利な

給排水，電気，ガス，調理台，裁断台などの設備を欠いてはなりません。また，工作，機械の分解組

立などを行う部屋には，工作台，電気，ガス，給排水等に加えて，電気工具類が具えられなければあ

まり役に立たないといえましょう。農村では，実習室の外側にテラスをつくり，これにグラスビニー

ルの屋根をかけ，大型の機械や家畜の類を運んできて実習することもできるような設備をしなければ

ならないことでしょう。趣味の実習を行うへやでも全く同様で，実習の種類に応じて，楽器なり，照

明器具なり，現像用機械類なりを整えなければならないわけです。また，展示場には，壁面が用意さ

れなければなりませんし，休憩室付近には陳列ケースや茶飲場があり，テレビ，新聞雑誌台などが置
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かれ，図書室には参考図書などが用意されておらなければならないでしょう。また，教室は，暗幕装

置があっていつでも映写機を用いて学習ができるようになっている必要がありましょう。講堂を屋内

体育館とする場合には，当然その規模に応じて，バレーなどの球技用の器具なり，卓球台なりが用意

されていなければなりません。屋外に運動場を持つ場合も，体操のための簡易な用具やソフトボール，

バレー，その他のスポーツ用具などが用意されなければならないでしょう。しかも，これらの諸設備

は公民館がその活動に用いるだけでなく，個人なり集団なりに対し必要に応じて貸すことにもなりま

すから，その種類や数量は，地域の必要と利用の状況に応じて，選択し増減することになるわけで  

す。  

  また，公民館に分館があったり，類似施設があったりする場合は，そこで行われる教育・文化活動

の内容を充実したものとするために，展示資料や展示壁面や料理設備や映写機の類を運んだり，図書

の巡回箱を廻すことがあります。場合に応じて各種の備品を運び，時にはみずから教育活動を行うと

いう多様な機能を持つ自動車が使われることが 近次第に多くなってきています。これは一般に，移

動公民館と呼ばれるもので，前記「設置基準」では，連絡等に当る公民館に置くことに決められてお

ります。  

（註２） 初から公民館として建てられなかった建物を公民館として使っている場合や，公民館とし

て建築はしたけれども機能が足りないと思われるような場合は，きわめて技術的に困難なこと

が多いとは思われますが，少しでも改装なり改築なり，増築なりをしてその機能の増大につと

めなければなりません。  

 

４．公民館事業の再検討  

  公民館はいわば，その施設のはたらきによって住民の現実の生活に結びつく多彩な活動を行うもの

なのですから，事業実施の前提として，先ず，その多様な機能に答えうる中心的施設としての整備を

はかることが基本要件だということができます。これに加えて，前述のように他の各種の施設や機関

との連携の体制を固めること，専門家の組織を作ることなどがあると考えられます。事業は，まさ  

に，この体制の上に展開されていくことになるからです。  

  ところで，公民館の事業は，一つには，住民の個人または集団による要請に応じて，施設，設備，

資料等を提供したり，職員ないし専門家組織を利用させたりする面と，もう一つには，住民の要求や

必要に基き，一定の事業をみずから実施して，住民にさまざまなかたちの学習や文化的活動の機会を

提供する面とがあります。  

  前者のうちの個人の利用のかたちというのは，一人で本を読んだり，そのための読書指導を受けた

り，音楽を聞いたり，自分で演奏したり，ものを調べたり，電気工具を用いて器具を作ってみたり，

体操用具を用いて身体を鍛えたり，質問を持込んで回答を要請したり，というようなかたちのもので

す。  

  次に，集団での自主的な公民館の利用というのは，一定の目的を持つ人たちのグループが公民館の

施設や設備を用いて，趣味や実益や教養のためのさまざまな学習研究の活動を行う場合です。こうし

たグループに，必要な機材を与え，資料や講師，助言者の提供を行うことも，人びとの自主的な社会

教育活動を促進するうえで非常に要望される，大切なことです。しかし，これらの奉仕を行うために

は，前に述べた各種機関との連携や専門家などの，指導者組織の編成や，確立がきわめて重要になっ

てまいります。特に，個人の要請に応じ，相談に乗る（カウンセリング）ということは，これまでの

公民館では一般にあまり重要視していなかったことですが，切実な悩みというものは，個々の人の生
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活の中にこそあると云えないことはありません。そのうえに，とくに成人については，そのすべての

活動が集団のかたちで行われるのでは抵抗を感ずるものがあって，教育・文化活動の促進を阻害する

ことが往々ありますから，今少し，個別的な利用について検討を加える必要があると思われます。そ

の方法としては，個々の研究や製作のための実習室の開放，図書の貸出しと読書相談，相談室の開  

設，通信教育の実施などがあります。また，機械，器具，楽器なども自由に使用させ，これに正しい

指導を与える時間を設けるなどのことも非常に意義のあることと思われます。もちろん，このような

個人的な活動からグループづくりができればそれほど望ましいことはありません。かりにそこまで至

らなくても，社会教育としては大きな意義があるのではないかと思われます。  

  次に，主催事業というのは，地域の必要なり，地域の要求に基いて公民館が中心となって実施する

事業のことです。従来は，青年学級，婦人学級，産業講座，趣味講座，家事家庭講座というようなか

たちの学級，講座と，成人式，老人の日，体育祭などの年中行事や文化祭とか品評会とか名づけられ

る行事などがその主なものである場合が多かったですがいずれの場合も時代の進展に応じ，社会の動

きをよく見きわめて，常に内容の改善に努める必要があるように見受けられます。  

  たとえば，講座の類にしましても，企画の段階から実施，展開にいたるまで，かなり反省し検討を

加えなければならないものがあるようです。ありきたりのかたちの講座をかたの如く企画していたり，

希望の多いことがらさえ取入れさえすればよいと考えていたり，また，映画さえ用いれば講座の魅力

は増すと考えたり，安易かつ単純に扱っている例が少なくないようです。学習者の募集なり勧誘なり

の段階でどのていどの対策が講じられているかも問題です。対象となる人びとの大部分が参加を妨げ

られるような場合にその原因がじゅうぶん研究されているでしょうか。機会均等の趣旨を拡大しよう

として，部落や職場職域への進出をはかるということは結構ですが，それだけで問題は解決するでし

ょうか。学習の必要を感じさせるために，どのていどのくふうが講じられているでしょうか。個々の

人に結びつくためにどんな手段がとられているでしょうか。通信教育やラジオ・テレビ・図書などを 
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 媒体とする住民との結びつきはどのように行われているでしょうか。有線放送のある地区で，住民の

教育および学級や講座の開設にそれはどれほどの役割を果たしているでしょうか。学習の中に実務・

実習の要素はどれだけとり入れられているでしょうか。視聴覚的方法の活用ということが云われてい

ますが，これに，図表，写真，実物，模型，あるいは，これらの既製の教材や自作の教材ないし見学

や観察などはどのように組み込まれ活用されているでしょうか。さらに，ラジオ・テレビの家庭視聴

が公民館などで行われる学習の機会とどのように結び合わされているでしょうか。トランジスターラ

ジオはどのように活用されているでしょうか。こんな具合に反省してみると，学習の機会の計画や活

動一つをとってみても，なお検討くふうしなければならない問題がまだまだ数多くあるように思われ

ます。講座や学級の開設に実績を挙げている公民館は，特に問題のない地域を除いては，すべてこう

した問題に研究と経験を重ねて，その内容の充実につとめ，あるいは，参加者の啓発をはかっている

ところだということができます。  

  なお，講座の中で， も多く求められ成功率の多いものは，一般には，趣味と実益に関するもので

あり，特に教育そのものに関するものでは，こどもの教育についての内容をもつものであるといわて

いますが，しかし，趣味と実益に関するものでは，講習内容とともに，開設の場と設備が参加者の学

習意欲に大きく影響するものですから，公民館の関係者はこの点にいっそう留意の必要があります。

その意味で，場の設定に当って居心地のよい机・腰掛のほか，視聴覚設備を整え，簡単な給排水設備，

コンセント，参考書陳列用棚等を設けるなどの配慮が大切になるわけです。  

  このほか， 近は，小・中学生を対象として，趣味と実益をねらった科学教室とか文化教室とかが

開設されて好評を博し，青少年の健全な育成に少なからず貢献しているのは喜ばしいことです。  

  しかし，こうした講座や教室の類だけでは，一般の人びとに，公民館の利用を促すことにはいささ

か困難のようです。また，趣味や実益以外のことは成り立たないからといって，実施しないでよいも

のではありません。講座のようなかたちの教育や文化活動には参加しない人びとや，生活事情などに

よって参加できない人びとのためには，もっと気楽に自由な時間に参加のできる事業や方法を考案す

る必要があります。たとえば，各種の展示会とか，発表会とか，教育映画の会とか，実演の会という

のがそれであり，ニュース，機関誌，広報，掲示，回覧板等の利用や，街頭公民館，畦道公民館など

というかたちの活動もその中に入ると思われます。映画会や掲示はもちろん，展示会なども，既に，

文化際とか，品評会とか産業展覧会とかいうものの中で行われている例は少なくありません。各種の

発表会も，公民館の各グループの総合発表会というかたちでよく行われています。しかし，その内容

や開催のしかたについては，なお，反省を要し検討改善を加える余地のあるものが多々あるようであ

ります。映画会の場合でももっと主題をはっきりしたものとし，生活にいっそう役立つかたちのもの

にするなど，研究問題が山積しているはずです。各種の発表会も，住民のお互いの力を高めるため  

に，住民の参加するもののほか，模範的なものを加えると，さらに効果的であり，発表の内容も，演

劇，音楽，各種の研究というように各方面に亘ることが提案されてよいでしょう。できれば，それぞ

れのものを別の機会に開くようにすることは，年に１回だけの開催というような単調で実り少ないや

り方に陥るのを防ぐことでしょう。また，美術品，手芸品，または生産物，発明くふう品の展示会も

住民の作品の競技的な展示を行うのみでなく，模範的なものや参考作品を見せる機会をぜひ持つよう

にしたいものです。さらに，生活改善とか市民性の高揚とか家庭教育とか科学振興とか，一定の主題

を持った教育的な内容の展示会を行ってそれらのことがらに対する一般の関心を高め，理解を深める

機会とすることもできましょう。ただし，このような内容のものは，展示品の製作や，資料の収集に

困難が伴い，経費も多額に要する場合があるため，啓発的効果がきわめて大きいのにもかかわらず， 
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 ほとんど，開かれていないのが実際のところです。今後は，事業計画を立てる場合に，もっと，こう

した一般の人びとに結びつく事業を中核にして，企画をたてることが注意されてよいと思われます。

ただ，その場合，事業費の不足を補い，事業内容の充実と人びとの関心と興味を強く惹きつけるため

に，公民館相互が協力して，共同事業の形態をとったり，事業内容に応じてそれぞれの関係団体や関

係機関と共催したりするような方法を講じることが成功に結びつく道であるといえましょう。ただ，

展示会を開くには，適切な展示の場を持つ必要がありますが，公民館にはいかんながら，その用意が

きわめて少ないのです。したがって，１回でも，展覧会を催そうとすると，大へんな労力と経費を伴

い，そのことが展示会開催の意欲を弱くし，企画の実施の妨げとなる場合が少なくありませんでした。

そういう事情から，他の団体，機関でも，展示会の必要は感じながらも，公民館を利用しての展示会

の計画を立てることが少なかったのであります。だから，今後の公民館には，このような障害を除去

するため，少なくとも120平方メートルから150平方メートルくらいの面積を要する展示がいつでも簡

便にできるような施設を整備することが求められるわけです。講堂だけで不足ならば，廊下会議室な

ども利用して 低の展示面積を確保するとともに，平面，立体の両面にわたる展示が可能になるよう

壁面を工夫し用意することです。  

  なお，先に述べました発表会や展示会をひんぱんに行うことは，この方面に対する住民の関心を高

め生活水準の向上に役立つと同時に，これらに関する学習やグループ活動を盛んにすることにもなり，

相関的な発展に寄与することになりますから，公民館の事業計画の中で，今後の研究問題とするに足

る現実的な価値を多分に有する問題であるということができましょう。  

 

むすび  

 以上，きわめて簡単で，要を得ませんでしたけれども，これからの公民館のあり方，中でも，その施

設，設備，組織，事業について，その充実方策を検討してみたのでありますが，どのようにその充実を

図ったとしましても，それらの機能をじゅうぶんに発揮するためには，施設，設備，職員，運営につい

て正しい管理をおろそかにしないように注意することが必要です。特に，施設，設備の管理に関して  
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は，集会所や貸本屋同様に，どんな種類の事業にもどんな目的の人にも無制限に貸し与えて，公民館本

来の目的を達成するのに支障を生じたりするようなことがあってはなりません。むしろ，もっと積極的

に公民館が主催する事業にせよ，施設，設備を提供する場合にせよ，すべて教育的配慮のもとに利用さ

れるように配慮し，市民性の涵養なり，郷土振興なりが施設や設備の利用を通して，自然に行われてい

くように管理者は，その運営に特に留意することが大切です。 

 

 

 

７ 公民館の充実振興方策について  
 

                                    昭和42年６月23日 

                                    社会教育審議会建議  

 

 社会教育の振興に，公民館の果すべき役割は大きいが，公民館の現状はいまだその施設設備，職員組

織等においても幾多の改善整備が必要とされているのみならず，大都市や小規模町村においては，その

設置をさえ見ないものが少なくない。また，その事業内容においても必ずしも時代に合った住民の要求

をじゅうぶんみたしうるものとはいいがたいありさまである。  

 公民館は，本来地域住民のすべてに奉仕することを目的とし，日常生活に必要な実際的教育・学術文

化活動を行ない，また住民の自主的な社会教育活動を促す等多様な機能を持って，社会教育の中心的役

割を果す施設であり，都市たると農村たるとを問わず，その振興を図る必要のあるものである。  

 よって，速やかに未設置地域を解消するための措置を講ずるとともに，その活動を一層充実振興する

ため，今後は，経済，社会の変遷にも応じ，魅力ある施設として住民の要望に答えることができるよう

次の諸点に留意し改善につとめることが必要である。  

 

１．事業活動について  

  公民館の事業は，現に，企画にざん新さがなく，内容に魅力の乏しい場合が少なくない。その理由

は経費および職員の不足にもあると考えられるが，事業内容の検討と，経営のくふうによって改善され

るものも少なくないと思われる。よって次のように企画，実施上の配慮をすること。  

 (1) 公民館は，図書館，博物館，保健所，試験所，大学その他各種専門施設・機関と連携し，利用を

許される社会資源をできるだけ活用して公民館事業の内容を充実すること。  

 (2) 多数の公民館が相互に連携し，事業を共同で企画・実施し，事業の効率を高めその内容の充実を

図ること。  

 (3) 全国的規模または都道府県規模で作成される高度に充実した教材・資料の提供，巡回を行ない，

個別ではとうてい企画することのできないような事業を実施できるようにすること。  

 (4) 職業・技術・生活技術等に関する教育活動は都市・農村とも，公民館事業としては重要であるが，

とくに都市では，住民の余暇善用のために文化活動や軽スポーツ・レクリエーション活動の場を提

供すること，図書その他の資料を貸出すこと，生活各般の問題についての相談・情報提供，他施設

利用の際の連絡など住民の自主的活動のためのサービスに重点をおくこと。  

 (5) 市民性の涵養などの国民的課題や地域的課題の解決のための学習は公民館活動としてきわめて重

要なものであるが，これを講習会や講座・学級によってのみ行なうのでなく，一般集会・社交・レ

クリエーション活動および公民館の施設・設備の利用を通して自然な形で行なうようにすること。  
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８ 急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について
（抄） 

 

                                    昭和46年４月30日 

                                    社会教育審議会答申  

 

第２部 社会教育振興の方向  

 

４  社会教育に関する施設  

 (1) 施設の現状  

  ア 施設の種類  

    社会教育に関する施設は，社会教育活動の内容や方法が多様であるのに対応して多種にわたっ

ている。また，設置者は公共団体だけでなく，民間団体や私人もあり，施設の利用範囲も近隣住

区を中心とするものから，より広域的なものまでさまざまである。  

    社会教育に関する施設を設置の目的からみると，公民館，図書館，博物館，体育館，青年の家

等のように，もっぱら社会教育活動を目的として設けられた施設と，学校教育施設，厚生施設，

職業訓練施設，農業研修施設，宗教施設，教養娯楽施設などのように，本来，社会教育のために

設けられたものではないが，社会教育の推進に事実上役だっている施設とにわけられる。  

    社会教育に関する施設について考える場合，これらを総合的にとらえる視点が必要であるが，

ここでは前者を中心にとりあげることとする。 

  イ 施設の現状  

    わが国における社会教育施設の発展は戦後とくにめざましく，公民館，青年の家などの新しい

施設が生まれ，その数も年々増加している。しかし，その絶対数は少なく，地域間の普及状況に

は格差がある。また，専門職員の不足，施設・設備・資料の不備，運営上の配慮の不足などのた

め，本来の目的にかなった活動をじゅうぶん展開できないものが少なくない。  

 

 (2) 社会的条件の変化と施設  

  ア 施設一般の課題 

    国民の学習要求の高まりに即して，社会教育施設を拡充するにあたっては，次のような課題を

解決する必要がある。 

   (ｱ) 施設の計画的整備と体系的配置  

     施設の目的・機能・利用範囲，地域人口，交通条件などを考慮しながら，ひとびとの必要と

要求に即応するように，諸施設の整備計画を樹立する必要がある。この場合，各施設が日常生

活圏施設，広域圏施設のいずれに属するかに留意しながら，体系的な配置を図るべきである。

また，国および地方公共団体が地域開発計画等を策定する場合には，社会教育施設の配置を織

り込むとともに，それに必要な土地の先行的確保について配慮すべきである。  

     なお，校庭の開放その他学校の施設設備の開放の推進についても配慮する必要がある。 

   (ｲ) 施設の専門分化と総合的な施設の強化 

     ひとびとの学習要求の高度化，多様化に伴い，施設に対しても専門分化したサービスが要請

される。この場合，人口過疎地域においては，町村単独で個々に設置することは困難であるこ
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とにかんがみ，当該地域の中心地区に専門分化した施設を共同で設置する等の措置を講じ，ひ

とびとの学習要求に対応することが望まれる。  

     また，専門的施設をいくつか集めて，総合的な機能をもつ施設に統合することも必要であ  

る。地方，施設の機能の専門分化と並行して，地域のひとびとが身近に相互のつながりを深  

め，自発的活動をできるような各機能をあわせもつ日常的総合施設の必要も大きい。  

   (ｳ) 都市における施設の刷新・充実  

     都市住民の意識や生活環境に応じて，たとえば，相互連帯意識を啓培するための公民館，ス

ポーツを楽しめる身近な小運動場や屋内体育館，青少年の豊かな人間形成のための青少年教育

施設の充実など，社会教育施設の刷新・充実を積極的に進める必要がある。とくに大都市およ

びその周辺部においては，通勤・消費行動，余暇利用等の人口流動に対応して，中心街，事業

場密集地域に文化施設等の設置を促進する必要がある。  

   (ｴ) 内容の高度化に対応する条件の整備  

     今後，社会教育施設にも高度の活動と魅力ある施設内容が強く要求されるので，物的条件の

整備には格別の努力が必要である。また，施設の運営において職員がきわめて重要な役割を果

たすことにかんがみ，各施設における専任職員の設置と増員につとめるとともに，その資質向

上のための養成と研修につとめることが必要である。  

   (ｵ) 他の施設との連携強化  

     各種の社会教育施設が，単独ですべての活動を行おうとして，かえってサービスの不徹底を

きたしている場合が少なくない。今後，同種施設間に一定の組織を作って事業の共同化を図り，

または専門分化した施設と一般的施設との間に，あるいは広域圏の施設と近隣住区施設との間

に強力な連携体制をつくって，サービスを充実する必要がある。また，社会教育施設は，その

他の関係施設と提携して経営効率の充実を期すべきである。  

   (ｶ) 公共投資などの拡大 

     国や地方公共団体は，これらの社会教育施設が生活環境の基盤であることを認識し，施設の

建設については財政措置を強化する必要がある。 

  イ 施設別の課題 

   (ｱ) 公民館  

     公民館は，終戦後の混乱した世相の中から，祖国再建への活路を開く原動力として構想さ  

れ，その整備充実がすすめられてきたが，農山村，中小都市に比して大都市においては，その

普及が著しく遅れている。また，その運営についても，地域的格差が大きい。  

     したがって，次のような課題を解決する必要がある。  

   (ｉ) 公民館は，地域住民ひとりひとりの学習の場として，住民が談論し読書し，お互いの交友

を深める場として，また，社会教育関係の各種団体等が相提携して地域の環境改善にとりく

みそれを推進する場として，さらに，青少年教育の場として拡充されることが必要である。  

      なお，都市においても新しい市民の連帯意識を醸成するために，公民館の果たす意義と役

割が改めて認識されなければならない。  

   (ⅱ) 公民館は，基本的には日常生活圏内の住民を対象とする社会教育施設であるから，当該市

町村の実情に即して，計画的な配置とその設置促進を図る必要がある。都市化の進展に対応

して，当該住区外からの通勤者等に対しても公民館を開放したり，また，広域圏の住民を対

象とする公民館を構想することなどを積極的に検討する必要がある。また，都市で公民館を
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設置する場合は，他の公共施設との併設を考えるなど設置の方式にくふうを加える必要があ

ろう。 

   (ⅲ) 住民の多様な要求にこたえうるように，体育・レクリエーション活動，住民への情報資料

の提示，相談事業の実施等に留意する必要がある。  

      また，住民に親しみやすいものとするため，社交・談話室，幼児保育コーナーを設置する

などのくふうをこらす必要がある。さらに，公民館が地域における各種団体や関係機関の協

力による地域振興等の計画立案，反省評価の場となる場合，これに対し公民館職員が適切な

役割を果たすことが望まれる。  

 

５ 社会教育における指導者  

 (2) 社会的条件の変化と指導者  

  イ 指導者別の課題  

   (ｲ) 行政関係職員  

   (ⅱ) 施設職員  

     ａ 公民館の主事 

       公民館には，その事業の実施にあたる職員として主事を置くことができるとされてい 

る。 

       公民館における専任主事の設置状況は，本館についてさえも三分の一に達しない状態で

ある。  

       また，その職務の専門性が明確でなく，任用資格は定められておらず，身分・処遇のう

えでも特別の措置が講ぜられていない。これが，公民館の主事に有能な人材を得ることの

あい路になっていると思われる。  

       すべての公民館に公民館の主事が常置されなければならないが，同時にこの主事には，

社会教育に関する識見や経験と公民館事業の企画と展開に関する専門的な知識・技術が必

要とされる。  

       今後は，公民館の主事との設置推進と専門性の明確化のための方策を確立する必要があ

り，これらの検討にあたっては，社会教育主事との関連を考慮する必要がある。 

 

第３部 社会教育行政の役割と重点  

 

３ 社会教育行政の当面の重点 

  以上，今後の社会教育行政の上で配慮されなければならない事項について述べたが，その中でも，

社会教育行政の基盤たる社会教育の人的物的条件の整備がとくに重要であり，その当面の焦点となる

のは，人的面では社会教育主事，物的面では公民館である。 

  したがって，社会教育行政としては，前項に述べた行政の基本的方向をふまえながら，当面，次の

観点から，それらの整備・充実を進める必要がある。  

 

 (1) 社会教育主事の重要性とその整備充実  

   今後の国民の自発的学習活動が効果的に行なわれるためには，まず，市町村における住民の教育

的要請が的確に把
は

握され，学習意欲の啓発，地域・職域における学習の組織化，各種施設の利用，
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指導者の発見と活用など，各面における検討と配慮が計画的に準備される必要があり，それらにつ

いての世話役的役割をもつ社会教育主事の努力に期待されるものがきわめて大きい。このような観

点に立って社会教育主事の整備・充実を図るため，次のような施策を講ずる必要がある。  

   （ア，イ，エ，オは省略）  

  ウ 公民館，青年の家等に社会教育主事有資格者を配置すること  

    現在，公民館の主事の資格は格別に定められていない。また，青年の家に置かれる指導職員の

専門性も必ずしもはっきりしていない。今後，これらの職員についても，社会教育主事に要請さ

れる専門性が同様に必要とされると考えられるので，公民館の主事や青年の家指導者に社会教育

主事の資格を有する者をもって充てることとする必要がある。なお，同様のことは社会教育関連

施設についても考慮されることが望ましい。  

 

 (2) 公民館の新しい役割とその拡充整備  

   公民館については，従来ややもすればその性格と活動が明確に理解されていないきらいがあった

が，コミュニティ・センターの性格を含む広い意味での社会教育の中心施設として，地域住民の各

種の日常的学習要求にこたえながらとくに新しいコミュニティの形成と人間性の伸長に果たす役割

が，改めて重視されなければならない。このような公民館の性格づけのうえに立って施設の増設お

よび専門職員の増員により，その機能を充実するようにつとめるとともに，その未設置地域にあっ

ては，都市，農村を問わず新たに公民館の整備を促進する必要がある。  

   このため，国は，以下の諸点に留意し，公民館の整備充実の具体的施策をすみやかに策定し，新

たな観点に立って適切な財政措置ならびに行政指導の充実強化に格段の意を用いる必要がある。  

  ア 公民館の適正な配置を促進し，職員および施設・設備を充実すること  

    公民館はその設備館数においても，また既設の施設・設備および職員充実状況においても質量

ともにその整備が著しく遅れており，また，現在の配置は必ずしも適当でなくなっているので，

国はすみやかに公民館がその機能をじゅうぶんに果たしうるよう，合理的な施設配置，施設規模

および職員配置の基準を策定し，これに基づく国の財政援助ならびに地方交付税による財源措置

を行なう必要がある。  

  イ 公民館の効率的な運営のあり方を検討し，公民館運営の改善を図ること  

    国は，公民館の利用の実態を調査し，公民館がその目的・性格にふさわしい教育活動を効果的

に実施できる各種の要素や方式をあげ，地域の事情に応じてこれをとり入れることができるよう

な指針を作成する必要がある。なお，地方公共団体に対し，公民館相互の協力組織の推進，図書

館・青少年教育施設など専門分化施設との連携など効率を高める事業の実施を奨励助長し，公民

館の運営がいっそう充実するよう指導・助言を強化する必要がある。  

    また，とくに都市化が急速に進展する中で，大都市およびその周辺部において，住民の自主的

な学習活動を促進して，失われつつある地域連帯意識と人間性を呼び起こし，明るい家庭，住み

よい社会を形成する住民の広場として公民館の意義があらためて見直されるべきである。  
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９ 在学青少年に対する社会教育の在り方について（抄）  
 

                                    昭和49年４月26日 

                                    社会教育審議会建議  

 

５．社会教育の条件整備の方策  

 (2) 各種の整備，充実（イ，ウ，オは省略） 

  ア 施設の整備充実に当たっては，青少年を取り巻く地域の教育環境を総合的に整備するという観

点から，設置計画を策定，推進し，施設職員の充実に努める必要がある。この場合，青少年の意

向を反映するよう運営上配慮することが肝要である。  

  エ 青少年が利用する社会教育施設の整備については，公民館，図書館，体育施設，地区青少年セ

ンターなどの日常生活圏に設置すべきものと，少年自然の家，青年の家などの広域圏に設置すべ

きものとを区分し，それらの施設がその機能を十分に発揮できるよう適正に配置する必要があ 

る。  

 

 

 

10 市町村における社会教育指導者の充実強化のための施策につい
て（抄）  

 

                                    昭和49年６月24日 

                                    社会教育審議会答申  

 

第２章 公民館職員の充実について  

 

１． 現状と課題  

 (1) 公民館は，住民が学習し，交流を深め，また，各種の社会教育関係団体連携する場であり，市町

村における社会教育活動の中心的拠点である。 近，公民館を利用する住民の学習要求が多様化  

し，高度化する傾向に伴い，公民館に対する期待はいよいよ大きくなっている。このようなことか

ら，公民館という教育機関に置かれる専門職員としての館長及び主事には，公民館を利用して行な

われる学習活動の協力者，助言者として，あるいは公民館が自ら行う各種の社会教育活動の企画  

者，実施者としてその役割に対する期待がますます高まっている。  

 (2) 公民館は，関係者の努力によって近年その数が増加しており，また施設，設備も改善されつつあ

るが，一方，公民館職員の設置は極めて不十分である。専任の公民館の館長の設置率は，本館で13.9 

  ％，分館で1.6％であり（統計1,245人），また専任の公民館の主事の設置率は，本館で31.6％，分館

で3.7％であり，一公民館当たりの主事数は0.3人にすぎない（統計3,851人）。さらに，公民館の主

事の在職年数についてみると，半数以上が３年未満である（昭和46年度社会教育調査）。また，現に

勤務する公民館の館長及び主事は，公民館活動の業務に忙殺され，専門的な知識，技術を高めるた

めの研修の機会に恵まれることが少ない。  

 (3) したがって，当面，公民館職員の勤務の過重な負担を避けるために，勤務時間の割り振りを合理
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化し，公民館職員として行うべき職務の内容や量などを明らかにすることも必要であるが，公民館

における専任の館長及び主事の設置を促進し，その資質の向上を図ることは，市町村の社会教育振

興上重要な課題である。  

 

２．課題に対する対応策  

  公民館の館長及び主事の設置を促進し，その職務に必要な専門的知識・技術を高めるためには，何

よりも公民館に対する市町村行政当局や住民の評価を高める必要がある。市町村行政当局が公民館の

館長及び主事の確保に意を用いるとともに，その処遇の改善，人事上の配慮を行うことと公民館に対

する評価との間には重要な関連性がある。  

  国及び都道府県は，市町村がこのような施策を推進できるように次の諸点に配慮して指導と援助を

行う必要がある。  

 

 (1) 公民館の館長及び主事の設置促進について  

  ① 国は，「公民館の設置及び運営に関する基準」（昭和34年文部省告示第98号）に必要な改訂を加

え，市町村がこの基準を目標として公民館の館長及び主事等の設置，充実を図るように指導を行

うとともに，公民館及び主事の設置に要する財源の確保について配慮すること。  

  ② 都道府県は，管内市町村の公民館館長及び主事の設置状況や処遇の現状等に関する資料を作成

するなどして市町村に対し公民館の館長及び主事の設置を促すとともに，その処遇改善や人材確

保について指導，援助すること。  

 

 (2) 公民館の館長及び主事の専門性の確立について  

  ① 国は都道府県が公民館の館長及び主事を対象として行う研修事業に対する財政援助を拡大する

こと。なお，国は公民館の館長及び主事が識見を広め，相互に交歓するために都道府県が行う国

内研修の事業に協力，援助するとともに，海外研修の機会の拡充に努めること。  

  ② 国は，公民館の運営に関する全国的な情報資料を作成し，公民館の館長及び主事の専門的知  

識，技術の向上に資すること。  

  ③ 都道府県は，公民館の館長及び主事を対象とした研修事業の拡充に努めるとともに市町村がこ

れらの職員を対象として行う研修事業に対し援助，協力すること。  

  ④ 都道府県は，全県的な立場における社会教育一般及び公民館の運営に関する情報資料を作成  

し，公民館の館長及び主事の専門的知識・技術の向上に資すること。  

  ⑤ 都道府県は，市町村の社会教育活動を振興するため，社会教育に関し，㋐情報の提供，㋑学習

等に関する相談，㋒学習方法や教材の開発及び提供，㋓モデル事業の実施，㋔研修の実施などの

事業を行うとともに，これらを裏付けるための各種の研究や社会教育関係者の交歓を行うための

社会教育センター（仮称）を設置し，公民館の館長及び主事の専門的な知識・技術の向上に役立

てるよう配慮すること。 

   なお，国は都道府県がこの種の施設を整備するに当たっては財政援助を行うほか，その運営につ

いての必要な資料の提供に努めること。  
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11 生涯教育について（抄）  
 

                                    昭和56年６月11日 

                                    中央教育審議会答申  

 

第３章 成人するまでの教育  

 

４ 社会教育の推進  

 (2) 活動のための機会及び指導者の充実  

   地域社会における青少年の自由で個性的な学習，スポーツ活動，芸術文化活動あるいは団体活動

を促進するため，公民館，図書館，博物館，少年自然の家，青年の家，身近な運動広場，体育館，

野外活動施設など，青少年の活動圏に即した社会教育施設や体育・スポーツ施設を一層整備・充実

すべきである。  

   また，民間企業・団体施設の開放や空地の利用促進なども図る必要があろう。 

   さらに，青少年の学習活動のための指導者として，主婦，高齢者を含む成人一般の有志指導者は

もとより，高校生，大学生などのこの面での活躍が期待される。  

 

第４章 成人期の教育  

 

３ 社会教育の振興  

 (2) 社会教育施設の整備・充実  

   各地には，公民館，図書館，博物館，文化会館，体育館，運動広場など住民の学習や芸術文化活

動，体育・スポーツ活動のための種々の公共施設がある。これら各種の施設は，国の助成や地方公

共団体の努力によって逐年整備されてきているが，その数は利用者の要望に照らし，なお十分とは

言えない。  

   このため，今後，地域の特性や住民の文化活動圏など学習活動の実態を考慮しつつ，これらの施

設の整備を計画的，体系的にすすめる必要がある。  

   また，各施設がより効果的に利用されるように，夜間の開放も含め利用時間や運営方法の弾力化

に一層努めるなど，施設の活用方法の改善を図るとともに，事業活動に関する情報提供の充実に努

め，あるいは関連施設相互の有機的連携を強化する必要がある。  

   なお， 近，一部の都道府県で設置又は構想・計画中の生涯教育センターなど，教育・文化面に

ついての各種の機能をもつ総合的な社会教育施設を一層整備していく必要がある。  

   さらに，学校施設やその他の公共的施設の開放の促進を図るほか，各種の団体や企業等が有する

民間施設も地域住民のために開放されることが望まれる。なお，学校施設の開放を推進するため，

今後，住民にとって利用しやすい施設設計上の配慮や教職員の積極的な協力が期待される。  

 

 (4) 個人学習の奨励・援助等  

   人々の学習要求が，その内容・方法において一層多様化・高度化し，また，集団的な学習形態よ

りも個人学習を望む人々も数多く存在することから，個人学習に対する配慮がますます重要になる

であろう。  
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   このため，社会通信教育の充実や，近年，各方面で試みられつつある地域の各家庭に情報を送る

新たな情報媒体の開発とその活用を図ることが望まれる。  

   また，電話等を利用した情報提供・相談事業や，図書館や博物館におけるこの種の機能の強化を

図り，あるいは公民館における身近な情報提供・相談機能を拡充すべきである。都道府県段階にお

いては，例えば，生涯教育センターなどの総合的な社会教育施設で，広域的に学習に関する情報を

収集・提供したり，学習相談に応じ得るような学習情報センター的機能を充実する必要がある。さ

らに，個人の各種のスポーツ活動を奨励・援助するため，年齢段階に応じたスポーツ・プログラム

の充実や，手軽な指導書の提供が望まれる。  

   また，各人の学習活動の成果に対して適当な資格を認定・付与するような方策は，人々の学習へ

の動機や意欲を高める上でも考慮に値しよう。  

 

第５章 高齢期の教育  

 

２ 学習活動の奨励・援助等  

 (1) 学習機会の充実  

   精神的に豊かな生活を営む上において，各人の自助努力が基本であることは言うまでもないが，

国や地方公共団体も高齢者の教育あるいはそのための諸施設，指導者の確保などを更に充実する必

要がある。その際，高齢者の学習要求を画一的な枠
わく

組みの中でとらえず，各人の能力や健康・体力，

社会経験の違いなども十分考慮し，選択可能な学習機会を用意することが大切である。  

   近，各地において公民館を中心に高齢者教室や高齢者大学などの事業が活発であり，それぞれ

大きな成果を上げているが，今後は，公民館のみならず，身近な学校施設やその他の公共的施設に

おいても，この種の学習機会を設けることが望まれる。  

   また，高齢者の個人学習を奨励・援助するため，図書館，博物館など専門的な教育施設が積極的

な役割を果たすことや，電話などによる学習相談事業の充実を図ることが極めて重要である。 

   さらに，種々の制約を持つ高齢者にとって，放送大学や通信教育は，学習の機会を広く，効果的

に提供するものとして，今後，ますます重視されなければならない。  

 

 

 

12 社会教育施設におけるボランティア活動の促進について（抄）  
 

                                  昭和61年12月３日 

                                  社会教育審議会 

                                  社会教育施設分科会報告  

 

第２章 社会教育施設におけるボランティア活動  

 

３ 多様な活動領域 

  ボランティア活動の主要な場面としては，施設における事業の推進・協力，施設の環境整備及び広

報・広聴活動への協力などがあげられる。ボランティア活動は，定期的，継続的なものもあるが，短
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期の催しや学習相談事業への助力など，不定期で随時の活動形態も比較的多く見られるようになって

いる。 

  主な社会教育施設のボランティア活動の場面をやや具体的に挙げると，次のようになる。 

  社会教育施設全般に比較的共通にみられるボランティア活動としては，施設の利用者のための保育

活動，施設の美化活動，広報活動への協力，各種の集会における会場整理，施設の特色を生かした相

談活動における相談員，各種の視聴覚機器の操作援助，国際交流活動への協力などがある。以下施設

ごとに概観してみよう。  

  公民館では，婦人学級，家庭教育学級，成人大学講座等各種の学級・講座における指導・助言，各

種の学級・講座等で使用する自主教材制作への協力，地域の伝統芸能を継承するための諸活動に対す

る指導・助言，子ども会，青年団，婦人会等各種の社会教育関係団体が行う諸活動に対する援助，学

習相談等各種の相談活動における相談員，事業計画の企画・立案に際しての援助，公民館に対するニ

ーズ調査を行う場合の援助，学習グループの組織化活動，学習情報の提供・収集への協力など。  

 

 

 

13 生涯学習基盤整備の課題－民間教育・文化・スポーツ事業との
連携の在り方－（中間まとめ）（抄）  

 

                          昭和63年６月17日 

                          文部省教育改革実施本部生涯学習専門部会  

 

第５ 具体的方策の検討着手  

 

 (1) 各都道府県に，民間教育事業者も参画する「生涯教育推進会議」を設置する必要がある。市町村

においても，同様な連携協力組織の設置に努める。  

 (2) 国及び地方公共団体は，自ら又は委託して，「学習需要の動向」及び「民間教育事業の動向・実態」

に関する調査を定期的に行い，民間教育事業者も含め広く提供することに努める。  

 (3) 民間教育事業を含めた学習情報の収集・整理・蓄積・提供及び学習相談のサービス体制を整備す

る必要がある。  

  ① 市町村は，住民等に直接サービスを提供する観点から，学習情報提供，学習相談の体制整備を

図る。 

    サービスの核となる学習情報センターの整備に努める。 

    学習情報センターは，案内情報を中心として，中央公民館，生涯教育（学習）センター等，そ

れらに代わる公益法人，事業により教育委員会が当たることが考えられる。 

    サービス提供の場は可能な限り分散設置する。その際，住民等の利便に配置する。  

  ② 都道府県は，県の生涯教育（学習）センター，総合社会教育センター等に，域内の市町村の持

つデータを含めて，民間教育事業の情報の収集・整理・蓄積を行い，これらの情報を市町村等へ

提供し，地域における情報提供・相談体制の整理を図る。さらに，他の都道府県とのネットワー

クの形成に努める。  

  ③ 中核的な体育施設，博物館，図書館，婦人教育施設，文化会館等においても，②の生涯教育（学
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習）センター等とネットワークを形成し，専門的立場から民間教育事業者及び住民に対する情報

提供・相談体制の整備を図る。  

  ④ 国は，民間教育事業者に関する学習情報の収集・提供・相談体制の整備に関する指針を策定し，

モデルとなるプログラムを提供するとともに，各都道府県における体制の整備・充実を図る。  

 (4) 国及び都道府県は，実態に応じて，民間教育事業者又は指導者が協同して自主的にその事業の水

準の維持向上を図るための団体（法人）の育成を図る。  

 (5) 民間におる指導者の研修，人材のデータバンクの整備を図る。  

   生涯教育センター，社会教育センター，中核的な公民館，体育施設，博物館，図書館，青少年教

育施設，婦人教育施設，文化会館等の社会教育施設等及び社会教育関係団体において，民間の指導

者（人材）の養成と企画・指導能力の向上に資するため，希望者に対する研修の機会を積極的に提

供する必要がある。  

   あわせて，民間の指導者（人材）について，地域の核となる学習情報センター，体育館等の専門

施設に任意の登録制を設け，人材に関するデータバンクとしてサービスを行う。  

 (6) 人々の学習意欲の増進に資するため，学習者のための技能審査の拡大等を図る。  

  ① 国及び都道府県は，(4)の関係団体又は適当な公益法人等が，自主的に関係事業の実態と必要 

性に応じて，学習者が習得した知識及び技能についての水準を審査し，証明する事業を奨励す  

る。  

  ② 国は，関係団体が行う上記の審査事業のうち，社会教育上，学校教育上，奨励すべきものにつ

いて，国の基準に基づいて事業の認定を与える技能審査の拡大を図る。  

  ③ 優秀な学習者に対する表彰制度の改善充実を図る。  

 

 

 

14 生涯学習推進のためのネットワーク形成について（中間まとめ）
（抄）  

 

                     昭和63年７月７日 

                     生涯学習関連施設のネットワーク形成に関する懇談会  

 

Ⅱ 生涯学習関連施設の整備  

 

１ 生涯学習関連施設整備の方策  

 (4) 整備に際しての留意点  

   生涯学習関連施設の整備は，地域の特性に応じ，その実態に即して行われる必要があるが，高齢

者の利用に十分配慮するとともに，以下のような点に配慮して進めることが重要である。  

  ① 大都市，中規模市，小規模市町村とではコスト・運営面等での異なる考え方が必要である。  

  ② 施設の整備等については，その取り組みを助成・支援するためのメリットシステムの導入や，

リスクを分担する仕組みを検討する必要がある。  

  ③ 施設間の事業や情報のネットワーク化に際しては，教育や学習に関し本来的機能をもつ図書 

館，公民館，等のバックヤード的施設の役割が重要であり，これら施設の整備・充実を今後とも
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一層推進する必要がある。  

  ④ 施設の利用や情報の提供に当たっては，サービスに応じて，受益者が適正な負担をすることに

ついても検討する必要がある。  

 

 

 

15 文教施設のインテリジェント化について（抄） 
   －21世紀に向けた新たな学習環境の創造－ 

 

                  平成２年３月 

                  文教施設のインテリジェント化に関する調査研究協力者会議  

 

第３節 有機的に連携する施設・環境  

 

 (1) 施設・環境の相互利用・共同利用  

  ② 相互利用・共同利用の内容  

    相互利用・共同利用を進める場合，連携し合う施設の内容，利用者の生活圏域，地域特性等に

配慮することが大切である。また，相互利用・共同利用には多様な形態が考えられることから，

その在り方を十分に検討するとともに，特色ある計画を工夫することが望まれる。  

    具体的には，多様な学習活動の展開に効果的に対応していくため，屋内温水プール，講堂，宿

泊研修施設，情報センター，郷土学習資料センター，観察・実験施設であるプラネタリウムや植

物園等を整備し，いくつかの学校その他の施設で相互利用・共同利用することが考えられる。ま

た，図書館，少年自然の家等の社会教育施設，美術館，ホール等の文化施設，地域体育館，総合

運動場等のスポーツ施設等を学校教育活動で利用することや，文化施設等で行われる公演，展示

等の諸事業に関連した講座を公民館で実施すること等，学校教育，社会教育，文化，スポーツ等

の体系を越える相互利用・共同利用に対応した計画を策定し，各種活動の活性化に資することも

考えられる。  

 

 

 

16 公民館の整備・運営の在り方について  
 

                         平成３年６月 

                         生涯学習審議会社会教育分科審議会施設部会  

 

１ はじめに 

  今日，我が国では国際化，情報化，高齢化，所得水準の向上や自由時間の増大等社会の急激な変化

が進む中で，21世紀に向かって活力ある社会を築き，国民一人一人が生涯にわたってうるおいと生き

がいを持って充実した生活を営むことができるよう，生涯学習社会の実現を図ることが重要な課題と

なっている。  
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  生涯学習社会においては，人々が自発的意思に基づいて，人生のあらゆる時期に，必要に応じ自己

に適した手段及び方法を自ら選び学習ができるよう多様な学習機会を提供することが強く求められ

る。  

  社会教育は，学校教育とともに，学習の機会を提供する主要な場としての役割を担っており，その

重要性はますます増大するであろう。  

  社会教育を振興するためには，各種の学習活動の拠点となる社会教育施設の一層の整備充実が求め

られる。中でも，公民館は，住民の身近な学習・交流の場として今後とも生涯学習の推進に大きな役

割を果たしていくものと考えられる。  

  特に，これからの公民館に課せられた課題は，青少年の学校外活動に積極的に対応することや地域

における住民の学習活動が効果的かつ総合的に行われるよう，学校や他の生涯学習関連施設・機関や

団体（以下「生涯学習関連施設等」という。）との連携・協力を図るとともに，住民に対する学習情

報の積極的な提供に努め，市町村における生涯学習の中核的な施設としての役割を担っていくことで

ある。  

  このようなことから，公民館が，生涯学習時代に対応し，その期待される役割を十分果たしていく

ためには，学習需要に積極的に応え得る施設の整備・運営の在り方の検討が必要であり，本分科審議

会施設部会において，審議を重ね，今回，ここに新しい時代の公民館の在り方をとりまとめた。  

 

２ 公民館の現状と課題 

  公民館は昭和21年に文部次官通牒により，戦後の祖国再建の拠点となる地域の社会教育施設として

その設置が提唱され，その後，教育基本法（昭和22年），社会教育法（昭和24年）によって法的整備

が図られた。 

  以来，公民館は，日常生活圏における住民の身近な学習・交流活動の場として親しまれるととも  

に，学習活動を援助し生活の改善・向上に大きな役割を果たしてきたが，近年の社会状況の変化の中

で，いくつかの課題が指摘されている。 

 ［施設・設備の整備］ 

   昭和62年現在の公民館の設置数をみると，17,440館（本館10,851館，分館6,589館）であるが，い

まだ未設置の市町村や地域があるほか，公民館として専用の建物を持たないものや「公民館の設置

及び運営に関する基準」にある 低面積（330平方メートル）に満たないものもあるなど，期待され

ている役割を考慮すると必ずしも十分とはいえない状況にある。 

   また，公民館の施設・設備については，情報化社会への対応や高齢者，障害者等への配慮はもと

より，生涯学習を推進するための充実した諸施設・設備としての整備が求められている。 

 ［職員体制］ 

   公民館が教育機関として学習活動を援助するためには，職員が重要な役割を果たしており，特  

に，公民館活動を展開するのに必要な専門的知識・技術・経験を有する館長や公民館の主事の配置

に努めることとされているが，現状を見るとその専任での配置は不十分な状況となっている。 

   したがって，専任職員の配置について促進するとともに職員の研修体制の充実も重要な課題とな

っている。 

 ［運 営］ 

   公民館の利用は近年増加の傾向にあり，昭和61年度間の利用者数は，延べ１億8,893万人であり，

１館当たりにすると年間平均１万人（昭和53年度間6,700人）に利用されている。  
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   このような利用者の増加や多様な学習要求に応え，かつ，地域課題を的確に把握し，その実情に

即した公民館運営を図るためには，公民館運営審議会について，その構成員を幅広い分野から登用

するほか，会議の持ち方等に工夫を凝らすなど，より一層の活発化に努めるとともに，開館時間の

弾力化，他の生涯学習関連施設等との連携など，利用者，学習者に対する十分な配慮が求められて

いる。  

 ［事 業］  

   公民館は，これまで様々な内容や方法によって各種の主催事業を実施したり，活動を展開するな

ど学習機会の提供に努めてきた。昭和61年度間の，主催事業は，延べ30万件であり，１館当たりに

すると，学級・講座は約11件，講習会，スポーツ大会，文化祭など集会的な事業は約12件開催され

ている。  

   また，学級・講座数を学習時間別にみると，20時間未満のものが54％，20時間以上40時間未満が

29％という状況にある。 

   しかし，学級・講座については，学習需要が多様化・高度化していることから，より長期的，継

続的な取り組みやその内容等も体系的，総合的なものとして実施する必要がある。  

   また，公民館での活動をきっかけとして人々が学習意欲を持ち学習能力を身につけることが重要

なことから，それぞれの学習活動に対する積極的な援助，協力ができるよう，学習情報を提供した

り，相談機能の充実を図ることなどが課題となろう。  

 ［他の施設との関係］ 

   これまでの公民館は，単独で機能を果たすことが多い状況にあった。 

   しかし，近年は，図書館，博物館，青少年教育施設，婦人教育施設，視聴覚センター，体育・ス

ポーツ施設，文化施設等の社会教育施設（以下「図書館等専門的社会教育施設」という。）が全国的

に整備されつつあり，さらには職業訓練，福祉等の施設・機関や民間の各種の施設も数多く整備さ

れている。  

   また，大学，短期大学，高等専門学校，高等学校，専修学校・各種学校等（以下「大学等」とい

う。）が公開講座の開設や施設等の開放事業を推進しているほか，民間企業による教育・文化・スポ

ーツ事も盛んになってきている。  

   こうした現状から，今後は，生涯各期の多様な学習需要に適切に対処していくため，他の生涯学

習関連施設等との連携・協力を積極的に推進していくことが必要である。  

 

３ 生涯学習時代における公民館活動の在り方 

  公民館は，多様な学習機会や集会の場の提供など地域における住民の学習需要に総合的に応える社

会教育施設であり，また，地域社会の形成や地域文化の振興にも大いに貢献するなど，住民の日常生

活に も身近な生涯学習のための施設としてその役割を果たしてきている。生涯学習社会の実現のた

め，市町村においては，公民館がその中核的な役割を果たしていくことが求められており，特に，中

央公民館は，単に学習機会や集会の場を提供するだけでなく，指導者養成などの広域的な事業を実施

するほか，当該地域を網羅する各種の学校情報の収集・整理・提供や学習相談の機能を充実する必要

がある。さらに，生涯学習関連施設等との連携を推進し，施設間ネットワーク形成を促進する中心的

役割を果たしていくことが期待されている。  
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 (1) 公民館活動の多様化・活発化  

  ① 多様な学習機会の提供  

    公民館が各種の学習機会を提供するに当たっては，学習テーマ，開設形態，事業の実施方法に

ついて住民の学習需要に基づくなど，より多くの参加者が得られるように努めることが重要であ

る。 

    学習内容の設定については，世界的な課題である地球環境の保全，資源の有限性，国際理解，

男女平等意識の醸成，高齢化社会への対応などの今日的課題について今後とも重視するととも  

に，地域の自然条件や生活・文化・人材などの特色を十分活かした学習プログラムの開発や地域

性のある学習課題を取り上げることなども必要である。  

    また，高齢者や婦人を対象とした事業を引き続き充実していくことはもちろんであるが，青少

年の学校外活動の充実の観点から，青少年の発達段階に応じたプログラムの積極的な開発・提供

に努めるとともに，働く成人を対象とした事業の一層の拡充が望まれる。  

    学級・講座等の開設の仕方や形態としては，土・日曜日に重点的に事業や活動等を展開するウ

ィークエンドスクール，夜間に開設するアフターファイブセミナー，若者と高齢者との世代間交

流事業など多様な事業の工夫が大切である。また，図書館や博物館と共催で実施する学級・講座

はもとより，地域の保健所と連携した健康講座，農業協同組合等と連携した地域産業後継者育成

事業を実施するなど，地域の社会教育施設や生涯学習関連施設等との共同事業を企画するなど新

たな事業の開発が必要である。  

    さらに，専門的かつ高度な学習需要に応えるには，専門的プログラムや指導者を有する大学等

との積極的な連携・協力に努め，共催事業，協力事業などを企画・実施する必要がある。  

    なお，放送大学は，現在，視聴できる地域が限られていることから，公民館においても放送大

学の授業番組をビデオ等で視聴する場を設けたり，印刷教材の提供を図るほか，授業番組を利用

した講座を自ら開設したり，必要に応じて，面接授業や公開講演会等の場を工夫するなど連携・

協力のための方策も検討する必要があろう。  

  ② 自発的な学習活動の援助 

    公民館は，住民の自発的な学習活動を奨励し，援助することが重要である。 

    このため，個人やグループの交流の場を積極的に提供したり，学級や講座などの参加者に対し

て，自発的な学習グループをつくるきっかけができるように配慮したり，それらのグループの育

成・援助に努める必要があろう。  

    また，求めに応じて，個人学習者や種々の学習グループに対し，学習相談に応じることはもと

より，活動の場所の提供，教材・資料の提供，講師，指導者のあっせんなどに努めるほか，地域

の様々な社会教育関係団体や，生涯学習を実践するグループに対して，積極的な支援を行うこと

が大切である。  

  ③ 学習成果活用の場の配慮  

    公民館は，学習意欲の向上や学習活動の奨励のために，例えば，多くの住民の参加が得られる

文化祭，作品展示会，音楽発表会の開催に努めるなど，学習成果が活用される場としての活動や

事業にも配慮することが重要である。  

    また，リーダー養成研修や学級・講座等の修了者を公民館における事業の指導者，助言者とし

たり，地域の人々を施設のボランティアとして積極的に受け入れたりすることを一層促進するこ

とが大切である。さらに，このような指導者，助言者等を人材登録し，求めに応じ種々の事業に
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参加できるようにすることも考慮すべきである。  

    このような活動は，多彩な人材やボランティアの協力が得られ，多様な活動の展開が可能とな

るばかりでなく，地域住民の相互の交流を深め，地域社会の形成に役立つと考えられる。  

 

 (2) 学習情報提供・相談機能の充実  

  ① 学習情報の提供  

    地域住民の各種学習活動を援助し，促進するためには，学習需要の把握に努め，必要な情報を

的確に提供できるようにすることが大切である。このため，公民館における身近な情報の収集，

提供機能の充実が求められており，特に，中央公民館においては，コンピュータ等の利用によ  

り，市町村内の社会教育施設や生涯学習関連施設の種類，利用方法，活動の状況，指導者やその

指導内容等に関する情報を計画的，組織的に収集し，迅速，的確に提供できる体制を整備するこ

とが期待される。  

    他方，都道府県においては生涯学習推進センター等を拠点として管内の各種の学習機会等に関

する情報のデータベースを構築し，それらの情報を提供し，学習相談に応じるため生涯学習情報

提供システムの整備を進めているところである。市町村においては，公民館がこのシステムに積

極的に参画して，広域の学習情報を住民に提供できるような体制整備が必要である。  

  ② 相談機能の充実  

    学習相談は，学習情報の提供と一体をなすものと言えるが，特に，グループの学習者等の求め

に応じ，学習内容，学習計画，学習方法，その他の学習活動にかかわる各種の相談に応じて学習

活動の援助を行う機能である。  

    このような相談機能の充実を図ることにより，公民館は，地域における住民の学習需要の動向

を把握する手がかりを得ることとなり，学習者の需要に応える事業の立案が容易となろう。 

    このような学習相談を効果的に行うためには，学習者の経験や相談内容によっては，外部の専

門施設等の協力を得ることも必要である。  

 

 (3) 地域活動の拠点としての役割  

   各種の調査結果では，都市化，核家族化等の社会の変化の中で，地域連帯意識が希薄化し，日常

生活において地域社会とのつながりが少なくなっていることが指摘されている。こうした状況の中

で，公民館には地域活動の拠点の一つとして，地域連帯意識の形成に資する積極的な役割が期待さ

れる。  

   このため，例えば，地域の伝統文化等を保存継承する活動，地域の環境美化のための活動や世代

間の交流活動等を活発にすることが望まれるほか，プログラム化された学習の場の提供だけでな  

く，地域住民が気軽に立ち寄ってくつろぎ，情報収集，意見交換，アイディア交換などができる自

由な交流の場を提供することも大切である。  

   また，変化する社会状況に対応するために，青少年の地域における種々の自発的な活動などを援

助するほか，地域への男女共同参加を支援する身近な拠点の一つとなること，地域に在住，在勤す

る外国人等との交流や共同学習を通じて異文化交流や相互理解の身近な実践の場となることなども，

今後は一層重要性を増すものと考えられる。  

   さらに，近年，生涯学習をテーマにまちづくりを展開する例が多く見られる。これは，地域ぐる

みで生涯学習を推進するため，教育，文化，産業などあらゆる分野の人々の知恵を出し合いながら，
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その地域の特色をつくり出したり，心のふれあう人間的なまちづくりを目指すものである。公民館

はこうした地域の人づくり，まちづくりに参画し，諸活動の実施に大きな役割を果たすことも期待

されている。  

 

 (4) 生涯学習関連施設等との連携  

   公民館が生涯各期の多様な学習要求に適切に対処していくためには，市町村内の公民館はもとよ

り，他の生涯学習関連施設等との連携・協力を積極的に推進していくことが必要である。  

   公民館で行われる学習活動や地域活動の中には，図書館等専門的社会教育施設の協力を得て成果

を高めるものもある。したがって，公民館はこれらの地域の社会教育施設や生涯学習関連施設等に

積極的に働きかけ，各々の専門的な機能や特色を十分活かした活動，共同事業の実施などに努める

ことが重要である。  

   また，公民館は，大学等と連携して，それらの有する施設・設備などを有効に活用し，人的支援

を得て高度で専門的な事業を展開することが必要である。 

   さらに，公民館に類似した地域の施設についても，連携し必要な援助をして，住民の学習需要に

応ずるようにすることが必要である。  

   なお，職業訓練施設，社会福祉施設が行う活動や，また，民間企業による教育・文化・スポーツ

事業についても，その実状を把握し，必要に応じて住民に対する情報提供に努めるほか，民間企業

等との連携についても検討する必要がある。  

 

４ 公民館運営方法の改善と職員体制の充実  

 (1) 運営方法の改善  

   これからの公民館は，利用者の立場からより一層利便性，効率性に富んだ施設運営が望まれてい

る。このため，例えば勤労者の夜間利用などのための開館時間の弾力化，青少年が交流，交歓でき

る場の配慮，家族ぐるみで参加できる事業の工夫や申込手続きの簡素化など，利用者の実情に応じ

た運営方法の改善，弾力化を積極的に行うほか，地域住民の学習需要を的確に把握し，これらに対

応するとともに，絶えず事業等の評価をし，検討を加えるなどが必要である。  

   また，公民館の運営の活性化のためには，公民館運営審議会を，適時，適切に開催するとともに，

審議会委員として，女性，青年などを積極的に登用し，利用者の声が反映できるような体制となる

よう配慮することも重要である。  

   なお，公民館の管理・運営は市町村教育委員会及び当該公民館が自ら責任を持って対処すべきも

のであり，教育機関としてその基幹的業務の外部への委託はなじまないが，前述したとおり，公民

館に期待される役割は拡大してきており，これをすべて自力で遂行することには限界があると言わ

ざるを得ない。したがって，住民の要請に応え，公民館活動を充実する観点から，委託内容，委託

方法など十分勘案し，公共的団体等外部への委託について検討する必要がある。  

 

 (2) 職員体制の充実  

   公民館が名実ともに，地域における生涯学習の中核的な施設として機能していくためには，公民

館職員が国際化，情報化，高齢化等に伴う社会的要請，学習需要などを広い視野に立って把握する

能力を身につけることが重要である。  

   また，各種の事業・活動の企画者，実施者として，あるいは，住民の学習活動の協力者，助言者
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としての役割に対する期待が高まっており，その資質の向上を図ることはむろんのこと，館長，公

民館の主事等に専門知識・技術を有する人材の確保が望まれる。  

   さらに，公民館職員の配置については施設の利用者が増加傾向にあるにもかかわらず，不十分な

状態にあることから，とりわけ中央公民館等本館における専任の職員の配置など，教育機関として

の体制整備に努める必要がある。  

   そのためには，設置者が公民館職員に有能な職員を確保し，配置促進のために格段の努力を払う

必要がある。  

   なお，資質向上のため，現在，国においては公民館経営のための専門講座等が，都道府県におい

ても公民館長研修，公民館主事研修等が実施されており，時代の要請に対応できる公民館経営の基

本，実務，学習プログラムの企画・展開等の内容を体系的に学習できるよう配置されているが，国

はこのような研修内容・システムの研究を進め，公民館に勤務する者に対して専門性を高める方策

を検討する必要がある。  

 

５ 公民館整備の方向  

 (1) 公民館の整備の目標と地域内配置  

   公民館の整備は，これまでおおむね市にあっては中学校の通学区域に１館，町村にあっては小学

校の通学区域に１館の公民館を目標にして，その設置促進が図られてきた。  

   公民館は，住民の身近な学習施設として，気軽に利用が可能な圏域に整備されることが必要であ

ることから，実際の整備に当たっては市にあっても農村地帯等については，小学校の通学区域に１

館を，また，市街地などについては，人口密度ないし利用者数に応じて中学校の通学区域より狭い

地域に１館を整備するなど地域の諸条件を勘案し，実情に即して設置されている。しかし，今日，

公民館は，生涯学習時代に対応し，その期待される役割を十分果たし，住民が学習活動を円滑かつ

効果的に行えるよう，市町村において総合的な学習機会を提供することが求められている。  

   このことから，市町村は，基本的にはこれまでの整備目標に基づき地域の実情に応じた計画的な

施設整備を促進していく必要があるが，特に中央公民館については，学習情報提供・相談機能の充

実や他の生涯学習関連施設等との連携・協力の推進を図るなど，地域における生涯学習の拠点とし

ての役割を果たすため，十分な職員体制や施設内容・規模を備えた公民館として整備を図っていく

ことが重要である。  

   他方，日常的な利用に供する施設として，地区公民館や分館も地域の実情に応じて整備充実する

とともに，各館に特色を持たせることも考慮すべきであり，これらを有機的に配置するよう整備す

ることが必要である。  

   なお，これらの公民館整備計画については市町村の総合的な地域振興計画等に位置づける等の十

分な配慮が望まれる。  

   いずれにしても，生涯学習を支援するためには，個々の公民館がそれぞれに機能することはもち

ろんであるが，当該市町村における公民館が全体として，地域の住民に対し教育的，文化的サービ

スを可能な限り均質に提供するという観点から整備を図ることが重要である。  

 

 (2) 生涯学習を推進する公民館施設・設備の整備  

   施設・設備については，住民の学習需要の多様化・高度化のほか情報化等の進展に十分対応して，

新設はもとより，既存施設の改築，改修の場合等にも，その整備充実を図ることが求められている。 
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   多様な学習需要に対応するために，多目的に利用できるオープンスペースや個人や小グループ利

用の学習室などを整備するほか，地域の状況に応じ様々な新しいメディアを利用できる視聴覚室，

発表会，音楽会等の実施が可能なスペースなどを整備することも望まれる。  

   利用者の交流が図られ，親しみやすい施設となるよう開放的なエントランス，展示コーナーのあ

る快適なロビー，ゆとりとくつろぎのある和室，子ども連れの学習者に対応する託児室，緑豊かな

庭園などについても配慮が必要である。  

   公民館は様々な住民の利用がなされることから，安全面や利用の便宜を図るなどの配慮が不可欠

であり，特に，身体障害者や高齢者等のため，スロープ，車椅子用トイレ，エレベーター，点字案

内版などを整備することが必要である。  

   国際化時代に対応して，地域の外国人の利用の便宜を考慮して外国語による案内版などの設備も

望まれる。 

   公民館の情報機能を高めるため，図書，テレビ，映画などの既存のメディアの整備のみならず，

ファクシミリ，パーソナルコンピュータなどの新しいメディアを導入することも必要であろう。  

   さらに，コンピュータと連動させたマルチメディアやハイビジョンの学習活動への活用，さらに

は，学習機会の少ない地域に衛星放送を利用して優れた講座を提供したり，CATVの多方向性を活か

して，質疑応答ができる学習方法を開発したりすることなども将来検討を要する課題であろう。  

   公民館の整備に当たっては，用地の有効利用や施設運営の効率性の観点だけでなく，多目的な利

用への対応や人々の交流機会を拡大するために，図書館等専門的社会教育施設，学校その他の教育

施設，あるいは福祉施設等についてそれぞれの施設固有の機能を尊重しつつ相乗的な効果が 大限

期待できる施設との複合化，併設化などを今後とも考慮する必要がある。  

 

６ まとめ 

  この中間まとめでは，公民館が生涯学習時代に対応し，地域における生涯学習を推進する中核的な

施設として，他の生涯学習関連施設等との連携の中心となり，一層発展していくための具体的な整

備・運営の在り方を示した。 

  これらを実施するにあたって，国，地方公共団体及び公民館関係者は，速やかに実施できるものか

ら具体的な措置を講じる必要がある。  

 (1) 公民館は，住民に身近な学習施設として，多様で高度な学習機会の開発に努めるとともに，自主

的な学習活動の積極的な援助を図っていくことが必要であるが，今後一層重要なことは，学習情報

提供・相談機能を充実し，地域の生涯学習に関する情報活動の拠点としての役割を果たすことであ

る。  

 (2) 生涯学習を推進するためには，他の生涯学習関連施設等との連携・協力が欠かせないものであ  

り，その中心としての役割を公民館が担っていくことが求められる。  

   なお，公民館は，多くの住民に利用され親しまれるよう施設の活動内容等について積極的な広報・

広聴活動に努めること。また，地域の実状を踏まえ，施設の愛称等についての工夫も望まれる。  

 (3) 公民館の整備は，個々の公民館の機能の充実だけでなく，中央公民館を含め役割分担を考慮する

など，当該市町村における公民館が全体として地域の住民に対し，均質な教育的，文化的サービス

の提供ができるよう，体制を整えていくことが肝要である。  

   このような観点から，市町村は公民館施設の計画的な配置や施設・設備の整備及び職員体制の充

実を図ることが必要であり，国，都道府県はこれらの一層の助成・援助に努める必要がある。  
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 (4) 公民館は，住民の要望を十分反映した運営方法の工夫，改善に努め，事業や活動の成果を絶えず

評価，検討を行い，身近な学習の援助機関としての役割を十分達成することができるよう一層の努

力が期待される。  

 

 

 

17 今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について（抄） 
 

                                    平成４年７月29日 

                                    生涯学習審議会答申  

 

第３部 ４つの課題についての充実・振興方策  

 

１ 適切な学習機会の拡充  

 (4) 現代的課題に関する学習機会の拡充  

   教育委員会や社会教育施設は，人々の学習ニーズの高度化を考慮し，現代的課題に関する学級・

講座等を充実することが必要である。 

   特に，現代的課題に対する人々の学習意欲を高めるような，魅力あるプログラムを開発・提供す

ることが必要である。 

   また，公民館など，社会教育施設における学級・講座等については，より多くの参加者が得られ

るようその活性化を図ることが必要である。 

   文部省や教育委員会以外の行政機関において，それぞれの所掌事務に関して提供している，現代

的課題に関する学習プログラムについても，学習者の立場に立った内容の改善・充実が望まれる。  

 

２ 学習情報の提供と学習相談体制の整備充実 

  人々の学習活動を支援するためには， も適した学習機会を選択することができるよう，学習機会

を提供する機関，指導者などに関する情報を収集・整理し，適切な情報を提供する情報提供体制や，

学習者をその求めに適した学習機会等に結び付けるための学習相談体制を，各地域で整備することが

必要である。また，公的施設だけでなく，人々の身近なところで必要な情報が入手できることが望ま

しい。 

  その際，コンピュータ等の活用により，人々の学習ニーズに迅速かつ的確に対応する，生涯学習情

報提供システムなどのネットワークの整備が重要である。この場合，都道府県においては生涯学習推

進センター等が，市町村においては中央公民館等が，それぞれの圏域の中心となることが望ましい。 

  さらに，大学等を含めた教育機関や生涯学習関連施設等との連携を図り，民間の諸活動との関連も

考慮しつつ，都道府県域を越えたネットワークを整備し，将来的にはネットワークを全国化すること

が期待される。  

 

 (1) リカレント教育に関する情報の提供と学習相談体制の整備充実  

   リカレント教育に関して，地域や産業界が理解や認識を深めるような啓発資料を提供すること 

や，各種の具体的な学習情報を積極的に地域の人々，企業等へ提供することが重要である。  
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   学習相談においては，リカレント教育における学習の成果の活用や，職業選択等に関する相談を

充実することも望ましい。  

 

 (2) ボランティア活動に関する情報の提供と相談体制の整備充実  

   ボランティア活動を希望する人，活動している人，受ける側の人のそれぞれのニーズに適切に対

応できるよう，各種の学習や活動に関する情報の収集・提供を行う体制を整備する必要がある。 

   ボランティアを受け入れる施設・機関は，ボランティア活動について総合的に連絡調整するため

の窓口を設置するとともに，専門的職員を配置することが必要である。  

   市町村，都道府県において，公民館などの社会教育施設等を活用し，各種ボランティア関係団体

と連携して，情報の提供や相談を行うボランティア活動の支援のための拠点，例えば「生涯学習ボ

ランティアセンター」のような場を整備し，その運営に当たっては，ボランティアによる相談員を

置くことも考えられる。  

   さらに，全国的な規模でボランティア活動に関する各種情報の収集・提供，学習資料の作成，調

査研究などを行う，生涯学習ボランティアの支援のための全国的なセンターの機能を整備すること

も考えられる。 

 

 (3) 青少年の学校外活動に関する情報の提供の充実  

   子供や家族が訪れやすい身近な場所に学習情報提供のコーナーを設置するなど，日常生活の中 

で，活動の場や機会に関する情報に接することができるようにすることが必要である。  

   教育委員会は，学校外活動に関する情報の収集と提供を積極的に行うことが重要である。その  

際，マス・メディアの理解と協力を得たり，学校などを通じて各家庭に情報を提供するなどの工夫

も有効である。  

   また，活動の事例集，手引書などの作成・領布に努めることや，青少年団体の活動への理解と参

加の促進を図るため，必要に応じ，青少年団体が行う広報活動に協力することが望ましい。  

 

 (4) 現代的課題に関する学習情報の提供と学習相談体制の整備充実  

   教育委員会，社会教育施設，大学等，首長部局や民間団体等を含め，幅広い範囲から学習情報を

収集し，その整理，提供体制を整備するとともに，住民に対して，現代的課題の学習に関し，分か

りやすく，きめ細かな相談に応じることが必要である。  

   現代的課題についての分かりやすいビデオ，パンフレット等を作成・提供し，様々な機会を通じ

て啓発活動を行うことも重要である。  

 

３ （略） 

 

４ 人材の育成及び活用等 

  生涯学習の振興のためには，人材の育成・活用及び関係団体の育成が重要である。特に，生涯学習

に関する専門的職員，指導者の養成や，メディアを有効に活用できるような資質を持った職員の養成

が必要である。 

  施設の長や社会教育主事，学芸員，司書，公民館主事等の専門的職員の研修の一層の充実を図ると

ともに，大学等における高度の資質向上のための研修プログラムについて検討する必要がある。また，
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このような専門的職員の資格の在り方について検討することが望ましい。  

  さらに，生涯学習関連施設等の関係職員について，各種の研修等を実施することにより，相互の交

流を図り，その資質の向上を図ることが重要である。 

  講師，助言者等には，大学等，企業，地域社会における特定分野の専門的指導者，生涯学習関連施

設等の関係職員など幅広く求めていくことが大切である。 

  特定分野の専門的指導者については，これを積極的に発掘・確保するとともに，「人材バンク」等に

登録して，活動への協力を得ることが重要である。  

  生涯学習を実践し，支援する関係団体の活動は，生涯学習を推進する上で大きな役割を果たしてお

り，特にボランティア活動や青少年の学校外活動に関して，今後もその推進の重要な担い手となるこ

とが期待される。  

 

 (1) ボランティア活動におけるリーダーの育成  

   ボランティア活動においては，その中心となる経験豊富な世話役的リーダーの役割が大きいこと

から，ボランティアを受け入れる施設及び機関等は，必要に応じ，ボランティア活動のリーダーと

なる人の資質・能力の向上を図る機会を設けることが必要である。  

 

 (2) 学校外活動を支援する関係団体の育成等  

   青少年の学校外活動の充実を図るため，広く地域の人々の参加や協力を得るとともに，各家庭が

自ら参加することや，父母等が積極的に参加することが望ましい。 

   また，学校外活動を支援する青少年団体，その他多様な地域団体等の積極的な育成，団体活動の

促進を図ることが必要である。  

 

５ 生涯学習関連施設の整備充実  

  人々に多様な学習機会を提供するために，生涯学習関連施設の整備充実が重要である。  

  公民館，博物館，図書館，婦人教育会館等の社会教育施設，学校施設，スポーツ・文化施設や複合

的多機能生涯学習関連施設の整備充実や運営の改善を進めるとともに，都道府県において生涯学習の

振興に資するための事業を一体的に行う生涯学習推進センターの整備が必要である。また，他の行政

部局等が所管する関系施設も含めて，生涯学習関連施設が総合的・計画的に整備されることが望まし

い。  

  特に，生涯学習関連施設の整備に当たっては，障害者や高齢者への配慮とともに，保育室を設ける

など人々が利用しやすいような配慮が望まれる。 

   （以下略）  
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18 学習機会提供を中心とする広域的な学習サービス網の充実につ
いて（抄） 

   －新たな連携・協力システムの構築を目指して－ 

 

                       平成６年９月20日 

                       生涯学習審議会社会教育分科審議会施設部会報告  

 

Ⅱ 学習機会提供を中心とする学習サービスの現状と広域的対応の必要性  

 

１ 市町村における学習サービスの現状と課題  

   （略）  

  今後，市町村においては，地域住民の学習ニーズ等の動向を踏まえ，公民館，図書館，博物館等の

社会教育施設の整備やそれらの機能の充実強化を図ることに加え，大学など高等教育機関や高等学校，

社会福祉施設や労働関係施設などの関係施設と連携・協力を進めるとともに，さらにはいわゆる民間

教育事業者との適切な連携・協力の在り方についても配慮し，多様な学習機会の提供と，豊富な学習

情報の収集・提供や適切な学習相談の実施など学習支援機能の充実を図る必要がある。  

   （略）  

 

２ 広域的対応の必要性 

  しかしながら，市町村の人口規模や社会的あるいは地理的条件等によっては，上記の課題に適切に

対応していくことには困難な面がある。比較的人口規模が大きく，施設面，人材面，事業面で恵まれ

た一部の市で「市民大学」などの名称で総合的な学習機会の提供等を行っている例が見受けられるも

のの，多様化，個別化する住民のニーズに応えるにはおのずから限界があると考えられ，市町村が連

携して広域的に対応する必要が増大している。こうしたことから，市町村は学習ニーズの多様化や

人々の生活圏の拡大を踏まえ，行政区域を越えて，他の市町村との共催事業の実施や施設の相互利用

の促進，事業実施に際しての共同での広報活動など，各市町村の特色に応じた連携・協力を推進して

いくことが重要である。なお，連携・協力が進む中で，各機関の相互の交流機会が拡充することによ

り，指導者等の相互理解が深まるとともに，その資質の向上も図られるものと考えられる。このよう

な取組みを通じ，それぞれの市町村において，必ずしも適切な学習機会に恵まれなかった人々にも多

様な学習機会が確保されるようになり，また，自主的な学習活動が一層活発化することなどによって，

地域社会の活性化にも寄与することが期待される。 

  都道府県においては，市町村を包括する広域的な地方公共団体として，従来から，教育委員会を中

心に，学習ニーズの動向の把握や学習資源の調査を行うとともに，比較的高度な内容の学習機会の提

供など市町村が個別に対応しにくい事業を「県民大学」等の名称で実施したり，コンピュータを利用

した学習情報提供システムを整備するなど，広域的な観点に立って学習サービスの向上に努めてきて

いる。今後は，こうした施策の一層の充実を図るとともに，市町村等との連携・協力の下に，学習サ

ービスの一層の向上のための総合的な取組みを積極的に推進していく必要がある。さらに，近年，都

市部を中心に増加している大学など高等教育機関の公開講座や放送大学の地域学習センターと地域

の実情に即した連携・協力を進めるとともに，民間教育事業者などとの適切な連携・協力の在り方に

ついても配慮することが望まれる。  
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  一方，交通網の整備や通信システムの発達によって，人々の生活圏が拡大してきており，学習者の

側には，自己のニーズや条件に沿った学習機会であれば，他の市町村で行われるものであっても受講

したい，さらに，継続的・発展的な学習をするため学習機会へのアクセスを容易にして欲しいという

意向が見られる。また，学習成果を生かした社会参加を望む人々の側では，できるだけ自己に適した

場や条件で，幅広い社会参加活動をしたいとの希望が高まっている。  

  これらのことを考えると，学習者が居住する市町村域を超えて，各人のそれぞれの学習活動圏に応

じて公民館等での学習機会を自由に選択・利用でき，学習成果を生かした社会参加についても必要な

支援を得られるよう，社会教育施設はもちろん，大学など高等教育機関や高等学校，首長部局所管施

設など地域の様々な学習機会提供機関と，地域の実情に即した連携・協力を進めるとともに，さらに

は民間教育事業者などについても適切な連携・協力の在り方について配慮しながら，都道府県と各市

町村がいったいとなって，広域的な学習サービス網を整備していく必要がある。  

 

Ⅳ 学習機会提供を中心とする広域的な学習サービス網の充実を図るためのシ

ステムの構築  

 

２ システムによる学習サービス活動  

 (1) 広域的で体系的な学習機会の提供  

   人々への学習支援を効果的に展開していくためには，公民館等の社会教育施設や市町村教育委員

会における学級・講座等，及び都道府県の生涯学習推進センターや教育委員会の広域事業や指導者

養成事業等をこのシステムの学習サービス網の中に位置付ける必要がある。さらに，これらの学習

機会に加えて，地域の実情に即して大学など高等教育機関で実施されている公開講座，放送大学で

の学習機会や首長部局所管施設で実施されている学級・講座等がその中に明確に位置付けられるよ

う努めるとともに，民間教育事業者により提供される学習機会などに関しても，学習者の便宜等も

考慮した学習情報提供等が行われるなどの適切な配慮がなされることが望まれる。  

   （略）  

 

Ⅴ 社会教育施設の役割  

 

 この広域的な学習サービス網が円滑に機能し，学習者にとって有益なものとなるためには，サービス

網の整備充実の前提として，サービス網の中での主要な学習機会提供の場であり，人々の社会参加活動

の場でもある，社会教育施設の機能の一層の充実が不可欠である。  

 今後，公民館，図書館，博物館，青少年教育施設，婦人教育施設等すべての社会教育施設は，人々の

様々な学習活動を支援する専門施設として，充実した学習機会を提供することに加えて，学習情報提供

機能，学習相談機能，さらには学習グループの育成や学習者ネットワークの形状などに対する支援機能

を充実するとともに，自らの機能特性を生かすこと等を通じて，個性的で開かれた施設として，広域的

な要請にも積極的に応えていくことが期待されている。  

   （略）  

 

１ 学習機会提供機能の充実  

  公民館，図書館，博物館，青少年教育施設，婦人教育施設等すべての社会教育施設は，自らが有す
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る特色ある施設・設備，資料や情報，事業実施に関するノウハウ，あるいは立地条件など様々な学習

資源を，積極的に他の機関に提供していくことが望まれる。他方，地域全体として有する様々な学習

資源を，自らの活動にできるだけ生かすよう意欲的な取組みや創意工夫が期待される。  

  公民館は，これまでに培われてきた，事業に関するノウハウや多彩な講師等を生かし，他の機関が

行う事業の企画・運営等の援助や共同事業の実施が期待される。例えば，保健所や社会福祉施設など

との共催事業の実施や，それらの施設に関連するテーマの学習機会を自ら開設すること，さらには大

学等と連携して開設する出前公開講座や，研究機関と協力して開設する高度で専門的な講座などが考

えられる。  

   （略）  

 

２ 学習情報提供・学習相談機能の充実  

  公民館は，地域住民にとって昀も身近な施設として，他の機関と連携・協力し，学習情報提供・学

習相談事業において中心的役割を果たすことが期待されている。 

   （略）  

 

 

 

19 地域における生涯学習機会の充実方策について（抄）  
 

                                    平成８年４月24日 

                                    生涯学習審議会答申  

 

はじめに  

 

 本審議会は，平成７年５月15日，文部大臣から「地域における諸施設の生涯学習機能の充実方策につ

いて」及び「学習成果の活用方策について」審議要請を受け，その後，前者のテーマについてワーキン

グ・グループを編成し，論点を整理しつつ，総会において審議してきた。このたび，その結果を，「地域

における生涯学習機会の充実方策について」答申として取りまとめた。  

                     （中略）  

 第三は，社会教育・文化・スポーツ施設である。これらの施設においては，既に地域の活発な学習活

動が展開されている。これらの施設は本来，地域住民の多様な学習ニーズにこたえるために整備された

ものであり，生涯学習機会を提供する場として も基本的な役割を担っている。地域住民にとって，こ

れらの施設は今後とも生活の質を高める上で欠かすことのできない存在である。さらに，学習を通じて

人間関係を深め地域意識を涵
かん

養
よう

し，豊かな地域づくりを進めていく上でも一層重要なものとなっていく

であろう。特に青少年の学校活動をより豊かで充実したものにするために，これらの施設の果たすべき

役割は大きい。今後の課題は，ますます多様化し高度化する地域住民の学習ニーズにいかに柔軟，迅  

速，的確にこたえていくかということであろう。したがって，ここでは「地域住民のニーズにこたえる

社会教育・文化・スポーツ施設」という観点から課題を整理し，「多様化・高度化する学習ニーズへの対

応」，「組織運営の活性化」を進めるため必要な施策を提言した。  

   （略）  
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Ⅱ 地域社会に根ざした小・中・高等学校  

 

   （略）  

 

１ 地域社会の教育力の活用  

 (1) 地域社会の人材等を活用した教育活動  

   （略）  

  ○社会教育施設等の活用  

    自ら学ぶ意欲や思考力などを育てるためには，様々な生活体験や活動体験を通じて自ら考え学

ぶことができる機会を増やすことが大切である。学校においては，そのための方途の一つとし  

て，社会教育・文化・スポーツ施設の一層積極的な活用が求められている。これまでも，少年自

然の家などを利用して学校の集団宿泊活動が行われてきているが，様々な施設を活用して学校の

教育活動を充実させることが期待される。例えば，公民館，博物館，美術館などの施設におい   

て，学校教育に即した内容で事業を企画したり，社会科や理科，美術などの授業の一部をこれら

の施設において，施設の専門的職員の協力を得て行うことを考えてもよい。  

    こうしたことを着実に推進するためには，市町村教育委員会において，適切な指導助言や財政

上の措置など地域や学校の実情に合わせた積極的な対応を図ることが必要である。市町村教育委

員会の創意と工夫が期待される。なお，こうした地域の教育資源の活用を考える場合にはいわゆ

る教育機関・施設に限らず，広く，森林・河川・海浜などの自然環境も視野に入れて，検討され

ることが望ましい。 

   （略）  

 

Ⅲ 地域住民のニーズにこたえる社会教育・文化・スポーツ施設  

 

 公民館や図書館・博物館・美術館あるいは生涯学習センターなどの社会教育施設においては，これま

でも地域社会における生涯学習の中心的な場として活発な活動が展開されている。文化会館・音楽ホー

ルなど各種の文化施設あるいは体育館・スポーツセンターなどのスポーツ施設も同様である。さらに，

近は，民間の事業者によるカルチャーセンターなども活発な事業を行っている。これらの施設は地域

住民の多様な学習ニーズにこたえ多種多様の学習機会を提供しており，それを通じて地域住民の幅広い

学習活動を支える基盤的な役割を担っている。これら施設は今後とも生涯学習振興の上で重要な役割を

担う存在であり，一層の機能の充実と活性化が求められている。  

 社会教育・文化・スポーツ施設は，何よりも地域住民のニーズに柔軟・迅速・的確にこたえるもので

なければならない。そのためには，多様化・高度化する学習ニーズに適切に対応した事業活動を展開す

ることが重要である。社会がますます高度化・複雑化する中で，多くの人々は様々な課題に対処し，よ

り豊かで充実した人生を送るため，身近なところで自由意志に基づく学習をし，自己を高めたいと考え

ている。また，月２回の学校週五日制が実施されている中で，青少年の学校外活動の重要性が改めて指

摘されている。さらにいじめや登校拒否の問題が深刻な状況にあることから，こうした問題に的確に対

応するため，家庭や地域社会の教育力の充実が求められている。そのようなニーズにこたえる場として

地域社会に存在する社会教育・文化・スポーツ施設には，今まで以上により積極的にその教育的機能を

発揮することが求められている。  
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 社会教育・文化・スポーツ施設は，多様化・高度化するだけでなく新たに生じてくる地域住民の学習

ニーズを常に的確に把握し，それにこたえた学習機会を積極的に提供していくことが求められる。なか

でも積極的に拡充を図る必要があるのは，平成４年の答申でも指摘した，いわゆる現代的課題に関する

学習である。変化する社会の中で充実した生活を営んでいくためには，様々な現代的課題についての理

解を深めることが必要となってくる。例えば，地球環境の保全，国際理解，人権，高齢社会への対応，

男女共同参画社会の形成などの課題がある。学習機会を提供する側においては，こうした現代的課題の

重要性を認識し，そのための学習機会の充実を図ることが強く求められる。その際，民間の教育事業者

や関係団体の活力を生かすことをはじめ，大学や各種の研究・研修施設等の提供する学習機能の活用に

ついても配慮することが必要である。  

 また，地域住民の学習ニーズに適切にこたえるには，事業活動での充実を図るのみならず，それを動

かす組織自体が活性化していなければならない。時代のニーズに合った新しい事業に取り組む進取の気 

性に溢
あふ

れた施設運営が行われることが肝要である。地域住民の学習ニーズは社会の変化に対応して常に

変化しており，それに即応する新しい事業の展開が求められるからである。組織が沈滞していてはニー

ズの変化をとらえることも，斬新な発想を生み出すこともできず，新しい事業も生き生きとした活動も

展開できない。常に組織運営の活性化を図り，活力を維持・増大していくことは極めて重要である。  

 したがって，社会教育・文化・スポーツ施設が常に地域住民のニーズに柔軟・迅速・的確にこたえて

いくことができるようにするために，「多様化・高度化する学習ニーズへの対応」と「組織運営の活性化」

を当面の目標とし，その達成に向けて必要な方策を強力に推進する必要がある。以下にそのための具体

の施策を提言する。  

 

１ 多様化・高度化する学習ニーズへの対応  

 (1) 多様で総合的な学習機会の提供  

   人々の生涯学習のニーズは，日常の身近な生活の場で，文化やスポーツなどを含む様々な分野に

わたり，広範かつ多様に現れる。個々の施設が孤立していてはそれに十分にこたえることはできな

い。社会教育施設だけでなく様々な施設を総合的，計画的に配置し活用することにより，多様な学

習機会の提供が可能になる。その際，森林などの自然，貴重な文化遺産，あるいは産業施設なども

地域の学習資源として，視野に入れておくことが大切である。施設の総合的な整備によって，地域

住民の学習拠点が形成され，様々な年齢層の人々が自由に交流し多様な学習が促進される。さら  

に，地域全体の学習環境が整うことにより，学習を進める雰囲気がおのずから醸成されることも期

待される。  

  ○総合的な計画の整備  

    多様な施設の総合的な整備のためには，地域全体での総合的，有機的な学習施設整備計画を作

ることが大切である。地域のまちづくり計画等の中にしっかりと位置付けられることにより，施

設の整備は着実に進展することであろう。  

    なお，「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」に規定される地域生涯

学習振興基本構想は，民間の活力を活用しながら地域における総合的な学習機会を整備しようと

するものであり，地域の生涯学習機能の飛躍的な向上に資すると考えられる。各都道府県におい

て具体的な構想の作成が積極的に進められることが期待される。  
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 (2) 施設間の広域的な連携の促進  

   関係施設間にネットワークを形成し，相互の機能の広域的な連携・協力体制を整備することによ

り，地域における生涯学習機能を総合的に発揮することが期待される。  

  ○行政部局間の連携強化  

    社会教育・文化・スポーツ施設においては，それぞれの施設の職員の努力により，多様な学習

機会の提供が行われてきている。他方，地域住民の学習ニーズの高まりに応じて，首長部局およ

び関連施設での学習機会提供も盛んに行われるようになってきている。このため，教育委員会や

他の行政部局で行われる各種の事業の実施について，学習者の立場に立って，行政部局間の連 

携・調整を図ることが必要になってきている。そのため教育委員会が積極的な役割を果たすこと

が期待される。  

    なお，教育委員会が実施する事業の内容は，どちらかと言うと，これまで趣味・文化・教養な

どに偏る面も見られたが，今後は，職業に係る知識・技術の向上や市民意識・社会連帯意識など

に関する学習，あるいは，介護等の生活技術の習得に係る学習などを含め，新たな学習ニーズに

こたえる適切な内容の事業を積極的に実施すべきである。このためには，それらの学習に関係す

る行政部局・施設の協力・支援を得ることが必要であり，その観点からも，教育委員会と他の行

政部局間の連携・調整を図る必要がある。  

  ○民間との連携強化  

    人々の多様な学習ニーズに柔軟にこたえるためには，多様な学習機会が提供されなければなら

ない。学習機会の提供や学習支援を行うのは公的施設ばかりではない。一般の個人・グループあ

るいは民間教育事業者などを広い視野でとらえ，これらと適切な連携を進める必要がある。この

ため，民間の教育事業者と公的施設との連携のあり方が現実的な課題となり，連携のための新た

なルール作りが必要になってきている。平成７年９月の文部省通知により，公民館における民間

教育事業者の施設利用が，社会教育法上許容される旨の法解釈が明確に示されたことは，公民館

事業における民間との連携を考える上において有意義である。今後とも関係者の相互の理解の下

に適切な連携関係を作っていくことが求められる。生涯学習関連施設・民間事業社間の円滑な意

思疎通を図るための協議会・情報交換会が幾つかの都道府県で開催されるようになっているが，

こうした機会の拡充と機能強化が期待される。  

  ○コーディネート機能の強化  

    異なる種類の施設間で形成された広域的なネットワークが有機的・効率的に機能するためには，

連携の中心となる中核的な機関が不可欠である。これには，一般的に地域の生涯学習推進センタ

ーが当たっているが，ネットワークを形骸化
けいがいか

させないようにするためにも，生涯学習推進センタ

ー自体の体制整備が必要になる。この場合，特に，コーディネート機能の強化が大切である。地

域住民の学習ニーズを的確に把握し，これに即応した学習機会の提供を企画し，関係施設間の事

業の調整を図るなど，ネットワークが生き生きと統合的に機能するようにする必要がある。この

ため，生涯学習全般にわたって企画・調整・助言などの支援能力を持った専門的職員をセンター

などに配置することが大切である。コーディネーター養成も急がれる課題であり，国立教育会館

社会教育研修所などでの研修の拡充が望まれる。  

  ○学習ネットワークの構築  

    施設間のネットワークを円滑かつ迅速に動かすためには，構成施設等の学習情報のオンライン

ネットワークの構築が欠かせない。このため，現在，国では西暦2000年を目途に，全国的な学習
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情報のネットワークづくり，全国的な中核機関づくりが進められている。様々な分野で構成され

つつあるネットワークを統合した総合的な学習情報システムの利用が早期に実現することを期待

したい。その際，他の学習情報関連システムとの連携にも配慮が望まれる。都道府県において  

も，国の補助制度を活用しながら，情報ネットワークの構築が進められている。おおむね，順調

な整備状況と言えるが，各都道府県・市町村によっては情報を検索できる端末が少ないこと，

新の情報が入力されていないことなど，学習者にとって必要な情報が得られるまでにはなってい

ないところもあり，引き続き努力が求められる。なお，社会通信教育事業も，今日の学習ニーズ

に応じて，多様に展開してきており，生涯学習を進める上で重要な役割を担うに至っている。こ

れらに係る学習情報についても，情報ネットワークにおいて適切に提供されることが望まれる。  

 

 (3) 情報化・マルチメディア化への対応  

   学習機会へのアクセスに対する時間的・地理的な制約を大幅に緩和させ，より質の高い効率的な

学習を可能にするものとして，各種の学習施設における情報化・マルチメディア化への対応に対す

る人々の要請は特に高い。また，個人の自主的な学習を進める上での有力な手段としても，期待は

大きい。  

  ○情報化による事業の革新  

    施設においては，事業の実施や施設の運営に情報関係施設設備を積極的に導入することが必要

になっている。これに伴って，情報関係の機器・システムのもとでマルチメディアを用いた学習

プログラムを開発するなど新しい事業の内容・方法の革新を図る必要がある。同時に，職員の関

係知識・技術の習得が迅速に進むよう研修等の改善を図る必要がある。  

  ○情報提供のマルチメディア化  

    現在整備が行われつつある生涯学習情報提供システムは，文字や数値による案内情報等が中心

である。しかし，科学技術の進歩により音声・図形・画像・映像等を効果的に組み合わせたマル

チメディア形態の情報提供が可能になっている。このため，地域住民に親しみやすく利用しやす

い情報提供を行うためにも，システムのマルチメディア化を図ることについて検討を行う必要が

ある。また，インターネットなどの情報通信網の発展を視野に入れた先行的な研究開発が求めら

れる。  

 

 (4) 学校教育との連携・協力  

   今日の学校教育では，自ら考え，判断し，行動するなど資質・能力を重視する教育が展開されて

いる。こうした教育を進めていく上で，自然環境や日常生活の中での体験学習が効果的である。社

会教育・文化・スポーツ施設などが学校と連携して，こうした事業を展開していくことが求められ

ており，その連携・協力の推進の在り方や具体的な方向が課題となっている。  

  ○「学校融合」の理念に立った事業展開  

    従来，学校教育と社会教育との連携・協力については，「学社連携」という言葉が使われてき  

た。これは，学校教育と社会教育がそれぞれ独自の教育機能を発揮し，相互に足りない部分を補

完しながら協力しようというものであった。しかし，実際には，学校教育はここまで，社会教育

はここまでというような仕分けが行われたが，必要な連携・協力は必ずしも十分でなかった。こ

の反省から，現在，国立青年の家，少年自然の家においては，学校がこれらの青少年教育施設を

効果的に活用することができるよう，「学社融合」を目指した取組が行われている。  
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    この学社融合は，学校教育と社会教育がそれぞれの役割分担を前提とした上で，そこから一歩

進んで，学習の場や活動など両者の要素を部分的に重ね合わせながら，一体となって子供たちの

教育に取り組んでいこうという考え方であり，学社連携の昀も進んだ形態と見ることもできる。

このような学社融合の理念を実現するためには，例えば，学校が地域の青少年教育施設や図書 

館・博物館などの社会教育・文化・スポーツ施設を効果的に利用することができるよう，それぞ

れの施設が，学校との連携・協力を図りつつ，学校教育の中で活用しやすいプログラムや教材を

開発し，施設の特色を活かした事業を積極的に展開していくことが重要である。これによって，

学校だけでは成し得なかった，より豊かな子供たちの教育が可能になるものと考えられる。今  

後，こうした学社融合の理念に立った活動を積極的に推進していくためには，国としても，必要

な調査研究や先導的な事業に対する支援などを行うことが求められる。  

    また，学校と家庭・地域社会との適切な役割分担と連携を図りつつ学社融合を円滑に推進して

いくためには，その基盤を整備していくことが重要である。学校と施設間の人事交流の一層の促

進や，学校教員が青少年教育施設等で体験的な研修を行うような機会を拡充することなども検討

される必要がある。  

  ○学校週五日制への対応  

    平成４年９月から実施されている学校週五日制は，これからの時代に生きる子供たちの望まし

い人間形成を図るため，学校，家庭及び地域社会が一体となってそれぞれの教育機能を発揮する

中で，子供が自ら考え主体的に判断し，行動できる力を身に付けるようにしようとするものであ

る。この学校週五日制は子供たちの生活にゆとりを与え，より豊かな生活体験・活動体験の機会

を豊富にする契機となるものであり，地域社会における学校外活動充実の拠点となる社会教育・

文化・スポーツ施設には大きな期待が寄せられている。  

    現在，休業土曜日には，全国各地の青少年の家，少年自然の家などの青少年教育施設において，

子供たちや親子を対象としたキャンプ，自然探索などの事業の実施や青少年団体による活動が活

発に行われている。また，例えば，公民館においては体験を通じたふるさとについての学習やサ

ークル活動が，図書館においては子供たちを対象とする読書会が，博物館においては科学教室な

どが実施されている。さらに，これらの博物館・美術館においては，休業土曜日の子供の入場料

を無料としているところも多い。  

    今後，社会教育・文化・スポーツ施設においては，これらの事業の一層の充実を図るとともに，

施設の特色を生かし子供の興味や関心に応じた新しいプログラムを開発・提供することが求めら

れる。その際，施設がそうした事業を展開するには，地域の青少年団体や住民のボランティアな

どの積極的な協力を得ることが重要である。これにより，子供たちに対し創意にあふれた多様な

活動の機会の提供が期待される。なお，平成８年度から文部省が実施する「ウィークエンド・サ

ークル活動推進事業」は，週末等において学校施設などの子供たちに身近な場を活用して様々な

体験活動を展開するものであり，これに対する社会教育・文化・スポーツ施設の連携・協力が求

められる。  

    また，市町村教育委員会においては，自ら事業を計画するほか，施設や団体の活動に関する情

報を子供たちや保護者等に迅速かつ適切に提供することや，施設や団体等に対し事業の企画や運

営に助言や支援を行うなど，格段の配慮を行うことが必要である。  

  ○地域ぐるみの活動の展開 

    社会教育・文化・スポーツ施設が学校と連携・協力していくためには，これらの施設を中心と
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した地域ぐるみの活動が展開される必要がある。特に，現在，学校週五日制の実施やいじめ問題

への対応などを契機に，子供の育成に関して地域社会の持つ教育機能の充実・向上が求められて

いる。このため，これらの施設においては，子供たちのためにやりがいのある楽しい活動機会を

積極的に提供していくとともに，社会教育関係団体，ボランティアグループなどと協力して，子

供たちの健全な育成のための適切な事業が行われるようにいろいろな啓発事業を行うことも求め

られる。これらの活動が円滑・的確に行われるよう教育委員会による支援も必要である。  

    また，子供たちが基本的な生活習慣・態度等を身に付ける上で，家庭の果たす役割は特に大き

い。家庭の教育力の向上のために，社会教育施設等において，家庭教育についての学級・講座の

実施，親子で活動する機会の提供，家族一緒の文化・スポーツ活動の機会の提供などの多様な学

習機会の提供や相談事業の充実などの支援が必要である。  

    こうした地域ぐるみの活動が活発に行われるためには，企業におけるこれらの活動への支援も

必要である。この点については，平成８年３月に（社）経済団体連合会が取りまとめた「創造的

な人材の育成に向けて～求められる教育改革と企業の行動～」においても指摘されているところ

であるが，労働時間の短縮，弾力的な労働時間管理，休暇取得の促進などの実施，進学時期の子

供を持つ職員への転勤時期・場所等についての配慮など，社会人が地域社会や家庭で活動・生活

するためのゆとりをもたらすよう企業が具体的な対応をとることが求められている。  

 

２ 組織運営の活性化  

 (1) 人的体制の整備  

   施設の機能が十分に発揮できるかどうかは，事業の実施や施設の運営管理を担う職員体制にかか

わる面が大きい。学芸員，司書，アートマネージメント担当職員，スポーツプログラマー等の専門

的職員，あるいは様々な分野の指導者等に優秀な人材を得て，機能的な業務体制を編成することが

重要である。社会の変化や学習ニーズの多様化の中で常に生起する新たな課題に迅速かつ的確に対

応できるかどうかは，それに対応し得る能力と意欲を持った人材を確保し，機能的な組織運営を行

うことにかかっていると言っても過言ではない。  

  ○専門的職員の確保・養成  

    人的体制の整備のためには，各施設の事業を担当する専門的職員に優秀な人材を確保すること

ともに，研修により資質の向上を図ることが必要である。その際，特に，地域住民との対応にお

いて意思の疎通を円滑，適正に図ることが求められていることにかんがみ，そのような観点から

の研修も配慮される必要がある。社会教育主事等の専門的職員の養成や研修の充実について，本

審議会社会教育分科審議会の報告（平成８年４月）を踏まえ適切な方策が講ぜられることを期待

したい。  

  ○ボランティアの受入れ  

    人的体制の整備の上では，施設職員とともに，施設業務に対して協力・支援を行うボランティ

アも重要な要素となる。ボランティア活動は，施設によってその組織運営の活性化に重要である

ばかりでなく，ボランティア自身にとっても，自己開発・自己実現につながる学習の場として，

学習成果を生かす場として，あるいはボランティア相互の啓発により学習を活性化するものとし

て重要である。こうした点から，積極的にボランティアの受入れを進めることが必要である。そ

の際，社会教育主事，学芸員，司書などの資格を有しながら実際の業務に就いていない者が多数

存在することから，こうした有資格者の持つ専門的知識やそれぞれの多様な経験等を活用するこ
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とが有意義である。データベース（人材バンク）の創設を行うなど，国と関係機関・団体等との

連携・協力の下に，ボランティアの受入れの推進を図ることが必要である。また，ボランティア

の受入れに当たっては，施設の業務全体の中でボランティアが有効な活動を進められるようにす

るため，先導的な取組を行っている施設の事例を普及させたり，あるいは研究協議を行ったり，

ボランティアや職員の研修を実施したりすることも必要である。  

 

 (2) 利用者の立場に立った施設の運営  

   自発的な意志に基づき自由に行われるべき生涯学習を進めるには，施設は，施設の管理者側の都

合ではなく，利用者の立場に立った事業の実施，施設の運営に十分配慮する必要がある。  

  ○アクセスの改善  

    利用者が社会教育・文化・スポーツ施設をできるだけ利用しやすいように，施設の開館日・開

館時間については，地域の実情に応じつつ，可能な限り弾力的な扱いをすることが必要である。

また，身近なところで施設の利用が可能になるよう，分館の拡充などが求められるとともに，施

設間のネットワーク化の推進により，施設のサービスが柔軟に受けられるようにする必要もあ 

る。施設利用の改善を図る上では，施設内の整備など学習環境の充実も大切な課題である。学習

者の特性（子供，高齢者，障害者，外国人など）に配慮した施設設備の整備や事業運営の工夫も

求められる。  

  ○住民参加による運営  

    施設の事業の運営に当たっては，施設の管理者が事業の企画・実施を含めて施設の運営全般に

責任を持って行うことが当然であるが，施設や地域の実情に応じて，地域住民が事業の企画や運

営に何らかの関与ができるようにすることも考えられる。例えば，事業の企画・運営・広報など

を行う委員会に委員として参加したり，ボランティアとして指導のスタッフに加わったりするこ

となどがあろう。こうした事業運営への住民の参加は，地域の施設としてより利用者の立場に立

った施設の運営に資するところが大きいと考えられる。  

 

 (3) 新しい学習課題に対する運営の改善  

   地域住民を取り巻く社会環境の急激に変化の中で，新たな学習課題も生起してきており，施設と

してそうした課題に対応できるように運営を工夫することが必要になっている。常に新たな需要を

的確に把握し，新しい事業展開や運営の改善を図っていくことは，施設がその組織の活力を維持し

ていく上にも大切である。  

  ○国際化・情報化等への対応 

    国際化・情報化・高齢化等の社会の変化への対応や男女共同参画社会の形成など現代的課題に

関する学習の推進について，地域の実情に応じた積極的な取組が期待される。  

    このうち国際化に関しては，社会教育・文化・スポーツ施設において外国の文化の紹介，外国

人との交流事業，通訳など国際交流ボランティアの養成，日本語指導者講座の実施，地域に居住

する外国人のための情報誌・ガイドブックの発行など様々な事業が行われてきている。今後とも

これらの事業の拡充を図る必要がある。特に， 近は，個人やグループによる様々な国際交流の

活動が行われるようになってきており，国際交流に係る関係団体の育成，関連情報の収集と提供

などの充実が求められている。また，マルチメディアなどの情報化の進展に伴い，学校ばかりで

なく広く社会教育の分野においても，コンピュータの操作，通信システムの活用など様々な情報
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活用能力の育成に関する学習機会の提供が求められる。このほかにも，高齢化に対応したライフ

プランづくりや，成人・高齢者の社会参加支援のための学習機会，男女共同参画に関する意識啓

発のための学習機会の開発や充実を図ることなど多様な学習機会の提供が求められている。  

    これらの事業の展開に当たっては，各施設とも職員の資質能力の向上，指導体制の整備を図る

必要がある。それぞれの施設は，これらの課題に関連する首長部局やその機関，学校等と連携を

図りながら事業に取り組むことが求められる。また，施設は社会教育団体やその他の関係団体に

はこれらの事業に自発的に取り組むことを奨励しつつ，これら団体と連携を図ることも重要であ

る。  

  ○学習者への支援  

    人々の学習形態は学級・講座や講演会のほか，共通の学習ニーズで構成される学習グループ，

図書・メディアを活用した個人学習など多様化が進んできている。社会教育・文化・スポーツ施

設においては，このような学習グループや個人の自主的な学習活動を積極的に支援するととも 

に，こうした学習グループ等の育成に向けた支援・協力を行う必要がある。自主的な学習への支

援方策として，学習者の幅広い選択が可能になる多様な内容の提供，学習相談や助言事業の改善・

充実，視聴覚教育メディアの開発，学習情報提供システムの充実などが検討される必要がある。  

 

 (4) 財政面での充実  

   財政面での充実は，活力ある施設の運営のための重要な基盤の一つである。質の高い事業を多様

に展開していくためには，職員など関係者の創意・工夫とともに，必要な財政的な裏付けの確保が

不可欠である。  

  ○財源の確保  

    公的な社会教育・文化・スポーツ施設が，今後，より高度な事業や情報化等に対する新たな機

能の充実等を積極的に推進していくためには，まず，施設の設置者が施設の運営体制の充実を図

るとともに，運営経費など財政的な基盤の整備に従来にも増して努力することが必要である。ま

た，施設においても，施設の事業の充実のために自助努力を行う姿勢が求められる。特に，様々

な財政上の制約の下においては，施設運営のための独自の財源を確保することも大切である。社

会教育法においては公民館の維持運営のため市町村は特別会計や基金を設けることができる旨規

定されているところであり，こうした既存の仕組みなどを積極的に活用することが期待される。

また，支援のための財団が地域レベルあるいは施設単位に設置できれば，安定的に事業運営や施

設維持をすることができる。その際，広く民間からの資金協力を得ることが望まれる。そのため

には，例えば，各種行事・イベントを開催し，継続的に広報を実施するなどして，生涯学習の重

要性や施設の事業の必要性について民間の関心と理解を深めるような努力と工夫が必要である。  

    また，それぞれの施設においても，利用者の適切な経費負担を含め，施設の有する多様な機能

を効果的に活用するような事業展開に努めることが必要である。そうした努力や工夫によりもた

らされる蓄積を当該施設等の財源に充て地域住民のための事業の充実や施設運営のために活用す

ることにより，財政基盤の充実の面のみならず，施設の組織運営の活性化のためにも極めて大き

な効果を及ぼすものと考えられる。  

  ○適切な料金設定のもとでの事業展開  

    現在，公的な施設においては，その公共性を考慮し講座等の受講料などは無料あるいは教材費

などの実費に限ることが一般的である。地域住民のための公共的な利用に供することを目的とす
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る本来的な性格から，そのこと自体は今後とも否定的にとらえるべきことではない。特に，青少

年の学校外における多様な学習の場の確保や学校週五日制の導入など新たな課題への積極的な対

応という観点から，学校が休みの土曜日に博物館の入場料を子供について無料にする等の取組も

行われており，一層の拡充が必要になる。しかし，事業内容や参加者，地域における学習機会提

供の状況によっては，適切な料金設定の下で事業展開の在り方について検討することも必要と考

えられる。その際，地域住民の学習ニーズや参加者の特性，あるいはそれぞれの施設としての事

業の必要性や優先度，民間教育事業者など他の学習関連施設の設置状況や事業の実施状況などを

十分考慮することが必要である。  

 

 

 

20 社会教育主事，学芸員及び司書の養成，研修等の改善方策につ
いて  

 

                           平成８年４月24日 

                           生涯学習審議会社会教育分科審議会報告  

 

Ⅰ 審議経過  

 

 生涯学習審議会社会教育分科審議会では，計画部会を中心に，平成５年３月から「社会教育主事，学

芸員及び司書の養成，研修等の改善方策について」調査審議を行ってきた。  

 検討に当たっては，地域における生涯学習の一層の推進と社会の様々な変化への対応という視点か 

ら，平成４年７月の生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」

で提示された，リカレント教育の推進，ボランティア活動の支援・推進，青少年の学校外活動の充実，

現代的課題に関する学習機会の充実という４つの当面の課題も踏まえ，生涯学習社会における社会教育

を推進する上で重要な役割を担う社会教育主事，学芸員及び司書の一層の資質の向上と専門性の要請を

図るという基本的考え方のもとに審議を進めた。  

 計画部会での審議とともに，平成５年12月からは，部会の下に，社会教育主事，学芸員及び司書の３

つの専門委員会を設置し，専門的な調査審議を行った。この間，審議の参考とするため，大学団体及び

関係団体への意見照会も行った。  

 本分科審議会は，こうした審議を経て，社会教育主事，学芸員及び司書の養成，研修等の改善方策を

とりまとめた。なお，国庫補助を受ける場合の公立図書館の館長の司書資格及び司書の配置基準等につ

いては，引き続き計画部会において検討する。  

 

Ⅱ 改善の必要性  

 

 所得水準の向上や自由時間の増大など社会の成熟化に伴う学習ニーズの増大や，情報化，国際化，高

齢化等の社会の急激な変化に伴う生涯を通じた学習の必要性の高まりを背景に，「人々が，生涯のいつ 

でも，自由に学習機会を選択して学ぶことができ，その成果が適切に評価されるような生涯学習社会」

（平成４年７月生涯学習審議会答申より）を構築することが，重要な課題となっている。  



－191－ 

 このような生涯学習社会の構築のために，人々の学習活動を援助する社会教育主事，学芸員，司書等 

の社会指導者の果たす役割はきわめて重要である。  

 社会教育主事は，社会教育法に基づき都道府県・市町村教育委員会事務局に置かれる社会教育に関す

る専門的職員である。これからの社会教育主事は，地域における人々の自由で自主的な学習活動を側面

から援助する行政サービスの提供者としての役割に加え，社会教育事業と他分野の関連事業等との適切

な連携協力を図り，地域の生涯学習を推進するコーディネーターとしての役割を担うことが一層期待さ

れており，その養成及び研修の改善・充実を図る必要がある。  

 学芸員は，博物館法に基づき博物館に置かれている専門的職員である。これからの博物館は，地域に

おける生涯学習推進の中核的な拠点としての機能の充実や，地域文化の創造・継承・発展を促進する機

能や様々な情報を発信する機能の向上等により，社会の進展に的確に対応し，人々の知的関心にこたえ

る施設として一層発展することが期待されている。学芸員は，多様な博物館活動の推進のために重要な

役割を担うものであり，その養成及び研修の改善・充実を図る必要がある。  

 司書は，図書館法に基づき図書館に置かれる専門的職員である。これからの図書館は，地域における

生涯学習推進の中核的な拠点として，現代的課題に関する学習の重要性や住民の学習ニーズの高まりに

こたえて，広域な情報を提供し，自主的な学習を支援する開かれた施設として一層発展することが期待

されている。司書は，幅広い図書館活動の推進のために重要な役割を担うものであり，その養成及び研

修の改善・充実を図る必要がある。  

 また，生涯学習社会にふさわしい開かれた資格とする観点から，幅広い分野から多様な能力，経験を

有する人材が得られるように，専門的資質の確保に留意しつつ，資格取得の途を弾力化する必要があ  

る。  

 社会教育主事，学芸員及び司書の養成，研修の改善・充実を図る一方で，教育委員会事務局及び博物

館，図書館における組織や運営体制を充実していくことが必要であり，教育委員会等の積極的な努力が

期待される。併せて，これらの専門的職員の資質向上に対応する任用や処遇の改善等について，関係者

の配慮が望まれる。  

 なお，博物館，図書館以外の社会教育施設やその他の生涯学習関連施設においても，その事業や施設

運営の充実のため，社会教育主事，学芸員，司書のような社会教育についての専門的知識経験を有する

職員が置かれることが望ましい。特に，公民館は，地域における昀も身近な社会教育施設であり，生涯

学習推進のための地域の拠点として他の生涯学習関連施設等との連携の中心的な役割を担うことが期待

されており，社会教育主事の資格を有する職員の配置など，専門的知識・技術を有する職員体制の整備

が進むことが望まれる。  

 

Ⅲ 改善の基本的方向  

 

１ 養成内容の改善・充実と資格取得方法の弾力化  

  大学（短期大学を含む。以下，同じ。）及び資格取得講習における要請内容については，それぞれの

業務を的確に遂行し得る基礎的な資質を要請する観点から，見直しを行う必要がある。特に，生涯学

習及び社会教育の本質についての理解は，生涯学習時代における社会教育指導者に求められる基本的

な内容であり，社会教育主事，学芸員及び司書の３資格に共通的な科目として，「生涯学習概論」を

新たに設ける。学芸員及び司書については，情報化等の社会の変化や学習ニーズの多様化，博物館・

図書館の機能の高度化に対応する観点から，科目構成を見直し，必要な修得単位数を増やす。  
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  大学における社会教育主事の修得単位数は現行通り24単位以上，学芸員の修得単位数については現

行の10単位以上から２単位増やし12単位以上とし，司書講習における修得単位数は現行の19単位以上

から１単位増やし20単位以上とする。  

  社会教育主事及び学芸員については，社会教育主事講習及び学芸員試験認定の科目代替の対象とな

る学習成果の認定範囲並びに資格取得及び講習受講等の要件としての実務経験の対象範囲を拡大す

る。司書については新たに，司書講習において実務経験等による科目代替措置を設ける。  

 

２ 研修内容の充実と研修体制の整備 

  多様化，高度化する人々の学習ニーズ，社会の変化や新たな課題等に的確に対応していくために  

は，現職研修の内容を充実し，専門的な知識・技術等の一層の向上を図る必要がある。また，情報の

活用や高齢化社会の進展などの現代的課題や，ボランティア活動との連携などの新たな課題への対応

などを含め，常に研修内容の見直しを図りながら，効果的な研修の実施に努めることが必要である。 

  研修方法については，従来からの講義や実習・演習形式の研修に加え，国内外の大学，社会教育施

設等への研修・研究派遣，大学院レベルのリカレント教育など，高度で実践的な研修機会を充実する

必要がある。 

  現職研修の抜本的な充実のためには，国，都道府県，市町村，関係機関・団体等が相互の連携と役

割分担の下に，研修体制の整備を進め，体系的・計画的な研修機会を提供していく必要がある。 

  教育委員会等においては，研修体制の整備に積極的に取り組むとともに，研修への参加の奨励・支

援に努めることが望まれる。  

 

３ 高度な専門性の評価 

  今後，社会教育主事，学芸員，司書等の社会教育指導者は，高度な専門的職業人として一層の資質

向上を図ることが期待される。特に，学芸員及び司書については，社会教育施設の専門的職員として

の資質・能力をより一層高めていくために，その業績・経験等が適切に評価され，それが任用や処遇

の面にも反映されるシステムを作っていくことが重要である。このため，養成内容の充実や研修体制

の体系的整備を図る中で，高度で実践的な能力を有する学芸員及び司書に対し，その専門性を評価す

る名称を付与する制度を設けることが有意義と考えられる。 

  このような制度は，学芸員・司書の資格制度のみならず博物館・図書館制度全体の在り方とも関連

するものであり，その具体化のために，国をはじめ関係機関や関係団体等が連携しながら研究を進め

ていくことを期待したい。 

  また，社会教育主事についても，今後，職務内容の高度化等に伴い，その専門性の評価の在り方が

過大となっていくことが考えられる。 

 

４ 幅広い人事交流等の配慮と有資格者の積極的活用 

  社会教育主事，学芸員，司書等の社会教育指導者の幅広い人事交流を進めることは，生涯学習の一

層の推進の上で有意義である。異なる種類の施設・機関等や他部局も含めた交流により，業務運営の

活性化とともに，それぞれの資格を持つ者が実務を通じて幅広い経験と視野を得ることが可能となる。

さらに，今後とも，公民館等の社会教育施設やその他の生涯学習関連施設に社会教育主事等の有資格

者を積極的に配置し，その専門的な知識や能力を施設運営の充実のために活用することが必要と考え

られる。このような人事交流や組織運営体制の充実という課題とも関連し，社会教育主事，学芸員，



－193－ 

司書の任用や処遇などについて，教育委員会等の積極的な配慮が望まれる。  

  また，大学等において資格を取得しても，実際はその職に就いていない人が相当数いる。一方，そ

の資格取得を通して得られた知識や技術を生かして，社会教育施設等でボランティアとして活躍して

いる人も増えつつある。こうした状況を踏まえ，社会教育主事党の有資格者のうち希望する者を登録

し，その専門的知識・経験等の活用を図る「有資格者データベース（人材バンク）」制度等を設け，

これら有資格者の専門的知識・能力や幅広い経験等を，地域の生涯学習・社会教育の推進のために活

用することは極めて有意義である。国と関係機関・団体等の連携・協力により，その早急な整備が期

待される。  

 

Ⅳ 社会教育主事  

 

１ 改善の必要性 

  社会教育主事は，社会教育法に基づき都道府県及び市町村教育委員会に置かれる社会教育に関する

専門的職員であり，都道府県及び市町村の社会教育行政の中核として，地域の社会教育行政の企画・

実施及び専門的技術的な助言と指導に当たることを通し，人々の自発的な学習活動を援助する重要な

役割を果たしてきた。 

  近年，所得水準の向上や自由時間の増大など社会の成熟化に伴い，心の豊かさや生きがいなどを求

めて人々の学習ニーズは増大し，かつ，多様化，高度化してきている。また，情報化，国際化，高齢

化等の進展による社会の急速な変化に伴い，情報の活用，国際理解の促進，高齢化社会への対応等多

くの新しい学習課題が生じている。学校週五日制の導入に伴い，青少年の学校外における多様な活動

機会の充実も強く求められている。 

  現在，生涯学習社会の構築が，学校教育，社会教育はもとより，文化・スポーツ等の各分野にわた

る共通の課題となっており，そのための基礎整備が進展しつつある。社会教育行政に関しても，従来

の固有の枠組みにとどまらず，生涯学習社会における社会教育の振興という観点からの一層幅広い積

極的な取組みが必要となっている。 

  このような状況の中で，社会教育主事は，地域における幅広い人々の自由で自主的な学習活動を側

面から援助する行政サービスの提供者としての役割を果たすことが，従来に増して求められている。

また，社会教育に関する専門的知識・技術を生かし，公民館等社会教育施設を中心に行われる社会教

育事業と学校教育，文化，スポーツ，さらには社会福祉や労働等の様々な分野の関連事業等との適切

な連携・協力を図り，地域の生涯学習を推進するコーディネーターとしての役割を担うことが一層期

待されている。 

  このため，人々の多様な学習ニーズや新たな課題等に対応し得る社会教育主事の資質の向上に向 

け，社会教育主事の養成及び研修の一層の改善・充実を図る必要がある。また，生涯学習社会に対応

する観点から，社会教育主事の養成制度を柔軟化し，様々な分野から多様な人材を広く求めることが

必要である。 

  なお，社会教育主事の資格を有しながら，教育委員会事務局の社会教育主事として勤務していない

人が相当いる。生涯学習推進の観点から，公民館，博物館，図書館等の地域の諸施設やその他の生涯

学習関連施設における事業や地域住民の自主的な学習活動，さらには 近活発となっている民間や企

業等の実施する教育関連事業・活動等のために，これらの人々の持つ社会教育に関する知識・能力を，

積極的に活用することは有意義であり，そのための方策を推進していくことも重要である。  
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２ 改善方策  

 １ 養成内容の改善・充実と資格取得方法の弾力化 

   社会教育主事の養成については，社会の変化に対応する社会教育主事の資質の向上等を図る観点

から，昭和61年の社会教育審議会先人教育分科会報告『社会教育主事の養成について』に基づき，

昭和62年に社会教育主事講習等規程の改正が行われており，大学の養成段階における基本的な科目

構成及び内容についての大きな変更は要しないものと考える。 

   しかしながら，この間，生涯学習社会の構築が我が国の重要な課題として広く認識されるように

なり，各教育委員会における生涯学習振興のための組織体制の整備と施策の積極的推進が必要とな

っている。このため，社会教育主事の養成内容について，幅広い生涯学習・社会教育行政を推進す

る専門家としての役割を一層発揮できるように見直す必要がある。 

   また，生涯学習時代に対応した広い視野に立った社会教育行政の展開を図るためには，様々な分

野から多様な知識・経験を有する人材を広く求めることも有意義である。このため，社会教育主事

講習を受講しやすくするよう実施方法を工夫するとともに，大学以外の学習成果や様々な実務経験

で培われた職務遂行能力を積極的に評価することにより，社会教育主事の資格取得の途を弾力化す

る必要がある。  

  (1) 大学における養成内容の改善・充実  

    これからの社会教育主事は，生涯学習の動向と十分関連を図りながら，社会教育の推進に当た

ることが必要であるとともに，人々の学習ニーズを踏まえつつ学習活動を効果的に援助する能力

の向上も求められている。このため，生涯学習の本質や学習情報提供及び学習相談についての理

解を深めることができるように，養成内容の充実を図る必要がある。  

    なお，生涯学習及び社会教育の本質や学習情報提供及び学習相談についての理解は，生涯学習

時代における社会教育指導者に求められる基本的内容として，社会教育主事のみならず，司書，

学芸員の養成においても充実を図るべきものと考えられる。  

    以上から，大学における社会教育主事の養成内容を次のように見直すことが適当である。  

   ① 現行の「社会教育の基礎（社会教育概論）」（４単位）を，「生涯学習概論」（４単位）に改め

る。「生涯学習概論」は，従来の「社会教育の基礎（社会教育概論）」の内容を根底に置きなが

ら，生涯学習時代における社会教育指導者養成の基本的内容として，生涯学習及び社会教育の

本質について理解を深めるとともに，学習者の特性や教育相互の連携について理解を図る内容

とする。  

   ② 「社会教育計画」は，社会教育の計画・立案についての理論と方法の理解を図る内容から構

成されているが，特に，学習支援能力の向上の観点から，学習情報提供・学習相談に係る実践

的な内容の充実を図る。  

   ③ 総単位数は，現行と同じく24単位以上とする。 

     各科目の単位数・内容等を一覧の形でまとめたのが，別紙１である。（別紙１省略）  

    「生涯学習概論」は，社会教育主事，学芸員及び司書の養成における共通的な基礎科目として

位置づけられるが，幅広い社会教育行政推進のための中核的役割を果たす社会教育主事の性格か

ら，社会教育主事の養成科目としては４単位とする。なお，その内容の取扱いに当たっては，「生

涯学習概論」の他に，例えば，「社会教育の基礎」のような社会教育の基礎的内容からなる科目を

設定し，合計４単位以上として実施するような工夫を行うことも考えられる。  

    各大学においては，先の成人教育分科審議会報告の趣旨も改めて踏まえ，幅広い視野と実践的
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能力を備えた社会教育主事の養成のために，教育内容全体の充実に引き続き努力していくことが

望まれる。  

  (2) 養成を行っている大学の連携・協力の推進  

    現在，社会教育主事の養成を行っている大学は130ほどあるが，今後，これらの大学の連携・協

力により，社会教育主事養成に関する情報交換・交流が活発化し，養成内容の一層の充実が図ら

れることが期待される。  

  (3) 講習における養成内容の改善・充実及び講習実施上の配慮 

    社会教育主事講習における養成内容についても大学における養成内容と同様の見直しを図る。 

    社会教育主事講習は，現在，国立教育会館社会教育研修所及び20近い国立大学が文部大臣の委

嘱を受け実施しているが，実施大学によって，講習内容や方法にかなりの相違が見られるとの指

摘もある。各大学においては，教育委員会の要望なども踏まえ，講習の一層効果的な実施と内容

の充実に努めるとともに，特に，関係機関等の協力を得て，実践的な内容を充実することが期待

される。国立教育会館社会教育研修所が，標準的な講習カリキュラム案を作成し，各大学におけ

る講習の企画や実施上の参考とすることも有意義と考えられる。  

    また，社会教育主事講習に参加しやすくなるように，各実施機関において，受講期間の分割，

修得単位の累積による講習修了など，現行でも可能となっている運用上の工夫を行い，受講者の

要望に積極的に対応することが望まれる。今後は，社会教育主事の養成者数の推移や地域的バラ

ンス等も考慮し，必要に応じて委嘱先を増やすことも考えられる。  

  (4) 講習の科目代替措置としての学習成果の認定範囲の拡大  

    社会教育主事の講習科目については，大学において修得した科目による代替措置が制度上認め

られている。しかしながら，実際には，講習実施期間においては，受講者からの科目代替希望を

認めない場合がほとんどであり，この制度の趣旨が生かされていない。  

    生涯学習社会にふさわしい資格制度とする観点から，今後は，科目代替措置の適用対象と認め

られる受講者の希望に各実施機関が適切に対応する必要がある。また，専門的資質の確保に留意

しつつ，大学以外における学習成果についても，社会教育主事資格取得のための専門的知識・技

術の習得として評価し得るものについては，この科目代替措置を積極的に活用できるようにする

ことが適当である。  

    新たに講習科目に相当するものとして認定すべき学習成果として，次のようなものが考えられ

る。  

   ア 国立教育会館社会教育研究所や国立社会教育施設における研修のうち相当と考えられる学習  

   イ 地方公共団体が実施する研修のうち担当と考えられる学習  

   ウ 学芸員，司書等の資格取得のための試験・講習における科目合格・履修  

   エ 専門学校での相当科目の修得  

   オ 文部大臣認定の技能審査のうち相当と考えられる学習  

   カ 文部大臣認定の社会通信教育での相当と考えられる学習  

   キ 大学公開講座での相当と考えられる学習  

    なお，講習科目の代替に当たって，その学習内容・程度等に基づいた適切な取扱いが講習実施

機関により行われるように，国において一定の基準を示す必要がある。  

  (5) 資格取得及び講習受講の要件としての実務経験の対象範囲の拡大 

    社会教育主事の資格取得及び講習受講の要件として，一定の実務経験が必要とされる場合があ
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るが，現在は，教育委員会等において社会教育に関係する事務に従事する職員の職や学校教育法

第１条に規定する学校の職員の職などに限定されている。  

    生涯学習時代における広い視野に立った社会教育行政の展開が求められていることに対応し，

今後は，現在認められている実務経験以外にも，社会教育主事の職務遂行の上で意義があると考

えられる実務経験を積極的に評価していくことが適当である。  

    新たに評価すべき実務経験として，次のようなものが考えられる。なお，その際必要とされる

経験年数については，社会教育主事の講習科目を修得した短期大学卒業者が社会教育主事資格を

取得するまでに３年以上の実務経験が必要とされていることを考慮し，原則として，３年以上と

することが適当である。  

   ① 社会教育に関係のある職 

    ア 教育委員会・首長部局等における生涯学習（文化・スポーツを含む）に関する職務に従事

する職 

    イ 介護福祉士，社会福祉士，勤労青少年ホーム指導員，勤労者家庭支援施設指導員等の社会

福祉等に関する職  

    ウ 社会教育関係団体の事業の企画・実施に当たる専門的職員  

    エ 学芸員，司書その他の社会教育施設職員  

    オ 公民館等において事業の企画・実施を担当する非常勤職員又はボランティア  

    カ 民間生涯学習関連事業所において事業の企画・実施に当たる専門的職員  

   ② 教育に関する職 

    ア 学校の助手，教頭，養護助教諭 

    イ 専修学校の校長及び教員 

    なお，上記の実務経験の評価に関しては，適切な取扱いが図られるように，国において一定の

基準を示す必要がある。  

 

 ２ 研修内容の充実と研修体制の整備 

   社会教育主事が，多様化，高度化する人々の学習ニーズや社会の変化に的確に対応できるように

していくために，現職研修を充実し，専門的な指導力や企画・調整能力など社会教育主事として必

要な資質の一層の向上を図る必要がある。 

   現在，国レベル（文部省及び国立教育会館社会教育研究所，国立社会教育施設），都道府県レベ  

ル，市町村レベルにおいて，研修が行われているが，全体として見た場合，必ずしも体系的なもの

とはなっていない。今後は，相互の連携の下に，体系的・計画的な研修機会を提供できるよう研修

体制を整備していくことが重要な課題となっている。 

   また，各教育委員会においては，社会教育主事の資質の向上のため，社会教育主事が積極的に各

種の研修に参加できるよう，奨励・支援することが期待される。  

  (1) 研修内容及び方法  

    社会教育主事の研修機会として，初任者，中堅職員，管理職など経験や職階に応じた研修の充

実とともに，生涯学習社会の進展，男女共同参画社会の形成，情報化，国際化，高齢化等の社会

の変化に伴う新たな学習課題に対応するための課題別研修や，学習ニーズの高度化，専門化に対

応するための専門別研修など，社会教育主事の職務遂行の上で有効な研修内容が提供される必要

がある。  
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    このため，国立教育会館社会教育研修所においては，標準的な研修カリキュラムや教材の開 

発・普及等を行うこと，また，国立教育研究所においては，生涯学習全般にわたる学習内容・方

法等の研究の一環として，社会教育主事を含む社会教育関係職員等の研修に関する基礎的かつ実

際的な研究を行うことを通し，研修内容の充実を支援することが期待される。国は，これらの内

容等を都道府県等に示すことなどにより，研修の充実を促進していく必要がある。  

    研修の方法としては，従来から行われている講義や実習・演習形式の研修に加え，国立教育会

館社会教育研修所，国内外の大学，社会教育施設等への研修・研究派遣など，高度で実践的な研

修機会を充実していく必要がある。また，大学院等関係機関による科目等履修生制度等も活用し

たリカレント教育も望まれる。  

  (2) 研修体制の整備  

    国レベル，都道府県レベル，市町村レベルの各段階で実施されている研修の有機的連携を図  

り，体系的・計画的に社会教育主事の研修機会を提供していくため，それぞれの役割分担の下に，

研修体制の整備を図っていく必要がある。  

    国レベルでは，各都道府県における管理的・指導的立場の社会教育主事を対象に，課題別・専

門別研修のうち高度なものを行うとともに，都道府県，市町村あるいは社会教育施設が行う研修

を支援するため，都道府県レベルの研修を担当できる指導者の育成，社会教育主事の活動に関連

する情報の収集・提供，標準的な研修プログラムの開発・普及などを行う必要がある。特に，国

立教育会館社会教育研修所においては，社会教育に関する専門的・技術的研修を実施する中核機

関として，生涯学習推進センター等の都道府県レベルの研修実施機関とのネットワーク形成や，

地方公共団体における研修内容のデータベース化を進めるなど，そのナショナルセンター機能を

一層強化することが望まれる。また，国立オリンピック記念青少年総合センターや国立婦人教育

会館等の国立社会教育施設において，対象別の専門的な研修を行うことも有意義である。  

    都道府県においては，各都道府県内の初任・中堅の社会教育主事を対象に課題別・専門別研修

のうち基礎的なもの，地域の課題に関する研修，経験年数別の実務研修等を行うとともに，市町

村あるいは社会教育施設が行う研修を支援するため，市町村レベルの研修を担当できる指導者の

育成，関連する情報の収集・提供を行う必要がある。  

    また，市町村においては，各市町村内の初任・中堅の社会教育主事を対象に，経験年数に応じ

た実務研修を行う必要がある。複数の市町村が，都道府県の支援を受けて協力して研修を実施す

ることも考えられる。  

    各地方公共団体において，社会教育主事の研修への参加を促進するとともに，社会教育主事の

研修歴や専門的能力を適切に評価し，その処遇等について配慮することが望まれる。 

    社会教育主事の研修体系についての考え方を整理したものが，別紙７である。（別紙７略） 

    なお，研修のうち適当なものについては，社会教育主事，学芸員及び司書の共通の研修機会と

することにより，相互の理解や交流等を深めることも有意義である。また，公民館の主事や青少

年教育施設の専門的職員など研修機会の得にくい社会教育関係職員の資質の向上のために，これ

らの研修を活用することも望まれる。  

 

 ３ 幅広い人事交流等の配慮と有資格者の積極的活用 

   生涯学習の一層の推進を図るために，社会教育主事は，従来の社会教育行政の枠を越えた地域の

生涯学習の企画・実施や調整にも積極的な役割を果たしていくことが期待されている。教育委員会
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事務局と社会教育施設や学校，首長部局等との間の幅広い人事交流を進めることにより，実務を通

じて従来以上に幅広い視野を実務を通じて拡げるという効果ももたらされる。公民館の主事等の社

会教育施設の職員や教育委員会以外の生涯学習関連部局の職員についても，施設の運営の充実を図

る観点から，社会教育主事の資格を有する者を積極的に任用し，その専門的な指導力や企画・調整

能力などの活用を図ることが望まれる。  

   また，大学等において社会教育主事となる資格を取得してもその職には就いていない人が地域に

は相当いる。生涯学習を推進する観点から，社会教育主事の有資格者の持つ社会教育に関する知 

識・能力や経験等が，地域の生涯学習・社会教育の活動の充実のために幅広く生かされることは極

めて有意義である。  

   このため，社会教育主事有資格者のうち希望者を，都道府県等の生涯学習推進センターや国立教

育会館社会教育研修所に登録し，公民館その他の社会教育施設における活動の指導者や住民の自主

的な活動の助言者などとして活用を図る「社会教育主事有資格者データベース（人材バンク）」制度

等を創設することが考えられる。その際，都道府県・市町村等における情報収集・提供体制の整備

とともに，教育委員会と首長部局との円滑な連携が図られることが重要である。こうした制度は，

民間の教育事業や企業等の学習関連部門において必要とする専門的な人材の確保・供給といった面

からも，今後必要性が増大することが考えられる。国と関係機関，地方公共団体等の連携・協力に

より，その早急な整備が進められることを期待する。  
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                                 平成８年７月19日 

                                 中央教育審議会第一次答申  

 

第３章 これからの地域社会における教育の在り方  

 

 (2) 地域社会における教育の条件整備と充実方策  

  ② 地域社会における教育の具体的な充実方策  

    学校週５日制の実施を契機に，各地で地域社会における子供たちの活動を推進するための様々

な取組が進められているが，今後，さらにその充実を図るため，活動の場の充実，機会の充実や

指導者の養成などについて，幾つか具体的な方策を提言したい。これらの諸方策が，各地でそれ

ぞれの地域の特色を生かして活発に実施されることを期待するものである。  

 

   (a) 活動の場の充実  

 

   （遊び場の確保）  

    成長過程にある子供たちにとって「遊び」は，自主性や社会性の涵
かん

養，他人への思いやりの心

の育成などに資するものであり，調和のとれた人間形成を図る上で極めて重要な役割を担ってい

る。都市部だけでなく，豊かな自然環境が残されている農村部においても，テレビを見たり，テ
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レビゲームをするなど室内で遊ぶことが多くなっている今日，子供たちの「遊び」の持つ教育的

意義を改めて再認識し，自然や空地を利用したわんぱく広場や冒険広場，公共施設や民間施設に

おいて遊び場やたまり場などをできるだけ多く用意し，子供たちが自由に楽しく遊ぶことができ

るような環境を整えることを強く望むものである。また，その際には，遊び場マップやたまり場

マップを作成，配布することなどにより，子供たちが手軽にそうした場を利用できる環境を整え

ていくことが必要であることも併せて指摘しておきたい。なお，家庭においても，遊びの持つ積

極的な意義を再認識することを望んでおきたい。  

 

   （学校施設の活用）  

    現在，休業土曜日には，青少年教育施設や公民館などを使って，子供たちの文化・スポーツ活

動がイベント的に行われている。しかし，子供たちが，遊びやスポーツ，音楽，美術，工作，あ

るいは科学の実験，読書，英会話，コンピュータなど，本人の希望に応じた様々な活動を豊富に

体験することができるようにするためには，子供たちにとって昀も身近で，かつ，使いやすく造

られている学校施設をもっと活用していく必要がある。いわゆる学校開放は，かなり進んできて

いるものの，その多くは運動場や体育館の開放であり，開放時間や開放日数も限られている。今

後は，学校図書館や特別教室も含め，学校の施設を一層開放し，様々な活動を行っていく必要が

ある。その際，親や地域のボランティア参加による活動などは，子供たちの活動を豊かにするた

めにも大いに推奨したい。  

    なお，学校開放について，土曜日や日曜日等についても実態として学校長に施設管理の責任が

ある場合もあり，このため，これが進まないとの指摘もある。今後は，本来は学校開放時の管理

責任が教育委員会にあることを踏まえ，例えば，教育委員会は，管理責任を教育委員会に移すな

どして，管理運営体制の整備と責任の明確化を図るとともに，開放される学校施設が有効に活用

されるよう指導員を委嘱するなどの工夫により，学校開放の一層の充実に努めてほしい。  

 

   （社会教育・文化施設の整備充実と新たな事業展開）  

    公民館，図書館，博物館，青少年教育施設，美術館等，様々な社会教育・文化施設の整備が各

地で進められてきている。もちろん，いまだ十分であるとは言えず，今後もさらに積極的に整備

に取り組む必要があるが，その際，特に利用者の視点に立った整備・充実の重要性を指摘してお

きたい。これらの施設が，子供たちのそれぞれの興味や関心に応じた主体的な学習の場として，

子供たちにとって気軽に利用できるということが大切である。このことは，これらの施設の運営

等についても同様で，子供たちのニーズを踏まえ，子供たちが行くことを楽しみにするような施

設運営や参加型・体験型の事業を行っていくことが重要である。  

    そのために，例えば，公民館や生涯学習センター，青少年教育施設などにおいては，今後，工

作教室や昔遊び教室，史跡めぐりなど子供・親子向けの事業や講座を充実したり，各種学習サー

クル活動などを活発に行うことが望まれる。  

    また，読書は人格形成に大きな役割を果たすものであり，図書館においては，読書活動の一層

の促進を図るため，蔵書の充実のほか，子供への読書案内や読書相談，子供のための読書会など

の事業の充実などにもっと努めていく必要がある。  

    博物館，動物園，植物園，水族館などにおいては，動植物の観察や天体観測，化石の収集など

それぞれの地域性や専門性を生かした体験型の講座や教室の充実，美術館や文化会館などにおい
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ては，芸術の鑑賞，コンサート，絵画・彫刻・演劇等の実技講座などの子供・親子向けの事業の

充実などが必要と考える。  

    また，科学や技術に対する子供たちの知的好奇心を高めるため，大学や研究所，企業などの協

力を得て科学教室を実施したり，科学博物館なども，子供たちが五感を通じて体験することがで

きるような学習の場として整備していく必要がある。  

 

   （新たなスポーツ環境の創造）  

    子供たちが地域のスポーツ活動に親しみ，スポーツ活動を通じ，「体」の面だけでなく，社会的

な規範を守る精神や思いやりの心などをはぐくむことは，子供たちが知・徳・体のバランスのと

れた成長していく上で，極めて有効である。そのためには，子供たちが主体的，継続的にスポー

ツ等の多様な活動を楽しめるように，スポーツ活動を行う場である地域のスポーツ施設の整備充

実を図るとともに，その運営・利用のネットワーク化を進めていく必要がある。  

    また，これらの施設には，今後，単にスポーツをする場の提供だけでなく，優れた指導者によ

る，少年スポーツ教室，親子スポーツ教室等の多様で魅力あるプログラムの積極的な提供が望ま

れる。このことは，スポーツを通じて，異世代間のコミュニケーションを活発にするという意味

でも，極めて意義があると考えられる。  

    さらに，今後は，子供たちが異年齢の人々と交流し，適切なリーダーから指導を受けられるよ

うなスポーツ活動の拠点や，これを支える広域的なスポーツセンター等を広く普及させ，新たな

スポーツ環境を創造していくことが必要と考える。  

 

   (b) 活動の機会の充実  

 

   （地域ぐるみの活動の推進） 

    これまでにも指摘したように，都市化・過疎化の進行や地域社会の連帯感の希薄化などから，

地縁的な地域社会の教育力の低下が指摘される中で，今日，地域社会の教育力の再生を促すこと

が極めて重要なことになっている。  

    このため，地域の大人たちが率先してあいさつ運動，環境浄化活動，交通安全活動，防災活動

などの地域ぐるみの啓発活動に取り組むことを大いに推奨したい。また，これらの活動を振興し

ていく上でも，地域社会のアイデンティティーを確立していくことが重要であり，各地域に残る

年中行事や祭り，伝統芸能の継承・復活などを図っていくことは大変に意義のあることと考え  

る。行政も，こうした活動への支援を積極的に行っていってほしい。地域を挙げてのこうした取

組は，今日深刻化しているいじめの問題の解決にも資するものと考えられる。  

 

   （ボランティア活動の推進）  

    近年，我が国でもボランティア活動への関心が急速な高まりを見せている。参加者は増加し，

活動分野も，福祉の領域のみならず，街づくり，国際協力，環境保護など幅広い分野にわたって

いる。ボランティア活動への参加は，それぞれの自発性に基づくものであるだけに，こうした活

動に参加することによって，高齢者をいたわる気持ちを培い，自分たちの街づくりを通して身近

な社会にかかわることの大切さを学ぶことなどの教育的意義は極めて大きい。さきの阪神・淡路

大震災では多数の若者が救助活動に参加し，被害を受けた人々をいたわることや街を復興すると
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いうことの重要性を強く実感したが，この体験は，極めて貴重なものと言わなければならない。  

    このようなボランティア活動の持つ意義を考えると，他者の存在を意識し，コミュニティーの

一員であることを自覚し，お互いが支え合う社会の仕組みを考える中で自己を形成し，実際の活

動を通じて自己実現を図っていくなど，青少年期におけるボランティア体験の教育的意義は特に

大きい。子供たちの社会性の不足が指摘される今日，体験的な学習としてのボランティア活動に

青少年が気軽に参加できる機会を提供することは急務であると考える。  

    子供たちが，学校や地域社会でのそれぞれの役割に即した活動を通して，ボランティア活動を

経験し，将来，ボランティア活動を自然に行っていく契機としていってほしい。そして，「ボラン

ティア活動は特別なことでなく，自分自身にとって身近なこと，必要なこと，大切なこと，だれ

にでも日常的にできることである」という認識が社会全体に広がることが望まれる。  

    このため，行政においては，ボランティア活動を実際に体験したり，活動の理念や必要な知識・

技術等について学習する機会を様々な形で提供することが必要である。様々な民間団体などが，

ボランティア活動の機会を積極的に提供することも期待したい。学校も，その実態に応じてボラ

ンティア活動に取り組むことを望みたい。その一つとして，例えば，ＰＴＡや地域の様々な民間

団体と手を結んで，子供たちのためにボランティア活動の機会を作っていくような試みもあって

よいと考える。また，ボランティア活動全般が広く展開される環境を作るため，ボランティア活

動を求める側のニーズとボランティアの活動意欲を効果的に結びつけることができるよう，情報

提供やコーディネーターの養成などボランティア活動に取り組みやすく，かつ，続けていきやす

い条件整備を図っていくことが急がれる。  

 

   （交流活動の推進）  

    今日の子供たちは，物質的な豊かさや便利さなど，恵まれた環境で育っている反面，様々な人々

との交流が不足し，そのことが，子供たちの人間関係を希薄化させていると言われている。  

    このような現状を改善するため，社会教育・文化・スポーツ施設や青少年団体等が中心となっ

て，都市部と過疎地域，農村と漁村など異なる地域間の交流，乳幼児や老人など異なる世代間の

交流，障害者との交流，国際交流など，様々な人々との多様な交流を積極的に推進する必要があ

る。  

    また，希薄化している今日の子供たちの人間関係の改善や自活力の向上を図るため，一定期間

地域の身近な施設から学校に通学する「合宿通学」などの実施も考えられてよいであろう。  

 

   （自然体験活動の推進）  

    子供たちに，自然の中における様々な生活体験や自然体験などの機会が不足している現状を考

えると，農作業体験，野外活動や環境保護活動など，子供たちに豊かな自然に触れさせ，自然に

対する理解や愛情を育てるような子供・親子向けの事業を充実させることは，今日極めて重要な

ことである。  

    活動の場としては，もちろん，身近な日常生活圏での自然体験や生活体験も重要であるが，日

常生活圏を離れての活動も子供たちに是非体験させたいものである。特に，多感な子供時代に豊

かな自然の中で長期間過ごす体験は極めて有意義と考えられる。そこで，長期休業期間中など  

に，少年自然の家などの青少年教育施設やホームステイを利用して，子供たちにそうした機会を

与えることを提唱したい。  
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    また，キャンプ，オリエンテーリング，ホステリング等の自然に触れ親しむアウトドアスポー

ツの機会も，子供たちの体験活動として提供したい。  

    行政は，こうした体験活動を奨励する施策に積極的に取り組んでほしい。  

 

   (c) 青少年団体等の活動の振興  

     子供たちが，自らの興味・関心に基づき，自主的・主体的に様々な活動を行うことは極めて

意義のあることである。このような子供たちの活動を支え，促していくのが青少年団体・スポ

ーツ団体である。  

     青少年団体の活動は，子供たちに，各種の集団活動を通じて，社会性，協調性や積極性など

を養おうとするものであり，スポーツ団体の活動は，スポーツを通じて心身ともに健やかな青

少年の育成に大きく寄与している。一人一人の子供たちに［生きる力］をしっかりとはぐくん

でいこうとするとき，これらの団体の活動の役割はますます重要性を増している。行政は，こ

れらの団体の魅力ある活動の情報提供や啓発活動を通じて，できるだけ多くの子供たちの参加

を促進するほか，指導者の育成，有意義な活動に対する各種の支援など，青少年団体やスポー

ツ団体の活動の一層の振興に努めていく必要がある。  

 

   (d) 指導者の養成と確保  

     子供たちの地域社会における活動を充実するためには，地域社会や施設で子供たちの指導に

当たったり，地域社会の人々の自主的な取組を支援する者が養成・確保されなければならない。

子供たちの地域社会における活動が，子供たち自身が自主的・自発的に参加するものであると

考えると，その指導者は，専門的な知識や指導技術に加え，青少年に慕われ，親しめるような

優れた人間性を備えることが求められる。  

     現在，地域社会における活動の推進に携わる者としては，都道府県や市町村の社会教育主事

や社会教育指導員，体育指導委員，施設の専門的職員（青少年教育施設の専門職員，公民館の

主事，図書館の司書，博物館の学芸員，文化会館のアートマネージメント担当職員など），青

少年団体やスポーツ団体の指導者・育成者などがいる。  

     しかし，これらの指導者については，その数においても，また研修や学習の機会についても

極めて少ないのが実態である。例えば，地域社会における活動を含む社会教育全体の 要
かなめ

となる

社会教育主事についてみても，いまだに社会教育主事が設置されていない市町村があるなど，

地域社会における教育を支える基盤は必ずしも十分なものとは言えない。  

     今後，子供たちの地域社会における活動を充実させるため，これらの指導者に優れた人材を

確保するとともに，その資質の向上を図るための施策を一層充実させることが必要である。  

 

   (e) 情報提供の充実  

     子供たちが様々な活動な参加しようとしても，あるいは施設等を利用して学習しようとして

も，そうした学習情報がなければ子供たちは参加できない。子供たちに様々な活動に参加する

ことを促す上で，どのような活動が，いつ，どこで行われているか等の具体的な情報を的確か

つ効果的に提供する仕組みを整備することが必要である。  

     このため，市町村教育委員会が中心となって地域社会における活動に関する各種の情報をデ

ータベース化するとともに，学校や関係機関などとの情報通信ネットワークを形成して，子供
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たちに情報を十分に提供する体制を整備することが急がれる。  

     その際は，社会教育・文化・スポーツ施設や関係機関，民間団体，地域のグループなどが実

施する個々の活動の場所や内容，プログラムなどに関する情報だけでなく，指導者やボランテ

ィアなど，地域社会における活動を支援する人材に関する情報も積極的に提供することが重要

である。  

     また，市町村教育委員会やPTAが地域社会における活動に関する情報資料を作成し，随時子供

や家庭に配布するほか，地域社会における活動に関する相談コーナー，情報コーナーの開設等

による情報の提供や相談の実施も効果的と考える。  

 

   (f) 「第４の領域」の育成  

     地域社会における教育力の低下が指摘される中にあって，従来の地縁的な活動から目的指向

的な活動へと人々が参加意欲を移しつつある傾向がうかがえる。このような状況を踏まえ，こ

れからの地域社会における教育は，同じ目的や興味・関心に応じて，大人たちを結びつけ，そ

うした活動の中で子供たちを育てていくという，従来の学校・家庭・地縁的な地域社会とは違

う「第４の領域」とも言うべきものを育成していくことを提唱したい。  

     例えば，青少年団体では，地縁的なものよりも，昀近ではむしろスポーツやキャンプ，ボラ

ンティアといった目的指向的なものの方が人気が高いと言われているが，これなど，ここでい

う「第４の領域」の一つの例と言えよう。また，日常生活圏を離れて，豊かな自然の中で青年

の家，少年自然の家などの青少年教育施設を活用した活動や，民間教育事業者などが提供する

体験学習のプログラムを利用した活動も，「第４の領域」の例と考えられ，今後ニーズが高ま

っていくものと考えられる。  

     行政としては，こうした状況を踏まえつつ，目的指向的な様々な団体・サークルの育成や，

日常生活圏を離れた広域的な活動の場や機会の充実，効果的な情報提供活動，民間教育事業者

との連携などを通じて，「第４の領域」の育成に積極的に取り組んでいってほしい。  

 

 

 

22 教育行政機関と民間教育事業者との連携の促進について（報告） 
 

            平成10年３月26日 

            教育行政機関と民間教育事業者との連携方策に関する調査研究協力者会議  

 

はじめに  

 

 生涯学習行政のキーワードは，「連携」，「情報」，「企画」であると言われる。特に，各地域において生

涯学習の推進の中核となるべき教育委員会等の教育行政機関にとって様々な民間教育事業者との「連携」

は，生涯学習に関する「情報」を幅広く収集・提供し，住民のニーズに応える優れた施策・事業を「企

画」していくために不可欠なものとなってきている。  

 一方，教育行政機関と民間教育事業者のそれぞれが，お互いの事業や特色についての「情報」を持ち，

双方が進んで協力し合える優れた「企画」を立てることなしには，本当の意味での「連携」は成立しな
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い。  

 教育行政機関と民間教育事業者との連携については，生涯学習体系への移行を提言した臨時教育審議 

会の４次にわたる答申以来，中央教育審議会や生涯学習審議会の答申等においても，その必要性が重ね

て指摘されてきた。  

 実際にも，先進的な地域では，既にそれぞれの特色に応じ，工夫を凝らした連携・協力の実践が進み，

大きな成果をあげつつある。しかしながら，生涯学習・社会教育行政担当者が民間教育事業者との連携・

協力を進める方法や手順について不慣れであったり，理解が不足していたりということもあって，連携

が進まない地域もまたかなり多い。  

 今後，住民の多様なニーズに応え得る学習環境を整備するためには，教育行政機関と民間教育事業者

との連携を一層密接なものとしていく必要がある。  

 本調査研究協力者会議は，このような現状認識の下，今後，教育行政機関と民間教育事業者との相互

の連携を積極的に進めていくため，その連携の在り方及び具体的に連携方策について調査研究すること

を目的とし，平成８年７月に発足した。  

 会議では，教育行政機関と民間教育事業者との連携に係る実態調査に加え関係教育行政機関からヒア

リングも実施しながら，教育行政機関と民間教育機関との連携の必要性と連携を進める際の具体的な手

順，方法等について合計10回の審議を重ね，ここに報告をとりまとめた。  

 

 （注１）教育行政機関  

  この調査研究報告書において，「教育行政機関」とは，  

 ① 都道府県及び市町村の教育委員会  

 ② 都道府県及び市町村で教育委員会以外の生涯学習担当部局  

 ③ 生涯学習センター，公民館等それらの設置する施設 

  を指している。  

 （注２）民間教育事業者  

  従来，「民間教育事業者」とは，  

 ① 住民を対象とする学級・講座等を開講するカルチャーセンター，外国語学校，スイミングクラ  

ブ，フィットネスクラブや社会通信教育事業者等，教育事業を主たる目的とする事業者  

 の意味で用いられる場合が多かった。  

  しかし，この調査研究報告書においては，①を中心としつつも，  

 ② 茶道，華道やピアノなどを教授する個人事業者  

 ③ 書店，楽器店，ＣＤショップ，スポーツ用品店等の教育・文化・スポーツ等学習活動に関連する

業務を主たる目的としている事業者  

 さらに，  

 ④ 地域貢献，企業のイメージアップ，その他の理由により，その事業者の主たる業務ではないが，

教育・文化・スポーツ等学習に関連する事業・イベント等の取組を行う全ての事業者 

 までを含む幅広いものを対象としている。  

  これは，今後の生涯学習の振興において，これらの幅広い事業者との連携が有益かつ必要であると

考えるからである。  
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１ 生涯学習をめぐる動向と連携の実態  

 

 (1) 人々の学習需要の多様化  

   総理府の「生涯学習に関する世論調査」（平成４年）によれば，  

  ① 過去１年程度の間に学習を実施した成人の比率は，昭和63年９月の40.1％から平成４年２月に

は47.6％と，着実に増加している。  

  ② 今後学習してみたい学習内容としては，「趣味的なもの」（58.2％），「健康・スポーツ」

（53.7％），「家庭生活に役立つ技能」（22.5％），「教養的なもの」（21.2％），「職業上必要な知

識・技能」（19.6％）など，人々の学習需要は多様となっている。  

  ③ 生涯学習の方法としては，「地域のサークル・グループ活動」（51.5％），「公民館の講座・教室」

（33.2％），「本等により自分一人で」（26.1％），「カルチャーセンターなど民間の講座や教室」

（21.4％），「職場の研修会等」（16.6％），「先生について学ぶ」（12.1％），など，個人・グループ

で行うもの，公的な教育行政機関の提供するものに加えて，カルチャーセンターや個人事業者等

民間教育事業者による学習の機会を望んでいる者もかなりの割合にのぼっている。  

 

 (2) 民間教育事業の活発化  

   近年，都市部を中心に，民間による教育・文化・スポーツ事業が盛んになってきており，カルチ

ャーセンターや社会通信教育事業者は，民間の柔軟な発想による多様で創意にあふれる学習の機会

を提供している。  

   平成８年度社会教育調査によれば，カルチャーセンターにおける学級・講座実施件数及び受講者

数は，平成元年度の５万５千件（137万５千人）から，平成７年度には８万６千件（155万９千人）

と大きく増加している。  

   また，社会通信教育についても，(社)日本通信教育振興協会の加盟団体が開講している講座数  

は，平成元年の537講座から平成９年には999講座と増加してきている。  

   このほか，茶道，華道の教授やピアノの指導などの個人事業者や，書店，楽器店，ＣＤショップ，

スポーツ用品店，さらには，地域貢献等の観点から学習に関連する様々な事業を行う企業等まで含

めれば，地域による程度の違いはあるものの，民間教育事業者は住民の多様な生涯学習活動を支え

る上で極めて大きな役割を果たしている。  

 

 (3) 教育行政機関と民間教育事業者との連携の実態  

   教育行政機関と民間教育事業者との連携に係る実態調査の結果によれば，「都道府県の生涯学習

審議会の答申や生涯学習振興計画等に，民間教育事業者との連携・協力することを明記している」

都道府県は９割を越えるが，「生涯学習フェスティバル等の普及・啓発事業等における連携を実施し

ている」都道府県や，「学習情報提供，学習相談活動において民間教育事業者に係る情報提供を行っ

ている」都道府県は半数に満たない。  

   また，平成８年度社会調査によれば，教育委員会及び公民館が実施した学級・講座のうち民間教

育事業者に業務委託して実施した件数の学級・講座総数に占める割合は，いずれも１％に満たな  

い。  

   これらから，民間教育事業者との連携の必要性についてはほとんどの教育行政機関が認識してい

るものの，日常的，具体的な連携はまだまだ不十分であり，特に業務委託等については，先進的な
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事例が見られる程度であることがわかる。  

 

２ 教育行政機関と民間教育事業者との連携についての考え方  

 

 (1) 連携の意義  

  ① 連携の効果  

    一般に，異質な者同士の連携は，同質な者同士のそれよりもお互いの考え方等を理解すること

などの点で困難が伴うが，その分，連携が成功した際の効果は大きいと言われる。  

    教育行政機関と民間教育事業者とは正に異質な存在であり，それぞれお互いに相手方にはない

特色を有している。したがって，両者が有する施設，設備，人材，情報，ノウハウ等の特色を生

かし，補い合いながら組み合わせていくことにより，１足す１が２ではなく，３以上の効果を得

ることができる。  

    実際，実態調査及び本調査研究協力者会議のヒアリングにおいても，連携事業を実施している

都道府県等は，民間教育事業者と連携することにより，  

   ○互いに情報交換を行うことにより，多角的な住民の学習ニーズの把握等ができ，優れた事業の

企画に役立つ。  

   ○事業内容が充実し，住民の多様な学習ニーズに応えることができる。  

   ○様々な広報媒体を利用して，広く住民に事業を周知できる。  

   ○行政と民間教育事業者の学習情報を体系的・総合的に収集整理することにより，住民に提供し

うる学習情報が豊富になる。 

    などの多くの効果があることを指摘している。 

    なお，これらの連携の効果は，学習者の立場から，学習環境がどれだけ整備されたかという尺

度で判定していくことが重要である。  

 

  ② 行財政改革と連携  

    近年，行財政改革が推進される中で，行政をスリム化し，「自己責任」を原則とする社会へと変

革していくことが求められている。  

    これまで，行政，とりわけ社会教育行政は，ともすれば行政主導の意識が強いために，住民に

対するサービスを全て行政で行おうとしがちであった。しかし，ますます増大・多様化する住民

の学習ニーズの全てに行政のみで応えていくことは到底不可能であるし，また，税金の使い方と

しても適当ではないと考えられる。  

    本当に重要なのは，行政が提供する事業量の確保ではなく，民間教育事業者を含めた学習環境

全体の中で，住民の生涯学習を支援するサービスを向上させ，住民の満足度を上げていくことで

ある。  

    そのためには，教育行政機関は，まず行政のみが住民サービスを行うといった考え方を改め，

様々な生涯学習関係機関のコーディネーターとして，民間教育事業者との連携を進めていくこと

こそが生涯学習行政の中心的な役割であることを理解していく必要がある。  

    いずれにせよ，行財政改革の中，今までと同じやり方を続けていくのみでは，サービスの向上

はおろかその維持すらできないのは明らかである。このような厳しい時代だからこそ，教育行政

機関は絶えず民間教育事業者との連携その他の工夫を積極的に模索していく必要がある。  
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 (2) 教育行政機関と民間教育事業者の役割分担  

   教育行政機関と民間教育事業者の連携を進める前提として，両者の役割を明確にすべきであると

の指摘がある。確かに，両者が同じような内容の教室，講座を行っている例も見られ，教育行政機

関の講座は無料又は低廉な場合が多いので，一部では民業の圧迫であるという批判も受けている。  

   各地域における住民のニーズや民間教育事業者の実態が異なるため，教育行政機関と民間教育事

業者との役割分担を全国一律に明確化することは困難であるが，それぞれの教育行政機関において

は，地域の実情を踏まえて，生涯学習を振興するための行政の役割，民間の役割，住民（学習者）

の役割を明確にしていく必要がある。  

   具体的には，教室，講座の実施等の学習機会の提供については，国，地方ともに行財政改革が大

きな課題となっていることをも踏まえれば，「民間でできるものは民間に委ねる」ということが原則

となろう。  

   教育行政機関自らが企画・運営する学習機会は，学習の内容や対象等に照らして，政策上必要性

が高いにもかかわらず，採算性等の面から民間での実施が期待できないようなものに重点をおいて

いくべきである。例えば，人権問題や環境問題，男女共同参画社会の形成など社会的な観点からも

広く学習活動を促していく必要のある現代的課題をテーマにする学習機会や，障害者等特別な配慮

が必要な者を対象とする学習機会は，民間に委ねているのみでは十分に提供されないことも考えら

れる。このような場合には，必要とされる学習機会については，行政が自ら企画・運営していく必

要があろう。  

   また，住民の側も，教室・講座の受講者という受け身の立場のみでなく，学習団体・グループを

組織し，自主的・積極的な学習活動を進めることが望まれる。これらの活動が円滑・適切に実施さ

れるよう助言等を行うことは，教育行政機関の重要な役割として期待される。  

   なお，民間教育事業者が単独では実施できない場合にも，公立生涯学習施設の運営委託等に見ら

れるように，行政が民間教育事業者と連携し，その活力を導入することにより，効果的・効率的に

事業を実施できる場合もある。  

   いずれにしても，具体の学習機会に関して，教育行政機関の提供に適するか，民間教育事業者の

提供に適するか，業務委託等の官民連携による提供に適するか，また，行政が関与する場合には，

その受講料をどのような水準に設定するか等については，各地方公共団体における個別の判断であ

る。また，その判断は，民間教育事業者によって提供される学習機会の内容・量等を含め，その地

域の実情に応じ，住民の意向を十分に踏まえたものとしていかなければならない。  

   そのためにも，各地方公共団体においては，教育行政機関と民間教育事業者との情報交換会等を

定期的に行い，学習機会提供における相互の役割分担についても意見交換することが重要である。

また，行政の実施する施策の範囲等についての考え方を公表し，住民の意見を聴くなど住民の政策

形成過程への参画に努めていくことが望まれる。  

   なお，住民に対する学習情報提供や学習相談活動は，個々の学習機会の提供とは異なり，ある程

度体系的・総合的に行う必要があることから，民間教育事業者の実施する教室・講座等を含めて，

教育行政機関が中心となって，民間教育事業者と連携・協力しつつ行うことが適当である。  

 

 (3) 民間教育事業者との連携に係る誤解の解消  

   実態調査において，都道府県等に対し，民間教育事業者と連携を行っていない理由や連携する場

合の問題点を聴取したところ，「営利事業の支援につながる」（都道府県の36.2％，市の38.1％），  
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「特定の民間教育事業者を援助することになる」（都道府県の40.4％，市の38.2％）といった点であ

げられた。  

   しかしながら，民間教育事業者が多様な生涯学習活動を支える上で極めて大きな役割を果たして

いる現在，住民の生涯学習の振興と民間教育事業者の発展とはいわば表裏一体のものとなっている。

住民の学習環境の向上につながる民間教育事業者（＝営利事業）の発展は，生涯学習の振興の観点

からも望ましいことである。  

   したがって，民間教育事業者との連携が結果的に民間教育事業者に一定のメリットを与えること

となっても，それが住民の生涯学習の振興に寄与するものであれば，問題はない。  

   なお，特定の事業者のみを特別に優遇することは，行政の在り方として許されないことであり，

連携事業の実施に当たっては，公平・適切な手続き等を定めるとともに，必要に応じそれらの情報

を公開する等の方法により，行政の信頼を確保することが重要である。  

   したがって，「住民の生涯学習の振興にとって有益であること」，「公平・適切な手続き等を経てい

ること」，の２つの条件さえ満たしているのであれば，教育行政機関は，民間教育事業者との連携を

積極的に進めるべきである。  

   以上のとおり，これらの問題点はいずれも連携を行うに当たっての行政側の努力と工夫により解

消していくべきものであり，これが原因で連携できないというのはいわば教育行政機関側の誤解で

ある。したがって，これを理由に連携それ自体に対して消極的な姿勢をとることは適切ではない。  

   なお，これに関連して，社会教育と民間営利事業との関係についての誤解を解いておきたい。  

   社会教育法では，社会教育の実施主体について何ら制限はしていない。したがって，「社会教育」

には民間の法人や企業が実施する教育活動も含まれているものであるが，一部に「営利を目的とし

ているものは社会教育ではない。」と主張する意見もある。  

   また，社会教育法第23条第１項第１号で，公民館が行ってはならないこととして「もっぱら営利

を目的として事業を行い，特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助するこ

と」が規程されていることから，民間教育事業者と関係を有すること自体が法律で禁止されている

と理解されている場合があるようである。  

   教育関係者等のこれらの誤解を解くため，文部省は，平成７年９月，生涯学習局長通知「社会教

育法における民間営利社会教育事業者に関する解釈について」において，広島県教育委員会教育長

からの照会に答えることにより， 

  ア 社会教育法第２条の「社会教育」には，民間の事業者の行う組織的な教育活動も含まれること。 

  イ 社会教育法第23法第１項第１号で公民館が禁止されている「営利事業を援助すること」につい

ては，「特定の営利事業者に対し，公民館の使用について特に便宜を図り，もって当該事業者に利

益を与え，その営業を助けること」であるという解釈を示している。  

   この「営利事業を援助すること」について更に具体的に述べれば，特定の事業者に対し，公民館

の使用回数，使用時間，事業者の選定等に関する優遇，一般に比して社会通念上極めて安い使用料

の設定等事業者に対し特に便宜を図り，もって当該事業者に利益を与え，その営業を助けるような

ことである。  

   つまり，社会教育法の解釈からしても，このような特定事業者に便宜を図るような場合を除き，

民間教育事業者への公民館施設の使用許可は可能である。  
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３ 具体的な連携方策  

 

 教育行政機関の関係者から，「連携したいと思うが，具体的なやり方がよくわからない」という話を聞 

くことがある。ここでは，今後の連携のための参考となるよう，具体的な連携の形態を示すとともに連 

携のための手順や民間教育事業者への働きかけの方法等について述べることとする。  

 

 (1) 連携の形態  

  ① 連絡協議  

    都道府県の生涯学習審議会等の組織に民間教育事業関係者が参加する事例は増加してきており，

自治体の作成する生涯学習推進プラン等に民間教育事業者との連携の推進等を盛り込む例も多く

なっている。  

    さらに，実務レベルにおいて相互の理解を促進していくためには，各地域において教育行政機

関の職員と民間教育事業者等による「連絡協議会」を設けて，定期的に協議や情報交換を行って

いくことが必要である。  

    また，教育行政機関と民間教育事業者の職員の資質の向上を図るとともに，相互の密接な交流

を進めるため，両者の生涯学習関係事業の担当者の合同研修を行うことなども考えられる。  

    その際，連絡協議等を，以下に述べるような具体的な連携事業へと結びつけていくためにも，

お互いに相手方への要望・意見等を率直に述べ，活発な討論が行われるよう運営方法を工夫して

いくことが望まれる。  

 

   【事 例】東京における生涯学習関連機関の交流集会  

    ・東京都及び市区町村の生涯学習行政・施設の担当者，カルチャーセンター等の民間教育事業

者の関係者，大学・専修学校・各種学校の生涯学習担当者等の参加を得て，年に１回交流集

会を実施。  

    ・主催は関係者により構成される「生涯学習関連機関交流連絡会」であり，世話人会を設けて

運営している。  

    ・内容は，講演と３つの分科会，懇親会であり，率直な意見交換等が行われている。  

 

  ② 学習情報提供  

   ア パンフレット等による学習情報提供 

     施設，指導者，学習機会等の学習情報の提供は，生涯学習センター等教育行政機関の主たる

役割として期待されているところである。  

     現在，営利的活動に資するという理由から，生涯学習センター，公民館等の情報コーナーに

民間教育事業者のパンフレット等を置かない取扱いをしている教育行政機関もある。しかし，

住民は官民の区別なく幅広い学習情報を求めているところであり，このような住民のニーズに

応えていくためには，民間教育事業者の情報も積極的かつ幅広く公平に収集し，学習希望者か

らの求めに応じて提供できるようにしていく必要がある。  

     また，住民の生活圏の拡大等の状況を踏まえ，近隣の市町村の情報についても，収集・提供

していくことが望まれる。 
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   【事 例】大阪府立文化情報センター  

    ・大阪市北区中之島の民間オフィスビルの中に開設したセンターであり，財団法人大阪府文化

振興財団が管理運営を受託している。  

    ・センターでは，情報誌等の民間情報を積極的に受け入れ，府民に提供しており，提供した学

習情報の約60％が民間情報である。  

 

    青森県民教育事業者協会「学遊トピアあおもり」  

    ・15のカルチャーセンター等により構成される青森県民間教育事業者協会が，生涯学習ガイド

ブック「学遊トピアあおもり」を作成し，販売している。  

    ・ガイドブックは，あおもり県民カレッジに参加している事業を全て掲載しており，民間教育

事業者により提供される教室・講座のみでなく，教育委員会・公民館の講座も含まれてい  

る。  

 

    岐阜県川島町情報誌「こころのプロムナードＬ＆Ｉ」  

    ・川島町ほんの家（町立図書館）にて情報誌「こころのプロムナードＬ＆Ｉ」（月刊）を発行し，

登録者に年500円で頒布。  

    ・内容は，近隣の市町村の公，私立美術館，博物館の展示情報，市民会館のコンサート情報等

を，新聞切り抜きやポスター等から収集。  

 

   イ コンピュータシステム等を利用した学習情報提供 

     幅広く多様な学習情報を迅速・的確に提供するため，都道府県と市町村等が連携・協力し，

コンピュータ等を利用した学習情報提供システムの開発・運用が進められている。 

     この中で，民間教育事業者の情報については，①行政の開発・運用するシステムの中に営利

性を持つ民間教育事業者の情報を含めて提供することが不適当である，②民間教育事業者の情

報に関して問題が生じた場合に行政が責任を問われるのではないか，といった懸念に加えて，

③システム管理者である教育行政機関自らが多量で広範な民間教育事業者の情報を一元的に

収集・整理しデータベースに入力することは困難であるという問題点もあり，実際に民間教育

事業者の情報を取り入れている例は少ない。  

     しかしながら，これらのコンピュータシステム等の整備の目的は学習者の自主的な学習活動

を支援することである。学習者は公共・民間を問わず幅広い学習情報を求めていることから，

これらのシステムの開発・運用に当たっては，民間教育事業者の情報も含めて取り扱っていく

ことが望ましい。  

     また，提供した情報に関する責任の所在については，情報提供の際に必ず画面に明記する  

等，利用者に明らかにしておくことが重要である。  

     さらに，今後は，民間教育事業者等が自ら行う情報提供との連携や，民間教育事業者の端末

機から直接情報を入力・更新できるような仕組みを設けるなど，運用上の工夫を行うことによ

り，昀新の民間情報がコンピュータシステムにより提供できるようにしていくことが望まれる。 

 

   【事 例】神奈川県生涯学習情報システム「PLANETかながわ」  

    ・神奈川県生涯学習情報センターが運営しているシステムであり，民間の大学・短期大学，専
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修学校，各種学校，カルチャーセンターの教室・講座の情報も収集しており，インターネッ

トを通じて検索することができる。  

    ・情報収集については発生源入力を原則としており，カルチャーセンター等の情報については

各事業者からインターネットを通じて直接オンライン入力が可能な他，フロッピーでの提供

も受けている。  

 

  ③ 民間（企業）の協力を得た事業  

    教育行政機関が行う学習機会の提供や生涯学習に関する啓発・普及事業において，民間教育事

業者と連携して事業を行うことは，住民に提供する学習機会を充実させ，多様な学習需要に応え

るために有効な手段である。  

    この連携の形態としては，例えば次のようなものがある。  

   ア 教育行政機関の実施する講座など学習機会提供事業における民間教育事業者との協力  

    ・講師，講演者など人材面での協力を民間教育事業者から受ける。  

    ・教材や機器の提供を民間教育事業者から受ける。  

    ・教室・講座を民間教育事業者の施設を借りて実施する。  

 

   【事 例】新潟県新発田市生涯学習センター「もしもピアノが弾けたなら」  

    ・㈱ヤマハとわたじん楽器（楽器店）と連携し，成人の初心者向けのピアノ教室を実施。  

    ・楽器店からはピアノの貸出を受ける（有料）とともに，講師を紹介してもらっている。  

    ・受講料でピアノ借料，講師料等の費用を全て賄っている。  

 

    静岡県教育委員会「ふじのくにゆうゆうクラブ」開設事業  

    ・休業土曜日に実施している児童生徒向けの遊びを通した体験活動等の事業の一部について，

㈱エンチョーの協力を得て，「創る楽しさDIY」と題する工作教室を開設。  

    ・企業からは，講師の派遣，ノウハウ・会場の提供等を受けている。  

 

   イ 教育行政機関の実施する生涯学習フェスティバルなど生涯学習に関する普及活動における協

力  

    ・展示会への出展などへの民間教育事業者の参画  

    ・事業の企画・運営に係る協力  

    ・広報宣伝活動などにおける協力  

 

   【事 例】北海道生涯学習フェスティバル  

    ・平成７年度全国生涯学習フェスティバル（札幌市で実施）の翌年から，年１回（平成８年度

旭川市，平成９年度函館市）「北海道生涯学習フェスティバル」を実施。  

    ・全国生涯学習フェスティバルと同様に，民間企業等からの出展を含む生涯学習見本市を行っ

ている。  
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  ④ 公立生涯学習施設の運営委託等  

   ア 講座等の委託  

     民間教育事業者の教室・講座等の企画・実施能力に着目して，教育行政機関からカルチャー

センター等に対して，教育・講座の実施を委託する取組がいくつか見られるようになってきて

いる。  

     公的施設を使用することにより，カルチャーセンター等の民間教育事業者が提供する多様な

プログラムが比較的安価で住民に提供できること，住民への広報・情報提供が円滑に行えるこ

となど，民間教育事業者にとっても，住民にとってもメリットが大きい連携方法であり，行政

のスリム化にも資するものと考えられる。  

     各教育行政機関においては，先行事例等を参考に，受託業者の決定に当たって入札等の公平・

公正な方法をとる等委託のルールづくりを進め，積極的にその導入を検討することが望まれる。 

 

   【事 例】東京都荒川区町屋文化センター  

    ・㈱読売・日本テレビ文化センターに委託して40～50のカルチャー講座を実施。公共施設を使

用する分講習料は廉価になっている。  

    ・講座の企画，チラシ等の作成，受講生の受付その他の講座の運営は同社が行う。  

    ・委託者は，受講料等を徴収した上で，受講料等相当額を委託料として同社に支払う。同社は

講座の運営に係る費用を負担するほか，教室使用料等を支払っている。  

 

    東京都千代田区「子ども体験教室」  

    ・小・中学生を対象とする「子ども体験教室」の運営を，野外活動等を専門的に企画・実施す

る民間企業である㈱ノッツに委託して実施。  

    ・㈱ノッツは，教室の企画，指導者・会場の選定その他の事業運営を担当。  

    ・千代田区は，事業の経費を負担するほか，広報，受付業務を実施。  

 

   イ 第３セクターによる事業実施  

     行政の100％出資により財団法人等を設立し，生涯学習関連施設の運営や教室・講座を委託し

て実施していく例は，全国的に多く見られる。これらは，行政が直轄で行うよりも弾力的に事

業運営ができる等のメリットがあるが，大抵の場合，職員の多くは行政からの派遣や行政職員

のＯＢが務めるなど，民間の発想，ノウハウを生かした事業実施がなされているとは言い難い。 

     そこで，民間の発想，ノウハウを十分に生かしていくためには，まだ稀にしか見られないと

ころであるが，行政と民間との共同出資による第３セクターをつくり，そこで教室・講座等を

実施していくことが有益であると考えられる。  

 

   【事 例】山形県天童市市民プラザ  

    ・天童市市民プラザの管理運営を，第３セクターである㈱スポーツクラブ天道に委託し，同社

は様々な文化・スポーツ教室・講座を実施。  

    ・講座の企画，チラシ等の作成，受講生の受付その他の講座の運営は同社が行う。受講料等も

同社が徴収し，講師謝金等に充当している。  

    ・天童市は，市民プラザの管理運営に係る人件費，事務費等を委託料として同社に支払っている。 
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    福岡県宗像市宗像文化サークル  

    ・公共施設である宗像ユリックスを会場に，第３セクターである㈱西日本新聞ＴＮＣ宗像文化

サークルが，様々な文化・スポーツ教室・講座を実施。  

    ・会員制をとっており，宗像市以外の者も入会，受講することができる。  

 

   ウ 民間教育事業者への公民館の貸出 

     実態調査によると，体育館や文化会館等のスポーツ・文化施設の民間教育事業者への貸出は

一般的に行われているものの，公民館の貸出は進んでいない。      

     一方で，民間教育事業者の教育行政機関に対する要望の中では，「行政の所管する施設をもっ

と開放してほしい」とするものが多く見られる。  

     前述のとおり，平成７年９月の生涯学習局長通知「社会教育法における民間営利社会教育事

業者に関する解釈について」において，公民館の民間教育事業者への貸出が認められることは

既に明確になっている。  

     民間教育事業者への貸出は，単に事業者の要望に応えるだけでなく，公民館に多様な学習メ

ニューが用意されることにより，住民のニーズに応えられることともなる。また，民間教育事

業者の学習プログラムや運営方法等を参考にしていくことは，公民館の活動の活性化につなが

ることも期待される。  

     今後，教育行政機関は公民館施設の民間教育事業者への使用許可をより積極的に進めるべき

である。  

 

   【事 例】青森県十和田市東公民館「民間教育事業者による講座」  

    ・公民館が，民間の講師からの講座開設申請を受けて，教室の使用許可を行うことにより，「民

間教育事業者による講座」を開設している。  

    ・民間の講師は，受講者の募集，受講料の徴収等講座の運営を行うとともに，公民館の使用料

を支払う。  

    ・公民館は，講座一覧を作成し，「生涯学習広報」，「市広報」等で全体的な広報を行っている。  

 

  ⑤ その他  

     以上のほか，民間教育事業者の企画・実施する講座に行政が協力するなど，各地域の特色を

生かした斬新なアイデアによる連携形態が生まれてくることが望まれる。  

 

   【事 例】NHK青森文化センター「ふるさと町村めぐり」講座  

    ・NHK青森文化センターの主催により，月１回程度，青森県内の町村をバスで訪問する講座を実

施。  

    ・訪問先の町村が町村内の巡回コースを設定するとともに，役場の職員が名勝・施設等を案内･

説明する。  

 

 (2) 連携のための手順・方法等  

   これまで民間教育事業者との連携の事例をあげてきたが，連携事業等は直ちにできるわけではな

く準備や手順が必要とされる。そこで連携を成功させるための働きかけの方法などその手順につい
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て述べることとする。  

   なお，教育行政機関が具体的に連携を進めるに当たっては，各地域の実情を踏まえ，学習者であ

る住民のニーズに沿ったものとするよう留意していく必要がある。  

 

  ① 教育行政機関の職員の意識改革  

    民間教育事業者との連携を成功させる第一歩は，教育行政機関側が民間教育事業者をイコール

パートナー，すなわち同等の立場で相談・折衝しあう相手方として考えることである。  

    生涯学習事業における行政と民間との関係は，法律に基づく許認可のように行政側に一定の権

限があるものではない。しかし，行政職員の中には民間教育事業者に対して，行政が指導すると

いった意識・態度で接する場合があると指摘される。このような意識が残っている間は連携はう

まくいかない。  

    当たり前のことであるが，教育行政機関側から依頼する場合には民間教育事業者を訪問して説

明する意識を持つことから連携はスタートするのである。  

 

  ② 民間教育事業者との連携窓口の設定  

    民間教育事業者が教育行政機関との連携を進めようとする際に，行政のどの窓口に相談したら

よいかわからない場合がある。また，いわゆる「たらい回し」をされ，結局相談することすらで

きなかったといった事例も指摘される。  

    このようなことのないよう，教育行政機関においては民間教育事業者との連携窓口を定めて，

広く民間教育事業者に広報していく必要がある。連携窓口においては，民間教育事業者からの相

談を統一的に受け付け，他に適切な担当部局がある場合にはそちらに紹介するとともに，担当部

局が定まらないような場合には自ら詳細に相談に応ずる「スイーパー」としての役割を果たすこ

とが期待される。  

 

  ③ 情報の収集  

    民間教育事業者の情報，つまり，どのような組織，ノウハウ等を持っているのか，どのような

事業を実施しているのか，さらにどのようなものを求めているのかを把握することは，連携を進

めるためには不可欠なことである。  

    教育行政機関においては，民間教育事業者との連携窓口が中心となって，高くアンテナを掲げ

て，連携の種となるような情報を収集・整理していく必要がある。 

    また，様々な機会を捉えて民間教育事業者と面談し，直接に行政に対するニーズ等を把握する

よう努めることが必要である。  

    生涯学習フェスティバル等の啓発事業や，［子どもと話そう］全国キャンペーン等，教育行政機

関から民間教育事業者に参加・協力を呼びかける場合があるが，これらを情報収集のきっかけと

していくことも有効な方法である。  

 

  ④ 連携の企画の提案  

    教育行政機関が連携事業等を企画する場合には，まず，その連携が住民の生涯学習の振興に寄

与するように工夫していくこととなる。しかし，民間教育事業者には，教育行政機関と連携しな

ければならない絶対的な理由があるわけではないので，住民や教育行政機関側のメリットを説明
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するのみでは民間教育事業者を動かすことはできない。  

    したがって，連携事業を行政から提案する場合には，住民・行政のメリットのみでなく，民間

教育事業者の側にも事業の活性化，広報，イメージアップその他においてメリットがあるような

連携事業の企画を立て，それを相手に伝え，理解してもらうことが必要である。  

    そのためには，民間教育事業者に関する情報を的確に分析し，従来にない新しい発想・企画を

し，企画を民間教育事業者側に説明・表現していく能力・ノウハウが必要となる。  

 

  ⑤ 連携事業の実施と反省  

    以上のような手続を経て事業を実施した場合には，次の連携への参考とするためにも，常にそ

の成果を評価・反省し，連携に至る手続などまで含めて事業の報告をとりまとめておく必要があ

る。  

    これらの報告・記録により，連携のノウハウ等を蓄積するとともに，新たに生涯学習行政を担

当することとなった者に継承し，継続的・安定的に連携事業を実施していくことが重要である。  

 

４ 関係者への期待  

 

 本調査研究協力者会議では，以上のとおり教育行政機関と民間教育事業者との連携に関して，その課 

題や連携を促進するための方策について検討してきた。 

 後に，教育行政機関と民間教育事業者の連携が進み，人々の生涯学習がさらに充実するよう，今後 

の課題等について関係者への期待を述べて結びとしたい。  

 

 (1) 国へ  

  ① 全国の教育行政機関への呼びかけ  

    地方分権の時代において，国の役割は補助金等の支出等による援助ではなく，全国的な方針の

提示や各地域からの相談に応じ，必要な情報を提供することに重点を移してきている。  

    民間教育事業者との「連携」の推進は，まさに今後の生涯学習行政の方向性を示すものである。

文部省は，本報告の趣旨を生かして，全国の教育行政機関に対して，民間教育事業者との連携の

必要性，効果，具体的方策・手順等について周知徹底するとともに，民間との連携の進め方や問

題点等について，全国の都道府県・市町村からの相談に応ずる体制を整備すべきである。  

 

  ② 連携に関する事例集の作成・配布  

    民間教育事業者との連携は，一定の制度に基づくものではないことから，全国の教育行政機関

の「事例集」に対するニーズは極めて大きい。  

    文部省は，様々は連携形態について，さらに具体的かつ詳細な内容や効果に関して調査を実施

し，連携の成功例，失敗例，連携の障害となったもの，学習者側の反応などを含む全国的な連携

の事例を収集・整理した事例集を作成し，それを広く関係者に提供していくことが必要である。  

 

  ③ 全国レベルでの連携の一層の推進  

    文部省では，平成６年から民間教育事業者の全国団体等により組織される「民間営利社会教育

事業者団体等事務連絡協議会」（民事協）を組織し，定期的に情報交換を行ってきているところで
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あるが，今後，民事協独自の事業を実施するなど，その活動を一層活性化することが望まれる。  

    例えば，第10回を迎える全国生涯学習フェスティバルにおいて，民間との連携等をテーマとす

る企画等の充実を呼びかけていくことなどが考えられる。  

 

  ④ 生涯学習を振興する特定地域構想の推進  

    生涯学習振興法に基づく地域生涯学習振興基本構想は，都道府県が民間教育事業者等との連携

の下，特定の地区において様々な民間教育事業者の一層の活用を図ることにより，その地区を中

心とした広範囲の地域における生涯学習の振興を図ろうとするものであり，平成８年４月に広島

県の作成した構想が承認されたところである。  

    しかし，この法律に基づく基本構想は規模等の面から大都市以外では取り組みにくい面もあ 

る。そこで，より小規模な地域においても，住民の学習活動の振興と通じた地域コミュニティの

再構築や地域振興を促進することができるよう，特定の地域において，民間の事業者等と連携し

た生涯学習関連事業を重点的に実施する場合，当該地域を国が指定して一定の支援措置を行うモ

デル事業の実施を検討すべきである。  

 

 (2) 全国の教育行政機関へ  

  ① 民間教育事業者との積極的な連携  

    繰り返しになるが，「連携」は，生涯学習行政の中心的なキーワードである。本会議としては，

連携に消極的な教育行政機関は，生涯学習の時代から取り残されていくと指摘したい。  

    都道府県・市町村の教育委員会や公民館などの施設をはじめとする教育行政機関においては，

民間教育事業者との連携を生涯学習行政の中核に位置づけるとともに，民間教育事業者は多様な

学習機会を提供する上でのパートナーであると認識し，本報告の趣旨や報告内で触れた事例等を

参考に，連携施策を積極的に進めていただきたい。  

    また，町村部等においては，住民の多様なニーズに応えるため民間の教育事業者の活動に期待

されるものの，現実には民間教育事業者が十分な活動を行っていない場合もある。このような場

合には，地域の実情に応じて，民間教育事業者の活動を支援・育成していくことも必要であろう。  

 

  ② 民間を含めた広域学習サービスの充実  

    多様化・高度化する住民の学習ニーズに，各市町村が単独で対応していくことは困難となって

おり，都道府県が中心となって，又は近隣市町村が協力して，市町村の行政区域を超えた広域的

な学習サービスを提供していく体制を整備していくことが課題となっている。  

    地域の状況によっては，採算性等の面から市町村単独では民間教育事業者との連携を進めにく

い場合もあるが，このような広域的な対応の中であれば，連携をより積極的・効果的に進めるこ

とが可能となると考えられる。  

    各地域において民間教育事業者との連携を含めた広域学習サービスの体制の整備を推進してい

ただきたい。 

  

  ③ 連携のコーディネーターとしての役割の重視  

    教育行政機関は，民間教育事業者との連携を進めることにとどまらず，行政内の他部局，大学

等の高等教育機関，関係団体，ＮＰＯ等の連携を促進する必要がある。そして，教育行政機関の
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有する情報や企画力を生かして，例えば民間教育事業者相互や民間教育事業者と大学などの連携

の橋渡しをするなど，生涯学習振興のコーディネーターとしての取組を強化してほしい。  

 

 (3) 幅広い民間教育事業者へ  

  ① 民間教育事業者としての自覚  

    本報告では，「民間教育事業者」という言葉を，カルチャーセンター，民間社会通信教育等の教

育事業を主たる目的とする事業者に限定せず，個人事業者や書店，楽器店，ＣＤショップ，スポ

ーツ用品店をはじめとする，教育・文化・スポーツ等生涯学習に関連する取組を行う全ての事業

者・企業を含む幅広いものとして使用した。  

    これは，これらの幅広い事業者全てが生涯学習振興のための連携の対象だということを明確に

したかったからである。  

    民間事業者・企業においては，行政との連携を進める前提として，自らが行政との連携の対象

となる「民間教育事業者」として生涯学習振興の一翼を担っているという自覚をもっていただき

たい。  

 

  ② 連携への積極的な取組  

    行政の敷居は高いという声をよく聞くところであるし，実際に，そのようなケースもままあっ

たところであるが，生涯学習の流れの中で行政の意識も変わりつつあるのも事実である。  

    民間教育事業者においても，行政は駄目だと決めつけることなく，行政の側から連携の提案が

あった場合には検討いただくとともに，教育行政機関への要望・提案等を積極的に行い，それら

を連携に向けた協議，さらには具体的な連携の展開につなげていくようにお願いしたい。  

 

  ③ 事業者団体の結成等  

    民間教育事業の健全な発展を促進する観点から，事業者団体の結成など事業者同士の連携を進

め，事業者間での情報交換や，適正な契約等についての自主的なルールづくり等を進めることが

望まれる。これは，行政との連携の一層の円滑化やその分野の民間教育事業者の社会的な評価の

向上にもつながるものである。  

 

 

 

23 社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について  
 

                                    平成10年９月17日 

                                    生涯学習審議会答申  

 

はじめに  

 

 本審議会は，平成９年６月16日，文部大臣から「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方 

について」諮問を受け，その後社会教育分科審議会において，今後の社会教育施設の運営体制の在り方， 

社会教育指導体制の在り方，その他社会の変化に対応した今後の社会教育推進上の課題について審議を 
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行った。審議に当たっては，地方公共団体，社会教育関係団体からヒアリングを行うとともに，平成10 

年３月に中間まとめを公表することにより，できるだけ多くの関係者からの意見を参考にするよう努め

てきた。このたび，この審議の結果を，「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について」

答申として取りまとめた。  

 社会教育法をはじめとする社会教育関係法令が戦後間もなく制定されて以来，地域における学習活動

の基盤である公民館，図書館，博物館等の社会教育施設の充実や社会教育指導体制の整備など，我が国

の社会教育行政は着実に進展してきた。こうした中で，社会教育行政は制度発足以来50年近くを迎えよ

うとしているが，今日，社会の変化に伴う人々の多様化・高度化する学習ニーズや生涯学習社会の進展

等の新たな状況に対応した社会教育の推進が求められている。また，地方分権等を推進していく見地か

ら，社会教育行政について，種々の指摘がなされている。このような状況を踏まえ，社会教育関係法令

の見直しを含め，今後の社会教育行政の在り方や具体的方策について検討する必要がある。  

 本審議会は，今後の社会教育行政において重要となる観点として，地域住民の多様化・高度化する学

習ニーズへの対応，生涯学習社会の構築に向けた社会教育行政，地域社会及び家庭の変化への対応，地

方分権・規制緩和の推進，民間の諸活動の活発化への対応を指摘するとともに，社会教育行政の今後の

展開として，地方公共団体の自主的な取組の促進，社会教育行政における住民参加の推進，ネットワー

ク型行政の推進，学習支援サービスの多様化等を提言した。  

 地域における社会教育活動を振興していくためには，住民一人一人が社会教育活動や社会教育行政に

積極的に参画していくことが大切であり，それぞれの地域において自由で関連な社会教育行政を展開し

ていくことが必要である。本審議会はこうした考えに基づき，この答申をまとめたものであり，住民参

加の下で魅力ある社会教育行政が行われ，活力のある地域づくりにつながることを期待するものであ 

る。  

 

第１章 社会教育行政の現状  

 

１ 社会教育法等の制定と改正の経緯  

 

 我が国の社会教育行政は，戦後間もなく制定された社会教育法，図書館法，博物館法，青年学級振

興法等の社会教育関係法令に加え，学校教育，社会教育を通じ，生涯学習の振興を目的とした生涯学

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等にのっとって行われている。その特徴とし

ては，住民の自主的な社会教育活動を尊重し，行政の役割は主としてそれを奨励，援助すること，ま

た，社会教育施設の運営に当たっては住民参加の考えが取り入れられていることなどが挙げられる。

 

  昭和24年６月に社会教育法が制定され，社会教育に関する国及び地方公共団体の任務，地方公共団

体（都道府県及び市町村の教育委員会）の社会教育に関する事務，社会教育関係団体，社会教育委員，

公民館，学校施設の利用，社会通信教育など社会教育全般にわたって規定が整備された。その後，昭

和25年４月に図書館法が，昭和26年12月に博物館法が制定され，その目的，事業，職員，国の補助な

どについて定められた。博物館法においては，行政が奨励，援助する対象を明らかにするため，博物

館の登録制度が設けられた。また，青年学級については，その全国的な普及に伴い，国及び地方公共

団体の援助が求められたことから，昭和28年８月に青年学級振興法が制定された。そして昭和59年に

設置された臨時教育審議会における数次にわたる答申等を受けて，平成２年６月に広く学校教育，社
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会教育及び文化の振興を視野に入れた生涯学習の振興を目的として，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（以下，「生涯学習振興法」という。）が制定された。社会教育法は，

制定後，数回にわたり一部改正が行われた。大きな改正としては，昭和26年３月における社会教育主

事等社会教育関係職員の充実を期するための規定の追加と，昭和34年４月における社会教育関係団体

に対する補助金支出禁止規定の削除などがある。また，博物館法については，昭和30年７月に学芸員

の資格認定制度の導入及び博物館相当施設の指定制度などを追加する改正が行われた。  

  こうした法律の整備と並んで，臨時教育審議会，中央教育審議会，社会教育審議会，生涯学習審議

会等において，社会教育に関する様々な答申及び建議が行われ，それぞれの時期における施策推進上

の指針として重要な役割を果たしてきた。中でも，昭和46年４月の社会教育審議会答申「急激な社会

構造の変化に対処する社会教育の在り方について」は，社会的条件の変化によってもたらされている

社会教育の課題を踏まえ，社会教育の内容，方法，団体，施設，指導者の各項目について，社会教育

が担うべき役割とその基本的な方向を指摘するとともに，社会教育行政の役割と当面する重点事項に

ついて提言し，その後の社会教育行政に大きな影響を与えた。  

  社会教育法等に規定されている社会教育行政の特徴としては，住民の自主的な社会教育活動を尊重

しつつ，行政の役割は主としてそれを奨励，援助することにあるとしていること，また，特に社会教

育施設の運営に当たっては住民参加の考え方が取り入れられていることなどが挙げられる。  

 

２ 社会教育行政の組織と運営  

 

 地方公団体の社会教育行政は，教育委員会が所管しており，その事務局に社会教育を担当する課等

が設置されるとともに，社会教育主事等の社会教育関係職員が置かれている。また，教育委員会は公

民館，図書館，博物館等の社会教育施設を設置・管理し，それらの施設には，館長その他の職員が置

かれるとともに，その運営に関する審議会・協議会等が置かれ，その運営に住民の意思が反映される

こととされている。 

 

  社会教育における中立性の確保は極めて重要であり，その行政の執行に当たっても，特定の党派  

的，宗派的影響力から中立性を確保する必要がある。このような趣旨から，社会教育行政は，地方公

共団体において首長から独立した行政委員会である教育委員会が所管している。教育委員会の事務局

には，社会教育の担当課等が置かれているが，その態様は，例えば，社会教育課という一つの課を設

けている地方公共団体や，生涯学習課の中に社会教育係を設けている地方公共団体など様々である。 

  社会教育法第９条の２の規定により，教育委員会の事務局に，社会教育主事を置き（１万人未満の

町村は設置義務が猶予されている。），社会教育主事補を置くことができるとされている。社会教育主

事の職務は，社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与えることであり，社会教育主事補の

職務は，社会教育主事の職務を助けることである。また，市町村における社会教育行政体制の充実強

化を図るため，都道府県教育委員会が市町村教育委員会の求めに応じて，社会教育主事を派遣する制

度が定着しているところである。社会教育主事の設置率（派遣社会教育主事を含む。）は，平成８年

10月１日現在，都道府県においては100%，市町村においては約91%となっている。社会教育主事は，

社会教育行政の中で重要な役割を担っており，生涯学習が盛んになるにつれて，ますますその役割は

大きくなっている。  

  また，同法第15条第１項の規定により，地方公共団体に，社会教育委員を置くことができるとされ
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ている。社会教育委員は，独任制の機関であり，その職務は，社会教育に関し教育長を経て教育委員

会に助言するために，社会教育に関する諸計画を立案したり，会議を開いて教育委員会の諮問に応じ

て意見を述べたりするほかに，教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることなどが

ある。社会教育委員の設置率は，平成８年10月１日現在，都道府県においては100%，市町村において

は約99％となっている。しかし，社会教育委員制度は，一部例外はあるものの，その運用が活発に行

われているとは言えないのが現状である。  

  教育委員会は，公民館（市町村のみ），図書館，博物館等の社会教育施設を管理・運営している。公

民館においては，その職員として館長，主事等が置かれ，館長の諮問に応じて公民館における各種の

事業の企画実施につき調査審議する機関として，公民館運営審議会が置かれている。図書館には館 

長，司書等が博物館には館長，学芸員等が置かれるとともに，施設運営に住民の意志を反映させるこ

とを趣旨として，図書館協議会，博物館協議会が置かれている。社会教育施設数は，平成８年10月１

日現在，公民館が１万7,819館，図書館が2,396館，博物館（博物館相当施設を含む。）が985館，青少

年教育施設が1,319施設，婦人教育施設が225施設などとなっている。  

  平成７年度間の施設の利用状況（延べ数）を見ると，公民館においては，団体利用が約199万団体，

約１億8,442万人，個人利用が約2,302万人であり，図書館においては，帯出者数が約１億2,001万人

であり，博物館においては，入館者数が約１億2,407万人である。  

  近年，ボランティアの活動が社会教育施設の運営において重要になってきている。ボランティアの

活動状況（延べ人数）をみると，公民館が約138万人，図書館が約26万人，博物館が約11万人，青少

年教育施設が約14万人，婦人教育施設が約６万人などとなっている。  

  また，生涯学習の振興に関する審議機関としては，生涯学習振興法第10条の規定により，文部省に

生涯学習審議会が設置され，その分科会として社会教育分科審議会が置かれている。都道府県につい

ては，同法第11条の規定により，都道府県生涯学習審議会を置くことができるとされており，平成９

年４月１日現在，33都道府県において設置されている。  

 

第２章 社会教育行政を巡る新たな状況と今後の方向  

 

１ 地域住民の多様化・高度化する学習ニーズへの対応  

 

 戦後の著しい経済発展等がもたらした人々のライフスタイルの変化，価値観の多様化，高学歴化の

進展，自由時間の増大の中，人々は，物心両面の豊かさを求め，高度で多様な学習機会の充実を求め

ている。社会教育行政が，このような人々の多様化・高度化する学習ニーズに的確に対応するために

は，様々な方法により豊かな内容の学習機会を確保するとともに，学習情報の提供等を通じて，住民

の自主的な学習活動を支援・促進する役割を果たしていく必要がある。 

 

  戦後の著しい経済発展，科学技術の高度化，情報化，高学歴化，少子高齢化等が進む中，人々のラ

イフスタイルの変化や価値観の多様化が見られる。人々の生活水準は向上し，自由時間も増大してい

る。人々は物質的な面での豊かさに加え，精神的な面での豊かさを求め，生涯を通じて健康で生きが

いのある人生を過ごすことや自己実現などを求めている。このような状況の中で人々は，高度で多様

な学習機会を求めるようになってきている。また，近年，産業構造が急激に変化しており，継続的に

知識・技術を習得することが必要になるとともに，転職等人材の流動化も高まり，リカレント教育の
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必要性とその充実が一層強く求められている。さらに，単に学習するだけではなく，その学習成果を

地域社会の発展やボランティア活動等に生かしたいと考える人も多くなってきている。  

  戦後の社会教育行政は，初期における勤労青少年に対する教育機能，地域住民に対する生活文化や

教養の向上，女性の地位向上と社会参加の促進，高齢者に対する生きがいづくりなどを中心的な目的

においた社会教育を展開してきた。例えば，市町村にあっては，公民館を中心として学級・講座等の

事業を実施し，学習グループの育成等に努めてきた。しかしながら，前述したような学習ニーズの多

様化・高度化の中で，公民館における学級講座等，行政が自ら提供する学習機会だけでは，住民の学

習ニーズに十分には対応することができなくなっている。今後の社会教育行政は，このような多様

化・高度化する学習ニーズに的確に対応するため，大学等高等教育機関や民間教育事業者，企業の人

材や学習資源を活用しながら豊かな学習機会の確保に努めるとともに，学習情報の提供等を通じて，

住民自身の学習意欲と自由な創意・工夫を生かした学習活動を支援し，促進する視点を重視すべきで

ある。  

 

２ 生涯学習社会の構築に向けた社会教育行政  

 

 学歴社会の弊害の是正，社会の成熟化に伴う学習需要の増大，社会・経済の変化に対応するための

学習の必要性の観点から，生涯学習社会の構築に向けて教育改革の努力が進められている。社会教育

はその中で重要な位置を占めており，社会教育行政は，生涯学習社会の構築に向けて中核的な役割を

果たさなければならない。今後の社会教育行政は，学校教育をはじめ，首長部局，民間の活動等との

幅広い連携の下に，人々の生涯にわたる自主的な学習活動の支援に努めていかなければならない。 

 

  学歴社会の弊害の是正，社会の成熟化に伴う学習需要の増大や，社会・経済の変化に対応するため

の生涯学習の必要性の観点から，昭和60年６月の臨時教育審議会答申「教育改革に関する第一次答申」

において，学校中心の考え方から脱却して，生涯学習体系への移行が提言された。また，平成４年７

月の生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」は，基本的考

え方として，今後，人々が，生涯のいつでも自由に学習機会を選択して学ぶことができ，その成果が

適切に評価されるような生涯学習社会の構築を目指すべきであるとした。  

  生涯学習活動は，広範な領域において行われており，社会教育活動の中で行われるものに限定され

るものではないが，社会教育活動は，幼児期から高齢期までの生涯にわたり行われる体育，レクリエ

ーションまでをも含む幅広い活動であり，社会教育活動の中で行われる学習活動が生涯学習活動の中

心的な位置を占めると言える。このような観点から，社会教育行政は，生涯学習社会の構築を目指し

て，その中核的な役割を果たしていかなければならない。  

  これからの社会教育行政は，幼児期から高齢期までのそれぞれのライフサイクルにおける学習活動

に対応することを基本として，生涯学習社会の構築に重要な役割を果たさなければならない。今日，

住民の行う学習活動は広範多岐にわたって行われていることから，教育委員会の社会教育行政だけで

は住民の学習ニーズに対応する施策の推進が困難となってきている。このため，文部省においては他

省庁及び民間の活動と，教育委員会の社会教育部局においては学校教育部局，首長部局及び民間の活

動などと連携しつつ，幅広い視野に立って社会教育行政を展開することが不可欠となっている。  
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３ 地域社会及び家庭の変化への対応  

 

 地域社会や課程の環境が変化し，住民の地域社会の一員としての意識や連帯感が希薄化するととも

に，家庭の教育力も低下している。完全学校週５日制への移行，学校のスリム化に伴い，青少年に対

する社会教育の責任は一層重要なものとなっており，社会教育行政は，地域社会の活性化と地域教育

力向上に取り組むとともに，家庭の教育力の充実に資する施策の推進が必要となっている。 

 

  都市化，核家族化，少子化の進展や産業構造の変化等に伴い，地域社会や家庭の環境が大きく変化

した住民の地域社会の一員としての意識や連帯感も希薄化してきていることに伴い，地縁的なつなが

りの希薄化の中で，家庭の孤立化も進んでいる。  

  親が子どもに対して行う家庭教育は，本来，親の責任と判断において，それぞれの親の価値観やラ

イフスタイルに基づいて行われるものである。今日，家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で，多

くの親が子どものしつけや教育に対する悩みや不安を抱えており，育児に対する自信喪失とともに，

本来家庭において行うべき教育を学校等の外部機関にゆだねる傾向が見られるなど，家庭の教育力が

次第に低下してきている。このような低下した家庭の教育力を回復していくためには，行政は積極的

に家庭教育に対する支援を充実していくことが強く求められている。学校，家庭，地域社会が連携し，

これらのバランスのとれた教育の推進を図るため，完全学校週５日制への移行や学校のスリム化が進

められる中，青少年に対する社会教育の責任は一層重要なものとなってくる。地域と家庭の教育力の

向上を図りつつ，青少年の健全な育成に地域全体で取り組んでいく必要がある。  

  地域の教育力の活性化のためには，地域社会自体が活性化されていなければならない。このために

は，地域の住民が，地域社会が自らの生活基盤であるとともに住民自身が地域の構成員であるという

意識を培っていくことが重要である。このような意識を育てていく上で，地域住民による自主的な学

習活動や社会参加活動が果たす役割は極めて大きい。今後の社会教育行政は，地域の課題を的確にと

らえた学習活動の提供，ひとづくり，まちづくりなど地域に親しみを持てるような社会教育活動，住

民相互の交流につながる社会教育活動の振興などに努める必要がある。また，地域社会はボランティ

ア活動を含め，地域住民の経験，技術を生かせる場でもある。豊かな社会体験や実務経験を有する高

齢者や学習活動で実力を身に付けた地域の人材が，こうした社会教育活動の中で活躍できるようにす

ることも必要である。  

  なお， 近，青少年を巡る悲しい出来事が続いている。ゆとりのなさがもたらす青少年のストレ  

ス，倫理観の欠如，生命に対する認識の希薄化，青少年非行の低年齢化・凶悪化など，青少年を巡る

諸問題は，大人社会の在り方や近時の青少年を取り巻く環境の変化と密接な関係にあり，抜本的な対

策が必要であって，対症療法的な取組で解決できる問題ではない。  

  平成10年６月30日に，中央教育審議会は「新しい時代を拓く心を育てるために－次世代を育てる心

を失う危機－」として「幼児期からの心の教育の在り方について」答申した。また，本審議会におい

て「青少年の生きる力を育む地域社会の環境の充実方策」について，別途審議を行っているところで

あり，こうした答申等の結果を踏まえて施策の充実を推進する必要がある。  

 

４ 地方分権・規制緩和の推進  

 

 地方公共団体が，地域の状況に即応した適切な社会教育サービスを住民に提供するためには，その
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自主的な判断の下に，住民の意思を十分に踏まえた事業を展開できる環境の整備が不可欠であり，規

制の廃止，基準の緩和，指導の見直し等，地方分権を一層推進していく必要がある。 

 

  地域にはそこで生活する住民がいて，地域固有の課題や学習資源が存在する。そこで行われる社会

教育としての取組は，それぞれの地域の歴史，風土，産業，人口構成などを反映して行われる。今後，

地方公共団体が，地域の状況に応じた自主的な取組や地域住民の意思を十分に踏まえた事業を展開す

ることができるよう，国の規制等の廃止ないしは緩和など，地方分権の一層の推進が求められている。 

  現在，地方分権推進委員会を中心に，政府全体として地方分権の推進に総合的に取り組んでいる。

もともと戦後の社会教育行政制度は，地方分権の考え方に立ち，また，公民館運営審議会の設置をは

じめとして住民が社会教育施設の運営に参加する仕組みを持つなど，今日においても先進的な考えを

持って整備されたものであると言える。しかしながら，住民自治の考え方に基づく制度でありながら，

その定め方が固定的・画一的であることもあって，住民参加の仕組みが形骸
がい

化したり，地域の特色が

生かせなくなっている場合が少なくない。地方公共団体が，自主的な判断の下，地域の状況に即応し

た適切な社会教育サービスを地域住民に提供するため，社会教育行政制度における規制の廃止，基準

の緩和，指導の見直しなど地方分権，規制緩和の観点からの改革を積極的に進めることが必要である。 

  また，活力ある社会教育行政は，そこに暮らす住民の意思と責任において確保していくものであ  

り，地域づくりへの住民の主体的な取組を促すためにも，その政策形成過程に地域住民の広範な参画

を促進する必要がある。  

  なお，地方分権推進委員会の第２次勧告（平成９年７月）の中で，「必置規制の廃止・緩和とは…（略）

…現に地方公共団体で業務を行っている職員の職や行政機関等の廃止を推奨するものではない。むし

ろ必置規制の廃止・緩和が行われることにより，地方公共団体としては，より適切な形で職員や行政

機関等を設置することができるようになるものである。」「必置規制が廃止・緩和されたとしても，地

方公共団体が必要な行政サービスの低下を招くようなことがあってはならず，職員や組織の硬直的な

設置義務付けを見直し，柔軟な設置を可能とすることにより，それぞれ異なった社会経済条件，地理

的条件の下に置かれている地方公共団体が地域の実情に もふさわしい体制で行政サービスを提供

することができるようになり，そのことが機動的で充実したサービスの提供，即ち行政の質の向上に

もつながるものである。」と指摘していることは重要であり，特に留意する必要がある。  

 

５ 民間の諸活動の活発化への対応  

 

 民間の社会教育活動が活発化し，社会教育関係団体，民間教育事業者，ボランティア団体等が積極

的な活動を行っている。これからの社会教育行政は，これら民間活動についての環境整備や支援を行

うとともに，ボランティア団体をはじめとするNPOを含め，民間団体との連携協力を進めることが必

要である。 

 

  民間の社会教育活動が未発達な状況においては，社会教育行政が，住民の社会教育活動の先導的役

割を果たしてきた。しかしながら，住民の学習ニーズが多様化，高度化する中，民間教育事業者等，

社会教育分野における民間の諸活動が活発化しており，こうした民間活動を視野に入れ，それと連携

しつつ社会教育行政を展開する必要がある。  

  特に都市部においては，民間教育事業が発達し，社会教育における重要な役割を占めるようになっ
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てきている。また，ボランティア活動も活発化するなど，社会教育活動の領域がこれまで以上に拡大

している。従来，社会教育行政が行ってきた民間活動支援施策は，主として，社会教育関係団体に対

する補助金や指導・助言というものであった。今後の社会教育行政にあっては，民間教育事業者，ボ

ランティア団体をはじめとするNPO等とも幅広く連携協力を進めるとともに，これら民間活動がより

一層活性化し，人々の学習活動をより豊かにする上で貢献し得るよう環境を整備していくことが必要

である。  

 

第３章 社会教育行政の今後の展開  

 

第１節 地方分権と住民参加の推進 

 １ 地方公共団体の自主的な取組の促進  

 

 地方公共団体が，地域の特性と住民ニーズに的確に対応した社会教育行政を展開するために，国の

法令，告示等による規制を廃止・緩和する。また，地方公共団体の主体的な行政運用に資するよう，

社会教育施設の運営等の弾力化を進める。 

 

  (1) 地方公共団体に対する法令等に基づく規制の廃止・緩和  

   ○ 公民館運営審議会の必置規制の廃止と地方公共団体の自主的判断の反映  

     社会教育法第29条第１項の規定により，公民館に公民館運営審議会を置くこととされてい 

る。公民館運営審議会は，公民館の運営に住民の意思を反映するための組織であり，戦後の公

民館の発展期において重要な役割を果たしてきた。しかしながら，住民の意思を反映させる方

法については，公民館運営審議会が必ずしも十分に機能しているとは言えないところもあり，

地方公共団体が地域の実情に応じてその反映方法を考え，決定できるようにすることが，実質

的にその趣旨をより徹底できるものと考えられる。また，同法第30条の規定により，公民館運

営審議会の委員構成として，学校の代表者や，社会教育関係団体の代表者などが規定されてお

り，結果的に選出範囲が狭くなり，男性に偏る傾向になるなど，地域の実情，住民の意思を踏

まえた運営という観点から見て，これらの規定は，現時点では必ずしも適切とは言えない。  

     今後は，公民館運営審議会の設置を任意化することとし，その委員構成等についても地域の

実情に応じて決めることができるよう弾力化するとともに，地方公共団体の自主的な判断の下

に，公民館運営審議会以外の方法による住民の意思の反映の仕組みをも探り得るようにするこ

とが適当である。  

   ○ 公民館長任命の際の公民館運営審議会からの意見聴取義務の廃止  

     社会教育法第28条第２項の規定により，公民館長の任命に際して，事前に公民館運営審議会

の意見を聞くことが義務付けられている。しかしながら，事前に公民館長という公務員の人事

を公民館運営審議会にかけ，意見を聞くことは事実上困難を伴うという実情にあることや，上

記のように公民館運営審議会の必置規制を廃止すること等にかんがみ，意見聴取義務を廃止す

ることが適当である。  

   ○ 公民館の基準の大綱化・弾力化と公民館長，主事の専任要件の緩和  

     「公民館の設置及び運営に関する基準」（文部省告示）は，社会教育法第23条の２第１項の規

定に基づき定められている。この基準においては，公民館の設置運営に必要な基準として，必
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要な施設，設備，職員等が細かく規定されている。しかしながら，公民館は地域に密着した活

動が求められる施設であり，画一的かつ詳細な基準を定めることは適当ではないことから，今

後，こうした基準については，公民館の必要とすべき内容を極力大綱化・弾力化するよう検討

する必要がある。  

     現在，同基準第５条第１項の規定において，公民館には専任の公民館長及び主事を置くこと

が定められている。公民館長や主事は，公民館の運営において極めて重要な役割を担っており，

地域の実情を踏まえ，かつ視野の広い特色ある公民館活動を展開するためには，広く優秀な人

材を館長及び職員に求めることが必要であり，基準の大綱化・弾力化を進める中で，この専任

要件を緩和することが適当である。  

   ○ 国庫補助を受ける場合の図書館長の司書資格要件等の廃止  

     図書館法第13条第３項に，国庫補助を受ける図書館においては，当該図書館長は司書となる

資格等を有する者でなければならないと規定されている。また，同法第19条の規定により，国

庫補助を受けるための 低の基準を文部省令（図書館法施行規則）で定めることとされており，

同施行規則第２章において，図書館長の専任・有給要件，人口等に応じた図書の増加冊数，司

書及び司書補の配置基準，建物の延べ面積基準が規定されている。  

     図書館長は図書館についての高い識見を持つことが求められるのはもとより当然であるもの

の，司書の資格は有していないが識見，能力から図書館長にふさわしいと言える人材を登用す

る場合も考えられる。また，館長の専任・有給要件，人口等に応じた図書の増加冊数，司書及

び司書補の配置基準，建物の延べ面積基準については，国庫補助を受けるための昀低の基準と

して規定されたものであるが，図書館の情報化や他の施設との連携，地域の実情に応じた多様

な図書館サービスの推進等が求められていることなどから，法律に基づく一定の基準を設け，

それに適合しなければ補助対象とすることができないとする制度は今日必ずしも適当とは言

えない。以上の観点から，同法第13条第３項及び第19条，同施行規則第２章の規定は廃止する

ことが適当である。  

     なお，同法第19条の規定を廃止することとの関連で，同法第18条に基づく公立図書館の望ま

しい基準の取扱いについて検討することが必要である。  

   ○ 博物館の望ましい基準の大綱化・弾力化と公立博物館の学芸員定数規定の廃止  

     博物館法第８条の規定に基づき，博物館の望ましい基準として，昭和48年11月に「公立博物

館の設置及び運営に関する基準」（文部省告示）が告示されている。同基準においては，必要

な施設及び設備，施設の面積，博物館資料，展示方法，教育活動，職員等が定められている。

このような基準を設けることにより，博物館の水準の維持向上が図られてきたが，既に本基準

の制定後四半世紀が過ぎ，博物館を取り巻く環境も大きく変化している。自然史博物館，科学

博物館，美術館，水族館，動物園等，博物館の種類が多いことに加え，現在の博物館に求めら

れる機能は，単なる収蔵や展示にとどまらず，調査研究や教育普及活動，さらには，参加体験

型活動の充実など多様化・高度化している。こうした状況を踏まえると，博物館の種類を問わ

ず，現行のような定量的かつ詳細な基準を画一的に示すことは，現状に合致しない部分が現れ

ている。このため，現在の博物館の望ましい基準を大綱化・弾力化の方向で見直すことを検討

する必要がある。  

     学芸員及び学芸員補は博物館にとって欠くことができない専門的職員であるものの，その配

置基準については，博物館の種類，規模，機能等のいかんや地域の実情を問わず一律に定める
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ことは適当でないことから，少なくとも現行の同基準第12条第１項の学芸員又は学芸員補の定

数規定は廃止することが適当である。  

  (2) 社会教育施設の運営等の弾力化  

   ○ 社会教育施設の管理の民間委託の検討  

     近年，博物館等の社会教育施設の管理を，地方自治法第244条の２の規定に基づき，地方公共

団体出資の法人等に委託するケースが出てきている。文部省は，こうした委託について，社会

教育施設運営の基幹に係わる部分については委託にはなじまないとして，消極的な立場をとっ

てきている。しかしながら，施設の機能の高度化や住民サービスの向上のためには，上記のよ

うな法人等に委託する方がかえって効率的な場合もあることや，施設の特性や状況が地域によ

り様々であることから，今後，地方公共団体がその財政的基盤を保証した上で，社会教育施設

の管理を適切な法人等に委託することについては，国庫補助により整備された施設を含め，地

方公共団体の自主的な判断と責任にゆだねる方向で検討する必要がある。  

   ○ 図書館サービスの多様化・高度化と負担の在り方  

     近年の情報化の進展には目を見張るものがあり，社会のあらゆる領域に情報化が浸透しつつ

ある。図書館についても，例えば，コンピュータネットワークを通じて，自宅にいながら図書

館の提供する情報を得ることや，図書館において館の内外の様々な情報を得ることが可能にな

るなど，今後図書館の提供するサービスは多様化・高度化することが予想される。  

     一方，公立図書館は，入館料その他図書館資料の利用についてはいかなる対価をも徴収して

はならないと法定されているが，今後公立図書館が高度情報化時代に応じた多様かつ高度な図

書館サービスを行っていくためには，電子情報等へのアクセスに係る経費の適切な負担の在り

方の観点から，サービスを受ける者に一定の負担を求めることが必要となる可能性も予想され

る。  

     このようなことから，地方公共団体の自主的な判断の下，対価不徴収の原則を維持しつつ，

一定の場合に受益者の負担を求めることについて，その適否を検討する必要がある。  

   ○ 博物館設置主体に関する要件の緩和  

     博物館法でいう博物館，いわゆる登録博物館は，その設置主体が地方公共団体，民法法人，

宗教法人，日本赤十字社等に限定されており，またその施設の性格は社会教育施設であること

から教育委員会の所管となっている。また，博物館法第29条に規定する博物館相当施設につい

ては，設置主体が，国，株式会社，学校法人，個人等である場合でも指定できるが，公立の博

物館相当施設については，教育委員会所管の施設でなければ指定できないとする運用がなされ

てきた。しかしながら，美術館，動物園等については，首長部局で設置運営する例が増えてき

ていることなどから，首長部局所管のいわゆる博物館類似施設（博物館法上の登録博物館でも

博物館相当施設でもない施設をいう。）を，博物館相当施設として指定する道を開き，教育委

員会の専門的，技術的な支援を積極的に進めることが適当である。平成10年４月17日付け生涯

学習局長通知において，こうした要件緩和が実施された。今後，教育委員会は施設の所管や設

置主体の別なく博物館に相当する施設については，適切に博物館法第29条に基づく指定をして

いくことが望まれる。  

     さらに，大学等において充実した博物館施設が整備されつつあることや，学校教育と社会教

育の連携を推進する観点から，学校法人が設置する施設等についても博物館として登録するこ

とができるようにするなど，博物館登録制度の在り方について検討する必要がある。  
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   ○ 司書等の資格取得における学歴要件の緩和  

     図書館法第５条の規定において，司書又は司書補となる資格を取得するための要件が定めら

れているが，資格取得を拡大する方向で，学歴要件などの基礎要件の見直しを行う必要がある。

現行では司書補となる資格の取得に当たり，高校卒業又は高等専門学校第３学年の修了を基礎

要件として求めている（同条第２項第２号）が，大学入学資格検定合格等も司書補となる基礎

要件となるように見直すべきである。また，司書の資格の取得に当たっては，司書補として実

務経験を有する者以外は大学卒（短期大学卒等を含む。）を基礎要件として求めており，学位

授与機構による学士の学位の取得等によっては司書となることができないが，これについても

見直す必要がある。  

 

 ２ 社会教育行政における住民参加の推進  

 

 社会教育委員の制度を積極的に活用するほか，社会教育施設の運営をはじめとする社会教育行政

に，多様な方法により住民参加を求めることが必要である。また，女性の積極的な登用が必要である。

 

  (1) 住民参加の推進  

    地方公共団体は，これまで以上に社会教育行政の政策形成過程に住民の意思を反映していくこ

とが求められることから，社会教育委員の制度等を積極的に活用していくことが必要である。ま

た，社会教育施設の運営は，それぞれの施設が地域の実情に応じた適切な仕組みを工夫し，その

運営に住民参加を求めていくことが必要である。特に，社会教育活動の多くを女性が担い，参加

しているにもかかわらず，例えば，都道府県の社会教育委員の女性の割合は４分の１程度にとど

まっている。今後，社会教育委員や社会教育施設の運営協議会等の委員に占める女性の比率を４

割以上とすることを目指すなど，女性の積極的な登用が必要である。  

  (2) 社会教育委員会の規定の見直し  

    社会教育法には，社会教育委員制度が規定されているが，社会教育行政の意思形成に対する民

意の反映のため，社会教育委員の知識や経験等をこれまで以上に活用する必要がある。しかしな

がら，社会教育委員の構成規定から，学校の代表者や社会教育関係団体の代表者などが多く，結

果として選出範囲が狭くなり，男性に偏る傾向にある。また，社会教育委員の委嘱期間の長期化

や人物の固定化など弊害も指摘されていることから，地域の実情に応じ，多様な人材を社会教育

委員に登用できるようにするため，委員構成，委嘱手続き等を定めた同法第15条の規定の見直し

を行う必要がある。  

  (3) 図書館協議会の規定の見直し  

    図書館法には，図書館の運営に住民の意思を反映させるための機関として図書館協議会制度が

規定されている。図書館協議会の委員についても，社会教育委員と同様，その構成規定から，学

校の代表者や社会教育関係団体の代表者などが多く，結果として選出範囲が狭くなり，男性に偏

る傾向にある。また，利用者の代表が委員になるケースは必ずしも多くないなど同協会の形骸
がい

化

も指摘されている。このため，地域の実情に応じ，多様な人材を図書館協議会の委員に登用でき

るよう，同法第15条に定める委員の構成規定の見直しを行う必要がある。  
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 ３ 国・都道府県・市町村の取組  

 

 地方分権が進められる中，国・都道府県・市町村は新たな取組を求められる。住民の も身近な社

会教育行政を行う市町村は，住民参加の下，地域に根ざした行政を展開する必要がある。都道府県は，

広域行政や市町村の連携を積極的に進める必要がある。国は，人材養成，学習情報の収集・提供，調

査研究などに重点する必要がある。 

 

  (1) 市町村の取組  

    市町村は，住民の昀も身近な行政機関として，住民ニーズ等を的確に反映し得る立場から，地

域の特性や住民ニーズに根ざした多様な社会教育行政を推進することが求められている。このた

め，社会教育行政の企画運営に住民参加を求めるとともに，住民の自主的な社会教育活動を支援

するため，学習情報提供や学習相談事業の充実を図っていくことがより重要となる。また，住民

の生活圏の広域化や学習ニーズの高度化等に対応する社会教育行政が求められていることから，

都道府県，市町村間の連携協力の促進を積極的に進めていかなければならない。なお，市町村教

育委員会の事務を定めた社会教育法第５条の規定については，現在では役割を終えた事項の削除

を含め，規定の見直しについても検討していくことが望まれる。  

  (2) 都道府県の取組  

    都道府県は，市町村事業との重複を避けつつ，市町村の社会教育行政の基盤となる，中核施設

の運営，指導者の養成・研修，学習情報の提供，都道府県レベルの社会教育に関する諸計画の策

定，モデル事業の実施等を行う必要がある。特に，広域連携のコーディネート機能を充実し，各

市町村の連携を促進していかなければならない。その際，都道府県と市町村が連携して，広域的

な学習サービス提供のための体制を整備する必要がある。また，住民の活動範囲の広域化，学習

の内容やレベルに対するニーズの多様化に対応し，広域的な学習情報の提供等の実施が重要であ

る。  

    地方分権に伴い，市町村の人口規模，財政力等により，その社会教育活動の活発化などの面で

格差が広がることが予想される。その場合，市町村の行政を補完・補充する立場から，人的交流

等を含め多様な支援が求められる。また，社会教育行政の企画立案や円滑な実施に資するため，

都道府県，市町村の持つ情報を相互に日常的に交換できるような体制の整備充実が求められる。

なお，都道府県教育委員会の事務を定めた社会教育法第６条の規定については，現在では役割を

終えた事項の削除を含め，規定の見直しについても検討していくことが望まれる。  

  (3) 国の取組  

    国は，これまで補助金の交付や地方交付税措置等を通じ，社会教育施設の整備充実，指導者の

養成，社会教育事業の振興，社会教育主事の配置の支援等を行ってきている。今後は特に社会教

育指導者，学習活動・事業等に関する情報の蓄積に力を注ぎ，広く関係機関や国民に学習情報を

提供するとともに，海外に対しても発信できるように努める必要がある。また，高度な学習事業

や学習方法等の調査研究の開発・実施，先駆的なモデル事業の開発・実施，各地域の特性を生か

した具体的な取組や参考になる国内外の先進事例を収集し提供していかなければならない。  

    また，社会教育主事をはじめとする社会教育の関係職員は，社会教育を支える重要な基盤であ

ることから，企画立案能力や連絡調整能力等を備えた高度で専門的な人材としての研修・養成を

行うことが重要であり，それらを一層充実していく必要がある。  
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第２節 地域の特性に応じた社会教育行政の展開 

 １ 教育委員会における社会教育行政推進体制の強化  

 

 社会教育委員，社会教育主事の機能を強化すること，公民館の専門職員等の機能の向上を図ること

により，教育委員会及び社会教育施設における社会教育行政体制の強化を図る。 

 

  ○ 社会教育委員の審議機能の強化  

    独任機関である社会教育委員は，教育委員会の会議に積極的に出席して意見を述べるととも 

に，会議体としての社会教育委員の会議の審議機能の強化を図る必要がある。社会教育委員の会

議を活性化し，各種審議，提言活動などや，調査研究機能を強化するとともに，公民館，図書館，

博物館等の社会教育施設の運営の在り方についても，総合的な企画立案，提言等を行うなど，積

極的かつ恒常的な活動が期待される。なお，都道府県においては，社会教育委員の会議と生涯学

習審議会の役割や職務の分担，又は連携の在り方などについて，検討していくことが必要であ  

る。  

  ○ 社会教育主事の新たな役割等  

    社会教育主事の職務は，社会教育法第９条の３の規定により，社会教育を行う者に専門的技術

的な助言と指導を与えるとされている。従来，市町村における社会教育行政は，公民館等におけ

る学級・講座の実施や団体・グループの育成に重点が置かれ，社会教育主事の指導，助言の対象

もそのような分野において行われてきた。しかしながら，住民の学習活動は多様化・高度化し，

住民にとっては，社会教育行政以外の，首長部局や民間から提供される学習機会も魅力的なもの

となってきている。こうした，住民の学習活動の実態やニーズに対応するためには，社会教育事

業の実施等の従来型の社会教育行政の範 疇
ちゅう

での指導・助言だけでは，広範な社会教育活動に対す

る総合的な支援ができなくなってきている。今後の社会教育主事は，より広範な住民の学習活動

を視野に入れて職務に従事する必要がある。このため，社会教育活動に対する指導・助言に加  

え，様々な場所で行われている社会教育関連事業に協力していくことや，学習活動全般に関する

企画・コーディネート機能といった役割をも担うことが期待されている。こうした業務に社会教

育主事が積極的に従事していくため，同法第９条の３の社会教育主事の職務規定について，企画

立案，連絡調整に関する機能を重視させる方向で見直すことについて検討する必要がある。  

    また，社会教育主事としての幅広い知識や経験は，学校教育や地域づくりにおいても大いに貢

献し得るものであり，社会教育主事となる資格を有する職員を公民館，青少年教育施設，婦人教

育施設等の社会教育施設に積極的に配置するとともに，学校，さらには，首長部局においても社

会教育主事経験者を配置し，その能力を広く活用することが期待される。  

  ○ 社会教育主事を通じた学社融合等の推進  

    現在，小・中・高校の教職員を社会教育主事に登用する場合が多い。教員出身者が社会教育主

事として社会教育の実務を経験し，学校に戻った時に，社会教育行政で培った広い視野を持って

学校の運営に当たることは，学校教育にとっても望ましいものであるとともに，学校教育と社会

教育の連携の強化の上でも意義の深いものである。また，学校から社会教育主事として登用され

た後，学校に戻るという一方通行型だけではなく，一度学校に戻って，再度社会教育行政の管理

職等として戻ってくる，あるいは生涯学習，文化，スポーツ関係等幅広い分野にも登用されるよ

うな双方向型のキャリアシステムの採用が必要である。これにより，社会教育行政と学校等関係
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機関との連携が促進されるであろう。このような社会教育主事の経験等を有効に生かす人事シス

テムの構築が期待される。また，学校教育行政と社会教育行政の中心的役割を果たす指導主事と

社会教育主事との間においても，人事上や事業推進上の連携を進めていくことが求められる。  

  ○ 社会教育主事の設置促進のための社会教育主事講習の見直し等  

    社会教育法第９条の２の規定により，教育委員会の事務局に，社会教育主事を置くとされ，ま

た，社会教育法施行令の附則（昭和34年政令第157号）第２項の規定により，人口１万人未満の町

村に対して，「当分の間」社会教育主事を置かないことができるとしている。本規定制定後約40

年が経過した今，未設置市町村は281市町村（平成８年10月１日現在）となっている。社会教育主

事の役割は，生涯学習社会の構築を目指す上で，ますます重要となっており，社会教育主事の設

置を促進するための環境整備が求められている。そのための一環として，社会教育主事の資格取

得のための講習機会を大幅に拡充することが必要である。現在，社会教育主事講習は，国立教育

会館社会教育研修所及び国立大学で行われているが，今後は，夏期以外の受講機会の拡充，受講

場所の拡大，単位の分割取得制度及び単位互換制度の整備，さらには放送大学や通信教育を活用

した在宅学習による受講，通信衛星等を使った社会教育主事講習の実施等を導入していくことが

必要である。  

    また，市町村における社会教育主事の配置を促進するため，都道府県においては，地方交付税

を活用し，派遣社会教育主事に関する所要の財源措置を図り，市町村の社会教育行政の体制整備

を支援していくことが望まれる。  

  ○ 公民館職員の資質向上  

    今後の公民館活動は，学級・講座の実施や団体・グループの育成のみならず，ボランティアの

受入れをはじめとした地域住民の学習成果を生かす場としての機能を果たすことや，学習情報の

提供機能，さらには学習相談の機能を持つことも期待されている。社会教育行政において，公民

館は，住民と日常的，恒常的に接する社会教育の場であることから，学習機会の提供のみならず

地域の課題の調査分析能力や住民ニーズを的確に把握する能力を持つことが期待される。このた

めには，館長，主事等の公民館の職員が社会教育全般についての広範かつ専門的な知識と経験を

持つようにすることが大切であり，社会教育主事講習の受講等により社会教育主事となる資格を

取得するなど，種々の研修機会を利用して専門性のある職員としての資質を向上させていくこと

が必要である。  

 

 ２ 地域づくりと社会教育行政の取組  

 

 住民が共同して行う地域づくり活動を支援するなど地域社会の活性化に向け，社会教育行政は重要

な役割を持つ。今後の社会教育行政は，住民の個々の学習活動の支援という観点のほか，地域づくり

のための住民の社会参加活動の促進という観点から推進する必要がある。 

 

  (1) 社会教育行政を通じた地域社会の活性化 

    地域社会の活性化に向け，社会教育行政は，地域住民が地域に根ざした活動を行えるような環

境を創
つく

り出すことや住民が一体となって地域づくりをしていくような活動（地域共創）を支援し

ていくことに取り組む必要がある。社会教育施設における，どちらかといえば受け身の学習活動

から，発信型の学習活動の支援，例えば，学習成果を生かしたボランティア活動の支援，地域社
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会というフィールドで行う実践的活動の振興，住民の交流促進などを積極的に推進していかなけ

ればならない。このためには，社会教育活動に関する情報の収集・提供や，地域の社会教育に関

する人材情報の収集・提供等を推進するとともに，社会教育諸活動における地域の人材の登用，

ボランティアが活躍できる場の開発を推進する必要がある。社会教育施設の運営に一層住民の参

加を求めることについても，積極的に取り組んでみるべき問題である。今後の社会教育行政は，

住民の学習活動の支援という観点とともに，地域づくりのための住民の社会参加活動の促進とい

う観点を加味して推進する必要がある。  

  (2) 地域の人材が活躍するための社会教育主事となる資格の活用  

    地域には，勤労者や退職者を問わず，また性別や年令も問わず，社会教育活動を実践・指導す

る資質を有する人材が豊富に存在する。こうした地域の人材が社会教育の場で活躍できる環境を

整備しなければならない。例えば，民間から社会教育主事に積極的に登用したり，また，民間の

人々が，社会教育指導員等非常勤の社会教育行政の専門家として活躍できるように工夫すべきで

ある。このため広く社会人一般が，社会教育主事となる資格を取得できるよう，社会教育法第９

条の４に規定する取得要件を弾力化の方向で見直すことを検討する必要がある。これに加え，社

会教育主事設置のために設けられている社会教育主事講習を，地方公務員以外の者でも受講しや

すくする必要がある。社会教育主事講習は，生涯学習概論，社会教育計画等，社会教育に関する

専門的な内容から構成されており，社会教育の分野で活躍する民間の人々にとっても有効な内容

であるが，収容定員等の制約から地方公務員の受講を優先せざるを得ないという事情がある。今

後は，広く社会教育主事講習を受講できるよう，その講習の在り方を改善していく必要がある。

このため，同法第９条の５の規定に基づく社会教育主事講習等規定（文部省令）に定める社会教

育主事講習の受講資格規定について見直しを行うとともに，社会教育主事講習の機会の大幅な拡

大など，一般にも受講しやすい方法を導入していくことが必要である。  

  (3) 地域の人材が活躍できる場としての社会教育施設  

    人々の学習活動が進むにつれ，その学習成果を地域で活用したいと希望する人が増えてきてい

る。こうした人々が活躍する場として，社会教育施設が率先してその役割を果たすことが期待さ

れている。公民館をはじめ，図書館や博物館等においてボランティア活動が盛んになってきてい

ることは，そうした人々のニーズの現れである。しかしながら，多くの社会教育施設において   

は，ボランティアを受け入れる体制ができていない，受け入れのための事務が繁雑である。受入

れ予算がないなど理由として，ボランティアの受入れ等に消極的なのものが見受けられる。 

 学習成果を生かす場が広がることは，学習者に達成感や充実感等が生まれ，さらに学習意欲が

増すという相乗効果が期待できるなど，生涯学習社会の構築にとって有効なものである。このよ

うな学習支援・社会参加支援は社会教育行政の重要な使命であり，社会教育施設は学習成果の活

用の場としてその役割をはたしていかなければならない。  

 

第３節 生涯学習社会におけるネットワーク型行政の推進 

 １ ネットワーク型行政の必要性  

 

 生涯学習社会においては，人々の学習活動・社会教育活動を，社会教育行政のみならず，様々な立

場から総合的に支援していく仕組み（ネットワーク型行政）を構築する必要がある。社会教育行政は

生涯学習振興行政の中核として，学校教育や首長部局と連携して推進する必要がある。また，生涯学
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習施設間や広域市町村間の連携等にも努めなければならない。 

 

  (1) ネットワーク型行政の必要性  

    人々の学習活動・社会教育活動は，様々な時間や場所において様々な方法で行われている。多

様化する学習活動や学習ニーズにこたえ，生涯学習社会における社会教育行政を推進するために

は，多様な機関間で多様なレベルの連携が不可欠である。学習者から見れば，学習サービスをだ

れが提供するかは，さして重要ではなく，それぞれの学習サービスが自分に合った内容や水準で

あり，かつ，低コスト，場所的・時間的にも都合がよいことなどが重要であると言える。したが

って，各機関は，その自らの特色や専門性を生かしつつ，相互に連携して住民に対する学習サー

ビスを的確に行うようにしなければならない。  

    生涯学習社会においては，各部局の展開する事業や民間の活動が個別に実施されると同時に，

こうした活動等がネットワークを通して，相互に連携し合うことが重要である。これからは，広

範な領域で行われる学習活動に対して，様々な立場から総合的に支援していく仕組み（ネットワ

ーク型行政）を構築していく必要がある。この意味で社会教育行政は，ネットワーク型行政を目

指すべきであり，社会教育行政は生涯学習振興行政の中核として，積極的に連携・ネットワーク

化に努めていかなければならない。  

    また，ネットワークを構築するためには，国，地方公共団体，大学，研究機関，民間団体等に

存在する人・もの・情報等に関する学習資源を調査，収集し，その学習資源を有効に活用できる

ようにすることが必要である。このため，国は，学習資源の開発を効率的に進めるため，地方公

共団体間のネットワーク化を促進し，また，地方公共団体は，人々に直接学習資源を提供するだ

けではなく，ネットワーク参加機関，施設，団体等がそれぞれ役割を果たせるような環境を整備

していくことが求められる。  

  (2) 生涯学習社会構築を目指した社会教育行政の法令上の位置付けの検討  

    生涯学習社会における社会教育行政は，前述したとおり，ネットワーク型行政の中核としての

機能を果たすことが必要である。このような役割を効果的に果たしていくためには，社会教育行

政が生涯学習社会の構築を目指すものであることを行政システムの中で明確にしていくことが求

められており，社会教育法上の位置付けを含めて検討していく必要がある。  

 

 ２ 学校との連携  

 

 社会教育と学校教育とが連携することにより，子どもたちの心身ともにバランスのとれた育成を図

ることが重要である。学校施設の開放等を進めることにより，地域社会の核としての開かれた学校を

作る必要がある。また，高度化する学習ニーズに対応するため，高等教育機関，国公立や民間の研究

機関，企業との連携も不可欠である。 

 

  (1) 学校教育と社会教育の連携  

    子どもたちの生きる力をはぐくむために学社融合の必要性が言われ，様々な場面で取組が始ま

っているが，いまだ学校教育と社会教育の連携は不十分と言わざるを得ない。学校教育と学校外

活動があいまって，子どもたちの心身ともにバランスのとれた育成が図られることとなる。昨今

の子どもたちを巡る環境を考えると，早急に学社融合の実をあげていかなければならない。  
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    地域社会の核としての開かれた学校を作ることや，学社融合の観点から，学校施設・設備を社

会教育のために利用していくことが必要である。余裕教室等を利用するなど学校施設を社会教育

の場に提供することにより，児童，生徒と地域社会との交流が深まり，地域社会の核としての開

かれた学校が実現する。また，特に学校体育施設については，地域住民にとって昀も身近に利用

できるスポーツ施設であり，学校体育施設の地域社会との共同利用化を促進し，地域住民の立場

に立った積極的な利用の促進を図ることも重要である。学校の運動場やプール，教室の開放等が

盛んとなってきているが，学校開放にいまだ慎重な学校もあるなど，学校により取組が異なって

いる。学校開放を進めるため，教育委員会が学校ごとに施設の管理や利用者の安全確保・指導に

当たる人員の適切な配置，地域住民の協力を得た委員会の整備など必要な措置を講ずることが求

められる。  

    こうした中で，学校の建替えに際し，地域住民の生涯学習活動の場としての活用を予定した設

計を行うこと，また，地域住民のための高機能な生涯学習施設を整備し，これを学校教育に優先

的に使わせることなど，非常に分かりやすい学社融合のスタイルを施設の設置運営面から打ち出

している例もあり，先駆的取組として評価できるものである。  

  (2) 高等教育機関等との連携  

    高度化した人々の学習ニーズに対応するためには，大学等の高等教育機関との連携が不可欠で

ある。昀近では，公開講座はもとより，科目等履修生制度の充実や夜間大学院の開設等，社会人

が大学の単位を取得したり，修士課程，博士課程を履修することができるなど，大学における社

会人受入れのための取組が活発となっている。従来，教育委員会側からの高等教育機関との連携

への働き掛けは必ずしも活発ではないが，今後は連携を積極的に進めていく必要がある。これら

を支援する上で国が果たすべき役割は極めて大きい。高等教育機関においても，地域社会の一員

として地域における学習活動の振興のために，積極的に貢献していくことが期待される。また，

今年から通信衛星により全国的に提供することになった放送大学の放送授業を公民館等社会教育

施設において受信できるようにするなど，住民の学習活動の高度化のために積極的に活用してい

くことが期待される。さらに，国公立及び民間の研究機関や企業についても，専門的かつ高度な

人材や施設設備など貴重な学習資源を有していることから，これらとの連携も有効である。  

 

 ３ 民間の諸活動との連携  

 

 社会教育行政は，社会教育関係団体，民間教育事業者，ボランティア団体をはじめとするNPO，さ

らには，町内会等の地縁による団体を含めた民間の諸団体と新たなパートナーシップを形成していく

ことが必要である。 

 

  (1) 民間教育事業との連携  

    本来，社会教育行政は，人々のニーズに応じて，多様で豊かな学習の場を提供する観点から民

間教育事業を支援すべきであり，民間が創意にあふれた活発な教育活動を展開できるような環境

整備を図っていくことが重要である。社会教育行政が，これまでどちらかといえばその支援に消

極的であった民間教育事業者に対して，今後は，例えば共催で事業を実施することや，社会教育

施設を開放すること，さらには，住民に対して，民間の教育事業に関する情報を提供していくこ

となど積極的な対応が必要である。  
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    特に，公民館等においては，民間教育事業者の活用についてこれまで消極的な姿勢が見られた

り，また，民間で実施可能な事業を行政側の主催事業として行うことなど，民間と競合する面が

見られたりするが，その協力方策について検討する必要がある。公民館が，住民の意思を反映し

つつ主催事業を展開する上で，民間教育事業者との連携協力を積極的に考えるべきである。  

  (2) 社会教育関係団体との連携  

    これまで社会教育関係団体は，民間の行う社会教育活動の中心として重要な役割を担ってき 

た。しかしながら，ボランティア団体をはじめとするNPOによる活動など，新たな団体の活動が盛

んになっている。平成10年３月には，特定非営利活動促進法（いわゆるNPO法）が成立している。

同法では，社会教育の推進を図る活動等を特定非営利活動としており，こうした活動を行う団体

に対して法人格を付与することができるようになった。  

    これまで，社会教育行政は，社会教育関係団体の活動を重視し，奨励すべき活動に対して補助

金を交付して支援する等，連携を密にとってきた。その結果，団体側も行政の支援を前提とした

事業展開となり，本来の自立的な意識が希薄となったとの指摘もある。今後，社会教育関係団体

は，それぞれの設立の趣旨・目的に沿った一層自立した活動の展開が求められる。社会教育行政

は，社会教育法第11条及び第12条の規定の趣旨を踏まえ，社会教育関係団体，ボランティア団体

をはじめとするNPO，さらには町内会等の地縁による団体をも含め，これらとの新たなパートナー

シップ（対等な立場から相互に連携・協力しあう関係）を形成していくことが大切である。  

 

 ４ 首長部局等との連携  

 

 地域社会の活性化を通じた地域の教育力の活性化は社会教育行政の重要な課題である。地域の人材

育成に責務を追う教育委員会と地域づくりに広範な責務を負う首長部局とが連携して，生涯学習，社

会教育，スポーツ，文化活動を通じた地域の教育力の向上に取り組む必要がある。 

 

   人間形成の基盤が地域社会にあることを考えると，活力ある地域社会の構築，地域づくりは社会

教育行政にとって極めて重要な意味を持っている。地域の人材育成に責務を負う教育委員会と地域

づくりに広範な責務を負う首長部局とが連携して初めて，生涯学習，社会教育，スポーツ，文化活

動を通じた地城づくりと地域の教育力の再活性化が可能となる。青少年教育，男女共同参画社会の

形成等の諸活動は，地域全体で取り組むものであり，それぞれの地域の実情に即して，教育委員会

と他の部局が連携協力して推進していかなければならない。行政サービスの提供者がどの組織であ

るかは，住民にとって重要な意味を持たない。それぞれの部局が，その行政目的に応じた特徴ある

様々な事業を行うことは好ましいものであり，問題があるとすれば，同種の事業が様々な部局で相

互に連携されずに行われていることである。  

   例えば，男女共同参画の一層の推進のために，教育委員会は，男女の固定的な役割意識を改める

ための学習や，女性のエンパワーメント（個々の女性が自ら意識と能力を高め，政治的，経済的，

社会的及び文化的に力を持った存在となること）を目指した学習を専門的な見地から支援すること

が必要である。一方，首長部局の女性担当部局では男女共同参画に関する広報活動等を行ってお  

り，教育委員会の婦人教育行政と首長部局の女性行政は，各専門部局がそれぞれのノウハウを生か

した役割分担に従って施策を行いつつ相互に連携を図ることが効果的である。社会教育としての婦

人教育を実施する教育委員会は首長部局を通じて，関係施策を行う他部局の情報を得ながら施策を
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進めていくことが必要である。特に，民間団体に対しては，首長部局と教育委員会が密接な連携を

図り，それぞれの持つ情報を提供するといった具体的な対応が不可欠である。  

   住民にとっての行政サービスの提供，充実という観点から，教育委員会と首長部局が積極的に連

携協力していかなければならない。現行の社会教育法では，第７条，第８条に広報宣伝における協

力，資料の提供等教育委員会と地方公共団体の長との関係が規定されているが，教育委員会が首長

部局とさらなる連携を進める観点から，規定の在り方について検討していく必要がある。  

 

 ５ 生涯学習施設間の連携  

 

 社会教育施設間のみならず，首長部局が所管する各種の施設等との積極的な連携を促進し，住民に

とって利用しやすい生涯学習施設のネットワークを構築していくことが必要である。このための恒常

的な組織の設置が期待される。 

 

   生涯学習の拠点として様々な施設が設置されている。社会教育施設だけではなく，首長部局が所

管する各種の施設においても，さらに民間や企業が持つ施設でも学習活動は行われている。学習者

から見れば，各施設がそれぞれ特色を生かして魅力的な活動を行っていることと，それぞれの施設

が連携していることが重要である。したがって，社会教育施設と学校施設を含めたその他の生涯学

習施設との連携協力体制を構築し，住民にとって使いやすい魅力的な施設運営に努めるべきであ 

る。このためには，例えば生涯学習施設ネットワーク委員会ともいうべき連携のための恒常的な組

織を設置し，施設間の連携を図るとともに，施設間における事業情報の相互交換，人材の共通活用，

共同キャンペーン，事業の調整ができるようなシステムの一層の充実が必要となる。例えば，ある

市においては，公民館，図書館，博物館等の社会教育施設と学校，児童館，消費者センター，コミ

ュニティーセンター等が連携して，各施設の実施事業の情報提供や学習プログラムの開発をするた

めの共同事務局を設置して住民サービスを展開するなどの取組が行われている。こうした施設間の

連携協力は，それぞれの施設の事業内容の充実，高度化にもつながるものとして参考に値する。  

 

 ６ 市町村の広域的連携  

 

 高度な社会教育行政サービスを実現するためには，事務処理の共同化をはじめ，市町村が広域的に

連携することが有効であり，こうした連携を促進することが期待されている。 

 

   住民の活動範囲は広域化しているとともに，一つの市町村で提供できるサービスは限定されてい

る。例えば，小規模の町村では，単独で充実した博物館などを整備することは容易ではなく，市町

村が広域的に連携して社会教育行政に取り組むことが有効かつ効率的である。連携の手法として 

は，一部事務組合等による事務処理自体の広域処理化や，各市町村が共催負担金を拠出し協力して

事業を行い，事務局は持ち回りにするなどの方法がある。地方自治法上の規定により，公の施設の

区域外設置や，区域外の住民の利用について，議会の議決が必要とされているが，住民ニーズに対

応し，高度な社会教育サービスを提供するためには，サービス機能の広域的な連携協力に積極的に

取り組むことを検討する必要がある。その例として，指導者の登録，情報提供の共同実施，施設職

員の合同研修などが挙げられる。また市町村の連携協力には都道府県の支援が不可欠であり，各地

域において，恒常的な連携組織を設置するなどの工夫が考えられるよう。なお，平成10年度から  
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は，文部省の広域学習サービスに関する補助制度が開始されることとなっており，広域連携への支

援施策として期待される。  

 

第４節 学習支援サービスの多様化 

 １ 情報化時代の通信教育の在り方  

 

 社会通信教育は，生涯学習社会の実現に大きな役割を果たしてきているものの，現在の社会教育法

の規定は郵便が情報伝達手段の中心であった時代に設けられたものであり，多様なメディアが急速に

進展している情報化時代にふさわしい社会通信教育の在り方について検討する必要がある。 

 

   社会通信教育は，時間的，地理的な制約を受けることなく，いつでもだれもが学ぶことのできる

学習機会として，生涯学習社会の実現に大きな役割を果たしてきているが，近年，インターネット，

衛星通信等の情報通信技術をはじめとした科学技術の急速な進展に伴い，これらの多様なメディア

を活用することにより，情報化時代に対応した社会通信教育の発展が期待される。これらの多様な

メディアを利用した通信手段やビデオテープ，CD-ROM等の映像・音声教材を効果的に活用すること

ができるよう研究開発を促進することが必要である。  

   社会通信教育については，社会教育法第49条から第57条までに規定されているが，これらの規定

は，郵便が情報伝達手段の中心であった時代に設けられたものである。このため，同法第50条第１

項の定義等については，情報化に対応した今後の社会通信教育にふさわしい規定となるよう見直す

必要があるかどうかを検討するとともに，社会教育上奨励すべき通信教育を文部大臣が認定する 

「文部省認定社会通信教育」についても，このような新しい技術を活用した社会通信教育を認定の

対象とする等，社会通信教育の認定の在り方について検討することが必要である。  

 

 ２ 学習成果を評価するための技能審査の在り方  

 

 文部省認定技能審査制度は，学習の成果を社会的に評価するものとして，また，学習活動に励みを

与えるものとして重要な役割を果たしている。技能審査の法令上の根拠を明確にするとともに，今後

の在り方を検討することが必要である。 

 

   文部省認定技能審査制度は，青少年・成人が習得した知識・技能について，民間団体がその水準

を審査・証明する事業のうち，教育上奨励すべきものを文部大臣が認定するものであり，現在，実

用英語技能検定，日本漢字能力検定など25種目の技能審査が認定されている。この文部省認定技能

審査制度は，学習の成果を社会的に評価するものとして，また学習活動に励みを与えるものとして

重要な役割を果たしており，学校教育の現場や就職の際にも活用されてきている。  

   一方，公益法人が独自に行っている審査等を各省庁が認定等することについては，その手続等に

関する不透明性の改善が求められており，平成８年９月の閣議決定「公益法人に対する検査等の委

託等に関する基準」では，各省庁が行う認定等が法令に基づくものであること，審査等を実施する

公益法人は，法令によって指定されていることなどの要件を整えることが必要とされたところであ

る。現在，文部省認定技能審査は，昭和42年10月に制定された「技能審査の認定に関する規則」（文

部省告示）に基づき実施されているが，同閣議決定を踏まえ，その実施に関し，法令上の根拠を明

確にすることが必要である。  
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   併せて認定する団体を原則一種目一団体とする現行の認定に当っての運用の見直しを検討すると

ともに，実施団体における業務及び財務等に関する情報の公開の促進など，文部省認定技能審査が

より適切に行われるための措置を講ずることを検討していくことが必要である。  

 

３ マルチメディアの活用  

 

 マルチメディアの活用は，時間的・地理的制約を克服し，質の高い効率的な学習を可能にするもの

であり，マルチメディアを活用した新しい学習システムの開発や普及が望まれる。また，社会教育施

設におけるコンピュータの整備や，操作に関する学習機会を充実させることが必要である。 

 

   今日，社会のあらゆる分野において情報化が浸透しているが，生涯学習の振興を図る上で，マル

チメディアの活用は，時間的，地理的制約を克服し，勤労者や子育て中の人，身近に学習機会のな

い人にとって，より質の高い効率的な学習を可能にするものとして，また，障害者や高齢者等の学

習機会へのアクセスを容易にするものとして期待されている。  

   放送大学は，テレビ，ラジオの放送メディアを効果的に活用した大学通信教育の実施機関とし  

て，広く国民に大学教育の機会を提供している。平成10年１月，これまでは関東地域の一部に限定

されていた放送対象地域が，通信衛星を利用した放送により全国へ広がったところである。また，

生涯学習に関する情報の提供を充実させるため，全国的に生涯学習情報を提供する体制（まなびね

っとシステム）の整備が，西暦2000年を目標に進められているなど，マルチメディアを活用した社

会教育サービスの充実が図られているところである。  

   今後は，いつでもどこでも学習者のリクエストに応じた学習ができるシステムや，ISDN（音声，

ファクシミリ，データ，映像等の情報を大量，高品質かつ経済的に伝送することを可能としたデジ

タルネットワーク），衛星通信を活用したテレビ会議システム等による遠隔学習の実施，さらには図

書館，博物館等の有する学習素材をマルチメディアデータベース化して他の社会教育施設や学校等

において活用できるようにするなど，マルチメディアの活用による新しい学習システムの開発・普

及が望まれる。  

   こうした中，衛星通信を利用した総合的な教育情報通信システムが平成10年度に整備され，平成

11年度より運用が開始される。これは，国立教育会館（本館，学校教育研修所，社会教育研修所），

文部省本省，国立科学博物館，国立オリンピック記念青少年総合センターと都道府県・政令指定都

市の教育センター，学校及び社会教育施設等を衛星通信により結び，教育情報通信ネットワークシ

ステムの整備を図るものである。本システムを活用した全国規模の社会教育事業の実施や社会教育

職員研修の充実が期待される。  

   一方，急速な情報化は情報リテラシー（情報及び情報伝達手段を主体的に選択し，活用していく

ための個人の基礎的な資質）の不足等情報システムにアクセスすることが困難な人々，いわゆる情

報弱者を生み出す可能性がある。このため，様々な人々がコンピュータに慣れ親しみ，利用するた

めに，社会教育施設におけるコンピュータの整備やコンピュータの操作に関する学習機会を充実さ

せることなどが必要である。  

   現在，マルチメディアの活用については，社会教育分科審議会教育メディア部会において包括的

に検討しているが，引き続き検討していくこととする。  
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４ 青年学級振興法の廃止  

 

 勤労青年に教育的機会を付与するために青年学級振興法は，進学率の上昇等の社会の変化に伴い廃

止することが適当である。ただし，青年に対する学習成果の評価等，その法律の精神については，引

き続き継承していくことが期待される。 

 

   青年学級振興法は，勤労青年に教育の機会な付与するため昭和28年８月に制定されたものであ 

る。その後，進学率の上昇等によるそのニーズの低下，青年教室への予算措置などによる代替措置

の充実等の社会の状況の変化に伴い，その存続意義が乏しくなってきていることから，同法を廃止

することが適当である。ただし，同法は，青年側から学級講座の開設をもとめることができるな  

ど，学習意欲のある者にその機会を与えるという趣旨を持つとともに，青年学級を受講したことが

学習の成果として社会から評価されるなど，その法律の精神については，生涯学習社会の構築を目

指す現在においても重要である。学習したい青年に対し学習機会や学習情報を確実に提供すること

やその学習成果の評価のためのシステムを構築することなど，青年学級の精神を継承した社会教育

行政を展開することが期待される。  

 

 

 

24 生活体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ（抄） 
 

                                    平成11年６月９日 

                                    生涯学習審議会答申  

 

Ⅲ 今，緊急に取組がもとめられること  

 

２ 地域の子どもたちの遊び場をふやす  

 (3) 博物館や美術館を子どもたちが楽しく遊びながら学べるようにする  

  ○博物館や美術館は，静かに見学するだけではなく，その豊富な資料を活かして，子どもたちが自

分たちの血となり肉となるような学習ができる場として期待されています。  

  ○このため，子どもたちが主体的に五感を使って体験できるような展示や事業を展開し，楽しく遊

びながら学べる「子どもや親に開かれた施設」になるようにすることがもとめられます。 

   【当面緊急にしなければならないこと】  

    ◎ 博物館や美術館において，子どもたちが主体的に五感を使って体験できるよう，参加体験

型の展示の開発やハンズオン（自ら見て，触って，試して，考えること）活動を展開する。  

    ◎ 子どもたちの科学やものづくりへの関心を深めるには，時間を気にせずトライ・アンド・

エラーが許されることが必要であり，週末等に全国の公民館，科学館，博物館等で，地域の

教員，職人，企業の技術者等がボランティアで指導する教室を開催する。（科学技術庁と連 

携）  

    ◎ 大学や大学共同利用機関が科学系博物館等と連携し，子どもたちが 先端の研究成果に直

接触れることができるよう，科学実験体験，施設見学等を開催する。（科学技術庁と連携）  
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    ◎ 公立等の美術館，博物館において，子どもたちが美術や伝統文化に親しみ，理解を深める

機会を提供する。  

    ◎ 学校休業土曜日等の博物館・美術館の無料開放等を進める。  

 

４ 子どもたちの活動を支援するリーダーを育てる  

 (2) 学生や社会人が子どもたちの自然体験活動のリーダーとなれるよう，登録制度をつくる  

  ○どのような進路を目指す学生であっても，自然の中で子どもたちのために汗を流すことに充実感

を味わい，また，自ら選んでリーダーを目指し研鑽を積むことが誇りとなり，それが社会からも

積極的に評価されることや，このような学生が社会人になって我が国における地域の自然体験の

リーダーや支援者に育つことが期待されます。  

  ○我が国においては，青少年団体や自然体験・環境教育に取り組む様々な分野の民間団体がそれぞ

れ独自にリーダーを養成していますが，参加の広がりが乏しいのが現状です。そこで，ゆるやか

にこれらの団体が連携して，広報周知活動を行い，参加希望者のニーズにあわせて受入れができ

るようにしていけるよう，これらの民間団体間でネットワークを形成し，各団体の自然体験活動

のリーダー養成を互換しあえるようにすることが必要です。 

   【当面緊急にしなければならないこと】  

    ◎ 自然体験活動のリーダー養成の拡充とその社会的信頼性の確保のため，登録制度の確立を

目指し，調査研究を進める。登録は青少年団体，自然体験，環境教育に取り組んでいる民間

団体の間のネットワークにより民間の手で行う。各団体の養成プログラムについては，大学

の学生部の窓口を活用するなどして全国の学生に周知する。また，リーダーとしての登録情

報は，全国の子どもセンターを通じて地域の団体・グループや企業，旅行業者に提供する。  

    ◎ 高等教育機関において，自然体験活動について幅広くかつ体系的に履修できるコースの開

設など，指導者養成を推進する。授業は，社会人の学習や教員の自己研修を支援するため，

衛星通信システムを活用した公民館等での受講やインターネットの活用が可能となるようシ

ステム開発を進める。  

      また，一部の国立青少年教育施設等において，民間団体や民間教育事業者との連携によ  

り，トップランナーの養成・研修を行う。  
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25 学習の成果を幅広く生かす（抄） 
   －生涯学習の成果を生かすための方策について－ 

 

                                    平成11年６月９日 

                                    生涯学習審議会答申  

 

第４章 学習の成果を「地域社会の発展」に生かす  

 

２ 学習成果を地域の発展に生かすにあたっての課題と対応方策  

 (2) 活動の場づくり  

  ② 地域での活動参加  

   1) 公民館等の講座・学級の住民参加型の自主的な企画・運営  

     従来は，社会教育施設の専門職員が講座を企画し，また，自ら指導者として講義するものも

少なくないなど学習者が受け身で学習することが通例であった。しかし，最近では，学習者自

らが委員会を作って，学習プログラムの全体を企画したり，講師等を選定したりするなど，住

民による参加・企画型の市民講座等がでてきている。また，公民館等での学級・講座を住民の

個々の小さな学習グループごとの希望によって編成する個別運営型の講座などもある。  

     今後，行政は，行政課題に応じて自ら企画・計画する事業のほか，事業の企画・広報を行う

委員会の委員や運営スタッフ等に住民の参加を求めるなど，参加者が学習成果を生かして実際

に活動を行うような事業の実施にも積極的に取り組む必要がある。  

 

●墨田区の「すみだ生涯学習センター」 

  区民からなる学習推進委員会がセンターの学習事業「下町コミュニティーカレッジ」の

100以上の講座をすべて企画し，講師を選び調整し実施している。 

●福岡県宗像市の「市民学習ネットワーク」事業 

  他薦により認定講習を受けて登録された市民ボランティアを講師に，市民が少人数で身

近な場所で行う学習を行政が支援するもの。学級の開設は，事務局が予め広報誌で講師・

場所・時間を定めて学生を募集するもののほかに，５人以上の学習グループが事務局に申

込み，紹介された講師と相談して場所・日時が決まったら学級として成立するというもの

もある。 

●富山県「県民カレッジ自遊塾 県民教授制度」 

  県民が自己推薦により教授となり，自分の学習の成果を生かした内容での講座を企画し，

自ら講座を運営する。主として職業人を対象に，共同学習と異文化交流の場を提供するこ

とをねらいとする。県内の文化会館，公民館，レストランや喫茶店等で自由に行われる。

 

   2) 地域ぐるみの組織的活動  

     ＰＴＡ，自治会など地域の様々な団体が集まり，地域ぐるみで，子どもの健全な育成のため

に，学習し，その成果を生かした活動が求められている。  
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●川崎市「地域教育会議」 

  中学校区ごとに，PTA・子供会・町内会等の代表者，住民委員（教育に関心を持ち，地域

の人々の推薦で参加する），教職員，子ども文化センターや市民館の職員などから成る会議

体で，市民の教育に対する意見を，行政や学校，青少年団体等に反映させるとともに，地

域の学習・教育についての人々のネットワークを作ることに努めている。「教育を語る会」

の開催，学校での行事への参加，広報誌の発行，地域の教育への住民のニーズの調査など

も行う。 

 

   3) 地域の子育て支援ネットワーク  

     核家族化の進展や地縁的つながりの希薄化等を背景に，地域の親たち相互の子育てのための

支援活動が行われるようになっている。その際，地域の子育ての経験者やお年寄り等が，子育

てについての悩みやストレスを解決するため，大きな役割を果たすことが期待されている。  

 

●東京都杉並区「地域子育てネットワーク事業」 

  学校をはじめ児童館，保健所，出張所，青少年育成委員会，民生児童委員，町会・自治

会・商店会，PTA，母親クラブ，自主グループ，ボランティア等の多くの機関・団体とネッ

トワークを組み，①子育てを通じた人と人とのつながり作り，②子育て情報の交換・提供，

③子ども自身のネットワーク参加，④行政機関を開かれたものへ，⑤個別ケースでの連帯

対応，⑥行政部門間の連携を進めることを行っている。 

●岐阜県「地域子育て支援システム」 

  子育てを終わった女性を「コミュニティママ」として位置づけ（登録制），①保護者の病

気に伴う子供の世話，②保育所の保育時間前後の子供の世話，③保育所への送迎，④妊産

婦家庭の家事，⑤学校放課後の児童の世話，⑥育児相談などの子育て支援を行う。 

 

   4) 青少年の健全育成のための社会事業  

     特に 近，青少年の非行問題等が憂慮される状況となっている。これに対しては，様々な対

策を講じる必要があるが，中長期的には，子どもたちに自然の中での遊び，体験活動，サバイ

バル体験等を重ねさせることの教育上の有効性も指摘されるところとなっている。  

     従来，これらの活動は，いつも特定の同じ大人が指導者となって行われてきたが，今後は，

これまで子どもたちの活動にかかわりがなかった地域の様々な大人や学生たちが，それぞれの

学習活動の成果を生かして，活動の指導者やリーダーとして気軽に参加することができる環境

づくりが必要である。このことにより，新たな子どもたちの体験活動プログラムが展開される

こととなる。  
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26 新しい情報通信技術を活用した生涯学習の推進方策について（要旨） 
   －情報化で広がる生涯学習の展望－ 

 

                                    平成12年11月28日 

                                    生涯学習審議会答申  

 

Ｉ 生涯学習における情報化の現状と展望  

 

○ 九州・沖縄サミットやケルンサミット，Ｇ８教育大臣会合において，情報通信技術を活用した生涯

学習の可能性や拡大や生涯学習により情報リテラシーを身につける機会の拡大の重要性が指摘され

ている。  

○ 一方，現状では，職員の情報リテラシーなどの人的側面，情報機器の整備などの設備面，施設間や

学習者のネットワーク面，生涯学習用の教材などのソフト面，人間関係の希薄化などの情報化の「影」

の部分への対応において，解決すべき課題が多い。  

○ 情報通信機器の活用により，学習者の意欲の高まり，学習資源・機会の拡大，学習方法の変化によ

る主体的な学習の可能性，地域づくり・まちづくりの推進などが期待される。  

 

Ⅱ 新しい情報通信技術を活用した生涯学習施策の基本的方向  

 

○ 情報弱者となる可能性のある社会人や高齢者に対する情報リテラシーの学習機会を拡充することが

必要。  

○ 情報リテラシーを身につける際には，情報機器の操作だけではなく，主体的な情報収集・選択・活

用能力，情報発信能力，情報社会における規範や自己責任能力，危機管理能力，社会の中での実体験

とのバランスの取り方などを身につけることが必要。  

○ 生涯学習関連施設は，人々の多様な学習需要に対応するため，それぞれの特色を生かしつつ情報化

を進めることが必要。  

○ 特に，公民館や生涯学習センターは，学習機会やボランティアなど地域の様々な情報を提供する「地

域の大人センター」の役割を担うとともに，大学等の公開講座を受講できるようにするなどの多様な

学習機会を提供することにより，人々が集い共に学ぶ場となることが必要。  

○ また，高等教育機関（大学，短期大学，高等専門学校及び専修学校）は，地域住民に対する情報リ

テラシーの学習の場や機会の提供とともに，衛星通信やインターネットを活用して各大学等の公開講

座を全国津々浦々の人々に提供していくなどの取組みが重要。  

 

Ⅲ 当面推進すべき施策  

 

○ 情報社会による恩恵をすべての人々が受けることができるようにするため，情報リテラシーを身に

つける学習機会の拡充，特に，基礎的な技能を習得するため講習の機会の拡大が急務であり，地方公

共団体が自主的に行う講習会の開催を支援することが重要。  

○ 生涯学習行政に携わる職員が，必要とされる情報リテラシーを計画的に身につけるため，生涯学習

センター等において情報リテラシーに関する研修機会を充実するほか，国においては地方公共団体に
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おける研修に対し支援するなど，研修・養成体制の整備が重要。  

○ 学習者のだれもが情報リテラシーを身につけるための機会を 大限に確保できるようにするため，

まず，基礎的な環境整備として身近な生涯学習関連施設において，緊急に必要な情報機器を整備する

ことが必要。  

○ 大学等の公開講座を全国の公民館で受講できるようにするため，公開講座を提供する大学等とそれ

を受信する公民館等を結びつけ，衛星チャンネルを借り上げ，受講料の徴収，テキストの配布などを

行う総合的なシステムの構築について検討することが必要。  

○ 大学・大学院レベルの学習機会を充実するため，現在制度化されている通信制大学院修士課程の一

層の設置の促進を図ることや，今後，通信制大学院博士課程の開設について検討することが必要。  

○ 放送大学において，デジタル・デバイド対策として，アジア地域を中心とした発展途上国における

人材育成に資するための遠隔教育手段を活用した高等教育レベルの教育協力を推進するなど関係機

関と連携しながら国際協力について検討することが必要。  

 

 

 

27 新しい時代における教養教育の在り方について（抄）  
 

                                    平成14年２月21日 

                                    中央教育審議会答申  

 

第３章 どのように教養を培っていくのか  

 

第３節 成人の教養の涵養  

 (2) 具体的な方策  

  ② 大人が教養を高めるために学ぶ機会を充実する  

    大人が生涯を通じて学び，考え，教養を高めていく機会を充実する必要がある。併せて，民間

の教育事業として行われるもの，公的な機関で提供されるものなど，様々な形で提供される学習

機会に関する情報提供の仕組みを充実するとともに，学んだ成果を社会の中で生かす仕組みの充

実を進める必要がある。  

 

◇多様な学習機会の充実 

  成人の教養を高めるための多様な学習機会の整備が必要である。例えば，親としての心構え

や役割，地域での活動の在り方を学ぶ機会や，老いや死などに向き合い，人生の円熟期を豊か

に過ごすための学習機会などは今後特に重要となる。社会生活を営む上で必要な実践的・制度

的な経済知識を身に付けるために学ぶ機会や，社会の第一線で働く人が学位取得を目指して

学習する機会，国際社会で適用する高いレベルの教養を身に付けるための学習機会も重要で

ある。さらに，転職や再就職の際にも，視野を広げ，関連する分野についての知識を深めるよ

うな教育の機会を整備するなどの配慮が望まれる。 

◇学びやすい環境の整備 

  就職後間もない若い時期から高齢期に至るまで，成人が時間的，地理的，経済的制約を超え
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 て学びやすい環境を整備することが必要である。大学や専修学校等における社会人受入れの

大幅な拡充や，交通至便な場所へのサテライトキャンパスの設置，放送大学をはじめ情報通信

技術やインターネットを活用した学習機会の充実とともに，奨学金事業の充実など学習に対

する経済的支援を充実することが求められる。さらに，成人の身近な学習の拠点として地域の

図書館の整備やその機能の充実を図る必要がある。親子連れ向けの演奏会・演劇やサービスの

充実など多様なニーズに対応できる学習環境の整備も重要である。また，これらをより有効に

活用することができるよう，情報提供の仕組みの充実が求められる。 

◇学習成果を社会に生かす仕組みの整備 

  住民が学習の成果を生かし，まちづくりや学校の教育活動の支援などに取り組むことを通

じて，参加者自身も楽しみながら，新しいコミュニティを形成することが期待される。その際，

学校や公民館等を地域の学習グループやNPOの活動拠点として積極的に位置付けるべきであ

る。 

  また，自分の経験や能力を生かし，NPO等で生きがいをもって働くことを望む人も増えてお

り，こうした働き方やNPO活動の意義が社会の中で更に認知され，評価されるような雰囲気を

作っていくことも重要である。 

 

 

 

28 青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について（抄）  
 

                                    平成14年７月29日 

                                    中央教育審議会答申  

 

Ⅱ．奉仕活動・体験活動をどのように推進していくのか  

 

   （略）  

 

３．18歳以降の個人が行う奉仕活動等の奨励・支援 

  ～奉仕活動を日常生活の一部として気軽に行う～  

   （略）  

 

 (3) 個人が参加できる多彩なプログラム等の開発・支援  

   （略）  

  2) 身近に参加できる魅力あるプログラムの開発 

    活動を行う主体や，活動分野などそれぞれの特性を踏まえつつ，参加者の能力や経験，興味や

関心に応じて身近に参加できるように多彩な活動の機会が用意される必要がある。  

    活動プログラムの開発に当たっては，例えば若者を引き付けることができるようにゲーム性や

娯楽性を持たせたプログラムや，親子で参加できる活動，中高年齢者が技能や経験を生かしてで

きる活動など，活動に参加する者の特性に応じた配慮が必要である。また，プログラムのアイデ
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アを公募したり，各分野で活動する多彩な人材の参加協力によるプログラムなどの工夫も求めら

れる。特に，今後，本格的に高齢化社会を迎える我が国において，高齢者が社会とのかかわりを

維持し，活力を持ちながら生きることができるように，社会参加の場として高齢者のボランティ

ア活動の機会を拡充していくことが必要である。  

    さらに，地域においては，環境保全，国際理解，高齢化社会への対応など現代的課題の学習機

会が充実されてきており，また，ＩＴ普及国民運動の一環としての全国民を対象としてのＩＴ講

習が実施されたところである。こうした学習の成果等を活用した活動の機会の提供やプログラム

開発についても検討することが適当である。  

   ① 公共施設等におけるボランティアの受入れの促進  

     近年，社会人，主婦，退職者等が，知識や経験，技術を生かして，地域の学校，社会教育施

設，青少年教育施設，文化施設，スポーツ施設・病院などの公共施設においてボランティア活

動を行う例が増えている。例えば，学校での教科や部活動の指導，地域でのスポーツや文化活

動の指導，公民館，図書館等社会教育施設でのボランティア，博物館・美術館等でのガイドボ

ランティア，スポーツ大会での組織運営・通訳など幅広い活動が行われている。こうした活動

は個人の能力や経験，学習成果を生かし日常的に取り組めるものであり，活動の裾野
す そ の

を広げる

上で意義が深い。また，地域に開かれた施設としての事業や運営の改善充実や活性化に資する

面も大きい。  

     このため，公共施設等においては，ボランティアの受け入れ・活用を組み込んだ事業の運営，

施設の担当者の指定，ボランティア及び職員双方への研修など受入れに必要な環境整備を行う

ことを求めたい。  

     さらに，特別非常勤講師制度，スポーツや文化の指導者派遣制度など学校教育への社会人の

活用のための施策の一層の充実を図る必要がある。 

   （略）  

 

４．国民の奉仕活動・体験活動を支援する社会的仕組みの整備  

 

 奉仕活動・体験活動を支援していくためには，個人，ボランティア団体，企業，学校及び行政

などが共に協力して，推進体制をつくっていく必要がある。 

 そのため，国，都道府県，市区町村のそれぞれのレベルで，関係者による連携協力関係を構築

するための協議の場（協議会）や，活動に関する情報提供，相談・仲介などを通じて個人，学校，

関係団体等が行う奉仕活動・体験活動を支援する拠点（センター）を設ける必要がある。 

 また，こうして推進体制が有効に機能していくためには，ａ）だれもがいつでも容易に必要な

情報を得ることができ国及び地方を通じた情報システムの構築，ｂ）地域におけるボランティア

団体，受入施設，送出施設など関係機関・団体等が日常的に連絡・交流する市区町村のセンター

等を中心とした地域ネットワークの形成，ｃ）センター等において活動が円滑に実施されるため

に必要な連絡調整等を担うコーディネーターの養成・確保が求められる。 

 

  奉仕活動・体験活動に関する現状及び課題を踏まえ，個人，学校，関係団体等の活動を支援できる

ような以下のような仕組みを作ることが有効である。 
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 (1) 奉仕活動・体験活動を支援する仕組みづくり  

  1) 協議会・センターの設置  

    特に学校内外での青少年の奉仕活動・体験活動の円滑な実施のためには，国，都道府県，市区

町村のそれぞれのレベルで，ボランティア推進団体，学校，関係行政機関をはじめ関係者による

連携協力関係を構築するための協議の場（協議会）を設けるとともに，コーディネーターを配置

し，活動に関する情報提供，相談・仲介などを通じて，奉仕活動・体験活動を支援する拠点を設

けることが必要である。このような拠点は，一般の社会人や学生等の活動のセンターとしても機

能し得ると考えられる。  

    また，協議会やセンターの設置・運営，さらには各種施策等の展開に当たっては，国レベルに

おける関係府省や全国規模の関係団体等による連携はもとより，地方においても教育委員会と首

長部局，さらには行政と学校，社会教育施設，青少年教育施設，社会福祉協議会等の関係団体，

地域の経済団体，地域の代表者など活動にかかわる様々な関係機関・団体等の密接な連携が必要

である。  

    なお，協議会については，関係する行政部局が多く，広く関係団体等の協力を得ることが必要

であるため，ネットワーク作りなど行政が一定の役割を果たすことが適当である。  

    一方，センターについては，既に蓄積されたノウハウ等を活用するとともに，機動的かつ柔軟

な運営を確保するため，教育委員会など行政がその機能を担うほか，状況に応じてボランティア

推進団体等にゆだねることも有効である。特に市区町村のセンターについては，幅広い関係団体

等との協力関係が構築できる場合には，教育委員会のほか，社会福祉協議会ボランティアセンタ

ーその他既にコーディネート等を活発に行っている団体等にゆだねるなど地域の実情を勘案した

柔軟な対応が適当であると考えられる。  

 

奉仕活動・体験活動を支援する仕組み（イメージ） 
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 2)  国及び地方を通じた情報システムの構築 

    だれもがいつでも容易に必要な情報を得ることができるシステムが求められる。 

    特に市区町村，都道府県レベルでは，前述のセンターを中心に，既存のボランティア活動や体

験活動に関する情報データベース等を活用しつつ，地域内の活動の場や指導者，活動団体や活動

プログラム等に関する情報を整理し，活動を始めようとする個人，学校関係者，ボランティア活

動関係者等様々な個人や団体の求めに応じて必要な情報を提供するシステムを構築する必要があ

る。  

    国レベルにおいても，関係府省，ボランティアや体験活動にかかわる関係機関・団体等が連携

協力し，全国的なボランティアや体験活動に関する情報等を利用しやすい体系に整理し，上記の

地方のセンターの情報とともに関連するすべての情報が総覧できる情報システムの構築が必要で

ある。その際，利用者が居住する地域以外の情報も容易に入手できるように配慮することが大切

である。  

    なお，情報システムの整備に当たっては，可能な限り広く収集し掲載することが適当である  

が，例えば，特定の団体の誹謗
ひ ぼ う

中傷，政治や宗教への利用など不適切な活動の可能性があると判

断される場合には管理者で削除するなどの規則を決めておくことが適当である。また，指導者等

の人材等についての情報の登録に当たって，センターのコーディネーターなどが適切な判断を行

うことが適当である。  

    さらに，将来的には，国及び地方を通じて，各種情報をデータベース化し，活動分野，年齢，

親子など参加形態，地域等により参加し得る活動が検索できるシステムや，生涯学習の視点を踏

まえた活動手法や活動事例などの情報提供，希望団体自体による情報提供のために開放できる場

の提供などの工夫が求められる。  

 

 (2) 地域ネットワークの形成  

   奉仕活動・体験活動を日常的な活動として，着実に実施していくためには，市区町村のセンター

のほか，地域の実情に応じて，社会福祉協議会，自治会，民生委員，青年会議所，商店会等地域の

団体が連携協力して，小学校区単位で公民館や余裕教室，地区センター等を活用し，地域住民が日

常的に活動に取り組むために集うことができる身近な地域拠点（地域プラットフォーム）を整備す

ることも有効であると考えられる。ここでは，市区町村のセンターを補完して，身近な活動の場の

開拓や地域住民の活動への参加を促すことが想定される。  

   一方，地域住民の生活圏域に応じた広域的な活動の要請にこたえるため，例えば，市区町村単位

などで，県内のボランティア推進団体，大学，NPO等が連携協力して，広域的な拠点（広域プラット

フォーム）を整備していくことも検討に値する。  
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地域ネットワークのイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) コーディネーターの養成確保  

  1) コーディネーターに期待される役割  

    コーディネーターは，奉仕活動・体験活動の推進において重要な存在であり，センターないし

仲介機関にあっては，活動参加を希望する者と活動の場を円滑に結び付けるため，活動の準備，

実施，事後のフォローアップなど活動の各過程を通じて，参加者に対する活動の動機付け，情報

収集・提供，活動の場の開拓，受入先の活動メニューの提供，活動の円滑な実施のための関係機

関等との各種の連絡調整などの役割を担う。  

    また，学校などの参加者を送り出す施設や福祉施設などの参加者を受け入れる施設にあって 

も，コーディネーターの役割を担う担当者が必要であり，送出し側では事前指導や関係機関等と

の連絡調整，受入れ側では参加者へのガイダンス，活動内容の企画，施設内での連絡調整等の役

割を担う。  

  2) 養成・確保  

    コーディネーターには，ボランティア活動や体験活動，企画・広報，面接技法等に関する専門

的知見とともに，関係機関との人的ネットワークやその背景にある豊かな人間性など幅広い素

養・経験等が求められる。さらには，活動の適正さを確保するため，活動に関する情報や団体や

人物に対する確かな目利きといった能力も必要である。このため，関係する行政部局や団体等の

協力を得つつ，都道府県と市町村が共同して人材の積極的な発掘，計画的な養成が必要である。  

    コーディネーターの養成については，社会福祉協議会，ボランティア推進団体，教育委員会，

スポーツ団体，青少年団体をはじめ，関係機関・団体等が連携協力して，養成講座の体系化を図

り，養成講座を共同で開設することや，さらには関係機関・団体が協力して養成のための各種の

モデルプログラムの開発等を行うことも検討する必要がある。また，受講者の経験や知識のレベ

ルに応じた必要事項の補完や，担当する分野の特性に応じた多様なプログラムを用意する必要が
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あることから，基本的には一定人数をまとめ得る都道府県単位で養成講座を行うことが効果的と

考えられる。  

 

 (4) 行政機関におけるボランティア活動や体験活動を担当する部局の設置・明確化等  

   ボランティア活動や体験活動を効果的に推進していくためには，行政機関とNPO，ボランティア団

体その他関係団体などが連携・協力しやすい仕組みを作ることが重要である。また，活動を行おう

とする個人にとっても，行政機関の窓口が明確であれば，情報提供や相談対応を求めることがで  

き，活動に気軽に参加しやすくなる。そこで，各行政機関等に，これらの活動を担当する部局を設

置（「ボランティア課」等），又は明確化し，それらの推進に取り組むとともに，国民にアピールす

るなどの取組も求められる。  

 

 

 

29 「今後の生涯学習の振興方策について」（審議経過の報告）の概要  
 

                               平成16年３月29日 

                               中央教育審議会生涯学習分科会  

 

１ 審議の経過 

 

 生涯学習分科会は，平成15年７月以降，生涯学習の振興方策全般について議論を行ってきた。これま

での振興施策や生涯学習振興の現状等について委員間の自由討議，関係者からのヒアリング等を行いつ

つ，審議を進め，今回，これまでの審議の経過を審議経過の報告として一旦まとめてみたものである。  

 

２ 報告案の概要 

 

１ 生涯学習振興施策の経緯 

・昭和56年の中教審答申，昭和59～62年の臨教審答申等を踏まえ，生涯学習の振興に努力。 

・平成２年の生涯学習振興法の制定等により，国，都道府県，市町村の生涯学習振興のための体制整

備等（生涯学習担当部局，生涯学習審議会の設置等）は一定程度進展。また，平成13年の社会教育

法の改正により，家庭教育支援や奉仕活動・体験活動推進のための行政体制の整備などは一定程度

進展。 

 

２ 施策の課題 

・生涯学習が，学校教育，社会教育，家庭教育，民間の行う各種の教育・文化事業・企業内教育等に

わたるあらゆる教育活動，及び，スポーツ活動，文化活動，趣味・レクリエーション活動，ボラン

ティア活動などの学習の中で行われるものであることが行政関係者等に浸透していない。生涯学習

と社会教育との混同が見られる。 
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・公民館，図書館等の関係機関の取組が現在の社会の要請に必ずしも適合していない面がある。 

・学習機会の提供，関係機関・団体等の間の連携，学習成果の評価・活用についても，様々な課題あ

り。 

・生涯学習振興の基本的考え方が必ずしも明確に示されていない。 

 

３ 今後の生涯学習振興方策の基本的方向

１．生涯学習を振興していく上での基本的考え方 

  人々が，生涯のいつでも，自由に学習機会を選択して学ぶことができ，その成果が適切に評価さ

れるような「生涯学習社会」の実現が目標。 

  そうした「生涯学習社会」は， 

① 「個人の需要」と「社会の要請」のバランスを保つ。 

② 生きがい・教養・人間的つながりなどの「人間的価値」の追求と「職業的知識・技術」の習得の

調和を図る。 

③ これまでの優れた知識・技術や知恵を「継承」しつつ，それを生かした新たな「創造」を目指す。

 ことにより，絶えざる発展を目指す社会。 

２.生涯学習を振興していく上で今後重視すべき観点 

 (1) 国民全体の人間力の向上 

   国として，自立した個人の資質・能力の向上を通して，国民全体としての資質・能力の向上を

目指すため，生涯学習の振興を図る。 

 (2) 生涯学習における新しい「公共」の視点の重視 

   個人が社会に主体的に参加・参画することにより，新しい「公共」を形成するという視点に立

って，社会をつくり，社会の活性化を図ることを目的とする。 

 (3) 人の成長段階ごとの政策の重点化 

   人が成長する各段階ごとの課題を明らかにし，実施主体間の役割分担を明確にして連携を図

り，緊急かつ重大なものに重点的に対応していく。 

 (4) 国民一人ひとりの学習ニーズを生かした，広い視野に立った多様な学習の展開等 

   若者を含むあらゆる層の学習者の多様なニーズへの対応やあらゆる資源の把握と有効活用な

ど，多様な学習の展開等により，人間的価値の追求と職業的知識・技術の習得を実現する。 

 (5) ＩＴの活用 

   ＩＴの活用を大幅に拡充することにより，時間的・空間的制約を越えた学習機会の提供や，学

  習資源の蓄積・共有を促進する。 

 

４ 近年の社会の変化と今後の重点分野 

従来の重点分野 

１．社会人を対象としたリカレント教育の推進 

２．ボランティア活動の支援・推進 

３．青少年の学校外活動の充実 
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４．現代的課題に関する学習機会の充実 

 （例．健康，家庭，まちづくり，高齢化社会，男女共同参画型社会，科学技術，国際貢献，環境等）

（平成４年生涯審答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」において指摘。）

 

 

近年の社会の変化 

・少子高齢化社会の進行      ・高度情報化の進展と知識社会への移行 

・産業・就業構造の変化      ・グローバル化の進展 

・科学技術の進歩         ・家庭の教育力・地域の教育力の低下 

（中教審答申（平成15年３月20日））

 

留意すべき点 

・景気の低迷等による若者のフリーター・失業者の増加等雇用問題への対応 

・近年の都市化，核家族化，少子化等による家庭の教育力の低下への対応 

・地縁的なつながりの減少等による地域の教育力の低下への対応 

・団塊の世代の高齢化による高齢者の増加に伴う医療費等の社会保障関係経費の増加等の問題への対

応 

・グローバル化による産業の空洞化，少子高齢化等による地域社会の活力の低下への対応 

 

 

国，地方公共団体，関係機関・団体等は，以下の分野に重点的に取り組むことが必要。 

 

今後の重点分野 

１．職業能力の向上 

２．家庭教育への支援 

３．地域の教育力の向上 

４．健康対策等高齢者への対応 

５．地域課題の解決 

 

５ 関係機関・団体等の活動の活性化のために

 

 １．公民館，図書館，博物館等の社会教育施設 

 

○共通の課題 

 ・開館時間の延長等の住民サービスの向上 

 ・施設の高度情報化 

 ・広域的な連携のためのネットワークの拡充 
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○公民館 

 ・社会の要請に的確に対応し，子どもや若者，働き盛りの世代も含めて，地域住民全体が気軽に集

える，人間力の向上等を中心とした，コミュニティーのためのサービスを総合的に提供する拠点

へと改善を図る。 

 

○図書館 

 ・いつでも学習できる，教養の向上や実学のための地域の学習と情報の拠点として，設置数，サー

ビスの質を大幅に向上。 

 ・レファレンス機能の充実のほか，横断的な蔵書の検索・予約，外部データベースの利用等情報化

への対応。 

 

○博物館 

 ・文化・文明の継承や，自然や環境の保全，知的生産の成果へのアクセス，国民全体の教養の向上，

地域への学習資源の提供，郷土の文化の振興，地域の個性の確立，観光の拠点に。 

 ・子どもや外国人へのサービスの充実のため，例えば，外国語に堪能なボランティアを配置するな

ど，ボランティアの積極的な活用を促進。 

 

 ２．大学等 

 

 ・社会人の受入れなど生涯学習機能をより一層果たすことが必要。このため，社会の要請にこたえ

たカリキュラム編成や実践的能力を持つ教員を広く社会から受け入れるなど生涯学習のニーズ

に対応した効果的な教育を達成することが重要。 

 

 ３．国・地方公共団体等と関係機関・団体等との関係の見直し 

 

 ・国・地方公共団体とNPO・地域住民等との関係を，対等な立場の下に，積極的に協力し合う「協

働」へと変えていく。 

 

 ４．学習成果の評価を舌用 

 

 ・学習成果を地域社会に還元し，地域の活性化や発展につなげる。 

 

 ５．生涯学習振興を担う職員等の在り方 

 

 ・図書館の司書等の生涯学習の振興を担う人材の資質・能力の向上を図る。 
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６ 国.地方公共団体の今後の役割等 

 

【国，都道府県，市町村の現状】  

 ・地方分権や市町村合併が進展。また，国，都道府県，市町村の財政状況は非常に厳しく，民間の役

割の重要性が増大。  

 ・国の情報が市町村に十分に伝わっていない，市町村等の実態が国に十分に伝わっていないとの指摘

もある。  

 ・そこで，今後は，国，都道府県，市町村の役割や関係を以下のように変えていくことが求められる

（法制度等の見直しの検討も必要。）。  

 

 

１．基本的考え方 

 (1) 国，都道府県，市町村の役割等 

 市町村  

○住民に も身近な行政機関として，地域住民等と協力して， 

 ・社会の要請・地域住民全体の多様な需要の双方に対応した学習機会の提供，図書館の整備など地

域住民の生涯学習の支援 

 ・生涯学習を通じた地域づくり 

  等を主体的に実施。 

 都道府県  

○市町村を包括する広域の地方公共団体として， 

 ・大学，専門学校，民間教育事業者，職業訓練施設，公民館等との広域連携の機能を強化（学習情

報の提供，学習成果の評価，関係機関・団体等のコーディネートや学習相談を行う人材の養成等）

○市町村を補完する立場で， 

 ・ＩＴの活用等を支援 

 国  

○自立した個人の資質・能力の向上を通して，国民全体としての資質・能力の向上を目指すことをナ

ショナルミニマム（国民の 低限度の生活水準）の確保のために必要不可欠なものとして位置づけ

ることが必要であるとともに，都道府県や市町村を補完する立場から生涯学習の振興を図ることが

必要。 

以下の施策に重点的に取り組む。 

 ・大学等における社会人の受入れの促進のための支援 

 ・行政上の喫緊の課題として重点的に取り組むべき課題への対応 

 ・都道府県，市町村では対応が困難な施策の実施（図書館の蔵書，博物館の収蔵品の全国的情報提

供システムの構築等） 

 ・ＩＴの活用等についての競争的資金の調査研究 

 ・人材養成（図書館の司書等に対する研修・研修教材の作成等） 

 ・市町村等の現場の実態の把握，先進事例の収集・情報提供，これらに関連しての都道府県や市町

村と，大学や民間教育事業者，NPOなどのコーディネート 
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 (2) 国，都道府県，市町村の関係 

 ・国は補助金の交付やそれに伴う指導・助言を中心とした関係から，対等・双方向の関係へと変え

る。また，国は，都道府県や市町村の提言を取り入れ，都道府県は，市町村の提言を取り入れる

よう努める。このほか，国，都道府県，市町村は，民間の提言を取り入れるよう努める。 

 (3) 地域の実情に応じた施策の在り方 

 ・地方公共団体の財政能力や，大学や民間教育事業者，NPOの数などの状況が異なるため，大都市，

中小都市，町村などの地域の実情に応じた施策の在り方を考える。 

 

２．行政内部の連携の在り方 

 ・特に，職業能力開発分野について，文部科学省と厚生労働省との連携を強化するなど，関係各省

との連携を強化する。 

 ・教育委員会と首長部局の人づくり・まちづくりに関する部局等との連携の推進などにより，多角

的な行政を展開する。 

 

 

 

30 新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について（中間報告）  
 

                               平成19年１月30日 

                               中央教育審議会生涯学習分科会  

 

はじめに 

 

 平成17年６月13日，文部科学大臣から中央教育審議会に対し，「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興

方策について」諮問が行われた。  

 諮問後，本審議会では，生涯学習分科会において，新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策として，

「(1)国民一人ひとりの学習活動を促進するための方策」と「(2)地域住民等の力を結集した地域づくり，

家庭や地域社会における子どもの育ちの環境の改善のための方策」を中心に，制度の在り方を含め，具

体的な方策について検討を重ねてきた。  

 平成17年７月には，「国民の学習活動の促進に関する特別委員会」及び「家庭・地域の教育力の向上に

関する特別委員会」を設置し，審議を進めた。 

 両特別委員会では，調査審議を行い，それぞれ「審議状況について」を取りまとめ，平成18年８月，

生涯学習分科会に報告を行った。その後，さらに具体的検討が必要な課題を扱うため，「生涯学習を推進

する人材の育成及び確保の在り方に関する作業部会」及び「学習成果の評価の在り方に関する作業部会」

を設置し，審議を進めてきた。本中間報告は，これらの審議の内容を整理したものである。 

 また，平成18年12月22日に公布・施行された改正教育基本法において，「教育の目標」，「生涯学習の理

念」，「家庭教育」，「社会教育」及び「学校，家庭及び地域住民等の相互の連携協力」等が規定されたが，

これらの観点を重視しつつ，本審議会としては，本中間報告に対する各方面からの御意見を頂き，さら

に必要な制度の在り方等について議論を深め，今後，より具体的な答申を取りまとめていきたいと考え
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ている。  

 

１．今後の生涯学習振興方策の基本的考え方  

 

 (1) 生涯学習を振興していく上での基本的考え方  

  ○ 近年，フリーターやニートの増加や中高年の再雇用問題等の課題がある中，国民一人一人が，

生涯を通じて，職業能力を高め，新しい知識・技術等を習得していくための環境整備が求められ

ている。また，少子高齢化，核家族化，都市化，情報化等の経済社会の変化や人間関係の希薄化，

地域における地縁的なつながりの希薄化などにより，家庭や地域における教育力が低下している

ことも指摘されている。こうした様々な社会的な課題が指摘されるとともに，学習意欲の低下や，

子どもたちに基本的な生活習慣が身についていないこと，自然体験等の体験活動や読書活動の不

足，学力や体力，コミュニケーション能力の低下など子どもたちに関わる課題も指摘されている。  

  ○ 前述のような課題に対し，国民一人一人が，自己の人格を磨き，豊かな人生を送ることができ

るよう，その生涯にわたって，あらゆる機会に，あらゆる場所において学習することができ，そ

の成果を適切に生かすことができるような環境を整え，国民一人一人の資質・能力の向上を通し

て，社会全体の活性化を図っていく生涯学習社会の実現を目指すことが極めて重要である。  

  ○ また，天然資源に恵まれない我が国においては，人材こそが資源であることを再認識し，「子ど

もは社会の宝，国の宝」であるという考え方に基づき，学校や家庭，地域など社会全体で，新し

い時代を切り拓く心豊かでたくましい人材を育成するため，家庭や地域の教育力の向上を図るた

めの方策を講ずることが急務である。  

  ○ このため，今後，次のような基本的な考え方の下に，学校・家庭・地域が連携協力しながら，

それぞれの教育力の向上を図るとともに，社会全体で生涯学習社会の実現を目指すことが重要で

ある。 

   ① 「個人の要望」と「社会の要請」のバランスを確保する。  

   ② 「生きがい・教養」だけでなく「職業的知識・技術」を習得する学習を強化する。  

   ③ これまでの知識・技術・経験を「継承」しつつ，それらを生かした新たな「創造」により，

社会の発展を目指す。 

 

 (2) 今後重視すべき視点  

  ① 国民の学習活動を促進するために必要な５つの視点 

   ア．国民全体の人間力の向上  

     国民の学習活動を促進することは，一人一人が健康で心豊かな生活を送り，人や社会とのつ

ながりを築く力や職業生活に必要な知識・技術を習得し，社会を支え発展させることができる

人間力を向上させるとともに，ひいては我が国全体の知識基盤を強固なものとし，経済・社会

の持続的発展に資するものである。  

     また，学習活動は，一面で健康増進による社会保障費の節減，安全・安心な地域づくりの促

進など，社会のセーフティーネット作りに貢献するといった効果もある。このため，国や地方

公共団体等を中心として，国民の学習活動を積極的に支援することが必要である。 

   イ．「公共」の視点の重視 

     自らの知識・技術・経験を生かしたいと考えている人々が地域や社会の課題解決や形成に主
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体的に参画し，活躍することが求められている。このため，地域や社会の課題や歴史・文化な

どに関する学習活動の支援を行う必要がある。 

     また，住民が，学校・社会教育施設・企業・ＮＰＯ等の民間団体等との協働の中で，自らの

意思に基づいて，社会の課題の解決に取り組んでいく学習活動を支援する必要がある。 

   ウ．人の成長段階に即した多様な選択肢を提供する政策の重点化  

     人生のある段階の一度の選択でその後の人生の全てが決まってしまうことなく，国民一人一

人が，生涯にわたって主体的に多様な選択を行いながら人生を設計していけるよう，学習する

意欲や習慣を身につけ，いつでも「学び直し」が可能な環境整備を行うことが重要である。こ

のような視点から，各成長段階に応じて必要とされる知識・技術を習得する学習ができるよう，

政策の重点化を図ることが重要である。 

   エ．実社会のニーズを生かした多様な学習機会の提供  

     国民一人一人が学んだことを職業や社会活動に生かせるよう，学習内容を充実していくこと

が必要である。このため，社会教育施設・大学・専修学校等の学習機会の提供者は，地域や社

会の課題，産業界，関係団体等のニーズを適切に把握し，反映した上で，多様な学習機会を提

供することが重要である。 

   オ．情報通信技術の一層の活用  

     インターネット等情報通信技術は，時間的・地理的制約などの生涯学習を振興する上での制

約要因を解消し，生涯にわたる学習機会の選択肢を多様で豊かなものとするとともに，高齢者

や障害者等に対する学習環境の充実や仕事や子育てとの両立のための方策としても有効であ

る。このため，情報通信技術を活用した具体的方策の充実を図ることが重要である。  

 

  ② 家庭の教育力向上に必要な３つの視点  

   ア．親と子どもの主体的な「育ち合い」（共育）  

     親も子育てを通じ親として成長するものであり，親も子どもも共に育ち合うというスタンス

に立ち，親の能力もうまく引き出しながら，親子共に自立的に成長していくための支援につな

げることが必要である。 

   イ．地域全体での子育ての「支え合い」（共同）  

     子育てについては，家庭だけではなく地域全体のものとしてより広くとらえるべきである。

子どもは「親の子」，「家族の子」として育てるとともに，「地域の子」，「社会の子」として，

地域全体で支え，育てていくことが大切である。 

   ウ．多様性の認識の「分かち合い」（共生） 

     家庭教育などの在り方や行政の支援を考える際には，家庭教育には多様なスタイルがありう

ることを理解し合い（分かち合い），常に基本に据えておく必要がある。  

 

  ③ 地域の教育力向上に必要な３つの視点 

   ア．地域全体での子育て「支え合い」（共同）  

     地域全体で「地域の子」，「社会の子」として子どもを見守り，子育て家庭を支援していこう

とするという意識変革が大切である。また，個々の親の責任という観点だけから考えるのでは

なく，地域社会を見据えた視点が必要である。 

   イ．地域の課題解決は地域自身の手で「助け合い」（共生）  
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     地域の課題は地域の人々自身が解決するという住民自治の理念を具体的に実現していくため

には，地域の人々が社会に関わる力を向上させていくことが大切である。 

   ウ．家庭や地域の教育力と学校教育の効果的な連携「つながり合い」（共育）  

     学校が地域の教育の一主体として，保護者や地域住民・団体と対等な協働関係を作っていく

ことが必要である。また，地域の大人たちが学校に協力することは，大人自身の持つ知識・技

術・経験を生かすとともに，生きがいづくりにも資するものである。 

 

２．国民の学習活動を促進する具体的方策  

 

 (1) 「学び」の機会を総合的に提供・支援するシステムの構築  

  ○ 就業・起業やボランティア活動等社会参加等の新たなチャレンジをしようとする人に対し，地

域や社会，産業界のニーズを具体的に把握・明確化し，キャリア形成支援を含めた学習相談を行

うとともに，必要な知識・技術が修得できる学習機会を，大学・専修学校・企業・ＮＰＯ等の民

間団体等の協力を得つつ社会教育施設等において提供するなど，学習相談から社会参加までを一

貫して支援する学習支援システム（ワンストップ･サービス）を構築する。その際には，産業界・

大学・専修学校・行政・ＮＰＯ等の民間団体等の連携を強化する必要がある。  

  ○ あわせて，このような取組を進める民間団体等の自立的，継続的な活動を支援するため，民間

の資金の活用も含めた財政的な基盤を確立する方策を検討することが重要である。  

  ○ 社会教育施設・大学・専修学校・企業・ＮＰＯ等の民間団体において，社会人のキャリアアッ

プや地域活動の参加に役立つ実践的な教育プログラムを共同で開発し，このような教育プログラ

ムの学習成果が広域的に通用し，活用されるようその普及を図る。  

  ○ また，従来企業内で行われていた個人の能力開発について，近年「会社主導から，自助努力へ」

という傾向が中小企業を中心に強くなっていることや，非正規社員の学習機会が少ないことを踏

まえ，地域のニーズに応じて社会教育施設等において提供される学習プログラムや学習相談の機

会については，情報通信技術を活用しつつ，広く提供するような学習支援に関する取組を支援す

ることが重要である。  

  ○ また，地域や社会が求める一定の能力を証明し，職業や社会活動に生かすため，大学等によっ

て提供される比較的短期の教育プログラムを受講して得られた学習の成果に対し，学位以外の一

定の「履修証明」を与える取組が考えられる。  

  ○ 放送大学においては，生涯学習機関として広く国民に大学教育の機会を提供し，大学進学や大

学院教育の機会の充実等により生涯を通じた学びの機会の拡大を図ってきたところであり，一定

の科目群を学んだ学生に対して学位以外の履修証明を与える制度（「科目群履修認証制度」）の導

入や，社会人等の再チャレンジ（「学び直し」の機会の充実）のため教員・看護師の関連免許取得

等のキャリアアップの機会の充実を図っている。今後，このような制度や取り組みが社会的に活

用されるよう支援することが必要である。  

  ○ 今後，情報通信技術の発展により，学習機会の提供・支援方策についても，様々な形態が考え

られることから，例えば，携帯電話，インターネット配信，地上デジタルテレビ放送などの複数

の情報流通・配信手段に対応した社会のニーズが高い優れた教育用コンテンツの視聴・利活用な

ど，新たな形態による教育用コンテンツの活用を促進するための方策について検討を行う必要が

ある。 
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 (2) 個人の「学び直し」に対する支援  

  ○ 学習活動を行う上で，時間や場所などに起因する制約要因を解消するため，産業界・大学・専

修学校・行政・ＮＰＯ等の民間団体等が連携し，インターネット等情報通信技術を通じて，キャ

リアアップ等に資する学習コンテンツの提供や学習相談を行う「生涯学習プラットフォーム」（学

習活動を推進する地域の基盤）の形成を支援する。  

  ○ また，国立教育政策研究所「教育情報ナショナルセンター」においては，例えば，職業に関す

る学習情報を提供する場合，各職業に必要な知識・技術・経験など，学びたい人々が必要とする

情報を分かりやすく提供するとともに，情報通信技術を活用した学習機会の拡大のため，「エル・

ネット（教育情報衛星通信ネットワーク）」をインターネット化し，オンデマンド方式による学習

情報の提供を行う全国的なシステムを構築する。  

  ○ 「学び直し」やキャリアアップへの経済的支援策として，多様な財政支援の充実を図るととも

に，海外の支援実態やその有効性等も検証した上で，個人のライフステージや経済状況に応じた

支援の在り方について検討を行うことが重要である。  

 

 (3) 学習成果が適切に生かされ評価される方策  

  ○ 国民一人一人の学習活動を促進するためには，個々人の学習成果が社会全体で幅広く通用し，

社会のそれぞれの場において活用できることが重要であり，そのためには，学習内容を相互に比

較し，それを評価する制度の構築が必要である。  

  ○ しかしながら，このような制度の必要性は従来も指摘されているものの，多種多様なあらゆる

学習成果を客観的に定量化して評価できる適切な尺度や方法等はいまだ構築されていないため，

学習成果の社会的通用性の確立に向けた具体的な施策はこれまで講じられて来なかった。  

  ○ 特に，地方公共団体や民間においても，国民の学習の意欲に対応した各種の学習機会の提供が

活発に行われているが，これらは，それぞれ実施主体が独自に設定した仕組に基づくものであり，

全国的な制度的枠組は存在しないため，学習内容の開示状況や学習成果の信頼性は様々であり，

学習者の利益が十分に保護されているとは言えない状況にある。  

  ○ このため，学習成果の評価の社会的通用性を向上させるための方策の第一歩として，社会に存

在する多様な学習機会の中から，個々の学習者が選択する際の判断材料を提供するとともに，学

習成果の社会的な認知度を高めるために，全国レベルの生涯学習に係る登録制度の創設を検討す

る必要がある。  

  ○ 具体的には，個々人の学習成果を検定により評価し，当該検定に合格したかどうかの判定を行

うもの（資格）について，全国レベルでの一定の基準を満たすものを登録することにより，個々

の検定の安定性，継続性及び情報の真正性を確保する仕組（「登録生涯学習検定制度（仮称）」）を

検討することが考えられる。なお，個々の検定の内容評価については，あくまで広く社会におけ

る評価に委ねることとし，国レベルの役割としては，社会における評価に資するべく，登録され

た検定に係る情報を学習者に利用しやすい形で提供することに留意すべきである。  

  ○ 本制度の普及・定着状況を踏まえつつ，将来的には，学校の卒業認定とは別に，社会教育施設・

大学・専修学校・企業・ＮＰＯ等の民間団体等が提供する学習内容（学習成果）を評価し，全国

的な通用性を保証するための制度を構築することが考えられる。  

  ○ このため，例えば，ナショナルセンター機能を持つ第三者機関が学校の卒業認定以外の一定の

学習成果を評価する仕組の構築について検討することが重要である。その際，同センターにおい
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ては，学習成果の評価の仕組や客観的に定量化できるような適当な尺度・方法等の研究，学習成

果の評価に関する情報の収集・提供等を行うことが考えられる。  

  ○ その他，学習成果が就業やキャリアアップ，ボランティア活動等の社会参加等につながり，社

会で活躍している者やこのような学習活動を支援する団体等に対する顕彰制度を創設し，国民に

とって身近な事例を提示し，広報活動を充実するなどによって学習の意欲を喚起することが考え

られる。 

 

 (4) 若年者・女性・団塊世代・高齢者に対する支援  

  ○ ニート・フリーターの予防策として，生涯学習の理念の観点から，自ら学び自ら考え行動する

力を育成し，働くことや生きることの尊さを学ぶ機会として若年者に対する奉仕活動・体験活動

及びキャリア教育・職業教育を充実するため，学校における奉仕活動・体験活動等に関する連絡・

相談を行う連携窓口の設置促進や家庭・地域との橋渡し役となるコーディネーターの養成を行う

ことが重要である。  

  ○ 高校生など若者層の自主的な進路選択及び職業教育の涵養に資するよう，実践的な職業教育機

能を有する専修学校が高等学校と連携するなど職業教育を推進することが重要である。  

  ○ また，専修学校を活用し，就職後早期に離職した者，定年退職を控えた中高年，子育て等によ

り就業を中断した女性，ニート等を対象とし，それぞれの特性等に応じた職業能力の向上のため

の学習機会の充実を図る。  

  ○ 出産・育児等により離職し，再就職を希望する女性の再チャレンジのため，身近な場所での再

チャレンジ支援講座，成功事例（ロールモデル）の収集・提供，学習相談等を行う女性メンター

の養成を実施する。  

  ○ 高齢者や団塊世代が，知識・技術・経験等を生かし，学校や地域において活躍できるよう，研

修を実施するとともに，高齢者や団塊世代が活躍する場である社会教育施設や学校等へ派遣する

「教育サポーター制度」を創設する。 

 

 (5) 「公共」の課題に取り組む社会教育の振興  

  ○ 平成18年12月22日に公布・施行された改正教育基本法においても，「個人の要望や社会の要請に

こたえ」る社会教育の国及び地方公共団体による奨励が規定された。さらに，教育の目標の一つ

に「公共の精神に基づき，主体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養う」こと

が掲げられており，この点は今後の社会教育の在り方を考える上で重要である。  

  ○ 少子高齢化，男女共同参画，環境教育，法教育，消費者教育，防犯・防災教育，食育，科学技

術理解増進，職業能力の向上に関する学習等，「社会の要請」が強い学習活動が促されるように，

これらに関する講座を量的・質的に拡大し，その成果を地域における「公共」の形成に生かすた

めの拠点づくりが求められる。このため，公民館等の社会教育施設の機能を充実することが必要

である。  

  ○ 例えば，子どもから大人まで，年齢を問わず主体的に社会の形成に参画することを促すため，

趣味・教養を学ぶ場としてのみならず，奉仕活動を通じて社会に対する責任感，主体的に社会の

形成に参画し，その発展に寄与するための知識・技術や態度等を養う学習機会の提供を推進する

ことが重要である。そのため，学校や公民館等の社会教育施設等において，奉仕活動の機会の提

供，受け入れ先の開拓，参加希望者と活動機会のマッチングなどを行う機能を総合的に確保して
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いく必要がある。このような総合的な機能を確保していく際は，中央教育審議会答申「青少年の

奉仕活動・体験活動の推進方策について（平成14年７月29日）」で提言された，関係者による連携

協力のための協議会や支援の拠点をいっそう活用することなどにより，社会教育関係者が学校等

に積極的に働きかけたり，地域における奉仕活動のコーディネート機能を発揮していくことが必

要である。また，体験活動について，必要に応じ，学校における単位や就職活動の際の考慮事項

として用いられるように，国として企業等に促していくことが考えられる。  

  ○ このような支援については，これまで国や地方公共団体において，青少年教育施設等における

青少年の奉仕活動・体験活動の推進におけるセンター機能を整備するなど，重要な役割を果たし

てきている。今後，このような国や地方公共団体の社会教育施設が専門的に果たすべき役割につ

いて一層明確化し，民間の関係者，学校，行政の更なる連携を強化し，官民双方において，より

効果的な取組を行うことが必要である。  

  ○ 生涯学習審議会答申「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について（平成10年

９月17日）」では，学習活動を総合的に支援していくためのネットワーク型行政の必要性や社会教

育主事について地域づくりのための住民の社会参加の促進という観点を加味した新たな役割等を

指摘している。  

  ○ 後者については，特に，平成13年，社会教育に関係のある民間の人材を社会教育行政に積極的

に登用できるよう，資格要件の見直しについて社会教育法の改正が行われた。しかし，力量のあ

る民間の人材の社会教育主事への登用や，地域におけるニーズを踏まえた民間の関係者と社会教

育行政との連携による学習活動の支援に関する企画・立案，地域社会全体の連携協力等は，いま

だ十分とは言い難い。  

  ○ 今後さらに，①学習活動支援に関する企画・立案等地域における学習活動促進のシステムの構

築，②住民のニーズと地域社会の課題をマッチングさせた学習機会の企画・立案業務や学校支援

活動のマネジメント，③学習成果の積極的な社会における活用，④教育以外の分野との橋渡し等

において，より専門性の高い行政職員として，学習活動に関する相談から社会参加までを一貫し

て支援できるよう，望ましい社会教育主事の職務，配置，養成の在り方を検討する。また，地域

と学校の橋渡し役として，社会教育主事の有資格者を活用する方策について検討する。  

  ○ 図書館には，地域の活性化を目指す個人や団体が必要とする情報や資料，場所を提供し，地域

を支える情報拠点としての役割が期待される。このため，住民の生活，仕事，自治体行政，学校，

産業など，幅広い分野の課題解決を支援するための相談・情報提供の機能の強化や，図書館のハ

イブリッド化（印刷資料と電子資料とを組み合わせた資料提供や情報発信），学校との連携による

青少年の読書活動の推進，行政・各種団体等との連携等を進めることが必要である。  

  ○ あわせて，これらの機能を十分に発揮し，図書館活動の質を向上するため，図書館の専門的職

員である司書等の知識・技術を高めることが急務であり，望ましい司書等の資格や養成の在り方，

研修や再教育の実効性を高める方策を検討する必要がある。  

  ○ 住民が，地域の自然や人々の営み，歴史，文化を学ぶことによって地域の課題を理解し，課題

を解決するための活動に積極的に参画していくことが望まれる。このような中で，各地域の博物

館は，地域の活性化につながる地域づくりの核として重要な役割を果たすことが期待される。  

  ○ 一方で，博物館は，設置主体，内容等の面で極めて多様化しており，社会教育施設としての博

物館の機能，役割を捉え直すことが必要である。このため，現行の博物館登録制度や，多様化，

高度化する学習ニーズに対応できるように学芸員制度の望ましい在り方を見直す必要がある。 
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３．家庭・地域の教育力の向上に関する具体的方策 

 

 (1) 家庭の教育力向上のための具体的方策  

  ① きめ細かな家庭教育支援 

   ○ 子育ての悩みや様々な課題・困難を抱える親への情報提供・相談体制を充実するため，子育

てサポーターリーダー等のボランティアや保健師等の専門家が連携して，子育ての悩みや問題

を抱える家庭に対する育児相談や情報提供等を行う訪問型の家庭教育支援を推進する。 

   ○ また，職業生活や子育て経験を通じて培った知識・技術を持つ地域の団塊世代や高齢者が，

新しい子育ての知識や若い世代の価値観への理解を深めた上で，子育て支援をすることができ

るよう，地域の子育て関係機関との連携の下，研修を実施することも有用である。 

   ○ 従来，教育・福祉・医療等の様々な分野で取り組まれてきた研究成果も踏まえ，孤立しがち

な親や問題を抱えた親等の実態についてきめ細かな調査研究を行うことが必要である。また，

このような研究成果を，今後の家庭教育支援に生かしていくことが重要である。 

   ○ 子育てに不安や困難を抱えている親の学習活動促進も含めた，より効果的な家庭教育支援を

行うため，各地の家庭教育講座等で創意工夫がなされるよう，国内外の特色ある事例も踏まえ，

講座等の企画・立案や実施のための手引きなどを国において作成し，各地の家庭教育講座等の

創意工夫を促進する。 

   ○ 各発達段階における子育ての課題や悩みの解消などにきめ細かく対応するため，各段階に応

じた課題別の子育て講座の提供を，子どもの健診等の親の多く集まる機会を活用し，推進する。  

 

  ② 親子・世代間で育ち合う子育てを応援する社会づくり 

   ○ 子育て理解促進のため，中学・高校生が幼児やその親とのふれあいを通じて，子育ての楽し

さ・生命や家族の大切さを理解するような取組を促進する。 

   ○ 父親の家庭教育への参加を促進するための集会や，「おやじの会」などの地域活動の機会の提

供や活動の支援を充実するような取組を促進する。  

 

  ③ 子どもの生活リズムの向上 

   ○ 子育て支援団体のリーダーや社会教育主事等の指導者が，子どもの生活リズムの向上に資す

る事業の企画・立案や親への相談等に応じる際の参考となるような資料を作成する。 

   ○ 子どもの生活リズム向上の取組を行っている「早寝早起き朝ごはん」運動について，乳幼児

期も対象にするなど更なる推進を図り，さらに，社会全体で子育て支援を行う機運を高めるた

め，行政・学校・家庭・企業・メディア等が連携した子育て支援についての普及啓発を一層充

実する。 

   ○ 子どもの生活リズム向上のための取組を行っている先進地域における事例研究や効果の分析，

検証等を実施する。  

 

  ④ 社会や地域ぐるみの家庭教育支援 

   ○ 幼稚園・保育所等地域の家庭教育・子育て支援のセンター機能を持つ機関の支援機能を強化

するとともに，これらの機関との役割分担の下，公民館等の社会教育施設を活用し，小学校区

程度の身近な地域において，子育て中の親等が家庭教育講座や子育てグループ活動へ参加でき
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るような，環境の整備を図る。 

   ○ 学習機会等の情報につき，企業・ＮＰＯ等の民間団体等の協力も得た多様なＰＲ活動を推進

するとともに，家庭教育全般に関するより効果的な情報提供の在り方について検討を行う。 

   ○ 情報通信技術の発達に伴い家庭では対応できないことが増えており，親だけに問題の解決を

委ねるのではなく，特に教育的で公共性の高いコンテンツやメディア関係者によるメディア教

育の活用など，社会においても家庭を支える仕組を考える必要がある。さらに，情報化の影の

部分については，学校・家庭・地域に加えてメディア関係団体等も連携し，特にインターネッ

トや携帯電話の安全な利用等について学ぶ機会の充実を図る。 

   ○ 企業が従業員の働き方の見直しを行うことによって，従業員が，子どもの基本的生活習慣の

育成等に一緒に取り組めるよう，仕事と生活の調和（「ワーク・ライフ・バランス」）に関する

取組を行政と企業が連携・協力して進める必要がある。  

 

 (2) 地域の教育力の向上のための具体的方策  

  ① 「放課後子どもプラン」の創設 

   ○ 子どもたちが地域社会の中で，心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進し，子どもたち

の安全・安心な活動拠点（居場所）づくりを整備するため，新たに「放課後子どもプラン」を

創設する。同プランにおいては，留守家庭児童を対象とした厚生労働省の「放課後児童クラブ」

と文部科学省の「放課後子ども教室」を一体的あるいは連携して実施する。「放課後子ども教

室」においては，全国の小学校区で，放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して，地域

の多様な方々の参画を得て，子どもたちと共にスポーツ・文化活動等様々な体験・交流活動や

学習活動等の取組を実施する。 

   ○ 小学校区毎には，地域のボランティア等協力者の確保・登録・配置，活動プログラムの企画・

立案等を実施する調整役としての「コーディネーター」や「安全管理員」等を配置するととも

に，教員を目指す大学生や退職教員等，専門的な知識を有する地域人材を「学習アドバイザー」

として配置し，補習等の学習活動の取組を実施する。  

 

  ② その他幅広い視点からの地域の教育力の向上のための方策 

   ○ 地域住民が環境学習，防災学習等を通じて地域を支える活動や家族参加の農村体験，まちの

歴史・文化を学ぶ体験活動等，地域の様々な課題に取り組みながら解決する活動などを通じて，

家族や地域のきずなを深める「学びあい，支えあう」学習活動を推進し，地域の活性化を促進

する。  

   ○ 地域における子どもの安全確保を図ることは，地域における教育力を考える上で必要不可欠

なことであり，地域の大人の協力を得て，防犯ボランティア活動を一層推進する。  

   ○ 地域の教育力の向上に果たす文化・スポーツの役割も重要であり，地域における伝統文化の

継承などの文化活動や，誰もがいつまでもスポーツ活動に親しむことができる環境の整備など

もさらに推進する。  

   ○ 地域の教育力を効果的に向上させるため，地域の奉仕活動・体験活動の実施数，学校支援ボ

ランティアの参加人数，図書館における子どもの利用率など「地域の教育力の指標」を試行的

に作成するなど，地域の教育力の経年変化を把握し，これを施策の効果的な展開につなげてい

く方法を検討する。  
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４．地域社会全体で学習活動を支援する具体的方策  

 

 (1) 学習活動を支援する多様な人材が育つ仕組の構築  

  ○ 社会人の「学び直し」や「家庭・地域の教育力向上に資する学習活動」を推進するため，これ

らの学習活動を支援する多様な人材を育成することが重要である。特に，前述２．（４）に指摘し

た，学校教育・家庭教育支援等を行う「教育サポーター」，「教育サポーター」と学校や社会教育

施設等の活躍の場への橋渡し役となる「学習コーディネーター」，社会人の学び直しの相談から学

習後の社会参加までのカウンセリングを含めた学習相談を行う「学習相談員」を育成する必要が

ある。  

  ○ このため，これらの学習支援を行う人材の役割と機能，また，人材に求められる基本的な資質・

能力を整理し，具体的な育成の在り方等について，有識者や関係機関等によって構成される検討

会等において，今後，さらに検討することが必要である。  

  ○ 「第15期中央教育審議会第一次答申（平成８年７月）」において，地域の教育力を生かす方策と

して提言された「学校支援ボランティア」や生涯学習審議会答申「学習の成果を幅広く生かす－

生涯学習の成果を生かすための方策について（平成11年６月）」等において提言された学習活動を

支援するボランティア学習コーディネーター等の育成等について，様々な取組が実施されてきた。  

  ○ このような中で，学習活動を支援する人材育成が地域によって十分に確保できず，また，専門

性の高い人材が育成されても認知されずに財政的支援が十分に受けられないため活動が継続しな

い・活用されていないといった課題が指摘されているため，学習支援の人材の資質・能力の全国

的な通用性を確保し，有効活用を促進するための全国的な仕組を構築する必要がある。このため，

社会教育施設・大学・ＮＰＯ等の民間団体等多様な主体によって提供される学校支援やボランテ

ィア学習コーディネーター等学習活動を支援する指導者を育成し，認定する事業（以下，「人材育

成・認定事業」という。）の質を保証する認証システムの構築を検討する。  

  ○ 認証システムの仕組としては，有識者，人材育成・認定事業を行う大学等教育機関・ＮＰＯ等

の民間団体，学校関係者等ユーザーの代表によって構成される全国的な第三者機関により，当該

機関が示す基本的な要素を満たした事業を認証し，その情報を広く国民に対して提供を行う仕組

が考えられる。  

  ○ 人材育成・認定事業においては，実際に活動する学校・社会教育施設・社会福祉施設等の場を

想定し，カリキュラムに講義だけでなく実技指導を実施するほか，例えば，教育委員会や社会教

育施設，福祉施設等の協力を得つつ，これらの施設でのインターンシップ制度等の実務実習や事

例研究，現地調査等を取り入れることが必要と考える。また，人材育成・認定事業の形態として

は， 

   ・都道府県レベルの社会教育施設が複数の大学・民間団体等と連携して行う事業  

   ・複数の社会教育団体や民間教育事業者が行う全国的な人材育成事業  

   ・大学コンソーシアム等において複数の大学等と教育委員会が協力して行う事業  

   等が考えられるが，引き続き，有識者等による検討が必要である。  

  ○ その他，学習相談員等の養成については，職業教育の重要性に鑑み，既存のキャリア・コンサ

ルタント
*1制度の活用を検討することが考えられるところである。例えば，学習相談員等とキャ

                              
*1 個人の主体的なキャリア形成ができるよう，相談を行う者。厚生労働省職業能力開発局長が定める複数の民間機関等 
  が，キャリア・コンサルタントとなるための養成講座や能力評価試験を実施している。 
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リア・コンサルタントのカリキュラムの一部の相互乗り入れについて検討することが考えられる。  

  ○ また，このような取組を推進するにあたり，地域社会全体の学習活動を行政として支援する仕

組づくりにおいて，関係者の連携を促しつつ，総合的な企画・立案，運営等を行う社会教育主事

の存在が極めて重要である。このため，前述２．(5)において指摘されたように,期待される役割･

機能に応じた資格･養成の在り方を見直す｡  

  ○ その他，地域における先進的な取組事例の把握・収集を行うとともに，成功要因を分析・評価

し，今後の取組に活かすため，インターネット等を活用した全国的な情報提供システムを構築す

る。 

 

 (2) 学校・家庭・地域の連携協力を促進するための方策  

  ○ 学校・家庭・地域の連携協力に当って，学校教育，社会教育，家庭教育がそれぞれ担うべき役

割と責任を明確にするとともに，学校教育との連携協力及び家庭教育への支援が社会教育行政の

責任の一つであることを明確にする。  

  ○ 小・中・高等学校等における体験活動・ボランティア活動等を進めるための担当者（地域連携

担当，学社連携担当，学校と地域を結ぶコーディネーター，体験活動等推進主任，ボランティア

教育担当等）を校務分掌に位置づけている学校は，全学校の約４分の１となっているが，これら

の担当者の多くは，日常業務が忙しく外部との連携を図る時間がない，学校におけるコーディネ

ーターとしての研修機会が十分でないといった課題がある。このため，学校外の地域の人材から

学習コーディネーター等の活用を推進するとともに，学校の担当の教職員に対する研修機会の充

実を図る必要がある。  

  ○ 必要な研修内容としては，体験的な学習活動プログラムの企画・立案の知識・技術や学校・家

庭・地域の連携協力を促進するコーディネーターとしての資質・能力を身につけるための研修等

が考えられる。今後，国立教育政策研究所社会教育実践研究センター等において，研修プログラ

ムを開発し，地方公共団体等において活用されるようなモデルを提供することなどが考えられる。  

  ○ さらに，子どもを巡る様々な教育課題の解決のためには，家庭教育や社会教育，学校・家庭・

地域の連携の重要性についての教員の基本的理解が大切である。このため，教職の課程認定大学

においては，引き続き家庭教育や社会教育，学校・家庭・地域の連携に対する理解を促進し，カ

リキュラムの充実に努めるとともに，様々な教員の現職研修においても，同様の研修内容を充実

させることを検討する必要がある。  

  ○ また，各学校における学校経営において，校長や教育長の更なるリーダーシップの下で，学校・

家庭・地域の連携協力を促進するため，学校内の教職員の意識啓発に関する取組，学校内におけ

る地域との連携を図るための校務分掌の明確化，学習コーディネーター等民間の人材の活用のた

めの校内の仕組づくりなどを行うことが必要である。  

  ○ 学校外からの人材の活用については，前述２．(5)に指摘されているように，学校で，社会教育

主事資格を有する者や，前述の学習コーディネーターの中でも，学校教育支援を専門とする者（学

校教育支援コーディネーター）を活用することを推進する必要がある。  

  ○ 企業においても，学校教育・家庭教育を社会全体で支え合う一つの具体的方策として，教育委

員会との連携の下，例えば，社員の啓発，職業教育・体験活動の受入，講師として社員の派遣等，

学校行事参加のための休暇制度，教育活動参加のための短時間勤務制度の創設等を実施するなど，

学校教育・家庭教育の支援を推進する先進的な取組が全国へ普及するよう国が促す。 
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５．国・地方公共団体・生涯学習関連施設・民間団体等の今後の役割等  

 

○ 改正教育基本法を踏まえ，国の役割としては，総合的・体系的な「生涯学習の振興に係る基本方針」

や社会的要請が強く，社会教育において今後取り組むことが望まれる課題等を教育振興基本計画に盛

り込む必要がある。また，学習支援人材育成のための研修プログラム開発等の支援事業の実施や先進

事例の情報提供等の全国的な支援を行う。また，このような取組をより効果的なものとするため，学

習活動支援を行う関係府省との連携がより一層促進されるべきである。  

○ 都道府県の役割としては，広域的な指導者育成の充実，関係部局・民間団体等のコーディネート機

能の強化が必要である。市町村においては，地域住民の身近な学習ニーズや行政課題の把握，設定等

を改めて十分検討し，取り組むことが必要である。  

○ これまでも，生涯学習関連機関として，社会教育施設や学校等の役割の重要性は指摘されてきてい

るが，さらに，生涯学習の理念に基づいて期待される役割･機能を充実するため，それぞれの役割の

明確化を図る必要がある。  

○ 社会教育施設については，住民に身近な学習支援拠点として講座等を通じた学習機会を提供するに

とどまらず，青少年や地域住民全体の人間力を育成するため，学校・家庭・地域の連携交流の拠点と

して，学習相談から社会参加までを一環して支援できる学習コーディネート機能の充実に努めること

が求められる。  

○ また，小・中・高等学校については，基礎的・基本的な知識・技術を確実に定着させるとともに，

それらを活用する力を育成し，自ら学び自ら考え行動する力を高めることや，将来の職業や生活への

見通しを与えるなど，学ぶことや働くこと，生きることの尊さを実感させる教育を充実し，学ぶ意欲

を高めることなどが求められる。  

○ さらに，大学・専修学校においては，学校を卒業した後も，大学・専修学校と社会を往復しながら

職業能力を向上し，また，地域の社会活動への参加のための知識・技術等を習得するなど，生涯学習

社会において，大学・専修学校の多様な教育・研究機能を活用した住民の学習活動を支援する役割等

が期待される。  

○ 民間教育事業者やＮＰＯ等の民間団体が国民の多様な学習活動を支える上で大きな役割を果たして

いることに鑑み，社会教育行政は，民間教育事業者・団体との連携をさらに強化し，生涯学習に関す

る活動を推進することが必要である。  

○ 企業においては，企業と社員双方のメリットも考慮しつつ，社員の学び直しや，家庭教育，地域の

教育活動への参加等との両立支援のため，リカレント休暇やボランティア休暇，時短制度等の積極的

導入などワーク・ライフ・バランスに配慮した取組を推進することが期待される。  

 

おわりに 

 

 生涯学習を推進する方策や主体は様々であるが，本中間報告において指摘された基本的考え方や今後 

重視すべき観点を踏まえ，行政だけでなく，学校・社会教育施設・企業・ＮＰＯ等の民間団体等異なる

主体による取組が，共通の理解の下，社会全体で国民の学習活動を促進するとともに，家庭･地域の教育

力向上に資する取組を推進していくことが望まれる。 

 これらの施策を具体化するためには，既存の制度の運用などの改善を図るとともに，学習活動を支援

する新たな仕組やこれらに必要な財政的支援の在り方について，引き続き検討する。 
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31 新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について 
  ～知の循環型社会の構築を目指して～（抄）  
 

                           ［平成20年２月19日 中央教育審議会答申］  

 

第１部 今後の生涯学習の振興方策について  

 

４．具体的方策  

 (2) 社会全体の教育力の向上－学校・家庭・地域が連携するための仕組みづくり－ 

 

○ それぞれの地域社会の教育力向上のためには，学校，家庭，地域がそれぞれ持つ教育力の向上を図

ることとあわせて，学校，家庭及び地域住民のほか，その地域の企業やＮＰＯ等の関係者が，それぞ

れに期待される役割を果たしつつ，緊密に連携・協力して地域社会が一体となって地域の教育課題等

に取り組むことが重要である。国及び地方公共団体は，以下に掲げる施策等を実施することにより，

これらの関係者・関係機関が十分に連携できるようにするための仕組みづくりを積極的に支援するこ

とが必要である。  

 

（身近な地域における家庭教育支援基盤の形成等）  

○ これまでの家庭教育支援の取組として，家庭教育に関する理解を深める場や機会を保護者等に対し

て提供することを中心とした支援策が行われてきた。今後は，子育てに無関心な保護者や子育てに不

安や悩みを持つ孤立しがちな保護者，子育てに関心は高いが学ぶ余裕のない保護者等に対しても十分

な支援を行うことが必要である。このため，このような保護者も含めた様々な保護者に対するきめ細

かな家庭教育支援を積極的に進めていくことが課題であり，地域コミュニティや企業を含む社会全体

で家庭教育を支えていくためのよりよい環境を醸成していくことが重要である。  

○ 具体的には，就学時健診や入学説明会等多くの親等が集まる機会を活用した家庭教育に関する学習

機会の提供や，父親の家庭教育への参加促進を図るための企業等への働きかけ等，様々な状況にある

子育て中の保護者等がいることを踏まえた多様かつきめ細かな家庭教育支援策を講ずることが必要

である。  

○ このような家庭教育支援策を講ずるに当たっては，教育委員会のみならず，福祉・労働部局や，学

校，家庭教育支援団体，企業等の関係者の参画を得るなど，首長部局や子育て支援団体等との連携も

意義深いと考えられる。また，子育てサポーターリーダー等の地域の人材が中心となって，各家庭の

求めに応じ，個別の対応をすること等も含め，きめ細かな情報提供や相談対応，学習機会のコーディ

ネート等を身近な地域で行う仕組みをつくることも有効である。なお，子どもの教育が困難な状況に

ある家庭等のきめ細かい支援のためには，福祉・労働行政等との連携が重要である。  

○ さらに，子どもの生活リズム向上の取組としてこれまでも行われてきた「早寝早起き朝ごはん」運

動のさらなる展開を各地域において今後も進めるとともに，行政・学校・家庭・企業・メディア等が

連携して社会全体で家庭教育支援を行う機運を高めるための普及啓発を行うことも有効である。この

ような活動を通じて，地域社会の関係者の意識の共有化や地域社会の関係者の連携と教育力向上を図

ることが期待される。  
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（家庭教育を支援する人材の養成）  

○ 地縁的なつながりの減少等により，地域や社会全体で親子の学びや育ちを支える環境が崩れてきて

いるとの指摘もある。家庭教育支援を行うに当たっては，上述のとおり地域社会や企業を含む社会全

体で家庭教育を支えることが必要であり，地域において関係機関との連携や保護者同士をつなぐこと

等を担う人材が求められている。このため，家庭教育の支援のための取組に携わる子育てサポーター

や子育て経験者等を対象として講習を行い，地域における支援活動全般の企画・運営や子育てサポー

ター等の資質向上を担う人材（子育てサポーターリーダー等）を養成する必要がある。  

 

（学校を地域の拠点として社会全体で支援する取組の推進）  

○ 子どもたちを健やかに育むため，地域全体で学校を支えることができるよう，学校と地域との連携

体制を構築し，学習支援活動や登下校の安全確保のための活動等，地域住民による積極的な学校支援

の取組を促進することは，学校教育と社会教育の新たな関係を築いていくという意味からも重要な取

組である。  

○ このような取組を行うことにより，学校と地域が子どもたちの健やかな成長のために共通の目的に

向かって緊密に連携することは，学校と地域の信頼関係を深めることになる。また，学校を支援する

地域住民にとっては，これまで培ってきた知識や経験，学習の成果を生かすことにもつながるもので

あり，ひいては地域社会全体の教育力を向上させることが期待できる。  

○ 先行事例では，この取組がうまく機能するためには，地域住民が学校支援活動に参加することにつ

いての教職員の理解と校長のリーダーシップの発揮，学校支援のボランティアとなる人材や学校と地

域住民のニーズの調整を行う人材の確保，地域住民の活動経費の確保，また，これらが円滑に進むた

めの教育委員会における学校教育担当部局と社会教育担当部局の連携等が特に重要であると指摘さ

れている。したがって，今後，国や地方公共団体においては，これらの指摘を踏まえつつ，地域社会

全体で学校を支援する取組を推進する必要がある。  

○ また，地域における学校という場を核とした取組として，平成19年度から全国の小学校区で実施さ

れている「放課後子どもプラン」は，学校教育外において子どもたちの学習・多様な体験の機会を地

域ぐるみで提供する仕組みをつくる観点からも重要である。具体的な取組の在り方は各地域の実情に

応じた創意工夫が期待されるが，このような取組に地域の人材が幅広く参加すれば，地域社会全体の

教育力の向上も期待できる。なお，子どもの安全な居場所を確保することは同時に保護者等が安心し

て働く環境づくりにもつながり，結果としてワーク・ライフ・バランスの確保にも資するものである。 

 

（学校・家庭・地域を結ぶＰＴＡ活動の充実）  

○ ＰＴＡは保護者と教員がお互いを高めあい，子どもたちの健全な育成を支援する団体であり，学校

行事の支援や登下校時の安全対策等，地域の行事，親子が参加してふれあう活動，保護者に対する子

育て教室等様々な活動を各地域の実情に応じて実施しており，前述の子どもの放課後の居場所づくり

への協力や早寝早起き朝ごはん運動の推進等，学校・家庭・地域を結ぶ要として重要な役割を担って

いる。  

○ 近年，一部の地域では，共働きや勤務形態の多様化等によりＰＴＡ活動に参加したくとも参加でき

ない保護者がある一方で様々な価値観からＰＴＡ離れが進んでいるとの指摘もあり，活動が停滞して

いるＰＴＡもあると考えられる。保護者にとって，ＰＴＡ活動は，地域の社会活動への参加の端緒と

なるものであることから，学校・家庭・地域の連携・協力を進める上で重要であり，各地域における
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ＰＴＡの活動状況等に関する実態の把握及び活動の充実が求められる。  

 

（地域の教育力向上のための社会教育施設の活用）  

○ 民間事業者等も含めた多様な学習機会が提供されるようになっているが，社会教育施設は，行政が

地域住民のニーズを把握し，主導的に学習機会を企画し，自ら提供することができる地域の学習拠点

である。これらの社会教育施設において，地域が抱える様々な教育課題への対応，社会の要請が高い

分野の学習や家庭教育支援等，地域における学習拠点・活動拠点としての取組を推進することが必要

である。  

○ 具体的には，例えば公民館においては，高齢者を交えた三世代交流等の実施や，各地域において受

け継がれている子どもの遊び文化の伝承等を通じて，世代を超えた交流の場として活性化を図ること

が必要である。また，地域が抱える課題への対応として，大学・高等専門学校・高等学校との連携講

座等，学校と連携した教育活動の実施，高齢者，障害者，外国人等地域において支援を必要としてい

る者への対応，裁判員制度，地域防犯，消費者教育等の社会の要請が高いと考えられる事柄について

の学習機会の提供が望まれる。  

○ 図書館においては，レファレンスサービスの充実と利用の促進を図ることはもとより，地域の課題

解決に向けた取組に必要な資料や情報を提供し，住民が日常生活を送る上での問題解決に必要な資料

や情報を提供するなど，地域や住民の課題解決を支援する機能の充実を図ることが求められる。特に

近年，ホームページを開設し，横断検索システムの活用等コンテンツの充実を図っている図書館が増

加傾向にあり，今後，さらなる充実を図ることによって，多様な情報源への入り口としての「地域の

ポータルサイト」を目指すことも重要である。また，子どもの読書活動や学習活動を推進する観点か

ら，学校図書館への支援を積極的に行うことが重要である。  

○ 博物館においては，各館の特色・目的を明確にした上で，地域の歴史や自然，文化あるいは産業等

に関連した博物館活動を地域住民の参画を得ながら積極的に展開したり，地元出身の偉人を顕彰する

記念館や地域のシンボルである文化財や自然環境等を活用した博物館等を核として，地域住民が地元

に対する誇りや愛着を得られるようなまちづくりを実施すること等が望まれる。また，博物館資料を

活用した学校教育の支援を積極的に行うことが重要である。  

 

（大学等の高等教育機関と地域の連携）  

○ 各大学や高等専門学校，専修学校が地域における社会貢献としてそれぞれの特色を活かして行う公

開講座等の地域振興に貢献する取組を促すことも，地域社会の教育力向上を図る上で効果的である。

その際，各大学等の教育研究の連携を図り，地域において活躍する人材の育成等，大学等の地域貢献

機能の強化・拡大等を国又は地方公共団体が支援することも重要となってくる。行政が積極的に関わ

って，大学等と社会教育施設，関係団体等のネットワーク化を推進することも大切である。また，そ

の際には，大学・地域社会・産業界等の連携を図り，その教育研究の成果等を地域に還元することを

目的とする大学コンソーシアムの活用等も考えられる。  

○ また，地域社会において若者に多様な体験の機会を提供し，社会の変化等に対応した実践的な学習

機会の充実を図るため，地域の専修学校の職業教育機能を一層発揮することができるよう，例えば，

高等学校等と連携を行うなどして，子どもたちの職業体験等の機会の確保を図ることや，専修学校と

地域の中小企業等とが連携を図ることにより，地域において必要とする職業人材を育成すること等に

ついてその支援方策を充実することが重要である。 
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第２部 施策を推進するに当たっての行政の在り方  

 

２．今後の行政等の在り方－生涯学習振興行政・社会教育行政の再構築  

 

○ 今後より積極的な生涯学習振興行政・社会教育行政を展開していくに当たっては，行政の関係者が

それぞれの果たすべき役割を明確に認識し，効果的に連携を図った上で施策を推進することが可能と

なるよう行政の在り方についても検討する必要がある。  

○ 特に，専門的職員や予算の減少等，社会教育行政の基盤が弱体化してきている現状等を踏まえ，さ

らに，今後必要とされる第１部４．に述べた具体的な施策や教育基本法の改正の趣旨を踏まえた施策

を講じるに当たって，国，都道府県，市町村のそれぞれの果たすべき任務の内容や施策を推進する拠

点となる社会教育施設等の在り方，関係機関の連携を促進するための制度等，行政の在り方について

検討する必要がある。  

 

 (1) 国，都道府県及び市町村の任務の在り方等  

 

（国，都道府県及び市町村の任務）  

○ 今後，目指すべき施策を実施する上で，国や地方公共団体等の新たな任務や制度上より明確に位置

付けるべき任務等について検討を行うことが求められる。  

○ 生涯学習振興行政を推進するに当たり，社会教育行政はその中核的な役割を担うものである。この

ことを前提に，また，改正教育基本法第３条の「生涯学習の理念」が新設されたこと等を踏まえれば，

社会教育法第３条に規定されている国及び地方公共団体の任務について，国民一人一人がその生涯に

わたって行う学習を幅広く支援することや，個人の学習機会を充実することのみならずその成果を生

かし得る環境を醸成することを，社会教育行政の任務として明確に位置付けることが必要である。  

○ また，教育行政においてこれまで以上に関係者の連携・協力が必要となっている実態を踏まえ，さ

らに改正教育基本法第13条において，子どもの健全育成をはじめとする教育の目的を実現する上で大

きな役割を担っている学校・家庭・地域住民等が，相互に連携・協力に努めることについて新たに規

定されたことを考慮し，三者の連携について社会教育行政の任務として明確に位置付けることが必要

である。 

  これら三者の連携促進にあっては，当然のことながら，社会教育のみに大きな比重がかかるもので

はないが，社会教育は内容や手段等に広がりがあり，弾力的な手法によりこれら三者の連携に当たっ

て積極的な役割を果たすことが期待されるものである。このため，このことを明確にすることは，社

会教育行政のより積極的な展開を推進する上で意義深いものである。  

○ 家庭教育支援については，家庭の教育力の低下が指摘されている中で，情報や学習の機会の提供の

重要性が高まっており，家庭教育支援をより充実させることが求められている。このことから，家庭

教育支援を社会教育行政の重要な任務としてより明確にすることは重要である。また，改正教育基本

法第10条第２項に，国及び地方公共団体による家庭教育の支援の手段として保護者に対する学習の機

会の提供とともに情報の提供が規定されていることから，家庭教育に関する情報の提供を社会教育行

政の任務として明確に位置付け，市町村による取組の推進を図ることが必要である。  

○ 各個人の学習の成果が社会において実際に活用され，社会教育やそれを通じた学習の意義を実感で

きるような環境を整備することは生涯学習の理念の実現の上で重要である。また，地域の教育力の向
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上のために，学校・家庭・地域が協力した地域ぐるみの教育活動等の重要性は高まっており，社会教

育が積極的に地域における子どもたちの健全育成等を支援することが求められているのは前述のと

おりである。したがって，学校を支援する活動等の地域における教育活動等，地域住民が学習の成果

を生かして活動する機会の提供を社会教育行政の任務として明確に位置付けることは，このような取

組を推進する上で必要である。特に，これまでも学社融合等の重要性については指摘されてきたもの

の，学校の支援等については，学校教育行政との関係で社会教育行政の役割が必ずしも明確にされて

こなかったが，社会教育行政が積極的に担う役割があることを明確にすることは，地域における取組

を制度的に後押しする上で意義があるものであり，今後，社会教育行政の新たな積極的な展開を図っ

ていく上で極めて重要である。  

○ このほか，教育委員会の事務の見直しについては，改正教育基本法第12条に，国及び地方公共団体

による社会教育の振興の手段として「情報の提供」が追加されたことを踏まえ，教育委員会の事務に

社会教育に係る情報の収集，整理及び提供に関する事項を社会教育行政の任務として明確に位置付け

ることが必要である。  

  さらに，情報化社会の進展に伴い，情報リテラシーに関する学習，情報格差（デジタルデバイド）

への対応，有害情報対策等が必要となっている状況に対応し，教育委員会の事務の見直しを行う際に

は，情報の活用に関する学習の機会を提供するための講座の開設等の事務を社会教育行政の任務とし

て明確に位置付けることが求められる。これにより，情報リテラシーの向上，情報格差の解消や社会

の有害環境から子どもたちを守るための有害情報対策の充実を図ること等，社会の要請に応じた施策

が講じられることが期待される。  

 

（生涯学習振興行政・社会教育行政の実態把握の在り方等）  

○ 生涯学習の理念の下，より積極的に行政を展開していくためには，生涯学習振興行政・社会教育行

政に係る関連施策の基礎データの的確な整備を行うことは極めて重要と考えられる。したがって，社

会教育調査等の関連統計調査について，都道府県・市町村の教育委員会だけでなく首長部局の協力も

得ながら，生涯学習・社会教育の全体像を把握し，施策に関係する基礎データを整備する観点から改

善・充実を図ることが必要である。  

○ また，生涯学習振興行政・社会教育行政において，その在り方について，自らその実施状況に対す

る評価を行い，その評価結果に基づき課題等を把握し，その改善を図ることは重要であり，計画・実

践・評価・改善のサイクル（いわゆる「ＰＤＣＡサイクル」）の視点を持つことが重要である。  

 

 (2) 社会教育を推進する地域の拠点施設の在り方  

 

○ より積極的に取り組むことが望まれるこれらの新たな任務も含め，生涯学習振興行政・社会教育行

政が今後，国民一人一人の学習活動を支援するための施策や地域社会の教育力を向上するための施策

を推進するに当たっては，地域における様々な施設を地域の資源として活用することが望まれる。そ

の中でも特に，公民館，図書館，博物館，青少年教育施設，女性教育施設等の社会教育施設は，地域

の社会教育の拠点として，積極的に活用される必要がある。  

○ 家庭・地域の教育力の低下についての指摘や社会の要請に応じた学習機会の提供等へのニーズの高

まり等を背景に，例えば，地域における課題等に関する学習活動としての場や子どもたちの学校外の

居場所，自主的な学習の場，家庭教育支援の場等として，公民館，図書館，博物館，青少年教育施設，
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女性教育施設等の社会教育施設は，社会教育を推進する拠点施設として，その機能を充実させること

が求められる。また，改正教育基本法第12条においても，国及び地方公共団体は，公民館，図書館，

博物館その他の社会教育施設の設置等によって社会教育の振興に努めなければならないと改めて規

定されたところである。  

  これらの社会教育施設が，これまで社会教育行政の推進において果たしてきた役割を引き続き果た

していくことは当然であるが，社会の変化に対応し，各個人や社会全体の新たなニーズに積極的に応

えていくことが求められている。  

○ 例えば，公民館においては，各地域の実情やニーズに応じて，民間等では提供されにくい分野の講

座開設や子育ての拠点となる活動を積極的に行うなど，「社会の要請」に応じた学習活動の機会の量

的・質的な充実に努め，その成果を地域の教育力の向上に生かすことが求められる。また，関係機関・

団体と連携・協力しつつ，地域の課題解決に向けた支援を行い，地域における「公共」を形成するた

めの拠点となることが求められる。  

○ また，図書館についても，国民が生涯にわたって自主的な学習を行う上で，その果たすべき役割は

極めて大きい。図書館が従来より担ってきた役割，すなわち，住民の身近にあって，図書やその他の

資料を収集，整理，保存し，その提供を通じて住民の個人的な学習を支援するという役割に加え，特

に近年は，地域が抱える課題の解決や医療・健康，福祉，法務等に関する情報や地域資料等，地域の

実情に応じた情報提供サービスを行うことも求められている。図書館は，社会教育施設の中でも利用

度が高く，いわば地域の「知の拠点」であり，その質量両面における充実が図られるべきであり，特

に図書館未設置の市町村にあっては，住民のニーズを踏まえ，今後速やかに図書館の整備に向けた取

組に着手することを期待したい。改正教育基本法はもちろん，旧教育基本法にあっても，地方公共団

体は図書館等の設置により教育の目的の実現に努めなければならないとされていたことを想起すべ

きである。  

○ 同様に，博物館は，歴史，芸術，民俗，産業，自然科学等に関する資料の収集・保管，調査研究，

展示，教育普及活動等を通して，社会に対し様々な学習サービスを提供してきており，人々がその興

味関心やニーズに応じて学習を行っていく上で，その果たす役割は大きい。  

  特に近年，地域文化や生涯学習・社会教育の中核的拠点としての機能や子どもたちに参加・体験型

の学習を提供する機能等を高めていくこと，さらに地域におけるボランティアや社会教育団体の協力

を得た地域ぐるみの博物館活動の取組が期待されている。このため，自己点検・評価の結果や地域住

民等の意見を踏まえた展示や解説，鑑賞環境の不断の改善・充実に努めるとともに，インタープリタ

ー（解説員）やサイエンスコミュニケーター等の，一般的には難解な印象を持たれがちな現代芸術や

科学技術等の分野の専門的な展示内容をわかりやすく伝える人材を養成・活用する等の取組が求めら

れる。  

  また，学芸員等の交流を含む設置主体を超えた広域的な地域連携や，例えば自然史博物館と動物園

等の館種を超えたネットワークを構築する等，多様な博物館同士が協力することによって，新たな可

能性を追求していくことも重要である。  

○ また，図書館や博物館が家庭教育の支援のための活動を一層充実させるために，家庭教育の向上に

資する活動を行う者を図書館協議会や博物館協議会の委員にできるよう法令上明確に定めることが

考えられる。  

○ さらに，少年自然の家や青年の家をはじめとする青少年教育施設は，これまでも青少年を対象に，

体験活動を中心とする様々な教育プログラムの実施や，青少年が行う自主的な活動の支援などを実施
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し，青少年の健全育成に大きな役割を果たしてきたところである。昨今，青少年の社会的自立の遅れ

等の問題が指摘される中，青少年が自立への意欲を持ち行動する上で必要な資質・能力の多くは，自

然体験を通じて育成されることがこれまでの知見により明らかになっており，青少年教育施設の果た

す役割の重要性は高まっている。青少年教育施設がこうした要請に応じた対応を行うよう，関係者の

連携による積極的な取組が求められる。なお，その際には，国公立の青少年教育施設が一体となって

情報の共有を図ったり，青少年教育施設がもつ教育機能や指導者等の有効活用を推進していくことに

も努める必要がある。  

○ また，女性教育施設（男女共同参画センター等を含む。）は，これまでも男女共同参画社会を実現  

していく上で女性が力をつけるための学習事業のほか，女性の経験等を踏まえた，男性の子育て参加

や定年後の地域参加のための事業を実施するなど，女性のみならず男性も利用する生涯学習の拠点と

しての役割を果たすようになってきている。少子高齢化が進む我が国において，女性が一層社会参加

しその力を生かしていくことは，社会を活性化していく上で大いに期待されるところであり，女性教

育施設においては老若男女すべての者による男女共同参画推進のためのさらなる取組が求められる。  

○ このほか，地域の実情に応じて，学校施設や文化，スポーツ施設，首長部局所管の施設等の積極的

な活用を図ることや，高等教育機関や企業所有の施設で専門性の高い学習を提供できる施設との連携

等，地域における様々な施設を生涯学習・社会教育の拠点として活用していくことも重要である。  

○ 地域の教育課題に対応するために，関係者・関係機関で横断的なネットワークを築き，そのネット

ワークに地域課題に対応した特定の機能を持たせることにより，生涯学習振興行政・社会教育行政を

推進していくに当たっては，社会教育施設等が地域のネットワークの拠点となることが求められる。

その際，社会教育施設がコーディネーターの役割を果たし，地域における民間施設等を含む他の施設

との積極的な連携を促進していくことが特に求められる。  

○ なお，これらの社会教育施設が自らの運営状況に対する評価を行い，その評価結果に基づき課題等

を把握し，組織的・継続的に施設の運営の改善を図ることにより，その水準の向上を図るよう努める

ことは重要であり，計画・実践・評価・改善のサイクル（いわゆる「ＰＤＣＡサイクル」）の着実な

実施は，社会教育施設についても求められるものである。また，その情報が地域住民をはじめとする

関係者に情報提供されることは，地域における連携を促進するものである。  

  このことから，公民館，図書館，博物館等の社会教育施設について，それぞれが実施する教育活動

等の運営状況に関する自己評価，それに基づいて改善を図る努力義務及び地域住民等の関係者に対し

情報提供の努力義務を課すことが求められる。なお，自己評価を行う際は，可能な限り，外部の視点

を入れた評価が望まれる。 

 

 (3) 生涯学習・社会教育の推進を支える人材の在り方  

 

○ 社会の変化に対応するための国民の学習機会の充実を図り，また社会全体の教育力を向上させる取

組等を推進するに当たっては，行政の専門的職員がその中核的役割を果たすことが期待されているの

は言うまでもない。また，それらの活動の実施に当たっては，地域の様々な人材との連携・協力が不

可欠である。  

○ このような中，行政の職務に従事する専門的職員である社会教育主事，司書，学芸員の在り方につ

いて見直すべき点がないか検討することや，社会教育団体等のＮＰＯ，地域において様々な学習活動

を支援する人材や他の行政分野の職員等も含め，これらの地域の人材全体でどのように国民の学習ニ
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ーズを支えていくかが課題となっている。  

 

（社会教育主事等の在り方）  

○ 社会教育主事は，社会教育法に基づき都道府県及び市町村教育委員会に置かれる社会教育に関する

専門的職員であり，都道府県及び市町村の社会教育行政の中核として，地域の社会教育行政の企画・

実施及び専門的技術的な助言と指導に当たることを通し，人々の自発的な学習活動を援助する役割を

果たしてきた。その職務は「社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える」と規定されて

いる。  

○ 社会教育主事の具体的な役割や機能としては，地域の学習課題やニーズの把握・分析，企画立案や

その企画の運営を通じた地域における仕組みづくり，関係者・関係機関との広域的な連絡・調整，当

該活動に参画する地域の人材の確保・育成，情報収集・提供，相談・助言等が挙げられるが，社会の

状況に対応し，地域住民の増大かつ多様化する学習ニーズに応えるために社会教育が果たすべき役割

が増大する中，社会教育主事が果たす役割や重要性も従来に増して大きくなっている。  

○ 今後，社会教育主事については，地域において関係者が連携して生涯学習・社会教育を推進するに

当たって，社会教育関係者やその実施する活動において関係する地域の人材等の連携のための調整を

行い，さらに関係者の具体的な活動を触発していくコーディネーターとして，積極的な役割を果たす

ことが期待されている。  

○ 子どもがこれからの社会を生き抜く上で必要となる「生きる力」を身に付けるための学習は学校教

育を中心に行われることはもちろんであるが，学校・家庭・地域住民等の連携が求められる中（改正

教育基本法第13条），社会教育としてもそれを支援していくことが，今，求められている。また，社

会全体の教育力の向上のために，学校・家庭・地域住民等の連携がこれまで以上に求められている。

これまでの学社融合の必要性についての指摘も踏まえつつ，社会教育行政のより踏み込んだ積極的な

展開を実現するため，学校・家庭・地域住民等の連携に関する事務について，学校が地域住民等の協

力を得て教育活動を行う場合は，社会教育主事が学校長の求めに応じて助言することができることを

社会教育主事の職務として明確に位置付けることが有効と考えられる。  

○ 公民館の館長や主事等の職員については，公民館が地域住民に昀も身近な社会教育施設として適切

な学習機会を提供するなど能動的，積極的な活動を行うため，一人一人が国際化，情報化，高齢化等

に伴う社会的要請及び地域の課題等の調査分析能力や，地域住民のニーズを的確に把握する能力を持

つことが期待され，種々の研修機会を利用して専門性のある職員としての資質の向上を図ることが望

まれる。  

 

（司書等の在り方）  

○ 図書館に置かれる専門的職員である司書及び司書補には，図書館等の資料の選択・収集・提供，住

民の資料の利用に関する相談への対応等の従来からの業務とともに，地域が抱える課題の解決や行政

支援，学校教育支援，ビジネス（地場産業）支援，子どもの学校教育外の自主的な学習の支援等のニ

ーズに対応し，地域住民が図書館を地域の知的資源として活用し，様々な学習活動を行っていくこと

を支援していくことが求められている。そのため，司書及び司書補が，時代の要請に応じ，住民の学

習ニーズに適切に対応できる能力を養うため，その資格取得要件の見直しや資質の向上を図るための

研修の充実等が必要との指摘がなされている。  

○ このため，具体的な方策の一つとしては，司書の資格要件として大学において履修すべき図書館に
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関する科目について法令上明確に定めること等が考えられる。なお，司書等が現代的課題に対応し，

より実践力を備えた質の高い人材として育成されるよう，司書講習及び大学における司書養成課程等

において履修すべき科目，単位についての具体的な見直しについては，今後引き続き検討する必要が

ある。  

○ さらに，司書補の資格要件については，幅広く多様な人材を育成する上で，その資格要件を緩和す

ることが適当であるとの指摘がなされているところである。この観点から現行制度を見直す場合に，

同様の資格試験において受験資格として高等学校卒業程度認定試験の合格者を対象としていない例

は少ないことからも，司書補について高等学校卒業程度認定試験の合格者等，大学に入学することの

できる者を対象とすることが適当である。  

○ このほか，多様化，高度化する人々の学習ニーズや地域における課題に対応し，専門的な知識・技

能の習得と資質の向上を図るために，司書及び司書補の研修の充実は重要である。このため，国，都

道府県，図書館関係団体等でそれぞれ実施されている研修の有機的連携を図り，体系的・計画的に研

修体制の整備を図っていくことが必要であり，任命権者のほか，文部科学大臣及び都道府県が司書及

び司書補の研修を行うよう努める旨の規定を新たに法令上設けることが考えられる。  

○ また，図書館も自らの事業として，司書研修や研究会の実施に努めるとともに，図書館等における

学習成果を活用したボランティア活動の機会の確保や図書館に関する人材の養成及び研修等を積極

的に行うことも重要である。  

 

（学芸員等の在り方）  

○ 博物館に置かれる専門的職員である学芸員は，資料の収集，保管，展示，調査研究，教育普及活動

等の多様な博物館活動の推進のために重要な役割を担っており，今後，博物館が人々の知的関心に応

える地域文化の中核的拠点として，人々の生涯学習の支援を含め博物館に期待されている諸機能を強

化していく観点から，学芸員及び学芸員補の資質の向上が重要であり，その養成及び研修の一層の充

実が求められている。  

○ これに対応する具体的な方策として，多様化，高度化する人々の学習ニーズや現代的課題に対応し，

専門的な知識・技能の習得と資質の向上を図るため，学芸員及び学芸員補の研修について，その重要

性についてより明確にするため，任命権者のほか，文部科学大臣及び都道府県が研修を行うよう努め

る旨の規定を新たに法令上設けることが考えられる。  

○ また，博物館も自らの事業として，学芸員研修や研究会等の実施に努めるとともに，博物館等にお

ける学習成果を活用したボランティア活動の機会の確保や博物館実習を行う大学生等，博物館に関す

る人材の養成及び研修等を積極的に行うことも重要である。  

○ 学芸員及び学芸員補については，大学等における養成課程等において，専門的な知識・能力に加え，

より実践的な能力を身に付けるための教育を行うことが必要である。近年，国際的な博物館間の交流

や相互貸借・協力等が進展している状況を踏まえ，学芸員が現代的課題に対応し，国際的にも遜色の

ない高い専門性と実践力を備えた質の高い人材として育成されるよう，大学等における養成課程等に

おいて履修すべき科目，単位についての具体的な見直しを含め，今後その在り方について検討が必要

である。  
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（社会教育に関する専門的職員について）  

○ このほか，社会教育主事，司書，学芸員について共通に求められる知識や資質を共通科目を通じて

身に付けられるようにするべきではないかとの指摘がある。他方で，これらの専門的職員については，

それぞれ勤務する場所も専門性も異なるとの指摘もなされている。また，現在も養成における共通科

目として「生涯学習概論」が設けられているが，社会教育主事，司書，学芸員の３つの資格が社会教

育に係る専門的な資格として共通する部分も多い。このことにかんがみれば，例えば，大学等で必要

な科目を取得していない者が社会教育主事の資格を得るためには，社会教育主事補として３年勤務し，

講習を受講する必要があるが，司書や学芸員等の社会教育の専門職としての実務経験を同等のものと

評価できるようにし，同様に司書や学芸員の資格を得るための実務経験についても他の社会教育の専

門職としての実務経験を評価できるようにすること等が必要と考える。  

○ また，社会教育主事，司書，学芸員等の社会教育に関する専門的職員について，「社会教育士」や  

「地域教育士」のような汎用資格を設けることを検討することについて指摘がなされている。これに

ついては，各地域において社会教育に関わる専門的職員が社会教育を推進するに当たり，各専門的職

員にはその地域の実情やニーズを広く吸い上げるとともに，それぞれの分野で高度化するニーズ等へ

の対応も求められていること，また，教育サポーター等各地で活用されている人材制度の現状等を踏

まえ，社会教育に関わる専門的な人材の在り方全体を今後どのように考えるかということとあわせて

検討する必要がある。  

 

（地域の人材・専門的職員との連携等について）  

○ 各地域における学習ニーズに応え，社会教育を推進するに当たっては，社会教育主事が行政として，

企画立案・事業の運営等を通じた地域における仕組みづくりを行い，当該地域における広域的な調整

機能を担うことにより，中核的な役割を担うのは当然であるが，各地域において，関係者・関係機関

が連携し，具体的な学習活動の場を提供・実施していくに当たっては，個々の活動を実施するための

コーディネートをする者，実際の学習活動を講師等として支援する者，学習者の需要と供給を結び付

けるマッチングのための相談や支援を行う者等，様々な地域の人材との連携・協力が必要である。地

域における学習活動の支援や社会全体の教育力の向上を図るためには，行政や社会教育施設の専門的

職員のみならず，地域の人材がこれらの専門的職員と連携し，学習活動が円滑に行われるように地域

全体で仕組みづくりを行う必要がある。  

○ 様々な教育課題や地域の課題がある中，地域の学習ニーズの高まりに応えるため，各地域ではその

ための人材の確保に苦慮し，また厳しい財政状況を背景に人材育成や研修等のための予算を十分に確

保できない状況が見られる。一方，各地域において，多様かつ増大する学習ニーズに応え，継続的に

これらの学習活動を支援する人材を確保し，育成するシステムが求められている。これについては，

例えば，各地域において学習ニーズに応じた人材バンクや需給のマッチングを行うセンター等の機能

を置くことにより，継続的に人材を確保することが考えられる。これまでも学習支援の人材等に関す

る広域的な情報提供システム等が構築されてきたところであるが，その一層有効な活用について検討

を進めることが必要である。また，各地域において，学校教育支援，家庭教育支援，子どもたちの体

験活動の支援等に関わる地域の人材の総合的な把握に努め，その活用のための仕組みを確立する必要

がある。その際，これらの人材バンク等が地域全体に広く周知されたものとなることが重要であり，

登録者の活動の場が十分確保されるなど，身近な地域の人材が継続的に生かされる仕組みとすること

が重要である。また，地域におけるボランティアセンターとの連携も重要である。  
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  人材の確保や育成については，その時々の事情に合わせて対応するだけでなく，より中長期的な視

点に立った地域の人材確保・育成のための仕組みを築くことが急務であり，そのためにこれまで実施

されてきた国や地方公共団体の様々な事業の成果等の蓄積を活用することが有効であると考えられ

る。  

 

 (4) ＮＰＯ，民間事業者等と行政の連携の在り方  

 

○ 生涯学習振興行政・社会教育行政においては，様々な学習機会の提供や学習活動の実施等において，

ＮＰＯ，中間支援組織及び民間事業者等の民間団体の果たす役割が大きく，地域の実態等に応じて行

政が民間団体等との積極的な連携を進めることが大切である。  

○ 民間団体との連携については，国及び地方公共団体によって実施されている様々な施策を講じるこ

とにより，各地域における連携・ネットワークが築かれ，その過程においても深まっていくものと考

えられるが，そのような地域における民間団体との連携の蓄積を行政として目的意識を持って計画的

に行っていくことが重要である。また，その際に，ＮＰＯ，中間支援組織及び民間事業者等の民間団

体に関する情報収集や活動内容に関するデータベースの整備等が有効である。  

○ このような民間団体との連携に当たっての行政の役割は，それらの自主的な「民」による活動を側

面から支援しつつ連携し，持続可能な活力を生み出していくことであると考えられる。その際の支援

としては，例えば，国においては，サービスの受け手に対し，それらのサービスに対する一定の質や

信頼が得られるよう基準づくりを行うことにより，民間団体が活動しやすくなるような環境づくりを

行うことや，自らも情報収集に努め，広く国民に情報提供を行うとともに，民間団体による情報提供

が積極的に行われるような方策を講じること，さらには施策を講じる際に様々な行政機関と民間団体

との連携が促進されるようコーディネーターとしての機能を果たすこと等が考えられる。また，これ

らの行政としての役割は，都道府県や市町村においてもその実情に応じて期待されるものである。  

○ また，このような民間団体と行政の連携については，ＮＰＯや民間事業者等の自主的な活動による

ものでもあり，今後連携が進んだ際には，地域による格差が生じていくことも考えられる。一般的に

は，民間事業者等が多く存在する都市部では活発な連携が促進されることが可能であるが，そもそも

これらの民間事業者等が少ない地方においては，地域住民等のニーズに十分に対応することが困難な

場合も多い。このことから，行政の役割として，国においては国民の教育の機会を確保する観点から

も，地域に配慮した方策についても今後検討していく必要がある。  

○ なお，民間団体も含めた地域における教育力を向上させるための様々な取組においてその財政基盤

の強化の必要性に対する指摘等もあるが，これについては例えば各地域において地域の教育力向上の

ための基金等を創設し，地域における企業等も財政的に貢献できるような仕組みをつくること等が考

えられるとの指摘もある。このような仕組みは，同時に地域の関係者の意識改革にもつながり，持続

可能な仕組みを構築するものと考えられる。  

○ このようなＮＰＯ，民間事業者等と行政との連携を推進するための具体的な仕組みづくりは重要で

あり，例えば行政とこれらのＮＰＯ，民間事業者等との協議会を設けることや，既に取組がなされて

いる様々な事業等において同様の場がある場合にはその活用を図るなど，各地域において連携が円滑

に進むよう工夫がなされることが必要である。  
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 (5) 地方公共団体における体制について－教育委員会と首長との関係等  

 

○ 地方公共団体において生涯学習振興行政・社会教育行政を推進していく上で，地方公共団体の任務

の内容や役割等を明確にすることとともに，それらを推進するに当たって，地方公共団体における教

育委員会と首長との関係を明確にし，それぞれがその役割を果たし積極的に連携を図っていくことが

必要である。  

○ 地方公共団体の長と教育委員会の関係については，平成17年の中央教育審議会答申（「新しい時代 

の義務教育を創造する」）において，「今後，地域づくりの総合的な推進をはじめ，他の行政分野と  

の連携の必要性，さらには政治的中立性の確保の必要性等を勘案しつつ，首長と教育委員会との権限

分担をできるだけ弾力化していくことが適当である。」との基本的な考え方が示されている。  

  その上で，「教育委員会の所掌事務のうち，文化（文化財保護を除く），スポーツ，生涯学習支援   

に関する事務（学校教育・社会教育に関するものを除く）は，地方自治体の判断により首長が担当す

ることを選択できるようにすることが適当である。」と提言されている。  

○ また，平成19年の中央教育審議会答申（「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度 

の改正について」）においても，教育委員会制度については，「教育における政治的中立性や継続性・

安全性の確保，地方における行政執行の多元化等の観点から，全ての地方自治体に設置するなどの現

在の基本的な枠組みを維持することが必要である。その上で，地方分権の理念を尊重しつつ，教育委

員会の役割の明確化を図るとともに，その機能・体制を充実し，それぞれの地域の実情に合わせた弾

力的な運用が可能となるよう制度改革を図ることが適当である。」という基本的な考え方が述べられ

ており，その上で，具体的には「教育委員会の所掌事務のうち，文化（文化財保護を除く。），スポ   

ーツ（学校における体育を除く。）に関する事務は，地方公共団体の判断により，首長が担当できる

ものとすること」が適当であると提言されている。  

○ このようにこれまでの本審議会の答申においては，生涯学習支援に係る行政については，首長が行

うことを可能としつつも，社会教育に関する事務は教育委員会が担当することが適切であることが示

されている。  

○ 生涯学習振興行政の固有の領域が，生涯学習の理念を実現させるため，社会教育行政や学校教育行

政等の個別に実施される教育に係る施策や，その他首長において実施される生涯学習に資する施策等

について，その全体を総合的に調和・統合させるための行政であることにかんがみ，生涯学習振興行

政は，その中核を担う学校教育や社会教育行政を担う教育委員会と，学校教育・社会教育以外で生涯

学習に資する施策等を担う首長とが，それぞれの役割や機能が確保されることを前提に連携して進め

られるべきものである。その際，教育委員会及び首長が第１部３．で述べた目標の共有化を図ってい

くことも必要である。  

○ 前述の「生涯学習支援に関する事務（学校教育・社会教育に関するものを除く）」については地方  

自治体の判断により首長が担当している例もある。しかしながら，社会教育に関する事務については，

これまでの本審議会の答申等で指摘されている教育における政治的中立性や継続性・安定性の確保等

の必要性のほか，前述のとおり学校，家庭，地域住民等の連携の重要性が高まっている中，学校教育

と社会教育とがより密接に連携していくことが不可欠となっていることにかんがみると，教育委員会

が所管することが適当であると考えられる。また，地方公共団体の長と教育委員会の関係については，

教育委員会の自主性と職務権限の独立性を侵害しない限度において地方公共団体の事務の能率的処

理等を促進する補助執行等の仕組みが既に存在しており，弾力的な事務の執行を行うことは可能とな
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っている。  

○ なお，社会教育施設の所管に関しては，地方公共団体の長へ改めてもよいとする指摘がある一方で，

社会教育施設は多様で自主的な教育活動を助長することを目的とするものであり，政治的中立性の確

保等の観点から教育委員会の所管が望ましいという指摘もある。社会教育施設の管理及び整備に関す

る事務については，これらを踏まえ，学校施設の管理及び整備に関する事務について地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の特例が構造改革特別区域で認められたこと等を考慮して検討する必要

がある。  

○ このほか，生涯学習振興行政と社会教育行政との関係に関連して，地方公共団体の組織等について

いずれを組織の名称とすべきか分かりにくいなどの声も聞かれるが，これについては，それぞれの地

方公共団体が，第２部１．(2)に述べた概念整理に基づき，生涯学習振興行政における各施策の総合

調整機能等を強調してその組織の名称とするか，あるいは社会教育行政が生涯学習振興行政の中核を

占めることから，社会教育を組織の名称とするかなど，各地方公共団体の実情に応じて決定されるべ

きものである。  

 

（地域の実情に応じた手続きの弾力化）  

○ 地方公共団体が社会教育関係団体に対して補助金を交付する際に，社会教育法第13条は，社会教育

委員の会議の意見を聴くことが必要であるとしている。この手続きについては，同条が補助金の配分

と使途に慎重を期する目的をもって設けられた規定であることを考慮する必要があるが，その趣旨を

十分に確保することが可能である場合は，社会教育委員の会議への意見聴取を原則としつつも，各地

方公共団体の多様な実態を踏まえた弾力的な対応が可能となるような措置を構ずることが適当であ

る。  

 

 (6) 国の教育行政の在り方  

 

○ 生涯学習振興行政・社会教育行政における国の役割は，各地方公共団体における多様な実情を可能

な限り踏まえつつ，全国的な観点から今後の方策について基本的な方針等を策定し，地方公共団体に

おける施策の参考となるよう努めること，各地方公共団体における取組に係る情報収集及びその提供，

様々な生涯学習及び社会教育のための機会の整備充実やこれらを推進するための制度の改善等を図

ること等が考えられる。  

○ 本答申で提言するこれからの生涯学習振興行政・社会教育行政の効果的な推進に当たっては，関係

者・関係機関の連携を図り，そのためのネットワークを構築する視点が重要である。現在，国及び地

方公共団体で実施されている事業等においてもこのような視点が重視されており，様々な関係者が連

携し，各教育課題や行政課題へ対応するための地域における機能・仕組みづくりが行われている。  

○ このような国の事業の実施等を通じた地方公共団体におけるいわば「面」としての，各機能に応じ

た仕組みづくりに対応して，国の教育行政においてもこれまでの縦割りの個別の分野や施設等を対象

としてではなく，横断的な「機能」に対応して柔軟に連携を支援していくための仕組みを今後検討し

ていく必要がある。例えば，社会教育行政と学校教育行政が連携を効率的・効果的に行うために様々

な横断的な課題に対応し，支援していくことが，これまで以上に両者の連携を促進していくことにな

ると考えられ，各地域における機能に応じた「面」としての連携を国においても総合的に支援してい

く視点が求められる。  



－279－ 

○ 今後政府で策定される教育振興基本計画等も踏まえ，各地方公共団体における取組を支援すべく，

国において本答申を受けた具体的な取組が推進される必要がある。  

 




