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１ 教育基本法 
 

                                     平成18年12月22日  

                                     法律第120号 

 

教育基本法（昭和22年法律第25号）の全部を改正する。 

 

   目 次 

 前 文 

 第１章 教育の目的及び理念（第１条―第４条） 

 第２章 教育の実施に関する基本（第５条―第15条） 

 第３章 教育行政（第16条・第17条） 

 第４章 法令の制定（第18条） 

 附 則 

 

 我々日本国民は，たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに，

世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 

 我々は，この理想を実現するため，個人の尊厳を重んじ，真理と正義を希求し，公共の精神を尊び，

豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに，伝統を継承し，新しい文化の創造を目指

す教育を推進する。 

 ここに，我々は，日本国憲法の精神にのっとり，我が国の未来を切り拓
ひら

く教育の基本を確立し，その

振興を図るため，この法律を制定する。 

 

   第１章 教育の目的及び理念 

 （教育の目的） 

第１条 教育は，人格の完成を目指し，平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備え

た心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 

 （教育の目標） 

第２条 教育は，その目的を実現するため，学問の自由を尊重しつつ，次に掲げる目標を達成するよう

行われるものとする。 

 一 幅広い知識と教養を身に付け，真理を求める態度を養い，豊かな情操と道徳心を培うとともに，

健やかな身体を養うこと。 

 二 個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，創造性を培い，自主及び自律の精神を養うとともに，

職業及び生活との関連を重視し，勤労を重んずる態度を養うこと。 

 三 正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重んずるとともに，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。 

 四 生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

 五 伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重し，

国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 
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 （生涯学習の理念） 

第３条 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ので

きる社会の実現が図られなければならない。 

 （教育の機会均等） 

第４条 すべて国民は，ひとしく，その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず，人

種，信条，性別，社会的身分，経済的地位又は門地によって，教育上差別されない。 

２ 国及び地方公共団体は，障害のある者が，その障害の状態に応じ，十分な教育を受けられるよう，

教育上必要な支援を講じなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は，能力があるにもかかわらず，経済的理由によって修学が困難な者に対して，

奨学の措置を講じなければならない。 

 

   第２章 教育の実施に関する基本 

 （義務教育） 

第５条 国民は，その保護する子に，別に法律で定めるところにより，普通教育を受けさせる義務を負

う。 

２ 義務教育として行われる普通教育は，各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生き

る基礎を培い，また，国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的とし

て行われるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は，義務教育の機会を保障し，その水準を確保するため，適切な役割分担及び

相互の協力の下，その実施に責任を負う。 

４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については，授業料を徴収しない。 

 （学校教育） 

第６条 法律に定める学校は，公の性質を有するものであって，国，地方公共団体及び法律に定める法

人のみが，これを設置することができる。 

２ 前項の学校においては，教育の目標が達成されるよう，教育を受ける者の心身の発達に応じて，体

系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において，教育を受ける者が，学校生活を

営む上で必要な規律を重んずるとともに，自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行

われなければならない。 

 （大学） 

第７条 大学は，学術の中心として，高い教養と専門的能力を培うとともに，深く真理を探究して新た

な知見を創造し，これらの成果を広く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するものとする。 

２ 大学については，自主性，自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければな

らない。 

 （私立学校） 

第８条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ，国及び地方公

共団体は，その自主性を尊重しつつ，助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めな

ければならない。 

 （教員） 

第９条 法律に定める学校の教員は，自己の崇高な使命を深く自覚し，絶えず研究と修養に励み，その
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職責の遂行に努めなければならない。 

２ 前項の教員については，その使命と職責の重要性にかんがみ，その身分は尊重され，待遇の適正が

期せられるとともに，養成と研修の充実が図られなければならない。 

 （家庭教育） 

第10条 父母その他の保護者は，子の教育について第一義的責任を有するものであって，生活のために

必要な習慣を身に付けさせるとともに，自立心を育成し，心身の調和のとれた発達を図るよう努める

ものとする。 

２ 国及び地方公共団体は，家庭教育の自主性を尊重しつつ，保護者に対する学習の機会及び情報の提

供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 （幼児期の教育） 

第11条 幼児期の教育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ，国及

び地方公共団体は，幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって，その

振興に努めなければならない。 

 （社会教育） 

第12条 個人の要望や社会の要請にこたえ，社会において行われる教育は，国及び地方公共団体によっ

て奨励されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は，図書館，博物館，公民館その他の社会教育施設の設置，学校の施設の利用，

学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。 

 （学校，家庭及び地域住民等の相互の連携協力） 

第13条 学校，家庭及び地域住民その他の関係者は，教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚すると

ともに，相互の連携及び協力に努めるものとする。 

 （政治教育） 

第14条 良識ある公民として必要な政治的教養は，教育上尊重されなければならない。 

２ 法律に定める学校は，特定の政党を支持し，又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動

をしてはならない。 

 （宗教教育） 

第15条 宗教に関する寛容の態度，宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は，教

育上尊重されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体が設置する学校は，特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはな

らない。 

 

   第３章 教育行政 

 （教育行政） 

第16条 教育は，不当な支配に服することなく，この法律及び他の法律の定めるところにより行われる

べきものであり，教育行政は，国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下，公正かつ

適正に行われなければならない。 

２ 国は，全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため，教育に関する施策を総合的に策

定し，実施しなければならない。 

３ 地方公共団体は，その地域における教育の振興を図るため，その実情に応じた教育に関する施策を

策定し，実施しなければならない。 



－  － 6

４ 国及び地方公共団体は，教育が円滑かつ継続的に実施されるよう，必要な財政上の措置を講じなけ

ればならない。 

 （教育振興基本計画） 

第17条 政府は，教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，教育の振興に関する

施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について，基本的な計画を定め，こ

れを国会に報告するとともに，公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は，前項の計画を参酌し，その地域の実情に応じ，当該地方公共団体における教育の

振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

 

   第４章 法令の制定 

第18条 この法律に規定する諸条項を実施するため，必要な法令が制定されなければならない。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この法律は，公布の日から施行する。 

 （社会教育法等の一部改正） 

２ 次に掲げる法律の規定中「教育基本法（昭和22年法律第25号）」を「教育基本法（平成18年法律第120

号）」に改める。 

 一 社会教育法（昭和24年法律第207号）第１条 

 二 産業教育振興法（昭和26年法律第228号）第１条 

 三 理科教育振興法（昭和28年法律第186号）第１条 

 四 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法（昭和28年法律第238号）第１条 

 五 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法（昭和29年法律第157号）第

１条 

 六 国立大学法人法（平成15年法律第112号）第37条第１項 

 七 独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成15年法律第113号）第16条 

 （放送大学学園法及び構造改革特別区域法の一部改正） 

３ 次に掲げる法律の規定中「教育基本法（昭和22年法律第25号）第９条第２項」を「教育基本法（平

成18年法律第120号）第15条第２項」に改める。 

 一 放送大学学園法（平成14年法律第156号）第18条 

 二 構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）第20条第17項 
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２ 地方自治法（抄） 
 

                               昭和22年４月17日 法律第67号  

                               最近改正 

                               平成20年６月18日 法律第82号 

 

   第10章 公の施設 

（昭38法99・追加） 

 （公の施設） 

第244条 普通地方公共団体は，住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設（これ

を公の施設という。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第３項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は，正当な理由

がない限り，住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は，住民が公の施設を利用することについて，不当な差別的取扱いをしてはなら

ない。 

（昭38法99・追加，平15法81・一部改正） 

 （公の施設の設置，管理及び廃止） 

第244条の２ 普通地方公共団体は，法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか，公

の施設の設置及びその管理に関する事項は，条例でこれを定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は，条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて，

これを廃止し，又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは，議会において出席

議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は，公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは，

条例の定めるところにより，法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの（以下

本条及び第244条の４において「指定管理者」という。）に，当該公の施設の管理を行わせることがで

きる。 

４ 前項の条例には，指定管理者の指定の手続，指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必

要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は，期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は，指定管理者の指定をしようとするときは，あらかじめ，当該普通地方公共団

体の議会の議決を経なければならない。 

７ 指定管理者は，毎年度終了後，その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し，当

該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 

８ 普通地方公共団体は，適当と認めるときは，指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金

（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

９ 前項の場合における利用料金は，公益上必要があると認める場合を除くほか，条例の定めるところ

により，指定管理者が定めるものとする。この場合において，指定管理者は，あらかじめ当該利用料

金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 

10 普通地方公共団体の長又は委員会は，指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期すため，指

定管理者に対して，当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め，実地について調査し，又は必
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要な指示をすることができる。 

11 普通地方公共団体は，指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を

継続することが適当でないと認めるときは，その指定を取り消し，又は期間を定めて管理の業務の全

部又は一部の停止を命ずることができる。 

（昭38法99・追加，平３法24・平６法48・平11法87・平15法81・一部改正） 

 （公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用） 

第244条の３ 普通地方公共団体は，その区域外においても，また，関係普通地方公共団体との協議によ

り，公の施設を設けることができる。 

２ 普通地方公共団体は，他の普通地方公共団体との協議により，当該他の普通地方公共団体の公の施

設を自己の住民の利用に供させることができる。 

３ 前２項の協議については，関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

（昭38法99・追加） 

 （公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て） 

第244条の４ 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は，都

道府県知事がした処分については総務大臣，市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求

をすることができる。この場合においては，異議申立てをすることもできる。 

２ 第138条の４第１項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は，

当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。 

３ 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関（指定管理者を含む。）がした公の施設を

利用する権利に関する処分についての審査請求は，普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁

でない場合においても，当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 

４ 普通地方公共団体の長は，公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請

求（第１項に規定する審査請求を除く。）があつたときは，議会に諮問してこれを決定しなければな

らない。 

５ 議会は，前項の規定による諮問があつた日から20日以内に意見を述べなければならない。 

６ 公の施設を利用する権利の関する処分についての審査請求（第１項に規定する審査請求を除く。）に

対する裁決に不服がある者は，都道府県知事がした裁決については総務大臣，市町村長がした裁決に

ついては都道府県知事に再審査請求をすることができる。 

（昭38法99・追加，平11法160・平15法81・一部改正） 
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３ 社会教育法（抄） 
 

                               昭和24年６月10日 法律第207号  

                               最近改正 

                               平成20年６月11日 法律第 59号 

 

   第１章 総 則 

 （社会教育の定義） 

第２条 この法律で「社会教育」とは，学校教育法（昭和22年法律第26号）に基き，学校の教育課程と

して行われる教育活動を除き，主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及

びレクリエーションの活動を含む。）をいう。 

 （国及び地方公共団体の任務） 

第３条 国及び地方公共団体は，この法律及び他の法令の定めるところにより，社会教育の奨励に必要

な施設の設置及び運営，集会の開催，資料の作製，頒布その他の方法により，すべての国民があらゆ

る機会，あらゆる場所を利用して，自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成す

るように努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は，前項の任務を行うに当たっては，国民の学習に対する多様な需要を踏まえ，

これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより，生涯学習の振

興に寄与することとなるよう努めるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は，第一項の任務を行うに当たっては，社会教育が学校教育及び家庭教育との

密接な関連性を有することにかんがみ，学校教育との連携の確保に努め，及び家庭教育の向上に資す

ることとなるよう必要な配慮をするとともに，学校，家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携

及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。 

（平13法106・平20法59・一部改正） 

 （市町村の教育委員会の事務）  

第５条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は，社会教育に関し，当該地方の必要に応じ，

予算の範囲内において，次の事務を行う。 

 一 社会教育に必要な援助を行うこと。 

 二 社会教育委員の委嘱に関すること。 

 三 公民館の設置及び管理に関すること。 

 四 所管に属する図書館，博物館，青年の家その他社会教育施設の設置及び管理に関すること。 

 五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。 

 六 講座の開設及び討論会，講習会，講演会，展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関す

ること。 

 七 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に関す

る情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。 

 八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関すること。 

 九 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 

 十 情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能に

関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。 
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 十一 運動会，競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 

 十二 音楽，演劇，美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。 

 十三 主として学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生

徒をいう。）に対し，学校の授業の終了後又は休業日において学校，社会教育施設その他適切な施設

を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。 

 十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動その他の体験活動の機会

を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。 

 十五 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して学校，社会教育施設その

他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。 

 十六 社会教育に関する情報の収集，整理及び提供に関すること。 

 十七 視聴覚教育，体育及びレクリエーションに必要な設備，器材及び資料の提供に関すること。 

 十八 情報の交換及び調査研究に関すること。 

 十九 その他第３条第１項の任務を達成するために必要な事務 

（昭28法211・昭34法158・平11法87・平13法106・平20法59・一部改正） 

 （都道府県の教育委員会の事務） 

第６条 都道府県の教育委員会は，社会教育に関し，当該地方の必要に応じ，予算の範囲内において，

前条各号の事務（第三号の事務を除く。）を行うほか，次の事務を行う。 

 一 公民館及び図書館の設置及び管理に関し，必要な指導及び調査を行うこと。 

 二 社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営，講習会の開催，資料の配布等に関するこ

と。 

 三 社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあっせんに関すること。 

 四 市町村の教育委員会との連絡に関すること。 

 五 その他法令によりその職務権限に属する事項 

（昭28法211・昭36法166・昭42法120・平11法87・平20法59・一部改正） 

 

   第５章 公民館 

（昭26法17・旧第４章繰下） 

 （目 的） 

第20条 公民館は，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，もつ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ことを目的とする。 

 （公民館の設置者） 

第21条 公民館は，市町村が設置する。 

２ 前項の場合を除く外，公民館は，公民館設置の目的をもつて民法第34条の規定により設立する法人

（この章中以下「法人」という。）でなければ設置することができない。 

３ 公民館の事業の運営上必要があるときは，公民館に分館を設けることができる。 

（昭34法158・一部改正） 

 （公民館の事業） 

第22条 公民館は，第20条の目的達成のために，おおむね，左の事業を行う。但し，この法律及び他の

法令によって禁じられたものは，この限りでない。 
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 一 定期講座を開設すること。 

 二 討論会，講習会，講演会，実習会，展示会等を開催すること。 

 三 図書，記録，模型，資料等を備え，その利用を図ること。 

 四 体育，レクリエーション等に関する集会を開催すること。 

 五 各種の団体，機関等の連絡を図ること。 

 六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 

（昭28法211・平11法87・一部改正） 

 （公民館の運営方針） 

第23条 公民館は，次の行為を行つてはならない。 

 一 もっぱら営利を目的として事業を行い，特定の営利事務(「営利事業」とすべきものと思われる。)

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。 

 二 特定の政党の利害に関する事業を行い，又は公私の選挙に関し，特定の候補者を支持すること。 

２ 市町村の設置する公民館は，特定の宗教を支持し，又は特定の教派，宗派若しくは教団を支援して

はならない。 

 （公民館の基準） 

第23条の２ 文部科学大臣は，公民館の健全な発達を図るために，公民館の設置及び運営上必要な基準

を定めるものとする。 

２ 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は，市町村の設置する公民館が前項の基準に従って設置さ

れ及び運営されるように，当該市町村に対し，指導，助言その他の援助に努めるものとする。 

（昭34法158・追加，平11法160・一部改正） 

 （公民館の設置） 

第24条 市町村が公民館を設置しようとするときは，条例で，公民館の設置及び管理に関する事項を定

めなければならない。 

（昭31法163・一部改正） 

第25条及び第26条 削 除 

（昭42法120） 

 （公民館の職員） 

第27条 公民館に館長を置き，主事その他必要な職員を置くことができる。 

２ 館長は，公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い，所属職員を監督する。 

３ 主事は，館長の命を受け，公民館の事業の実施にあたる。 

（昭34法158・一部改正） 

第28条 市町村の設置する公民館の館長，主事その他必要な職員は，教育長の推薦により，当該市町村

の教育委員会が任命する。 

（昭34法158・平11法87・一部改正） 

 （公民館の職員の研修） 

第29条の２ 第９条の６の規定は，公民館の職員の研修について準用する。 

（昭34法158・追加） 

 （公民館運営審議会） 

第29条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

２ 公民館運営審議会は，館長の諮問に応じ，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
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るものとする。 

（昭34法158・平11法87・一部改正） 

第30条 市町村の設置する公民館にあっては，公民館運営審議会の委員は，学校教育及び社会教育の関

係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から，市町村の教育委員会

が委嘱する。 

２ 前項の公民館運営審議会の委員の定数，任期その他必要な事項は，市町村の条例で定める。 

（昭31法163・平11法87・平13法106・一部改正） 

第31条 法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあっては，その委員は，当該法人の役

員をもつて充てるものとする。 

（平11法87・一部改正） 

 （運営の状況に関する評価等） 

第32条 公民館は，当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに，その結果に基づき公民館の

運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 （運営の状況に関する情報の提供） 

第32条の２ 公民館は，当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに，

これらの者との連携及び協力の推進に資するため，当該公民館の運営の状況に関する情報を積極的に

提供するよう努めなければならない。 

 （基 金） 

第33条 公民館を設置する市町村にあっては，公民館の維持運営のために，地方自治法（昭和22年法律

第67号）第241条の基金を設けることができる。 

（昭38年法99・一部改正） 

 （特別会計） 

第34条 公民館を設置する市町村にあっては，公民館の維持運営のために，特別会計を設けることがで

きる。 

（昭31法163・一部改正） 

 （公民館の補助） 

第35条 国は，公民館を設置する市町村に対し，予算の範囲内において，公民館の施設，設備に要する

経費その他必要な経費の一部を補助することができる。 

２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は，政令で定める。 

（昭34法158・全改） 

第36条 削 除（昭34法158） 

第37条 都道府県が地方自治法第232条の２の規定により，公民館の運営に要する経費を補助する場合に

おいて，文部科学大臣は，政令の定めるところにより，その補助金の額，補助の比率，補助の方法そ

の他必要な事項につき報告を求めることができる。 

（昭38法99・平11法160・一部改正） 

第38条 国庫の補助を受けた市町村は，左に掲げる場合においては，その受けた補助金を国庫に返還し

なければならない。 

 一 公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。 

 二 公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し，又は第20条に掲げる目的以外の用途に利用され

るようになったとき。 
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 三 補助金交付の条件に違反したとき。 

 四 虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。 

 （法人の設置する公民館の指導） 

第39条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は，法人の設置する公民館の運営その他に関し，その

求めに応じて，必要な指導及び助言を与えることができる。 

（昭31法163・平11法160・一部改正） 

 （公民館の事業又は行為の停止） 

第40条 公民館が第23条の規定に違反する行為を行つたときは，市町村の設置する公民館にあっては市

町村の教育委員会，法人の設置する公民館にあっては都道府県の教育委員会は，その事業又は行為の

停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は，都道府県

の条例で定めることができる。 

（昭28法211・昭60法90・昭61法109・一部改正） 

 （罰 則） 

第41条 前条第１項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は，一年以

下の懲役若しくは禁錮
こ

又は３万円以下の罰金に処する。 

（昭28法211・昭60法90・昭61法109・一部改正） 

 （公民館類似施設） 

第42条 公民館に類似する施設は，何人もこれを設置することができる。 

２ 前項の施設の運営その他に関しては，第39条の規定を準用する。 

 

 

 

４ 社会教育法施行令（抄） 
 

                               昭和24年７月22日 政令第280号  

                               最近改正 

                               平成12年６月７日 政令第308号 

 

 （公民館の施設，設備に要する経費の範囲） 

第２条 法第35条第１項に規定する公民館の施設，設備に要する経費の範囲は，次に掲げるものとする。 

 一 施設費 施設の建築に要する本工事費，附帯工事費及び事務費 

 二 設備費 公民館に備え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費 

 （昭34政157・全改，昭59政229・旧第２条繰下，平２政195・旧第３条繰上） 

 （公民館に対する都道府県補助についての報告） 

第３条 都道府県が法第37条に規定する補助をする場合には，文部科学大臣は，同条の規定により，当

該都道府県の教育委員会に対して，次に掲げる事項について報告を求めることができる。 

 一 公民館の設置運営の概況 

 二 公民館運営費補助額の明細 

 三 公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法 
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 （昭34政157・旧第４条繰上・一部改正，昭59政229・旧第３条繰下，平２政195・旧第４条繰上，平12

政308・一部改正） 

 

 

 

５ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 
 

                               昭和31年６月30日 法律第162号  

                               最近改正 

                               平成12年６月９日 法律第 91号 

 

   第４章 教育機関 

    第１節 通 則 

 （教育機関の設置） 

第30条 地方公共団体は，法律で定めるところにより，学校，図書館，博物館，公民館その他の教育機

関を設置するほか，条例で，教育に関する専門的，技術的事項の研究又は教育関係職員の研修，保健

若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。 

 （教育機関の職員） 

第31条 前条に規定する学校に，法律で定めるところにより，学長，校長，園長，教員，事務職員，技

術職員その他の所要の職員を置く。 

２ 前条に規定する学校以外の教育機関に，法律又は条例で定めるところにより，事務職員，技術職員

その他の所要の職員を置く。 

３ 前２項に規定する職員の定数は，この法律に特別の定がある場合を除き，当該地方公共団体の条例

で定めなければならない。ただし，臨時又は非常勤の職員については，この限りでない。 

 （教育機関の所管） 

第32条 学校その他の教育機関のうち，大学は地方公共団体の長が，その他のものは教育委員会が所管

する。 

 （学校等の管理） 

第33条 教育委員会は，法令又は条例に違反しない限度において，その所管に属する学校その他の教育

機関の施設，設備，組織編制，教育課程，教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本

的事項について，必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において，当該教育委員会規

則で定めようとする事項のうち，その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては，

教育委員会は，あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。 

２ 前項の場合において，教育委員会は，学校における教科書以外の教材の使用について，あらかじめ，

教育委員会に届け出させ，又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとする。 

 （教育機関の職員の任命） 

第34条 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長，園長，教員，事務職員，技術職員そ

の他の職員は，この法律に特別の定がある場合を除き，教育長の推薦により，教育委員会が任命する。 

 （職員の身分取扱） 

第35条 第31条第１項又は第２項に規定する職員の任免，給与，懲戒，服務その他の身分取扱に関する
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事項は，この法律及び法律に特別の定がある場合を除き，地方公務員法の定めるところによる。 

 （所属職員の進退に関する意見の申出） 

第36条 学校その他の教育機関の長は，この法律及び教育公務員特例法に特別の定がある場合を除き，

その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。この場

合において，大学附置の学校の校長にあっては，学長を経由するものとする。 

 

 

 

６ 社会教育法等の一部を改正する法律等の施行について（抄） 
 

                        昭和34年４月30日 文社社第283号 

                        各都道府県教育委員会あて 文部事務次官通達  

 

 このたび，社会教育法等の一部を改正する法律（昭和34年法律第158号）が第31回国会（通常会）にお

いて成立し，４月30日公布，既実施行されました。また，この法律の制定に伴い，社会教育法施行令等

の一部を改正する政令等が同日付で，それぞれ公布，施行されました。 

 改正法令の意図する社会教育の充実振興を図るためには，国，都道府県，市町村の関係諸機関が改正

法令を適正に運用することが必要であると考えます。 

 ついては，下記事項に留意の上，社会教育の充実，振興を図るため格段の努力を払われるようお願い

します。 

 なお，管下各市町村の教育委員会その他関係方面に対して，すみやかにこのことの周知徹底を図られ

るとともに，御指導下さるようお願いします。 

 

記 

 

１ 社会教育主事及び社会教育主事補に関する事項（略） 

２ 社会教育関係団体に対する補助に関する事項（略） 

３ 公民館に関する事項 

  公民館活動の一層の充実，振興とその運営の適正を図るため，公民館の設置及び運営の基準が設定

されることとなり，また公民館主事の職務及び分館設置の根拠が法で明示されるとともに２以上の公

民館に共通の公民館運営審議会を置くことが認められた。 

  公民館の基準では，その設置及び運営上必要な施設，設備及び人員配置等が定められるが，公民館

の設置者がこの基準に従って公民館を設置し運営するよう，都道府県の教育委員会は積極的にその指

導，助言，援助にあたられたい。また，公民館の主事については，その重要性にかんがみ，法におい

て職務を明確にすることとされたのであり，管下市町村にその地位の確立，待遇の改善等を図るよう

に特に指導されたい。 

  なお，公民館の職員の研修については，一の(4)と同様に任命権者のほか，文部大臣及び都道府県の

教育委員会もこれを行うこととされたので，貴委員会においても，その実施に努力されたい。 

４ その他の事項（略） 
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７ 社会教育法等の一部を改正する法律及び同法施行令等の一部を
改正する政令等の施行について（抄） 

 

                     昭和34年４月30日 文社社第283号 

                     各都道府県教育委員会あて 文部省社会教育局長通達  

 

 このたび，社会教育法等の一部を改正する法律（昭和34年法律第158号）の施行に伴い，社会教育法施

行令等の一部を改正する政令（昭和34年政令第157号），図書館法施行令（昭和34年政令第158号），社会

教育主事講習等規程の一部を改正する省令（昭和34年文部省令第13号）並びに「社会教育に関係のある

職及び教育に関する職の指定」）（昭和34年文部省告示第53号）が公布，施行になりました。 

 これらの改正法令につきましては，文部事務次官より（昭和34年４月30日文社社第283号）で通達され

ましたが，なお細部につきましては，下記事項に留意の上管下各市町村の教育委員会その他関係方面に

周知徹底を図られるとともに，適切に指導されるようお願いします。 

 

記 

 

１ 社会教育主事について（略） 

２ 補助金の対象となる社会教育関係団体の事業について（略） 

３ 委員の報酬について 

  社会教育委員，公民館運営審議会委員，図書館協議会委員及び博物館協議会委員に報酬を支給する

こととする改正に伴い，地方公共団体においては，地方自治法第203条第３項の規定により，すみや

かに条例で，その報酬の額および支給方法を定めるとともに，所要の財源措置等必要な措置を講じな

ければならないが，その際，社会教育委員等の職務の重要性について充分に配慮するとともに，地方

公共団体の他の諮問機関の委員等と均衡を失しないように留意すること。 

  なお，社会教育委員の報酬支給に伴う財源措置は，地方交付税において措置することにしている。 

４ 公民館の主事及び運営審議会について 

 (1) 公民館の主事は専任職員として任命することが望ましいが，当分の間は，実情に応じて社会教育

主事等に兼任させる等の方法により，公民館の事業の積極的な振興をはかるよう措置されたい。 

 (2) 法第27条に新たに公民館の主事の職務を明記し，その地位の確立と待遇の向上を図ることとなっ

たので，市町村においては，定数条例，給与規則等に公民館主事を明確にすること。 

 (3) 同一市町村の公民館における公民館運営審議会委員の重複を避け，市町村内の公民館の有機的連

繫と能率的運営を図るため，市町村が２以上の公民館を設置する場合には，条例で定めるところに

より，その２以上の公民館に共通の公民館運営審議会を置き，それぞれの公民館の館長の諮問に応

ずるものとすることが認められた。 

   これによって公民館活動の能率的運営が期待されるのであるが，その実施に当つては実情に即し

た運用を図るようにされたい。 

５ 公民館，図書館及び博物館の補助について 

  公民館，図書館及び博物館の補助の補助対象経費の範囲は，社会教育法施行令及び博物館法施行令

において，従前の補助金等の臨時特例等に関する法律施行令第２条及び第３条の規定とほぼ同様の内

容が規定されているが，従前，施設の新築にあたって認められることになっていた施設費補助は，今
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後，施設の建築にあたって補助することができるように改められた。 

 

 

 

８ 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 
 

                               平成２年６月29日 法律第71号  

                               最近改正 

                               平成14年３月31日 法律第15号 

 

 （目 的） 

第１条 この法律は，国民が生涯にわたって学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ，

生涯学習の振興に資するための都道府県の事業に関しその推進体制の整備その他の必要な事項を定

め，及び特定の地区において生涯学習に係る機会の総合的な提供を促進するための措置について定め

るとともに，都道府県生涯学習審議会の事務について定める等の措置を講ずることにより，生涯学習

の振興のための施策の推進体制及び地域における生涯学習に係る機会の整備を図り，もって生涯学習

の振興に寄与することを目的とする。 

（平成11法160・一部改正） 

 （施策における配慮等） 

第２条 国及び地方公共団体は，この法律に規定する生涯学習の振興のための施策を実施するに当たっ

ては，学習に関する国民の自発的意思を尊重するよう配慮するとともに，職業能力の開発及び向上，

社会福祉等に関し生涯学習に資するための別に講じられる施策と相まって，効果的にこれを行うよう

努めるものとする。 

 （生涯学習の振興に資するための都道府県の事業） 

第３条 都道府県の教育委員会は，生涯学習の振興に資するため，おおむね次の各号に掲げる事業につ

いて，これらを相互に連携させつつ推進するために必要な体制の整備を図りつつ，これらを一体的か

つ効果的に実施するよう努めるものとする。 

 一 学校教育及び社会教育に係る学習（体育に係るものを含む。以下この項において「学習」という。）

並びに文化活動の機会に関する情報を収集し，整理し，及び提供すること。 

 二 住民の学習に対する需要及び学習の成果の評価に関し，調査研究を行うこと。 

 三 地域の実情に即した学習の方法の開発を行うこと。 

 四 住民の学習に関する指導者及び助言者に対する研修を行うこと。 

 五 地域における学校教育，社会教育及び文化に関する機関及び団体に対し，これらの機関及び団体

相互の連携に関し，照会及び相談に応じ，並びに助言その他の援助を行うこと。 

 六 前各号に掲げるもののほか，社会教育のための講座の開設その他の住民の学習の機会の提供に関

し必要な事業を行うこと。 

２ 都道府県の教育委員会は，前項に規定する事業を行うに当たっては，社会教育関係団体その他の地

域において生涯学習に資する事業を行う機関及び団体との連携に努めるものとする。 

 （都道府県の事業の推進体制の整備に関する基準） 

第４条 文部科学大臣は，生涯学習の振興に資するため，都道府県の教育委員会が行う前条第１項に規
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定する体制の整備に関し望ましい基準を定めるものとする。 

２ 文部科学大臣は，前項の基準を定めようとするときは，あらかじめ，審議会等（国家行政組織法（昭

和23年法律第120号）第８条に規定する機関をいう。以下も同じ。）で政令で定めるものの意見を聴か

なければならない。これを変更しようとするときも，同様とする。 

（平成11法160・一部改正） 

 （地域生涯学習振興基本構想） 

第５条 都道府県は，当該都道府県内の特定の地区において，当該地区及びその周辺の相当程度広範囲

の地域における住民の生涯学習の振興に資するため，社会教育に係る学習（体育に係るものを含む。）

及び文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の多様な機会の総合的な提供を民間事業者の能力を

活用しつつ行うことに関する基本的な構想（以下「基本構想」という。）を作成することができる。 

２ 基本構想においては，次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 前項に規定する多様な機会（以下「生涯学習に係る機会」という。）の総合的な提供の方針に関す

る事項 

 二 前項に規定する地区の区域に関する事項 

 三 総合的な提供を行うべき生涯学習に係る機会（民間事業者により提供されるものを含む。）の種類

及び内容に関する基本的な事項 

 四 前号に規定する民間事業者に対する資金の融通の円滑化その他の前項に規定する地区において行

われる生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務であって政令で定めるものを行う者及び当

該業務の運営に関する事項 

 五 その他生涯学習に係る機会の総合的な提供に関する重要事項 

３ 都道府県は，基本構想を作成しようとするときは，あらかじめ，関係市町村に協議しなければなら

ない。 

４ 都道府県は，基本構想を作成しようとするときは，前項の規定による協議を経た後，文部科学大臣

及び経済産業大臣に協議することができる。 

５ 文部科学大臣及び経済産業大臣は，前項の規定による協議を受けたときは，都道府県が作成しよう

とする基本構想が次の各号に該当するものであるかどうかについて判断するものとする。 

 一 当該基本構想に係る地区が，生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域であって政令で

定めるもの以外の地域のうち，交通条件及び社会的自然的条件からみて生涯学習に係る機会の総合

的な提供を行うことが相当と認められる地区であること。 

 二 当該基本構想に係る生涯学習に係る機会の総合的な提供が当該基本構想に係る地区及びその周辺

の相当程度広範囲の地域における住民の生涯学習に係る機会に対する要請に適切にこたえるもので

あること。 

 三 その他文部科学大臣及び経済産業大臣が判断に当たっての基準として次条の規定により定める事

項（以下「判断基準」という。）に適合するものであること。 

６ 文部科学大臣及び経済産業大臣は，基本構想につき前項の判断をするに当たっては，あらかじめ，

関係行政機関の長に協議するとともに，文部科学大臣にあっては前条第２項の政令で定める審議会等

の意見を，経済産業大臣にあっては産業構造審議会の意見をそれぞれ聴くものとし，前項各号に該当

するものであると判断するに至ったときは，速やかにその旨を当該都道府県に通知するものとする。 

７ 都道府県は，基本構想を作成したときは，遅滞なく，これを公表しなければならない。 

８ 第３項から前項までの規定は，基本構想の変更（文部科学省令，経済産業省令で定める軽微な変更
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を除く。）について準用する。 

（平11法87・平11法160・一部改正） 

 （判断基準） 

第６条 判断基準においては，次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 生涯学習に係る機会の総合的な提供に関する基本的な事項 

 二 前条第１項に規定する地区の設定に関する基本的な事項 

 三 総合的な提供を行うべき生涯学習に係る機会（民間事業者により提供されるものを含む。）の種類

及び内容に関する基本的な事項 

 四 生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な事業に関する基本的な事項 

 五 生涯学習に係る機会の総合的な提供に際し配慮すべき重要事項 

２ 文部科学大臣及び経済産業大臣は，判断基準を定めるに当たっては，あらかじめ，総務大臣その他

関係行政機関の長に協議するとともに，文部科学大臣にあっては第４条第２項の政令で定める審議会

等の意見を，経済産業大臣にあっては産業構造審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。 

３ 文部科学大臣及び経済産業大臣は，判断基準を定めたときは，遅滞なく，これを公表しなければな

らない。 

４ 前２項の規定は，判断基準の変更について準用する。 

（平11法87・平11法160・一部改正） 

第７条 削 除（平11法87） 

 （基本構想の実施等） 

第８条 都道府県は，関係民間事業者の能力を活用しつつ，生涯学習に係る機会の総合的な提供を基本

構想に基づいて計画的に行うよう努めなければならない。 

２ 文部科学大臣は，基本構想の円滑な実施の促進のため必要があると認めるときは，社会教育関係団

体及び文化に関する団体に対し必要な協力を求めるものとし，かつ，関係地方公共団体及び関係事業

者等の要請に応じ，その所管に属する博物館資料の貸出しを行うよう努めるものとする。 

３ 経済産業大臣は，基本構想の円滑な実施の促進のため必要があると認めるときは，商工会議所及び

商工会に対し，これらの団体及びその会員による生涯学習に係る機会の提供その他の必要な協力を求

めるものとする。 

４ 前２項に定めるもののほか，文部科学大臣及び経済産業大臣は，基本構想の作成及び円滑な実施の

促進のため，関係地方公共団体に対し必要な助言，指導その他の援助を行うよう努めなければならな

い。 

５ 前３項に定めるもののほか，文部科学大臣，経済産業大臣，関係行政機関の長，関係地方公共団体

及び関係事業者は，基本構想の円滑な実施が促進されるよう，相互に連携を図りながら協力しなけれ

ばならない。 

（平11法87・平11法160・一部改正） 

第９条 削 除（平14法15） 

 （都道府県生涯学習審議会） 

第10条 都道府県に，都道府県生涯学習審議会（以下「都道府県審議会」という。）を置くことができる。 

２ 都道府県審議会は，都道府県の教育委員会又は知事の諮問に応じ，当該都道府県の処理する事務に

関し，生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。 

３ 都道府県審議会は，前項に規定する事項に関し必要と認める事項を当該都道府県の教育委員会又は
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知事に建議することができる。 

４ 前３項に定めるもののほか，都道府県審議会の組織及び運営に関し必要な事項は，条例で定める。 

 （平11法102・旧第11条繰上） 

 （市町村の連携協力体制） 

第11条 市町村（特別区を含む。）は，生涯学習の振興に資するため，関係機関及び関係団体等との連携

協力体制の整備に努めるものとする。 

（平11法102・旧第12条繰上） 

 

 

 

９ 学校教育法施行規則の一部を改正する省令について 
 

○学校教育法施行規則（抄） 

                           昭和22年５月23日 文部省令第11号 

                           最近改正 

                           平成16年３月31日 文部科学省令第22号  

 

第63条の４ 校長は，教育上有益と認めるときは，当該校長の定めるところにより，生徒が行う次に掲

げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし，当該科目の単位を与えること

ができる。 

 一 大学，高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等

における学修で文部科学大臣が別に定めるもの 

 二 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものの合格に係る学修 

 三 ボランティア活動その他の継続的に行われる活動（当該生徒の在学する高等学校の教育活動とし

て行われるものを除く。）に係る学修で文部科学大臣が別に定めるもの 

（平10文令３・全改，平12文令53・一部改正） 

 

○学校教育法施行規則第63条の４の規定により，別に定めることとされた学修について定める件 

                            平成10年３月27日 文部省告示第41号 

                            最近改正 

                            平成12年12月11日 文部省告示第181号  

 

 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）（以下「省令」という。）第63条の４の規定に基づき，

次のように定め，平成10年４月１日から施行する。 

 なお，学校教育法施行規則第63条の４の規定により，別に定めることとされた学修について定める件

（平成５年文部省告示第24号）及び学校教育法施行規則第63条の５の規定により，知識及び技能に関す

る審査で別に定めることとされたものについて定める件（平成５年文部省告示第25号）は廃止する。 

１ 省令第63条の４第一号の別に定める学修は，次に掲げる学修（第四号に掲げる学修にあっては，高

等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものに限る。）とする。 

 一 大学又は高等専門学校における科目等履修生，研究生又は聴講生としての学修 
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 二 専修学校の高等課程における学修及び専門課程における科目等履修生又は聴講生としての学修 

 三 専修学校が高等課程又は専門課程において高等学校の生徒を対象として行う附帯的教育事業にお

ける学修 

 四 大学において開設する公開講座における学修，公民館その他の社会教育施設において開設する講

座における学修その他これらに類する学修 

２ 省令第63条の４第二号の知識及び技能に関する審査で別に定めるものは，次に掲げる審査とする。 

 一 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則（平成12年文部省令第

25号）又は技能審査の認定に関する規則（昭和42年文部省告示第237号）により文部科学大臣が認定

した技能審査で，当該審査の合格に係る学修が高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認め

たもの 

 二 前号に掲げるもののほか，次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査で，当該審査の合

格に係る学修が高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの 

 イ 審査を行うものが国又は民法（明治29年法律第89号）第34条の規定による法人その他の団体であ

ること。 

 ロ 審査の実施に関し，十分な社会的信用を得ていること。 

 ハ 審査が全国的な規模において，毎年１回以上おこなわれるものであること。 

 ニ 審査の実施の方法が，適切かつ公正であること。 

３ 省令第63条の４第三号の別に定める学修は，次に掲げる活動に係る学修で高等学校教育に相当する

水準を有すると校長が認めたものとする。 

 一 ボランティア活動，就業体験その他これらに類する活動 

 二 スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたもの 

 

 

 

10 社会教育法の一部を改正する法律について（抄） 
 

          平成13年７月11日 13文科生第279号 

          各都道府県教育委員会教育長，各都道府県知事等あて 文部科学事務次官通知  

 

 先の第151回国会において「社会教育法の一部を改正する法律」が成立し，別添のとおり，平成13年７

月11日付けをもって，法律第106号として公布され，同日から施行されました。 

 今回の改正は，家庭教育の向上のため，家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設等

を教育委員会の事務として規定するとともに，社会教育委員及び公民館運営審議会の委員に家庭教育の

向上に資する活動を行う者を委嘱できるようにするものであります。また，青少年の社会性や豊かな人

間性をはぐくむ観点から，ボランティア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動等の体験活動を促進

するため，様々な体験活動の機会の提供等を教育委員会の事務として規定するとともに，社会教育行政

の活性化を図るため，社会教育主事となるための実務経験の要件を緩和する等，所要の改正を行なうも

のであります。 

 その概要等は下記のとおりですので，十分に御了知の上，適切に御対処くださるようお願いいたしま

す。 
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 各都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては，域内の市町村教育委員会，市町村長等に対し

ても，改正の趣旨について周知を図るとともに，必要な指導，助言又は援助をお願いいたします。 

 なお，今回の改正事項に係る社会教育主事の実務経験に関する告示の制定については，追ってこれを

行い，別途通知する予定ですので，予め御承知おき下さい。 

 

記 

 

１ 家庭教育に関する学習機会の充実等（第５条第七号関係） 

 (1) 改正内容の概要 

   家庭教育に関する学習機会の充実を図るため，「家庭教育に関する学習の機会を提供するための

講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること」を教育委員会の事務として規定した

こと。 

 (2) 基本的な留意点 

  ① 今回の改正の趣旨は，家庭教育の向上を図るため，教育委員会や公民館等の社会教育施設が自

ら講座や集会を開催すること，及び民間の社会教育団体等が開催する講座や集会を奨励すること

を教育委員会の事務として規定するものであること。 

  ② 「家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催」については，各

教育委員会において，従前より，家庭教育学級・講座の開設などにより取り組まれてきたところ

であるが，今後，就学時健康診断や乳幼児健康診断のほか，学校説明会や学校への体験入学，PTA

の会合など，できる限り多くの親が集まる機会に講座等を開設することや，企業等の職場内で講

座を開設することなど，参加者の学習要求や地域の実情に応じた多様な学習機会がより多く提供

されるよう，一層の充実を図ること。 

  ③ PTAや子育てサークル等が行う家庭教育に関する学習機会の提供について，公民館等の社会教

育施設や学校施設の利用に当たって便宜を図ること，指導者の養成を図ること，日頃から情報交

換を密に行うことなどにより，これらの団体等が実施する家庭教育の講座や集会の奨励に努める

こと。 

  ④ 各教育委員会における家庭教育に関する学習機会の提供に当たっては，事業の円滑な実施が図

られるよう，学校，母子保健部局，PTAをはじめとする関係機関・団体等との連携協力に努めると

ともに，乳幼児を持つ親や仕事を持つ親なども参加しやすいものとなるよう，託児への対応や講

座等の実施日・時間帯などに配慮すること。 

 

２ ボランティア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動その他の体験活動の充実（第５条第十二号

関係） 

 (1) 改正内容の概要 

   青少年の社会性や豊かな人間性をはぐくむため，「青少年に対しボランティア活動など社会奉仕

体験活動，自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること」

を教育委員会の事務をして規定したこと。 

 (2) 基本的な留意点 

  ① 今回の改正の趣旨は，教育委員会や公民館等の社会教育施設が自ら体験活動の機会を提供する

事業を実施すること，及び民間の社会教育団体等が実施する事業を奨励することを教育委員会の
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事務として規定するものであること。 

  ② 併せて学校教育法を改正し，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，盲学校，聾学校及び

養護学校において，児童生徒の「体験的な学習活動，特にボランティア活動など社会奉仕体験活

動，自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする」とともに，「社会教育団体その他

の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない」としており，これは，学校教

育と社会教育とがあいまって体験活動を促進していく趣旨であること。 

  ③ 体験活動の実施に当たってのその他の留意点につては，別途通知する予定であること。 

 

３ 社会教育主事の資格要件の緩和（第９条の４関係）（略） 

 

４ 社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱範囲の拡大（第15条第１項及び第30条第１項関係） 

 (1) 改正内容の概要 

   社会教育委員及び公民館運営審議会の委員に「家庭教育の向上に資する活動を行う者」を委嘱で

きるようにしたこと。 

 (2) 基本的な留意点 

  ① 今回の改正の趣旨は，従来の「学校教育及び社会教育の関係者」及び「学識経験のある者」に

加えて，「家庭教育の向上に資する活動を行う者」を，社会教育委員や公民館運営審議会の委員に

委嘱できることにより，家庭教育の向上のための施策の一層の充実を図るものであること。 

  ② 「家庭教育の向上に資する活動を行う者」とは，例えば，以下のような者を指すものであるこ

と。 

   ア 子育てサークル（子育て中の親が任意に集まり，親子のふれあいや仲間づくり等を目的に活

動を行うサークル）のリーダー 

   イ 子育てサポーター等，自らの子育て経験を活かすことなどにより，家庭教育に関する悩みや

不安を抱く親からの相談に対応したり，情報提供を行う者 

   ウ 家庭教育に関する相談員や児童福祉司等，子育てに関する親からの相談に対応している者 

  ③ 各教育委員会においては，今回の改正の趣旨を踏まえ，家庭教育の向上に資する活動を行う者

を社会教育委員及び公民館運営審議会の委員に委嘱し，これらの者の意見を積極的に家庭教育の

向上のための諸施策に反映させるよう努めること。そのためにも，社会教育委員の会議等を活性

化し，各種審議，提言活動，調査研究等をこれまで以上に積極的に行っていくよう努めること。 

 

５ 国及び地方公共団体の任務に関する規定の改正（第３条第２項関係）（略） 
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11 公民館の設置及び運営に関する基準 
 

［平成15年６月６日 文部科学省告示第112号］ 

 

 社会教育法（昭和24年法律第207号）第23条の２第１項の規定に基づき，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）の全部を次のように改正する。 

 （趣 旨） 

第１条 この基準は，社会教育法（昭和24年法律第207号）第23条の２第１項の規定に基づく公民館の設

置及び運営上必要な基準であり，公民館の健全な発達を図ることを目的とする。 

２ 公民館及びその設置者は，この基準に基づき，公民館の水準の維持及び向上に努めるものとする。 

 （対象区域） 

第２条 公民館を設置する市（特別区を含む。以下同じ。）町村は，公民館活動の効果を高めるため，人

口密度，地形，交通条件，日常生活圏，社会教育関係団体の活動状況等を勘案して，当該市町村の区

域内において，公民館の事業の主たる対象となる区域（第６条第２項において「対象区域」という。）

を定めるものとする。 

 （地域の学習拠点としての機能の発揮） 

第３条 公民館は，講座の開設，講習会の開催等を自ら行うとともに，必要に応じて学校，社会教育施

設，社会教育関係団体，NPO（特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定す

る特定非営利活動法人をいう。）その他の民間団体，関係行政機関等と共同してこれらを行う等の方

法により，多様な学習機会の提供に努めるものとする。 

２ 公民館は，地域住民の学習活動に資するよう，インターネットその他の高度情報通信ネットワーク

の活用等の方法により，学習情報の提供の充実に努めるものとする。 

 （地域の家庭教育支援拠点としての機能の発揮） 

第４条 公民館は，家庭教育に関する学習機会及び学習情報の提供，相談及び助言の実施，交流機会の

提供等の方法により，家庭教育への支援の充実に努めるものとする。 

 （奉仕活動・体験活動の推進） 

第５条 公民館は，ボランティアの養成のための研修会を開催する等の方法により，奉仕活動・体験活

動に関する学習機会及び学習情報の提供の充実に努めるものとする。 

 （学校，家庭及び地域社会との連携等） 

第６条 公民館は，事業を実施するに当たっては，関係機関及び関係団体との緊密な連絡，協力等の方

法により，学校，家庭及び地域社会との連携の推進に努めるものとする。 

２ 公民館は，その対象区域内に公民館に類似する施設がある場合には，必要な協力及び支援に努める

ものとする。 

３ 公民館は，その実施する事業への青少年，高齢者，障害者，乳幼児の保護者等の参加を促進するよ

う努めるものとする。 

４ 公民館は，その実施する事業において，地域住民等の学習の成果並びに知識及び技能を生かすこと

ができるよう努めるものとする。 

 （地域の実情を踏まえた運営） 

第７条 公民館の設置者は，社会教育法第29条第１項に規定する公民館運営審議会を置く等の方法によ

り，地域の実情に応じ，地域住民の意向を適切に反映した公民館の運営がなされるよう努めるものと
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する。 

２ 公民館は，開館日及び開館時間の設定に当たっては，地域の実情を勘案し，夜間開館の実施等の方

法により，地域住民の利用の便宜を図るよう努めるものとする。 

 （職 員） 

第８条 公民館に館長を置き，公民館の規模及び活動状況に応じて主事その他必要な職員を置くよう努

めるものとする。 

２ 公民館の館長及び主事には，社会教育に関する識見と経験を有し，かつ公民館の事業に関する専門

的な知識及び技術を有する者をもって充てるよう努めるものとする。 

３ 公民館の設置者は，館長，主事その他職員の資質及び能力の向上を図るため，研修の機会の充実に

努めるものとする。 

 （施設及び設備） 

第９条 公民館は，その目的を達成するため，地域の実情に応じて，必要な施設及び設備を備えるもの

とする。 

２ 公民館は，青少年，高齢者，障害者，乳幼児の保護者等の利用の促進を図るため必要な施設及び設

備を備えるよう努めるものとする。 

 （事業の自己評価等） 

第10条 公民館は，事業の水準の向上を図り，当該公民館の目的を達成するため，各年度の事業の状況

について，公民館運営審議会等の協力を得つつ，自ら点検及び評価を行い，その結果を地域住民に対

して公表するよう努めるものとする。 

   附 則 

 この告示は，公布の日から施行する。 

 

 

 

12 「公民館の設置及び運営に関する基準」の告示について 
 

              平成15年６月６日 15文科生第343号 

              各都道府県教育委員会教育長あて 文部科学省生涯学習政策局長通知  

 

 このたび，別添のとおり，平成15年６月６日付けをもって，社会教育法（昭和24年法律第207号）第23

条の２に基づく，「公民館の設置及び運営に関する基準」（文部科学省告示第112号）が告示され，同日か

ら施行されました。 

 本告示は，①地方分権の推進に伴う定量的，画一的な基準の大綱化，弾力化，②多様化，高度化する

学習ニーズや国際化，情報化等の進展に伴う現代的課題への対応などを踏まえ，従来の「公民館の設置

及び運営に関する基準」（昭和34年12月28日文部省告示第98号）の全部を改正したものです。 

 貴教育委員会におかれては，域内の市町村教育委員会及び各公民館に対して本基準について周知を図

るとともに，別紙の各事項に十分御留意の上，適切な指導をお願いします。 
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（別 紙） 

 

「公民館の設置及び運営に関する基準」について 

 

１ 第１条関係（趣 旨） 

 (1) この基準は，社会教育法第23条の２に基づき，公民館の健全な発達を図るために，その設置及び

運営上必要な基準として定めたものであり，公民館及びその設置者は，この基準に基づき，それぞ

れの公民館の水準の維持，向上に努めるものとすること。 

 (2) 都道府県教育委員会においては，この基準を踏まえ，公民館を設置する市町村への適切な指導，

助言等に努められたいこと。 

 

２ 第２条関係（対象区域） 

 (1) 公民館を設置する市町村は，公民館活動の効果を高めるため，地域の諸条件を勘案し，事業の主

たる対象となる区域を定めるものとすること。 

 (2) 学習ニーズの多様化，高度化や生活圏の広域化に伴い，地域の実情に応じて，対象区域にこだわ

らない広域的，体系的な学習サービスの一層の充実についても期待されること。 

 (3) 市町村合併などに際し，公民館の配置が見直されるような場合には，地域住民の利用上の便宜を

損うなど，公民館活動の進展が妨げられることのないよう十分に留意願いたいこと。 

 

３ 第３条関係（地域の学習拠点としての機能の発揮） 

 (1) 公民館は地域の学習拠点として，多様化，高度化する地域住民の学習ニーズに対応できるよう，

幅広い関係機関等と共催で事業を実施することなどにより，多様な学習機会の提供に努めるものと

すること。 

 (2) 地域住民の学習活動に資するよう，インターネットを通じた情報提供，衛星通信を活用した大学

の公開講座や子どもたちへの体験活動に関する情報の収集・提供などにより，幅広い学習情報の提

供に努めるものとすること。 

 (3) 地域の実情に応じて，教育・学習活動のネットワークの拠点となるよう，地域の様々な機関，団

体間の連絡・調整の役割などについても期待されること。 

 

４ 第４条関係（地域の家庭教育支援拠点としての機能の発揮） 

  平成13年７月の社会教育法の一部改正により，教育委員会の事務として家庭教育に関する学習機会

の提供等が法律に明記され，各地方公共団体における取組みの一層の充実が求められていることから，

地域の実情に応じて，家庭教育に関する学習機会及び学習情報の提供，託児室の整備等による託児

サービスの充実，子育て支援ボランティアや地域の指導者の情報の収集・提供，子育てグループやそ

のネットワーク等の育成やこれらのグループ等に対する配慮などにより，家庭教育への支援の充実に

努めるものとすること。 

 

５ 第５条関係（奉仕活動・体験活動の推進） 

  平成13年７月の社会教育法の一部改正により，教育委員会の事務として青少年への社会奉仕体験活

動・自然体験活動等の機会の提供などが明記され，各地方公共団体における取組みの一層の充実が求
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められていることから，地域の実情に応じて，公民館においても青少年の体験活動事業，ボランティ

アの養成研修，セミナーの開催，ボランティアコーディネーターによる情報の収集・提供などにより，

奉仕活動・体験活動に関する学習機会や学習情報の提供の充実に努めるものとすること。 

 

６ 第６条関係（学校，家庭及び地域社会との連携等） 

 (1) 平成13年７月の社会教育法の一部改正により，地方公共団体が任務を遂行するに当たっては，学

校教育との連携確保や家庭教育の向上への必要な配慮が求められていることから，公民館において

も，事業を実施するに当たっては，関係機関・団体との緊密な連絡・協力などにより，学校，家庭

及び地域社会の連携の推進に努めるものとすること。 

 (2) 地域住民の多様な学習ニーズに適切に対処するため，その対象区域内に公民館に類似する施設が

ある場合には，情報の収集・提供，事業の共同施設などにより，必要な協力及び支援に努めるもの

とすること。 

 (3) 事業を実施するに当たっては，参加体験型事業の実施，大活字本や点字の資料の活用，託児サー

ビスの充実などにより，青少年，高齢者，障害者，乳幼児の保護者等の参加が促進されるよう努め

るものとすること。 

 (4) 事業を実施するに当たっては，講師，ボランティア等としての受け入れなどにより，地域住民等

の学習の成果並びに知識及び技能を生かすことができるよう努めるものとすること。 

 

７ 第７条関係（地域の実情を踏まえた運営） 

 (1) 公民館の設置者は，地域の実情に応じて，公民館運営審議会を十分に活用することなどにより，

地域住民の意向を適切に反映した公民館の運営に努めるものとすること。 

 (2) その際，人々の生活様式の多様化に対応し，例えば，各公民館ごとに異なった曜日を休館日とし

たり，夜間開館により昼間は利用できない人の利用や，夜間の事業準備などについて配慮するなど，

それぞれの地域の実情を踏まえた開館日及び開館時間の設定の工夫を行い，地域住民の便宜を最大

限に図るよう努めるものとすること。 

 

８ 第８条関係（職 員） 

 (1) 公民館には，館長を置くほか，その規模及び活動状況に応じて，求められる役割を十分に果たす

ことができるよう，適正な数の公民館主事その他必要な職員を置くよう努めるものとすること。 

 (2) 館長及び公民館主事については，多様化，高度化する地域住民の学習ニーズ等に的確に応えるた

め，社会教育に関する識見と経験を有し，事業に関する専門的な知識及び技術を有するものをもっ

て充てるよう努めるものとすること。 

 (3) 公民館の設置者は，職員の資質及び能力の向上を図るため，国際化，情報化等の進展など現代的

課題への対応に配慮しつつ，継続的，計画的な研修の機会の充実に努めるものとすること。 

   また，職員自らも，公民館の運営上支障がない限り，種々の研修機会を積極的に利用することな

どにより，専門性のある職員としての資質及び能力の向上を図ることが期待されること。 

 

９ 第９条関係（施設及び設備） 

 (1) 公民館は，地域の実情に応じ，例えば，多目的に利用できるオープンスペース等を整備するなど，

必要な施設及び設備を備えるものとすること。 
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 (2) 施設及び設備の整備に当たっては，地域の実情に応じて，例えば，パソコンや視聴覚機器の整備，

スロープや車椅子用トイレの整備，託児室の整備を図るなど，青少年，高齢者，障害者，乳幼児の

保護者等の利用の促進を図るために必要な施設及び設備を備えるよう努めるものとすること。 

 

10 第10条関係（事業の自己評価等） 

 (1) 公民館は，事業の水準の向上を図り，公民館の目的を達成することができるよう，日頃の運営方

法の工夫，改善に努めるとともに，事業の成果等について自己点検・自己評価を行い，その結果を

地域の住民に公表するよう努めるものとすること。 

 (2) その際，利用者である地域住民の意向が適切に反映されるよう，公民館運営審議会を十分に活用

することが望ましいこと。なお，必要に応じて，外部評価を導入することについての検討も期待さ

れること。 

 

11 その他 

 (1) 公民館やその分館の設置に当たっては，地域住民の利用上の便宜等の観点から，地域の実情に応

じて，学校の余裕教室や民間施設などを活用することについても考えられること。 

 (2) 「公民館」の呼称については，必要に応じて，利用者である地域住民に親しまれるような呼称を

付けることについても考えられること。 

 

 

 

（参考）公民館の設置及び運営に関する基準 

 

［昭和34年12月28日 文部省告示第98号］ 

 

 （趣 旨） 

第１条 この規程に定める基準は，公民館を設置し，及び運営するのに必要な基準を示すものであるか

ら，公民館の設置者は，この基準に従い，公民館の水準の維持，向上を図ることに努めなければなら

ない。 

 （対象区域） 

第２条 公民館を設置する市町村は，公民館活動の効果を高めるため，当該市町村の小学校又は中学校

の通学区域（児童又は生徒の就学すべき学校の指定の基準とされている区域をいう。）人口，人口密

度，地形，交通条件，社会教育関係団体の活動状況等を勘案して，当該市町村の区域内において，公

民館の事業の主たる対象となる区域（以下「対象区域」という。）を定めるものとする。 

 （施 設） 

第３条 公民館の建物の面積は，330平方メートル以上とする。ただし，講堂を備える場合には，講堂以

外の建物の面積は，230平方メートルを下らないものとする。 

２ 公民館には，少くとも次の各号に掲げる施設を備えるものとする。 

 一 会議及び集会に必要な施設（講堂又は会議室等） 

 二 資料の保管及びその利用に必要な施設（図書館，児童室又は展示室等） 

 三 学習に必要な施設（講義室又は実験・実習室等） 
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 四 事務管理に必要な施設（事務室，宿直室又は倉庫等） 

３ 公民館には，前２項に規定するもののほか，体育及びレクリエーションに必要な広場等を備えるよ

うに努めるものとする。 

４ 第１項及び第２項に規定する施設は，公民館の専用の施設として備えるように努めるものとする。 

 （設 備） 

第４条 公民館には，その事業に応じ，次の各号に掲げる設備を備えるものとする。 

 一 机，椅子，黒板及びその他の教具 

 二 写真機，映写機，テープ式磁気録音再生機，蓄音機，テレビジョン受像機，幻灯機，ラジオ聴取

機，拡声用増幅器及びその他の視聴覚教育用具 

 三 ピアノ又はオルガン及びその他の楽器 

 四 図書及びその他の資料並びにこれらの利用のための器材器具 

 五 実験・実習に関する器材器具 

 六 体育及びレクリエーションに関する器材器具 

 （職 員） 

第５条 公民館には，館長及び主事を置き，公民館の規模及び活動状況に応じて主事の数を増加するよ

うに努めるものとする。 

２ 公民館の館長及び主事は，社会教育に関し識見と経験を有し，かつ公民館の事業に関する専門的な

知識と技術を有する者をもつて充てるように努めるものとする。 

 （他の施設等との連絡協力） 

第６条 公民館は，その事業の実施にあたっては，他の公民館，図書館，博物館，学校その他の教育機

関及び社会教育関係団体等と緊密に連絡し，協力するものとする。 

２ 公民館は，その対象区域内に公民館に類似する施設がある場合には，必要な協力と援助を与えるよ

うに努めるものとする。 

 （連絡等にあたる公民館） 

第７条 ２以上の公民館を設置する市町村は，その設置する公民館のうち，１の公民館を定めて，当該

公民館の事業のほか，市町村の全地域にわたる事業，公民館相互の連絡調整に関する事業，その他個々

の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施させることができる。 

２ 前項に規定する公民館の講堂以外の建物の面積は，330平方メートル以上とするように努めるものと

する。 

３ 第１項に規定する公民館は，第４条に規定する設備のほか，当該公民館の館外活動及び第１項の事

業の実施に必要な自動車その他の設備を備えるものとする。 

 （公民館運営審議会） 

第８条 市町村は，社会教育法（昭和24年法律第207号）第29条第１項ただし書の規定により，２以上の

公民館について１の公民館運営審議会をおくときは，これを前条に規定する公民館に置くようにする

ものとする。 

 （分 館） 

第９条 公民館の事業の円滑な実施を図るため，必要がある場合には，公民館に分館を設け，当該公民

館の対象区域内における第２条の条件又は当該公民館の事業の内容に応じて分館の事業を定めるも

のとする。 
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（参考）「公民館の設置及び運営に関する基準」の取扱について 

 

                     昭和35年２月４日 文社施第54号 

                     各都道府県教育委員会あて 文部省社会教育局長通達  

 

 さきに告示された「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）は１月20日付

で送付いたしましたが，この基準の取扱にあたっては別紙の各事項を十分留意の上，周知徹底をはかり，

基準施行に遺憾のないよう適切な指導をお願いします。 

 

別 紙 

 

「公民館の設置及び運営に関する基準」の取扱について 

 

１ 趣 旨 

  この基準は，現段階において公民館の事業の達成と遂行上少なくとも必要とする内容を示したもの

で理想的水準を規定したものではない。したがつて設置者はその設置する公民館の内容が，この基準

に達するように計画を立てて，その実現に努めることはもとより，すすんで水準の向上を図るように

努められたい。 

  なお，都道府県の教育委員会は，この基準に基いて都道府県の実情に適した基準を設置し，適切な

指導援助を行うなど具体的で有効な措置を講ぜられたい。 

 

２ 公民館の対象区域 

 (1) 公民館は市町村その他一定区域内の住民に対してその事業のしん
．．

透を図らなければならない。そ

のためには，基準に示したもののほか集落の形態，生活様式，産業構造などの諸条件を十分考慮し

て事業の主たる対象となる区域を定め住民の利用度を高めるとともにその便宜を図る必要がある。 

   公民館の事業の主たる対象となる区域については，一般的にいえば，市にあっては中学校の通学

区域，町村にあっては小学校の通学区域を考慮することが実態に即すると思われる。しかし市にあっ

ても農村地帯などについては小学校の通学区域とし，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区域とするなど他の諸条件をも勘案し実情に即して定めるこ

とが望ましい。 

   なお，いままでの公民館活動の実績によれば，公民館を中心として対象区域の面積が16平方キロ

メートル以内の場合に利用上の効率が最も高くなっている。 

 (2) 新市町村建設などに当り，公民館の統廃合が行われる場合には，住民の利用上の便宜をそこない

公民館活動の進展を妨げるような統廃合を行わないよう十分に留意されたい。 

 

３ 公民館の施設 

 (1) 設置者は，公民館の事業および住民の要望に応じて専ら公民館の用に供する施設を整備すること

が必要である。しかし，他の施設を転用する場合には必要な増改築，補修等を行い，公民館の活動

に適応するようにされたい。 

 (2) 公民館の施設の内容は，各種の教育活動のできるもので，少なくとも基準に示されているような
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ものでなければならない。 

   なお，基準第３条第２項各号の括弧内はいずれも代表的な施設の例示であって，例えば「講堂ま
．

たは
．．

会議室」は，講堂または会議室のいずれか一つがあればよいことを意味したものではない。 

 (3) 「資料の保管およびその利用に必要な施設」とは，図書館，展示室，資料室等を意味し，図書，

雑誌を閲覧に供し，図表，絵画，実物，模型，標本等を展示し，保管する施設をいう。 

   「児童室」とは，主として児童向の資料を整備して児童の利用に供するものをいう。 

   「学習に必要な施設」とは，青年学級，婦人学級，各種の定期講座等の開設とこれに伴う実験実

習に必要な施設をいう。 

 (4) 公民館の事業の遂行上最低必要とみなされる専用の建物の面積は330平方メートル以上であるが，

利用者の増大等に応じて面積を拡大することが望ましい。 

   なお，この最低の面積によって基準に示されている必要な施設を備えようとする場合には例えば

廊下を展示場とし，図書室と児童室を兼ねさせ，講堂を間仕切りすることによって講義室として使

えるようにするなど設計に十分工夫されたい。 

   また，講堂の面積については地域の人口数を対象として定めることが適当と認められるが，近く

に学校の講堂，公会堂，体育館等の施設がある場合にはそれらの利用状況，設備状況などを勘案し

て，その面積を定めるようにされたい。 

 (5) 公民館は上記の施設のほか，体育及びレクリエーションの用に供する広場とその他実験実習に必

要な農場，農園等の野外施設を備えるかまたは借用等によって利用できるように配慮されたい。 

 

４ 公民館の設備 

 (1) 公民館は各種の必要な施設を備えるとともに，基準に例示されている設備を充実するように努め

なければならない。ただし，実験実習に関する器材器具，体育及びレクリエーションに関する器材

器具その他の設備及び，各種の設備の数量については，地域の実情，公民館の施設の内容ならびに

公民館の事業に応じて充実をはかることが必要である。 

 (2) 基準第４条四号のうち「その他の資料」とは，郷土資料，実物，模型，参考品等をいう。 

 

５ 連絡等にあたる公民館 

  市町村内に公民館が２以上ありその何れもが市町村の一定区域を対象とする場合には，そのうちの

１に，その公民館の事業に加えて展覧会，講演会その他市町村の全地域におよぶ規模の大きな事業，

色刷ポスターあるいは教材映画の製作など特殊な設備と技術を要し，個々の公民館で処理することが

不適当と認められる事業その他公民館の事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項につい

て主としてその処理に当らせ，市町村における公民館活動の充実と効果の増大に努められたい。 

  なお，連絡調整にあたる公民館が上記の事業に応ずるためにはその施設ならびに設備についておよ

そ次のような配慮が必要である。 

 (ｲ) 建物の面積は講堂を除いて330平方メートル以上とし，講堂については，市町村の学校の講堂，公

会堂，体育館など利用可能な施設の状況を勘案し市町村全体の人口数に応じた規模のものを設ける

こと。 

 (ﾛ) 設備は，基準第４条に示すもののほか，図書，資料，視聴覚教材，搬出できる各種の実験実習用具

等各公民館において共通に利用できるもの，または運搬，連絡に用いられる自動車，その他個々の公

民館の特性を損うことなくその各々に設置することが適当でないと思われるものを整備すること。 
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６ 公民館運営審議会 

  市町村が社会教育法第29条第１項ただし書の規定により共通の公民館運営審議会を置く場合には，

条例で共通の公民館運営審議会を置く公民館名，公民館運営審議会を共有する公民館名等を定めるも

のとする。また，審議事項については，公民館運営審議会を共有する公民館の問題が平等に扱われる

よう留意するとともに住民の意志が十分反映されるようその運営はもとより，委員の選出，任命に慎

重な考慮を払うようにされたい。 

 

７ 分 館 

 (1) 公民館の対象区域が広範囲にわたる場合等には，分館を設けるようにされたい。ここにいう「分

館」とは，条例等で市町村立の公民館の分館として定め市町村によって維持管理されるものを意味

する。 

 (2) 分館の施設は，公民館の対象区域の状況と本館の事業との関係に応じてその面積と施設の内容を

定めることが望ましい。 

   なお，いままでの実績によれば，すぐれた成果をあげている公民館には，いくつかの分館を設置

しているものが多く，公民館までの距離が２キロメートルに満たない場合でも分館の設置によって

利用上の効率を増大している事例が数多くみられる。 

 (3) 部落，町内等対象区域内に設けられた公民館類似施設の取扱については，なるべく市町村立とす

るよう努めることが望ましい。ただし，このことは公民館類似施設を排除することを意味するもの

ではない。したがつて，公民館は公民館類似施設に対し，その運営について必要な協力と援助を与

え，対象区域内の公民館活動の普及徹底を図るとともに住民の利便に寄与するようとくに配慮され

たい。 

 

８ 職 員 

  公民館の施設，設備を有効に運用して公民館活動の成果を挙げるには専任の館長，専任の主事，そ

の他専任の事務職員，技術職員等の職員を充実することが必要であるがとくに次の事項について留意

されたい。 

 (1) 館長，主事は公民館運営の中心となる職員であるから，その採用に当つては，慎重を期すること

はもとより，公民館の事業についての専門的知識，技術，経験を有する等必要な資質を備えた者の

うちから任用するよう努めること。 

 (2) 都道府県の教育委員会は館長，主事について十分研修できる機会を作り，市町村はこれに参加さ

せるなど便宜を供与するよう努めること。 

 

９ その他 

  以上のほか次の諸点について留意されたい。 

 (1) 公民館の呼称 

   公民館の呼称は異なる内容のものをも同一の呼称を用いているなど様々で，調査等に不便なこと

が多いので今後は，なるべく次のようなものを用いること。 

  (ｲ) 市町村の全地域を対象区域とする公民館の場合 

    ○○市（市立）公民館 

   または 
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    ○○市（市立）中央公民館 

  (ﾛ) 一定区域を対象区域とする公民館の場合 

    ○○市（市立） ○ ○公民館 

           （地区名） 

    ただし，基準第７条の公民館は(イ)の呼称を用いてもさしつかえない。 

  (ﾊ) 分館の場合 

    (ｲ)の公民館に所属する場合 

     ○○市（市立）公民館○○分館 

    または 

     ○○市（市立）中央公民館○○分館 

    (ﾛ)の公民館に所属する場合 

     ○○市（市立） ○ ○公民館○○分館 

            （地区名） 

    なお，従来の支館，分室等の名称はなるべく避けるようにされたい。 

 (2) 報 告（略） 

 (3) 運 営 

   公民館の運営については，次のことに留意してその利用上の効率を増大するよう努めなければな

らない。 

  (ｲ) 公民館の事業は教育委員会の教育計画を考慮するとともに公民館運営審議会の活用をはかり，

できるだけ重点的，計画的に実施するようにすること。 

  (ﾛ) 事業の実施にあたっては，社会教育委員，公民館運営審議会委員，体育指導委員，その他地域

内の学識経験者，団体役員等ひろく住民の協力によるように努めること。 

  (ﾊ) 同一市町村にある公民館はもとより，他の市町村の公民館も相互に緊密な連絡を保ち，施設，

設備，教材を効果的に利用するように努めるほか，図書館，博物館，学校等との連携を強化して

職員の協力，資料の提供を受けるとともにすすんでそれらの館外活動，校外活動に協力するなど

公民館活動の充実を図るよう努めること。 

 

 

 

13 社会教育法等の一部を改正する法律等の施行について（通知） 
 

 平成20年６月11日 20文科生第167号                             

 内閣府政策統括官（共生社会政策担当），国立国会図書館長あて 文部科学省生涯学習政策局長通知  

 

 第169回国会（常会）において成立した「社会教育法等の一部を改正する法律」（以下，「改正法」とい

う。）が，別添１のとおり，平成20年６月11日，平成20年法律第59号として公布され，一部を除き，同日

より施行されました。なお，改正法附則第１項により，大学における図書館に関する科目を文部科学省

令で定めることに関する事項については，平成22年４月１日より施行されることになります。 

 また，この改正法の公布及び施行に伴い，関係する省令及び告示について，同日付けで所要の規定の

整備を行ったところです。 
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 これら省令の施行及び告示の実施は，改正法の施行日である平成20年６月11日からとなります。 

 改正の概要，主な改正条文の趣旨及び内容等は，下記のとおりですので，適切な事務処理を願います。 

 なお，改正法並びに改正した省令及び告示の改正文及び新旧対照表等の関係資料は，文部科学省のホー

ムページ（www.mext.go.jp）に掲載していますので，御参照ください。 

 

記 

 

第一 改正の趣旨 

  今回の改正は，教育基本法の改正（平成18年12月）を踏まえ，社会教育行政の体制の整備等を図る

ため，社会教育に関する国及び地方公共団体の任務，教育委員会の事務，公民館，図書館及び博物館

の運営，司書等の資格要件等に関する規定を整備するものであること。 

 

第二 改正の内容 

Ⅰ 改正法の概要（平成20年法律第59号） 

 １ 社会教育法の一部改正関係 

  ア 教育基本法の改正を踏まえた規定の整備等（第３条及び第５条関係） 

   ① 国及び地方公共団体が社会教育に関する任務を行うに当たって，国民の学習に対する多様な

需要を踏まえ，これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うこと

により，生涯学習の振興に寄与するものとなるよう努めるものとすること。 

   ② 国及び地方公共団体が社会教育に関する任務を行うに当たっての配慮事項として，社会教育

が学校，家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよ

う努めることを加えること。 

   ③ 教育委員会の事務に，次の事務を規定すること。 

   （ⅰ）家庭教育に関する情報の提供に関する事務 

   （ⅱ）情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能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 

   （ⅲ）主として学齢児童及び学齢生徒に対する，学校の授業の終了後等に学校等を利用して行う

学習等の機会を提供する事業の実施等の事務 

   （ⅳ）社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して学校，社会教育施設

その他地域において行う教育活動等の機会を提供する事業の実施等の事務 

   （ⅴ）社会教育に関する情報の収集，整理及び提供に関する事務 

  イ 公民館の運営状況に関する評価及び改善並びに関係者への情報提供（第32条及び第32条の２関

係） 

    公民館はその運営状況の評価及び改善並びにその運営に関する地域住民等関係者への情報提供

に努めるべきこととすること。 

  ウ 社会教育関係団体に対する補助金の交付に係る諮問の例外（第13条関係） 

    地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする際に義務付けられている社

会教育委員の会議への意見聴取について，当該地方公共団体に社会教育委員が置かれていない場

合には，社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関

をもって，これに代えることができることとすること。 
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  エ 社会教育主事となる資格を得るために必要な実務経験の範囲の拡大（第９条の４関係） 

    社会教育主事となる資格を得るために必要な３年以上の実務経験の対象として，司書，学芸員

等，学校や社会教育施設における一定の職を加えること。 

  オ その他（第９条の３関係） 

   ① 社会教育主事は，学校が社会教育関係団体等の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には，

その求めに応じて助言を行うことができることとすること。 

 

 ２ 図書館法の一部改正関係 

  ア 教育基本法の改正を踏まえた規定の整備（第３条及び第15条関係） 

   ① 図書館が行う事項として，社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用

して行う教育活動等の活動の機会を提供・奨励する事項を加えること。 

   ② 図書館の事項の実施における配慮事項として家庭教育の向上に資することを加えるとともに，

図書館協議会の委員を任命できる範囲に家庭教育の向上に資する活動を行う者を加えること。 

  イ 図書館の運営状況に関する評価及び改善並びに関係者への情報提供等（第７条の２から第７条

の４まで関係） 

   ① 文部科学大臣は，図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め，これを公表することとする

こと。 

   ② 図書館について，１のイと同様の改正を行うこと。 

  ウ 司書等の資格取得要件の見直し及び資質の向上等（第５条及び第７条関係） 

   ① 司書となる資格を得るために大学において履修すべき図書館に関する科目を，文部科学省令

で定めることとすること。 

   ② 司書となる資格を得るために必要な実務経験について，１のエと同様の改正を行うこと。 

   ③ 司書補の学歴要件を，大学に入学することのできる者とすること。 

   ④ 文部科学大臣及び都道府県教育委員会は，司書及び司書補に対し，その資質の向上のために

必要な研修を行うよう努めることとすること。 

  エ その他（第３条関係） 

   ① 図書館が収集し一般の公衆の利用に供する「図書館資料」について，「電磁的記録」を含むこ

とを明示すること。 

 

 ３ 博物館法の一部改正関係（第３条及び第21条関係） 

  ア 教育基本法の改正を踏まえた規定の整備 

   ① 博物館が行う事業として，２のアの①と同様の改正を行うこと。 

   ② 博物館協議会の委員を任命できる範囲に家庭教育の向上に資する活動を行う者を加えること。 

  イ 博物館の運営状況に関する評価及び改善並びに関係者への情報提供（第９条及び第９条の２関

係） 

    博物館について，１のイと同様の改正を行うこと。 

  ウ 学芸員等に関する資格取得要件の見直し及び資質の向上 

（第５条及び第７条関係） 

   ① 学芸員となる資格を得るために必要な実務経験について，１のエと同様の改正を行うこと。 

   ② 学芸員及び学芸員補の研修について，２のウの④と同様の改正を行うこと。 
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  エ その他（第２条関係） 

   ① 博物館が収集・展示等を行う「博物館資料」について，２のエの①と同様の改正を行うこと。 

 

 ４ 施行期日等 

  ア この法律は，公布の日から施行すること。ただし，２のウの①に定める事項については，平成

22年４月１日から施行すること。（附則関係） 

  イ その他所要の改正を行うこと。 

 

Ⅱ 社会教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令の概要

（平成20年省令第18号） 

 １ 社会教育主事講習等規程の一部改正関係 

   社会教育主事講習の受講資格に関して，法第９条の４第１号イ及びロに規定する職にあった期間

又は同号ハに規定する業務に従事した期間の合計を「４年以上」から「２年以上」とすること。（第

２条関係） 

 

 ２ 図書館法施行規則の一部改正関係 

  ア 司書の資格要件に関して，実務経験が必要とされる場合に，当該実務経験として評価されるも

のに官公署，学校又は社会教育施設において社会教育主事や学芸員その他の一定の職を加えるこ

とに伴い，司書講習の受講資格の必要な実務経験において所要の改正を行うこと。（第２条関係） 

  イ 司書補の学歴要件を，大学に入学することのできる者とすることに伴い所要の改正を行うこと。

（第３条及び第11条関係） 

 

 ３ 博物館法施行規則の一部改正関係 

  ア 学芸員の資格要件に関して，実務経験が必要とされる場合に，当該実務経験として評価される

ものに官公署，学校又は社会教育施設において社会教育主事や司書その他の一定の職を加えるこ

とに伴い，学芸員の試験認定の受験資格の必要な実務経験において所要の改正を行うこと。（第５

条関係） 

 

 ４ 施行期日等 

  ア この省令は，公布の日から施行すること。（附則関係） 

  イ その他所要の改正を行うこと。 

 

Ⅲ 改正告示の概要 

 １ 社会教育に関係のある職及び社会教育に関係のある事業における業務であって，社会教育主事と

して必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定の一部改正関係（平成20

年告示第89号） 

  ア 社会教育法第９条の４第１号ロに規定する社会教育主事補の職と同等以上の職として以下の職

を追加又は削除すること。（一関係） 

   ① 内閣府及び文部科学省において青少年の健全な育成に関する事項の企画及び立案又は総合調

整に関する事務に従事する者の職を削除すること。 
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   ② 大学等において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の

提供に関する事務に従事する者の職を追加すること。 

   ③ 社会教育施設において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の

機会の提供に関する事務に従事する者の職を追加すること。 

  イ 社会教育法第９条の４第１号ハに規定する社会教育に関係のある事業における業務であって，

社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして以下の業務を追加すること。

（二関係） 

   ① アの②と同様の改正を行うこと。 

   ② アの③と同様の改正を行うこと。 

  ウ 施行期日等 

   ① この告示は，公布の日から実施すること。（附則関係） 

   ② その他所要の改正を行うこと。 

 

 ２ 司書補の職と同等以上の職の指定関係（平成20年告示第90号） 

  ア 図書館法第５条第１項第３号ハに規定する司書補の職と同等以上の職として以下の職を指定す

ること 

   ① 文部科学省（文化庁及び国立教育政策研究所を含む。），大学共同利用機関法人，独立行政法

人国立特別支援教育総合研究所，独立行政法人大学入試センター，独立行政法人国立女性教育

会館，独立行政法人国立科学博物館，独立行政法人国立美術館，独立行政法人国立文化財機構，

独立行政法人科学技術振興機構，独立行政法人宇宙航空研究開発機構，独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター，独立行政法人日本芸術文化振興会，独立行政法人大学評価・学位授与機

構，独立行政法人国立大学財務・経営センター，独立行政法人メディア教育開発センター及び

独立行政法人国立青少年教育振興機構において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従

事する職員の職 

   ② 地方公共団体の教育委員会において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員

の職 

   ③ 学校において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職 

   ④ 社会教育施設において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職 

   ⑤ 社会教育主事の職 

   ⑥ 学芸員の職 

  イ 施行期日等 

   ① この告示は，公布の日から実施すること。（附則関係） 

   ② その他所要の改正を行うこと。 

 

 ３ 学芸員補の職に相当する職等の指定の一部改正関係（平成20年告示第91号） 

  ア 博物館法第５条第２項に規定する学芸員補の職と同等以上の職として以下の職を追加すること。 

   ① 文部科学省（文化庁及び国立教育政策研究所を含む。），大学共同利用機関法人，独立行政法

人国立科学博物館及び独立行政法人国立美術館において博物館資料に相当する資料の収集，保

管，展示及び調査研究に関する職務に従事する職員の職 

   ② 社会教育施設において博物館資料に相当する資料の収集，保管，展示及び調査研究に関する
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職務に従事する職員の職 

  イ 施行期日等 

   ① この告示は，公布の日から実施すること。（附則関係） 

   ② その他所要の改正を行うこと。 

 

 ４ 公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準の一部改正関係（平成20年告示第92号） 

   所要の改正を行うこと。 

 

第三 留意事項 

 １ 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動

の機会の提供等について（社会教育法第５条第15号，図書館法第３条第８号，博物館法第３条第１

項第９号） 

   各号で規定している「教育活動その他の活動」とは，具体的には，例えば，学校における「学校

支援地域本部事業」（※）として行われるボランティア等による支援活動，図書館における子どもへ

の読み聞かせ活動，博物館における展示解説活動などが挙げられる。 

   このような活動の機会を提供する事業の実施については，社会の要請や地方公共団体や各教育機

関における必要性などの観点から，最終的には教育委員会が，学校長や社会教育施設の長の判断を

尊重しつつ，判断するものである。したがって，学校，社会教育施設及び教育委員会は，このよう

な活動の機会の提供に関する地域住民等の要望についても，これを受け入れるか否かを適切に判断

することに留意すること。 

 

  ※学校支援地域本部事業：平成20年度より新たに実施している地域全体で学校教育を支援する体制

づくりを推進する事業で，例えば，地域住民等の協力を得て，授業や部活動指導，校内環境整備，

学校図書館の読書活動など学校における教育活動を支援する。 

 

 ２ 公民館，図書館及び博物館の運営状況に関する評価及び改善について（社会教育法第32条，図書

館法第７条の３，博物館法第９条） 

   公民館，図書館及び博物館の運営状況に関する評価の具体的な内容については，第一義的には評

価の実施主体である各館が定めるものであるが，その際，利用者である地域住民等の意向が適切に

反映され，評価の透明性・客観性が確保されるよう，例えば公民館運営審議会や図書館協議会，博

物館協議会等を活用するなど，外部の視点を入れた評価を導入することが望ましいこと。 

 

 ３ 社会教育委員の役割について（社会教育法第13条） 

   本条の改正後も社会教育委員の役割の重要性は変わらないこと。したがって，引き続き各地方公

共団体においては，社会教育に関する諸計画の立案や青少年教育に関する助言，指導など社会教育

委員の積極的な活動が展開されるよう留意すること。 

 

 ４ 図書館協議会及び博物館協議会の委員について（図書館法第15条，博物館法第21条） 

   図書館協議会及び博物館協議会は，地域住民をはじめとする利用者の声を十分に反映して運営を

行うために設置するものであり，地域の実情に応じて多様な人材の参画を得るよう努めること。な
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お，今回の改正で追加された「家庭教育の向上に資する活動を行う者」とは，子育てに関する保護

者からの相談に対応している者や子育てに関する情報提供に携わっている者等が想定される。これ

らの者を委嘱するか否かは，他の委員の構成や各館の目的・使命や地域の状況等を踏まえ，設置者

である各教育委員会が適切に判断することに留意すること。 

 

 ５ 図書館及び博物館資料における電磁的記録の扱いについて（図書館法第３条第１号，博物館法第

２条第３項） 

   「電磁的記録」とは，具体的には，音楽，絵画，映像等をＣＤやＤＶＤ等の媒体で記録した資料

や，図書館であれば市場動向や統計情報等のデータ等が想定される。従来もこれらの資料の収集･

提供が排除されていたわけではないが，今後こうした資料の収集・提供又は展示が重要さを増すと

考えられることから今回明示的に規定したものであること。なお，図書館資料における電磁的記録

については，図書館法第17条の規定に関し，従前の取扱を変更するものではないこと。 

 

 

 

（参考）社会教育法等の一部を改正する法律・改正省令・改正告示 関連資料 

 

  ※ http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm 

 別紙１ 改正法律概要１枚紙 

 別紙２ 官報 

 別紙３ 附帯決議（衆議院・参議院） 

 

 

 

（参考）通知を行う文部科学省が所管する関係独立行政法人 

 

 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

 独立行政法人大学入試センター 

 独立行政法人国立女性教育会館 

 独立行政法人国立科学博物館 

 独立行政法人国立美術館 

 独立行政法人国立文化財機構 

 独立行政法人科学技術振興機構 

 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 

 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

 独立行政法人日本芸術文化振興会 

 独立行政法人国立高等専門学校機構 

 独立行政法人大学評価・学位授与機構 

 独立行政法人国立大学財務・経営センター 

 独立行政法人メディア教育開発センター 

 独立行政法人国立青少年教育振興機構 
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14 教育振興基本計画（抄） 
 

［平成 25 年６月 14 日 閣議決定］ 

 

第２部 今後５年間に実施すべき教育上の方策 

～四つの基本的方向性に基づく，８の成果目標と 30の基本施策～ 

 

(基本的な考え方) 

○ 国が行う教育政策の意義・狙いを国民一般，関係者等に分かりやすく伝え，共有するとともに，政

策を効果的かつ着実に実施するためには，目標を明確に設定し，成果を客観的に検証し，そこで明ら

かになった課題等をフィードバックし，新たな取組に反映させる検証改善サイクル（PDCAサイク

ル）の実践が重要である。 

○ この点を踏まえ，本計画においては，第１部に示した四つの基本的方向性の実現に向けて，平成 

25 年度から平成 29 年度までの５年間における，①成果目標，②成果指標，③その目標を達成するた

めに必要な具体的施策を示すこととする。 

○ なお，本計画に掲げる成果目標等は，教育の実施の多くを民間や地方公共団体が自律的に担うもの

であることに留意し，国全体において目指すべき水準，国自身が行う施策を整理したものである。各

実情に即した具体的な教育の在り方，目標については，国全体の方向性も参考にしつつ，各関係者が

自主的に設定することが望ましく，そのような自発的取組を国として促すこととする。 

 

（注 1：成果目標の考え方） 

○ 成果目標は，政策の事業の量ではなく，教育政策の受益者（学習者，社会全体）に対していかなる

成果（アウトカム）を目指すかといった観点に基づく目標である。 

○ その内容として，最終的には，経済指標の向上など社会全体への波及効果を目指すべきであるが，

これらの効果の発現に当たっては長期間を要し教育政策以外の様々な要因が介在するため，教育政策

との因果関係の立証は必ずしも容易ではない。このため，本計画では，社会全体への波及効果を目指

しつつ「どのような知識・能力が身に付くことを目指すのか」，あるいは「どの程度教育を受ける機

会を確保するのか」といったような教育政策による寄与が比較的大きいと考えられる成果目標を設定。 

○ また，教育政策のアウトカムによる目標設定が困難である場合には，例えば，全国的な取組数の増

加など教育政策の実施により直接的に発現する結果（アウトプット）に係る目標を設定。 

 

（注 2：成果指標の考え方） 

○ 成果指標は，成果目標の内容を補足するとともに目標達成度を直接的又は間接的に測定するための

指標として，本計画においては，特に重要と考える指標を例示。その際，客観性の確保のためには数

値による指標設定が望ましいが，数値化が困難である指標については経年において増減を把握できる

内容とする。 

○ また，達成度の評価に当たっては，本計画に記載しなかった様々な指標の活用や新たな指標の開発，

様々な事例の収集等も考慮することが重要。 
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成果目標８（互助・共助による活力あるコミュニティの形成） 

個々人の多様な学習活動の実施や参画を通じ，家庭や地域のネットワークを広げ，互助・共助に

よる活力あるコミュニティを形成する。 

特に，学校や社会教育施設等を地域の振興・再生に貢献するコミュニティの中核として位置付

け，多様なネットワークや協働体制を整備し，個々人の地域社会への自律的な参画を拡大する。 

 

（注 3：基本施策の考え方） 

○ 施策は，本計画に定める成果目標の達成に向けて，５年分において実施する取組（インプット）で

あり，いつどのように行うのかといった工程（インプット目標）を極力明記。 

 

4.  絆
きずな

づくりと活力あるコミュニティの形成 

 

【成果指標】 

＜初等中等教育・生涯学習関係＞ 

①全ての学校区において，学校支援地域本部など学校と地域が組織的に連携・協働する体

制を構築 

②コミュニティ・スクールを全公立小・中学校の１割に拡大 

③住民等の地域社会への参画度合いの向上 

・地域の行事に参加している児童生徒の割合の増加 

・地域の学習や活動に参画する高齢者数の割合の増加 

・社会教育施設におけるボランティア登録者数の増加 

・学校支援・放課後等の活動に参画した地域住民等の数の増加 

④全ての学校，社会教育施設で運営状況の評価や情報提供を実施 

⑤全ての市区町村に総合型地域スポーツクラブを設置 

⑥家庭教育支援の充実 

・全ての小学校区で家庭教育に関する学習機会の確保や家庭教育支援チームによる相談対応などの

家庭教育支援を実施(家庭教育支援チーム数の増加) 

・家庭でのコミュニケーションの状況や子どもの基本的生活習慣の改善 

＜高等教育・生涯学習関係＞ 

①大学における地域企業や官公庁と連携した教育プログラムの実施数の増加 

②地域の企業等（同一県内企業又は地方公共団体）との共同研究数の増加 

③地域課題解決のための教育プログラム（短期プログラム，履修証明等）の増加 

④震災ボランティアを含めた地域における学生ボランティアに対する大学等の支援状況の

向上 

⑤地域に向けた公開講座数や大学開放（体育館，図書館等）の状況の向上 
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＜５年間における具体的方策＞ 

基本施策 20 絆
きずな

づくりと活力あるコミュニティの形成に向けた学習環境・協働体制の整備推進 

 

【基本的な考え方】 

○ 活力あるコミュニティが人々の学習を支え，生き抜くカをともに培い，人々の学習がコミュニ

ティを形成・活性化させるという好循環の確立に向けて，地域の教育資源を結びつけ，学校や公

民館等を拠点とした多様な人々のネットワーク・協働体制を確立する必要がある。 

○ このため，全ての学校区において，学校と地域が連携・協働する体制が構築されることを目指

し，社会全体で学校や子どもたちの活動を支援する取組や地域とともにある学校づくりを推進す

る。また，学校や公民館等の社会教育施設をはじめとする学びの場を核にした地域コミュニティ

の形成を目指した取組を推進する。さらに，高等教育機関においても，地域の学びの場としての

生涯学習機能の強化を推進する。 

 

【主な取組】 

20－１ 社会全体で子どもたちの学びを支援する取組の推進 

・ 「学校支援地域本部」，「放課後子ども教室」などの取組を充実させ，保護者はもとより，地域住

民の参画により子どもたちの学びを支援するための体制を，平成 29 年度までに全国の小・中学校

区に構築する。また，このような取組を地域コミュニティの形成につなげていく活動を支援する。 

20－２ 地域とともにある学校づくりの推進 

・ 保護者や地域住民の力を学校運営に生かす「地域とともにある学校づくり」により，子どもが抱

える課題を地域ぐるみで解決する仕組みづくりや，質の高い学校教育の実現を図る。このため，コ

ミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の拡大や実効性ある学校関係者評価の実施の促進，

学校裁量権限拡大の促進などの取組を推進する。 

  あわせて，「地域とともにある学校づくり」に必要な学校マネジメント力の強化を図るため，マ

ネジメント力をもった管理職・教職員の育成と配置，地域連携のためのコーディネート機能や事務

機能の強化等を促進する。 

・ 学校と地域・社会や産業界等とが連携・協働した教育活動の充実が図られるよう，「学校が望む

支援」と「地域・社会や産業界等が提供できる支援」とのマッチングの促進などの取組を推進する。 

20－３ 学びの場を拠点にした地域コミュニティ形成の推進 

・ 公民館等の社会教育施設を拠点に，関係部局や関係機関が連携・協働しつつ，地域の課題解決に

向けた講座等の学習や地域活動の支援等を地域コミュニティの形成につなげていく取組を推進する。 

  あわせて，学校施設と社会教育施設等との複合化や余裕教室の活用を促進する。さらに，地域コ

ミュニティ形成の核となる，劇場，音楽堂等が行う活動への支援や，スポーツ基本計画に基づく地

域のスポーツクラブの育成に取り組む。 

20－４ 地域における学び宜しに向けた学習機能の強化 

・ 大学等の高等教育機関は，本来，地域における生涯学習の拠点としての機能を有しており，その

自主的な判断の下，生涯学習センター等も活用しながら，地域支援人材等を養成する人材認証制度

の整備や学び直しの場としての公開講座の充実等，機能強化を促進する。 

・ また，テレビ・ラジオ放送による授業を実施し，各都道府県に学習センターを設置している等の

特性を有する放送大学が，地方公共団体や他大学等と連携した授業科目や公開講演会等の充実を図

り，社会人等が学びやすい学習環境を整備することを促進する。 

 

基本施策 21 地域社会の中核となる高等教育機構（COC 構想）の推進 

 

【基本的考え方】 

○ 知的創造活動の拠点である大学等は，地域の中核的存在（Center of Community）である。これ

らの高等教育機関が有する様々な資源を活用して，地域が直面している様々な課題解決に取り組

むことにより，教育研究機能の向上に資するとともに，地域の活性化にもつながることから，こ

のような活動に対し，一層の支援を行う。 
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【主な取組】 

21－１ COC 構想を推進する高等教育機関への支援 

・ 大学等は，教育研究を行うとともに，これらの成果を基にした公開講座の開催や産学官連携によ

る産業振興，スポーツの推進，防災や環境保全，地域医療・公衆衛生，健康増進，過疎対策など，

社会や地域における様々な課題解決に取り組んでおり，地域の再生・活性化に貢献している。 

  今後，地域の実情に応じて，学部学科や専門分野の枠を越えて，地域の高等教育機関が全学的に

連携し，様々な資源を活用しながら地域を志向した教育・研究・社会貢献活動を行うことを支援す

ることで，解決困難な地域の諸課題に対して，学生が課題解決に参画したりするなど，地域との相

互交流を促進し，地域から信頼される地域コミュニティの中核的存在（COC，Center of 

Community）としての機能強化を図る。 

 

基本施策 22 豊かなつながりの中での家庭教育支援の充実 

 

【基本的考え方】 

○ 保護者は子の教育に第一義的責任を有しており，家庭教育は，基本的な生活習慣の取得，自立

心の育成，心身の調和のとれた発達などに大きな役割を担うものである。しかし，現代の社会は，

家庭環境の多様化や地域社会の変化により，家庭教育が困難な社会となっている。このような状

況を踏まえ，家庭教育の自主性を尊重しつつも，基本施策 20 に掲げた取組とあいまって地域や

学校をはじめとする豊かなつながりの中で家庭教育がおこなわれるよう，親子の育ちを応援する

学習機会を充実するとともに，コミュニティの協働による家庭教育支援を強化する。 

○ また，多様化する家庭が抱える様々な課題に対応した家庭教育支援の充実が図られるよう，課

題を抱える家庭への学校及び福祉等と連携した支援の仕組みづくりを推進する。 

 

【主な取組】 

22－１ コミュニティの協働による家庭教育支援の推進 

・ 家庭教育の担い手である親の学びを応援するため，子育て経験者などの地域人材を生かし，小学

校等の地域の身近な場において，親が交流・相談できる拠点機能を整備するなど，家庭教育支援体

制の強化に向けた取組を促進する。 

  また，親の学びの充実に向けて，子どもの発達段階に応じた体験学習プログラムの開発・普及を

促進する。 

  さらに，公民館，図書館等の社会教育施設における学習機会の提供のみならず，ＰＴＡ等とも連

携し，親とつながりやすい学校という場や，子育て広場，職場等の多様な場を活用した学習機会の

拡大に向けて取組手法の普及等を行う。 

  加えて，乳幼児との触れ合いを含む将来親になる中高生の子育て理解学習を推進する。 

・ 家庭教育支援に係る地域人材の養成を進めるとともに，その人材を中心として，保健師等の専門

的人材が連携するなど，きめ細かな活動を行う「家庭教育支援チーム」型の支援を，地域の特性に

応じて促進する。 

  また，教育・福祉関係機関・団体等とのネットワークを構築しつつ，課題を抱える家庭への訪問

や相談対応などを生徒指導等と連携して行う仕組みづくりを支援する。 

22－２ 子どもから大人までの生活習慣づくりの推進 

・ 働く親が子どもや地域との関わりを持つ時間を十分持つことができるよう，企業に対して子ども

の生活習慣づくりの重要性についての啓発やワーク・ライ フ・バランスの理念を踏まえた具体的

な取組等の情報提供を行うとともに，地方公共団体に対して企業との協力を促すことにより，子ど

もの生活習慣づくりを推進する。また，生活の自己管理が可能になってくる中高生以上の世代向け 

の普及啓発を実施する。 
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15 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（抄） 
 

                               昭和37年９月６日 法律第150号 

                               最近改正 

                               平成19年７月６日 法律第111号  

 

 （趣 旨） 

第一条 この法律は，災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に規定する著しく激甚である災害が発生

した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置に

ついて規定するものとする。 

 （激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定） 

第二条 国民経済に著しい影響を及ぼし，かつ，当該災害による地方財政の負担を緩和し，又は被災者

に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には，当該災害を激甚

災害として政令で指定するものとする。 

２ 前項の指定を行なう場合には，次章以下に定める措置のうち，当該激甚災害に対して適用すべき措

置を当該政令で指定しなければならない。 

３ 前二項の政令の制定又は改正の立案については，内閣総理大臣は，あらかじめ中央防災会議の意見

をきかなければならない。 

（公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助） 

第十六条 国は，激甚災害を受けた公立の公民館，図書館，体育館その他の社会教育（社会教育法（昭

和24年法律第207号）第二条に規定する社会教育をいう。）に関する施設であつて政令で定めるものの

建物，建物以外の工作物，土地及び設備（以下次項及び次条において「建物等」という。）の災害の

復旧に要する本工事費，附帯工事費（買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつ

ては，買収費）及び設備費（以下次項及び次条において「工事費」と総称する。）並びに事務費につ

いて，政令で定めるところにより，予算の範囲内において，その三分の二を補助することができる。 

２ 前項に規定する工事費は，当該施設の建物等を原形に復旧する（原形に復旧することが不可能な場

合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著

しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを

含む。）ものとして算定するものとする。この場合において，設備費の算定については，政令で定め

る基準によるものとする。 

３ 国は，政令で定めるところにより，都道府県の教育委員会が文部科学大臣の権限に属する第一項の

補助の実施に関する事務を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。 
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16 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行 
  令（抄） 
 

                               昭和37年10月10日 政令第403号 

                               最近改正 

                               平成20年９月19日 政令第297号  

 

 （公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助） 

第三十三条 法第十六条第一項の政令で定める施設は，法第三条第一項の特定地方公共団体である都道

府県又は市町村（当該市町村が加入している市町村の組合を含む。）が設置する公民館，図書館，体

育館，運動場，水泳プールその他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設（以下次条，第三十

五条及び別表第一において「公立社会教育施設」という。）とする。 

第三十四条 法第十六条第一項の規定による国の補助は，公立社会教育施設の建物等（同項に規定する

建物等をいう。以下第三十六条において同じ。）のうち，その災害の復旧に要する経費（以下この条，

次条，第三十七条及び第三十八条において「復旧事業費」という。）の額が一の公立社会教育施設ご

とに六十万円以上のものについて行うものとする。ただし，明らかに設計の不備若しくは工事施行の

粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づ

いて生じたと認められる被害に係るものについては，補助を行わないものとする。 

２ 法第十六条第一項の規定により国が補助する公立社会教育施設の復旧事業費のうち事務費の額は，

法第十六条第一項に規定する工事費（以下第三十六条及び第三十七条において同じ。）に百分の一を

乗じて算定した額とする。 

３ 公立社会教育施設の復旧事業費のうち設備費の額は，別表第一上欄に掲げる公立社会教育施設の種

類に応じて同表下欄に掲げる建物一坪当たりの基準額に，当該施設の別表第二上欄に掲げる建物の被

害の程度の区分に応じて同表下欄に掲げる割合及び災害を受けた建物の面積を乗じて算定するもの

とする。 

４ 前項の場合において，当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことそ

の他特別の理由により，当該算定方法によることが著しく不適当であると認められるときは，文部科

学大臣は，財務大臣と協議して当該設備費の額を算定することができる。 

 （都道府県の事務費） 

第三十五条 法第十六条第三項の規定により国が都道府県に交付する経費は，当該都道府県の区域内に

存する市町村が当該年度中に行なう公立社会教育施設の災害の復旧に係る復旧事業費の総額，当該災

害の復旧を行なう市町村の分布状況等を考慮して，文部科学大臣が交付する。 
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17 文部科学省所管公立社会教育施設災害復旧費調査要領 
 

                             昭和45年12月７日 文体体第221号 

                             最終改正 

                             平成23年５月10日 23文科生第124号  

第１ 趣 旨 

文部科学省所管の公立社会教育施設災害復旧費算定の基礎となる調査については、「激甚災害に対

処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和３７年法律第１５０号。以下「法」という。）及

び同法施行令（昭和３７年政令第４０３号。以下「令」という。）に定めるもののほか、この要領の

定めるところによる。 

第２ 災害原因の調査 

災害原因については法第２条第１項の規定により激甚災害の指定を受けた災害（以下「激甚災害」

という。）による被害であるかどうかを確認するとともに被災施設の原形および被災状況を調査する

ものとする。 

第３ 災害復旧事業の対象となる施設 

法第２条第１項の規定による「激甚災害」の被害を受けた公立社会教育施設（都道府県又は市町村

（当該市町村が加入している市町村の組合を含む。）が設置する公民館、図書館、体育館、運動場、

水泳プール、博物館、青年の家、視聴覚センター、婦人教育会館、少年自然の家、地域改善対策集会

所、柔剣道場、文化施設、相撲場、漕艇場及び生涯学習センターで当該設置者の所有に係るもの）で

次に掲げるものとする。 

１ 建 物 

当該公立社会教育施設の用に供されている建物（当該建物に附属する電気、機械、ガス、給排水衛

生等の附帯設備を含む。以下「建物」という。）とする。 

２ 建物以外の工作物 

土地に固着している建物以外の工作物とする。 

３ 土 地 

公立社会教育施設の敷地、屋外運動場（陸上競技場、庭球場、バレーボール場、野球場、球技場、

運動広場等）等の土地及びこれらの土地の造成施設で樹木は含まないものとする。 

４ 設 備 

社会教育活動を行う上に必要な教材、教具（体育レクリエーション用具を含む。）机・椅子等の備

品とする。ただし、消耗品を除く。 

第４ 復旧費算出の原則 

復旧費は、被災施設を原形に復旧するものとして算出することを原則とするが、原形に復旧するこ

とが不可能な場合においては、当該施設の従前の効用を復旧するための施設をするものとして算出し、

原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合においては、当該施設に代るべき必

要な施設をするものとして算出する。 
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１ 原形に復旧するとは被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧することを

いう。 

２ 原形に復旧することが不可能な場合において、当該施設の従前の効用を復旧するための施設をする

とは、次の各号に掲げる工事を施行することをいう。 

(一) 原形の判定が可能な場合 

(1) 原施設が被災し地形地盤の変動のため、その被災施設を原形に復旧することが不可能な場合に

おいて法長若しくは延長を増加し、根継をし、陥没した沈下量をかさ上げし、基礎工法を変更す

る等形状若しくは寸法を変更して施行する工事又はこれに伴ない材質を改良して施行する工事若

しくは排水工、山留工等を設けて施行する工事。 

(2) その他前号に掲げるものに類する工事。 

(二) 原形の判定が不可能な場合 

原施設が流出又は埋没し、原形の判定が不可能な場合において被災地及びその附近の残存施設等

を勘案し、被災後の状況に即応した工法により施行する工事。 

３ 原形に復旧することが著しく困難な場合において当該施設に代わるべき必要な施設をするとは、次

の各号に掲げる工事を施行することをいう。 

(1) 敷地又は敷地造成施設が被災し、地形地盤の変動のため、又は、その施設の除去が困難なため、

その被災施設を原形に復旧することが著しく困難な場合において、当該施設の従前の効用を復旧

するため位置又は法線を変更して施行する工事又はこれに伴い形状若しくは寸法を変更し著しく

材質を改良して施行する工事若しくは排水工、山留工等を設けて施行する工事。 

(2) その他前号に掲げるものに類する工事。 

４ 原形に復旧することが著しく不適当な場合において、当該施設に代るべき必要な施設をするとは、

次に掲げる場合をいう。 

(一) 建物の補修、工作物の復旧の場合 

(1) 主要構造部が折損し又は傾斜し、その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合に

おいて、当該施設の従前の効用を復旧するため添柱、方杖、バットレス、水平筋違、筋違等を補

強して施行する工事。 

(2) 建築基準法、その他建物保安上の諸法令の規定により被災施設を原形に復旧することが著しく

不適当な場合において、施行する必要最小限度の工事。 

(3) 被災施設が立地条件の悪化等により過去３回以上浸水、被災し、原形に復旧することが著しく

不適当な場合において木造床をコンクリート床とする等耐水工法で施行する必要最小限度の工事。 

(4) その他前各号に掲げるものに類する工事。 

（二） 土地の場合 

(1) 敷地又は敷地造成施設が被災し、地形地盤の変動等のため、その被災施設を原形に復旧するこ

とが著しく不適当な場合において、当該施設の従前の効用を復旧するため、位置若しくは法線を

変更し、形状若しくは寸法を変更し、または材質を改良して施行する必要最小限度の工事、排水

工、山留工等を設けて施行する工事。 

(2) 被災施設が地すべり崩壊等により著しく埋そく又は埋没したため、その被災施設を原形に復旧

することが著しく不適当な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための土砂止等を設け

て施行する工事。 

(3) その他前各号に掲げるものに類する工事。 
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第５ 復旧費算出の基準 

  復旧工事費算出は一つの社会教育施設ごとに行なう。 

１ 建 物 

(1) 新築復旧 

建物が全壊又は半壊した場合においては、復旧費の算定は全壊又は半壊の面積に要領第８の３に

定める１平方メートル当たりの新築単価を乗じて得た額とする。 

(2) 補修復旧 

建物の被災状態が新築復旧の必要のない場合においては、当該補修に要する経費を要領第 ８の

４の歩掛りにより算出する。なお、再使用可能な残材があるときは、これを使用するこ ととして、

復旧費を算出することとする。 

２ 建物以外の工作物 

建物以外の工作物が被災した場合においては、その新築又は補修に要する経費を要領第８の ４の

歩掛りにより算出する。 

３ 土 地 

土地が被災した場合においては、その復旧に要する経費を要領第８の４の歩掛りにより算出 する。 

４ 設 備 

(1) 令第３４条第３項により算定するものとする。ただし、同項により算定した額が実被害額（調

査時の購入価格）より上回るときは実被害額とする。 

(2) 設備の被害が令第３４条第４項に該当すると認められる場合には、設備の実被害額（調査 時

の購入価格）および建物の被害程度その他参考となる書類を添付して本省あて報告する。 

第６ 建物の被害区分 

建物復旧算定の基礎となる被害区分は次のとおりとする。 

１ 全 壊 

建物の全部又は一部が滅失又は倒壊し、新築して復旧する必要のある状態にあるもの。 

２ 半 壊 

建物の主要構造部が被災し、補強して復旧することが著しく困難又は不適当で改築しなければなら

ない状態にあるもの。 

３ 補 修（大破以外） 

(1) 大 破 

建物の主要構造部が被災し、補強して復旧することが可能な状態にあるもの。 

(2) 大破にいたらないもの 

建物の主要構造部の一部又はそれ以外の部分が被災し、補修又は補強して復旧することが可能な

状態にあるもの。 

第７ 調査前施行工事 

現地調査前においてすでに施行済み又は施行中の工事については、その工事が本工事の全部又は一

部となるもののみを被害写真等により状況を確認して復旧費算出の対象とする。 

この場合において当該工事の精算額又は精算見込額が算定した復旧費を下回るときは、精算額又は

精算見込額をもって復旧費とする。 
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第８ 調査事務取扱 

１ 調査方法 

(1) 文部科学省の調査に対して財務局、福岡財務局支局又は沖縄総合事務局が立会するものとする。 

(2) 調査は原則として実地にて行うものとするがやむを得ない理由により実地調査が困難である箇

所については、現地教育事務所等において机上にて調査を行うことができる。この場合には、写真、

設計書等により被災の事実、被災の程度等を十分検討の上、慎重に採否を決定するものとする。 

２ 復旧事業費の範囲 

復旧事業費とは復旧工事費（本工事費、附帯工事費及び設備費）及び事務費の合計額とする。 

(1) 復旧工事費 

ア 本工事費 

事業の主体をなす施設の工事（工事に必要な仮設工事を含む。）の施行に直接必要な労務費、

材料費（材料の運搬費及び保管料を含む。）及び用地費、補償費、土地の借料ならびに機械器具、

損料、営繕損料のほか諸経費（諸経費率は別表とする）を含むものとする。 

イ 附帯工事費 

本工事に附帯して設ける工事（工事に必要な仮設工事を含む。）に要する経費（諸経費を含む。）

とする。 

ウ 設備費 

社会教育活動を行う上に必要な教材、教具（体育レクリエーション用具を含む。）、机、椅子等

の費用とする。 

(2) 事務費 

令第３４条第２項に規定する事務費は、事業を施行するために必要な経費とする。 

３ 単 価 

(1) 建築の新築復旧の単価 

文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領のうち小学校、中学校、幼稚園の校舎の単価を

準用する。 

ただし、体育館、運動場、水泳プール、柔剣道場、相撲場及び漕艇場については、小学校及び中

学校の屋内運動場並びに教員住宅の単価を準用する。 

(2) (1)以外の復旧の単価 

労務及び資材単価は公共土木施設災害復旧事業費の算定に使用する単価による。ただし、その単

価に定めのない資材については現地適正単価による。 

４ 歩掛り 

文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領を準用する。 

５ 調査結果の報告 

別紙報告書様式１により調査終了後５日以内に本省あて報告書を提出すること。ただし、次の各号

に該当する場合は別紙様式２により報告書を提出すること。 

(1) 災害復旧事業の採否については事務上又は技術上更に検討を加える必要があると考えられ る

場合。 

(2) １施設当たりの調査額が１億円以上となる場合。 
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第９ 適用除外 

次の各号に掲げるものは、適用除外とする。 

１ 調査前着工を行ったもののうち写真等の資料により、被災事業の確認できないもの。 

２ 災害復旧事業以外の事業の工事施行中に生じた災害に係るもの（この場合の工事施行中に生じた災

害とは工事請負契約書に記載された着工の日（直営工事にあっては、着工届等に記載された着工の日）

から竣工検査完了の日までの間に生じた災害をいう。） 

第10 附 則 

この要領は、平成２３年３月１１日以降に発生した災害から適用する。 

別 表 

区     分 率 

建 物 新 築 復 旧

建 物 補 修 復 旧

土地復旧（土地、コート類含む。）

工 作 物 復 旧

設 備 復 旧

0％ 

15％ 

公共土木施設災害復旧工事に使用する率 

15％ 

0％ 
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18 公立社会教育施設災害復旧費補助金交付申請要領 
 

１ 趣 旨 

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律第１５０号、以下「法」

という。）第２条第１項の規定による「激甚災害」を受けた公立の社会教育施設の災害復旧事業に対

する国の補助は、法第１６条、同法施行令（昭和３７年政令第４０３号）第３３条及び３４条に定め

るほか、この申請要領による。 

 

２ 補助対象となる施設 

補助の対象となる施設は、公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プール、博物館、青年の家、視

聴覚センター、婦人教育会館、少年自然の家、地域改善対策集会所、柔剣道場、文化施設、相撲場、

漕艇場及び生涯学習センターとする。 

 

３ 補助事業に要する経費 

Ａ 工事費 

上記施設で次に掲げるアからエのうち、国の査定を受けた後の復旧費（査定工事費）とする。た

だし、次の条件により国の査定後に内容が変更されたものは、査定工事費と変更後の工事費のいず

れか少ない額とする。 

１）現地調査時には被害の確認が不可能であったこと。 

２）工事施工中に、予測できない事態が発生したことによること。 

ア 建 物 

当該公立社会教育施設の用に供されている建物（（当該建物に附属する電気、機械、ガス、

給排水衛生等の附帯設備を含む。）以下「建物」という。）とする。 

イ 建物以外の工作物 

土地に固着している建物以外の工作物とする。 

ウ 土 地 

公立社会教育施設の敷地、屋外運動場（陸上競技場、庭球場、バレーボール場、野球場、球

技場、運動広場等）等の土地及びこれらの土地の造成施設で樹木は含まないものとする。 

エ 設 備 

社会教育活動を行う上に必要な教材、教具（体育レクリエーション用具を含む。）、机・椅

子等の備品とする。ただし、消耗品を除く。 

Ｂ 事務費 

災害復旧事業の施行に必要な事務に要する経費で上記A の工事費の１００分の１を限度とする。 

 

４ 補助金の額 

各施設ごとに上記３－Ａ及びＢの合計額に３分の２を乗じて得た額とする（ただし、各施設ごとに

１,０００円未満の端数は切り捨てる）。 

 

５ 申請の手続き 

公立社会教育施設災害復旧費交付申請書の様式は別紙様式とし、次の書類を添付すること。 
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ア 災害復旧事業施設別表（別紙１） 

イ 国庫補助事業対象工事費積算内訳書（別紙２～５） 

ウ 復旧配置図 

  国庫補助対象とする建物、建物以外の工作物及び土地の復旧箇所、数量を記入すること。 

エ 復旧図 

  設備復旧の場合は、添付を要しない。 

オ 特例理由書（別紙６） 

カ 契約書本文の写 

  未契約の場合は、工事施工確約書とする。 

キ 収支予算書の写 

当該復旧事業に関する議会の議決した収支予算書の関係部分の写しとし、未決の場合は、議決確

約書とする。 

 

６ 都道府県教育委員会の事務 

国庫補助金の内定通知に基づいて域内市町村から国庫補助金申請書が提出されたときは、その内容

を検討し、文部科学大臣に提出すること。 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




