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第４章 特徴的な事業を実施している施設の事例 
 

１ 北海道立生涯学習推進センター 

  所 在 地：札幌市中央区北２条西７丁目１番 

道民活動センタービル（かでる２・７） 

  規 模 等：建築面積3,170㎡、延床面積20,554㎡、地上10階地下１階のうち生涯学習推

進センター等専有面積は1,710㎡（５、８、９、10階の一部） 

  開所年月：平成３年11月 

  職員構成：所長１名、管理部長１名、総務課１名、研修調査課４名、学習支援課５名、

計12名 

 

（１）施設の概要 

  設立当初は「北海道立社会教育総合センター」として、札幌市内中心部に建設され

た複合ビル「道民活動センタービル（愛称：かでる２・７）」内に開設された。その後、

平成13年４月に「北海道立生涯学習推進センター」に名称が変更され現在に至ってい

る。 

  北海道立生涯学習推進センター（以下、「推進センター」と表記）は、北海道におけ

る生涯学習振興の拠点施設として、道民の生涯学習活動の促進・支援を基本方針とし、

①調査・研究、②指導者の養成・研修、③学習情報の提供・相談、④学習機会の提供、

⑤教育メディアの利用促進の５点をセンターの機能・役割として取り組んでおり、こ

れは北海道立社会教育総合センター時代から一貫している。また、生涯学習推進セン

ターは北海道教育庁所管の直営施設である。 

 

（２）施設運営の特徴 

  ① センター機能の特徴 

  推進センターが有する機能は前述の５つであり、これは平成２年の中央教育審議

会答申「生涯学習の基盤整備について」の中で示されている都道府県が設置する推

進センターに期待される機能にほぼ沿ったものとなっている。 

  答申では他に『関係機関との連携・協力及び事業の委託に関すること』、『生涯学

習の成果に対する評価に関すること』が示されているが、北海道立生涯学習推進セ

ンターの場合は後に説明する「道民カレッジ」事業等において、「連携事業の推進や

ネットワークの構築」及び「学習成果の評価と活用」にも積極的に取り組んでいる

ことから、答申が示す全ての機能・役割を実質的に果たしており、都道府県が設置

する生涯学習推進センターのスタンダード的センターと言えるのではないか。 

  ② 事業展開の特徴 

  平成21年度の事業は次のとおりである。 

   ア 調査・研究 

     推進センターが実施する調査・研究２本の他、市町村や指導者等を対象とする

企画・研究相談を通年実施している。 

   イ 指導者の養成・研修 
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     主催（共催）事業（６講座11回）、主管事業（３講座６回）、職員研修（２講座

２回）等の研修講座を開催するほか、市町村や関係団体職員等を対象とする自主

研修団体の受入や市町村や団体等からの要請に応じて職員派遣を通年で実施して

いる。 

   ウ 学習情報の提供・相談 

     ホームページや広報誌（年３回発行）による情報提供、専任の学習相談員によ

る学習相談、臨床心理士による家庭教育カウンセラー相談を実施している。 

   エ 学習機会の提供 

     道民カレッジ事業を展開（詳細については後述） 

   オ 教育メディアの利用促進 

     視聴覚教材（16ミリフィルム、ビデオテープ、CD、DVD）を収集・整備し、市町

村、関係施設、学校、民間団体・事業所等への貸出し業務を行なっている。 

   カ 情報交流広場（まなびの広場）の開放 

     生涯学習に関する情報交流の場や道民の学習の場として、年間を通じて情報交

流広場が開放されている。また、この広場では「まなびの広場展」の開催や各種

情報の展示・提供、「ふるさとコーナー」が設けられ、道民の生涯学習に関する細

やかな情報提供、学習者・学習サークル等の交流及び市町村や関係機関・団体の

取組の成果等が紹介されており、道民の生涯学習活動を促進・支援するとともに、

関係機関、団体等にとっても貴重な情報収集の場となっている。 

  なお、平成21年度からは上記エ、オ（貸出業務）、カについては総合評価一般競争

入札により業務委託されている。 

  事業の概要は以上のとおりであるが、北海道ならではと思われる工夫や取組が見

られる。例えば、他の都府県とは比較にならない程の広大な面積を有する北海道と

いう地理的条件への対応である。全ての道民に公平なサービスを提供することがセ

ンターの責務である以上、遠隔地の方々に対する負担軽減のための配慮や工夫は不

可欠であろう。具体的なものとしては、研修講座をセンターで開催するだけでなく

３～４都市を会場として地方開催が行われていること、インターネットによる情報

提供やテレビ放送による学習講座の提供などである。メディアの活用は地域間較差

の解消や学習者の負担軽減には有効な手段ではあるが、全ての問題が解決できるも

のではなく、推進センターの運営に当たっては様々な部分で苦労があるものと思わ

れる。 

  ③ ｢ほっかいどう生涯学習ネットワークカレッジ（道民カレッジ）」の展開 

  道民への学習機会提供事業として取り組んでいるのが「道民カレッジ」事業であ

る。子どもから高齢者まで全ての道民を対象とし、学習ニーズの多様化、高度化に

対応するため、産学官が連携して総合的な生涯学習支援システムを構築することに

より、道民が自らの意思によって学び続け、自立した北海道の創造に寄与する人材

の育成を目指して平成13年９月に開講され、足掛け９年目を迎える。連携やネット

ワークを基盤とする学習機会提供システム、学習成果の評価・活用システムなどを

包括した総合的な学習支援システムの具体的な姿を示しており、参考とすべき内容

の多い事業である。以下に「道民カレッジ」事業の概要を示しながら考察する。 
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   ア ｢道民カレッジ」が目指す姿 

  事業の目的は道民が自らの意思によって学び、自立した北海道の創造に寄与す

る人材の育成である。その具現のために用意されたのが大学や民間、市町村など

が開設する学習講座と連携することにより体系化された学習機会の提供システム

や学習成果の評価と活用のシステムなどである。構想段階より北海道全体を一つ

の「生涯学習の学園」にしたいというコンセプトの基に、道民のだれもが、いつ

からでも、いつまでも学ぶことができる学園づくりを目指して道独自のシステム

が積み上げられてきている。 

   イ 企画・運営組織 

  ｢道民カレッジ」事業は北海道教育委員会、北海道立生涯学習推進センターが主

催し、企画運営の組織として「道民カレッジ本部」、「運営委員会」、「企画専門部

会」が置かれている。本部役員の構成は、学長：北海道知事、副学長：北海道大

学総長、北海道経済連合会会長、事務総長：北海道教育委員会教育長であり、運

営委員会、企画専門部会も産学官や一般道民から選任された委員の構成となって

いる。 

  事業運営は、総合評価一般競争入札により受託した業者が道民カレッジ事務局

として担う。また、平成20年度から始められた「ほっかいどう学検定」は学んだ

成果の評価や活用という観点から産学官で構成する「ほっかいどう学検定推進機

構」が主催し、（財）北海道生涯学習協会が事務局を担っている。 

  推進センターは本部庶務を担当し、教育委員会や道、関係機関等との連絡調整

を行うほか、運営委員会、企画専門部会の開催・運営、カレッジ事務局に対して

講座実施、普及啓発、情報提供、単位認定、称号取得者の活用に関することなど

の指導・助言に当たっている。 

  産学官の連携が企画・運営組織の面においても徹底されていることや実際の事

業実施は民間への委託が行われているなど、本事業が道民の参画と官民の協働で

進められ、成立している。推進センターが連携や協働をコーディネートすること

は本来的な役割の一つではあったのだが、これほど大きな規模の事業の中で継続

的に推進されている例を筆者は把握していない。都道府県等が設置する生涯学習

推進センターの今後の果たすべき役割を検討していく際の示唆に富む実践である。 

   ウ 産学官民の連携による講座の開設 

  ｢道民カレッジ」の講座は、カレッジ本部が開設する主催講座と本事業に賛同す

る機関・団体が開催する連携講座の２つに分けられており、それぞれの内容は下

表のようになっている。 
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｢ほっかいどう学」

大学放送講座 

・道内の大学講師によるテレビ放送講座 

・１講座30分番組、８講座程度開設 

・北海道の総合施策、文化と歴史、自然環境、産業、

生活、芸術・スポーツ、地域づくりの７領域 

・21年度は道内の８大学が参加 

主
催
講
座 

｢ほっかいどう学」

出前講座 

・市町村の要望に基づき企画・実施を市町村と協働

で取り組む地域づくり実践講座 

・道内６圏域12会場で実施 

 

①ほっかいどう学 コース ・北海道の歴史や民族、地域学等の講座 

②能力開発 コース ・技能・資格等の専門性を高める講座 

③環境生活 コース ・社会生活の向上を目指す講座 

④健康・スポーツ コース ・健康・体力づくり等を目指す講座 

連
携
講
座 

⑤教養 コース ・豊かな人生をおくるための基礎講座 

 

  平成20年度の実績は、講座数2,117講座、受講生数48,365人であり、年々その数

を伸ばしている。また、平成21年度後期分（10～３月）の連携講座には、市町村

（24団体）、高等教育機関（89団体）、専修学校・各種学校（23団体）、各種団体（45

団体）、関係機関（15団体）、合計196団体（８月末時点）から申し込みがあり、事

業に対する理解と道民への浸透が進んでいると考えられる。 

   エ 学習成果の評価・活用の仕組み 

  各講座には受講生が履修後に与えられる単位数が予め決められており、所定の

単位を取得した受講生が申請すれば学士・修士・博士の称号や学長奨励賞が授与

されるシステムである。また、平成20年度からは「ほっかいどう学検定」という

新たな評価の取組が始められている。履修時間数に応じた単位認定と学習理解度

を測定・評価しようとする検定制度の組み合わせは大変興味深い取組である。 

  さらに、学習成果の活用方策として、学習成果活用セミナーやカレッジ事務局

等でのボランティア活動、検定合格者のつどいの開催などが用意され、学習後の

自主的な活動も活発に取り組まれている。 

  このような評価や奨励及び成果の活用の仕組みが整備されていることは、学習

者にとっては目標や励みになるとともに、学習者の拡大や学習の継続・深化につ

ながるものであろう。 

 

（３）まとめ 

  本調査研究では生涯学習推進センター等の新たな役割についての検討を主題にして、

特に「連携・ネットワーク」及び「学習成果の評価・活用」のあり方を探ってきた。 

  北海道では「道民カレッジ」事業を推進する中で、幅広い関係機関・団体等との連

携により総合的・体系的な学習機会と情報の提供が可能となった。また、受講生への

単位認定や称号の授与に加え、検定による学習成果の評価に取り組み、学習の促進・
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奨励に効果を上げている。さらに、学習後における自主的な活動を促す支援策や場が

準備されるなど、学習支援システムとしての必要な要素を充たし、それらが円滑に循

環している。道内の市町村にとっても本事業が大きな刺激となり、生涯学習振興施策

に好ましい影響が現れてくることも十分に予想される。 

  一つの事業の中で総合的な学習支援システムが構築され展開されている先駆的な実

践である。更なる充実・発展に向けて、今後、カレッジ受講生が北海道の地域づくり

のためにどのように学習成果を還元しているのかを追跡的に調査し、最終的な事業成

果の検証を試行されることを期待しまとめとする。 

（佐々木哲也） 
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２ 茨城県水戸生涯学習センター 

  所 在 地：茨城県水戸市愛宕町４番１号 

  規 模 等：敷地面積14,866㎡、延床面積3,711㎡、地上３階（分館及び分室は除く） 

  開所年月：平成５年４月 

  職員構成：所長１名、次長１名、管理課６名、企画振興課７名、他30名、計45名 

 

（１）施設の概要 

  水戸生涯学習センターは、５館ある茨城県の生涯学習センター（水戸、県北、鹿行、

県南、県西）のうちの１つであり、平成５年４月に最初の生涯学習センターとして水

戸市内の旧県教育研修センターを改修して設置された。水戸地区の生涯学習を推進す

る中核施設であると同時に、県中央生涯学習センターとしての機能を有する施設でも

ある。 

  約15,000㎡の敷地に建つ建物は、床面積が延べ約3,700㎡、11の一般教室と創作室、

音楽視聴覚室、情報図書室、ボランティア室、託児施設、入居団体事務室、レストラ

ンなどを備えている。この他、市内に分館と分室をそれぞれ１つずつ有している。 

  職員数は45名（嘱託・臨時職員を含む）で、このうち10名が県からの派遣である。

年間利用者数は、平成20年度実績で132,406名であった。 

  管理運営は、平成11年４月に県の直営から（財）茨城県教育財団（以下、「財団」と

表記）への業務委託に変更され、18年４月には指定管理者制度の導入にともない、財

団が指定管理者として引き続き委託を受けている。業務委託先である財団は、昭和44

年に「県と一体となって本県教育の振興に寄与するため」に、県が100％出資して設立

した団体である。現在、指定管理者として、県生涯学習センターの５館中４館（１館

はNPO法人インパクトが受託）および青少年教育施設、文化施設の管理運営を行ってい

るほか、埋蔵文化財の発掘調査事業を推進している。 

  21年度の事業費は2,880万円であり、このうちの約半分が学習情報提供・学習相談事

業(教育・子育て電話相談事業を含む）に、半分弱が地域住民を対象とする学習機会提

供事業に充てられている。事業費のほとんどは県費であるが、一部民間資金が導入さ

れ、その中には指定管理者である財団からの委託金も含まれている。 

 

（２）施設・運営の特徴 

  ① 学習圏構想と生涯学習センター 

  茨城県の生涯学習センターは、県生涯学習審議会で提言された学習圏構想に基づ

き、整備が進められてきた。学習圏構想とは、県民の一次的日常的な学習ニーズに

対応するための小中学校区学習圏、二次的学習ニーズに対応するための市町村域学

習圏、高度で専門的な学習ニーズに対応するための広域学習圏、最上位に県域学習

圏を置き、各学習圏がそれぞれの役割を果たすことで、生涯学習を総合的に推進す

ることをねらいとするものである。 

  このうち、広域学習圏には地区生涯学習センターを配置することとされ、平成18

年に５番目のセンターとして県北生涯学習センターが設置された。これにより、広

域学習圏すべてにセンターが配置されたことになる。一方、県域学習圏には中央生
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涯学習センターを配置することとされ、水戸生涯学習センターが、中央センターと

しても位置付けられている。生涯学習センターが有する、県全体の生涯学習を推進

する中央センターとしての機能には、｢生涯学習情報提供システム・ホームページの

管理｣、｢生涯学習の調査研究・学習プログラム開発｣、｢教育・子育て電話相談」が

ある。 

  ② 総合型の生涯学習センター 

  今回の質問紙調査では、重点的に行っている事業を６項目に分けて聞いているが、

６項目すべてに重点的に取り組み、今後も取り組みたいと回答している。機能に着

目するならば、水戸生涯学習センターは、現在も今後も、さまざまな生涯学習推進

機能を備えた「総合型」のセンターということになろう。一方、もっとも重点的に

取り組む事業を尋ねた設問には、現状については「地域住民を対象とする学習機会

提供」、今後については「関係組織・機関の連携の推進・ネットワークの形成」と回

答している。センターは、今後も「総合型」の性格を維持しつつ、ポイントを学習

機会の提供からコーディネート（連携やネットワーク形成）に移行させる考えのよ

うである。 

  ③ 運営方式の変更と目的・事業内容の変化 

  生涯学習センターでは、管理運営の方式が県直営から業務委託、そして指定管理

者制度へと変更されてきたが、この過程で施設の目的や事業内容が変化している。 

  ｢学校以外の教育機関の設置、管理及び職員に関する条例」によれば、生涯学習セ

ンターの現在の設置目的は、「生涯学習に関する情報の提供、学習機会及び学習の場

の提供、調査研究等を行い、県民の生涯にわたる学習活動の推進に資すること」で

あるが、設置当初は、｢学習機会及び学習の場の提供」の部分が「指導者の養成・研

修」であった。この変更は主催事業の内容にも影響しており、平成６年度に14事業

あった指導者の研修が、21年度には６事業に減っている。一方、もっとも重点的な

事業として回答のあった、地域住民を対象とする講座・講演等の学習機会は、設置

当初より種類、実施数ともに大幅に増加している。 

  また、｢茨城県水戸生涯学習センター管理規則」(以下、管理規則）第２条に規定

されている事業の種類に関しても、管理運営方式の変更にともなって変化がみられ

る。設置当初の管理規則に示された10種類の事業（①生涯学習情報提供システムの

整備及び運用、②生涯学習の調査・研究、③学習成果の評価、④指導者の養成・研

修、⑤生涯学習の啓発、⑥生涯学習の相談、⑦学習機会の提供、⑧学習の場の提供、

⑨関係機関及び団体との連携協力、⑩その他生涯学習の推進に必要な事業）のうち、

平成11年３月の管理規則改正では、③学習成果の評価、④指導者の養成・研修、⑤

生涯学習の啓発が削除され、⑨関係機関及び団体との連携協力については、⑨′市

町村等との連携調整に変わっている。また、これを機に、教育庁、知事部局、教育

財団等施設などで構成される生涯学習関連施設連絡会議が廃止された。 

  さらに、指定管理者制度導入のための平成18年３月の改正では、⑨′市町村等と

の連携調整が削除されている。実際にこれらの事業がすべて廃止されたわけではな

いが、管理規則から削除されたということは、センター事業の中でこれらの位置付

けが変わったことを意味するのであろう。 
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  組織や職員体制については、当初は４課（管理課、学習情報課、普及課、研修課）

28人（そのうちの８人が社会教育主事）体制がとられていた。４課のうちの研修課

には４名の社会教育主事、３名の生涯学習指導員が配置されており、当初は、研修

事業がセンターの大きな役割になっていたことがうかがえる。平成11年度には３課

（庶務課、企画課、事業課）46人体制になるが、職員数が増えたのは、教育・子育

て電話相談事業の充実を図るために嘱託の相談員が17人配置されたことが大きい。

一方、指定管理者制度導入後の18年度には、事業を担当する課が統合され２課（庶

務課、企画振興課）40人体制となり、社会教育主事は５人に減っている。 

  ④ 特色ある事業～移動講座による連携の工夫～ 

  水戸生涯学習センターでは、連携の推進・ネットワークの形成を今後最重点に取

り組む事業として位置付けており、すでに新たな施設や機関と連携協力して事業を

開発し、対象の拡大をはかっている。そのような事業には、次のようなものがある。 

  ア 初等・中等少年院（水府学院）での生涯学習移動講座 

  矯正施設に入院する少年が「体験活動の機会を通して自己実現を図るとともに、

豊かな情操と道徳心を養い生涯にわたり学習していくための資質を培うことを目

的」に、平成19年度から移動講座として実施されている事業である。水府学院と

連携（共催）し、民間企業、ボランタリー団体、大学研究室、プロスポーツ団体

などの後援・協力を得て行われている。プログラムは、「矯正施設での教育内容」

と「社会教育が目指す内容」を融合したもので、10回の講話と体験活動で構成さ

れており、英語、数学、理科の教科選択学習やスポーツ体験・講話に加え、職業

ガイダンスや経営者の講話などのキャリア教育が取り入れられている。社会的視

野の拡大、勤労・学習意欲や更生意欲の向上に効果を発揮しているという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜生涯学習移動講座（矯正施設編）の様子＞ 

 

 

  イ 病院・福祉施設での生涯学習移動講座（自主事業） 

  平成20年度から３つの病院・老人介護保険施設と連携（共催）し、各施設内で実

施されている事業である。生涯学習センターの施設ボランティアや各種講座の講

師の派遣、講座やお祭りの実施などにより、入院患者等の社会復帰を支援するこ

とをねらいとしている。事業実施に当たっては、子どもゆめ基金を活用している。 
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＜生涯学習移動講座（病院編）の様子＞ 

 

 

（３）まとめにかえて～連携の推進の視点から～ 

  （２）で紹介した特色ある連携事業が行われるようになった背景に、指定管理者制

度の導入がある。一般に、指定管理者として業務を受託するには、自らの存在意義を

高める必要があり、自主事業等の企画で工夫し独自性を発揮することが求められる。 

  そこで財団が注目したのが教育基本法第３条の「生涯学習の理念」であり、これに

もとづき住民一人一人に学習機会を保障するという観点から企画されたのが、少年院

や病院等と連携した出前（移動）講座である。 

  ｢いつでも、だれでも、どこでも」が、生涯学習推進のスローガンとしてよく謳われ

るが、必ずしもこのことが実現されてきたとはいえない。参加者数の多寡で評価され

る場合が少なくないことから、集客しやすい層を対象とした事業が多くなり、さまざ

まな課題を抱えた人々に対する生涯学習の機会が十分には提供されてこなかった。少

年院や病院への出前講座は、そのような人々に対応した学習機会の一つであり、「連携」

の推進と「出前（移動）」の手法を用いることで可能となった事業である。 

  これまでと異なる課題に取り組むには、異質な組織や機関と連携することが必要で

ある。センターは、新たな施設・機関に、既存の連携組織や団体を組み合わせること

で、上述のような特色のある講座を可能にした。連携ありきではなく、何のための、

だれのための連携の強化なのか、それに対する答えを明確にした上での取組という点

でも、センターが新たに開発した講座は１つのモデルといえる。 

  一方、指定管理者制度の導入は、県の中核施設がその役割を遂行する上で欠かせな

い「市町村との関係」を難しくするといわれる。センターの場合、制度の導入以前は｢県

と一体となって」生涯学習の推進にあたり、市町村への指導・助言の業務も行ってい

た。ところが、制度の導入にともなって、指導・助言の業務が県教育委員会に引きあ

げられ、管理規則からは「市町村との連携調整」が削除された。制度の導入は、指導・

助言にとどまらず市町村との関係全体を希薄にする可能性をはらんでいた。そのため、

センターでは、市町村に出向き、担当者等に対してモデル講座の紹介や自ら開発した

プログラムの普及に努めているという。このような地道な努力が、指定管理者制度導

入後も市町村との関係を維持させているのではないだろうか。 

  さらに、連携推進の観点から今後注目される動きがある。それは、平成20年の茨城
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県生涯学習・社会教育研究会の設立である。同研究会は生涯学習・社会教育関係者や

そのOB約350名を巻き込んだ全県的な研究会であり、平成21年には、その活動部隊とし

てNPO法人ひと・まちねっとわーくが設立された。生涯学習センターでは今後、これら

の組織との連携を推進する考えであるという。研究会と連携した全県的あるいは広域

的な新たな事業の実施、研究会と市町村や各種機関・団体のコーディネートなど、研

究会やNPOとの連携を推進することで、生涯学習センターの活動がより充実する可能性

がある。質問紙調査で、今後の最重点の取組を連携の推進・ネットワークの形成に置

くと回答した意図は、これらの設立とも密接にかかわっているのであろう。 

  しかし、その一方で、生涯学習センターの指定管理を行う財団とNPO法人は同じ事業

実施主体であり、財団とNPO法人は競争相手でもある。そのようなNPO法人とどのよう

に連携して、広域学習圏の中核施設であり県中央センターである水戸生涯学習センタ

ーの事業が展開されるのか、今後の動きに注目したい。 

（水谷 修） 
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３ さわやかちば県民プラザ 

  所 在 地：千葉県柏市柏の葉４丁目３番１号 

  規 模 等：敷地面積36,499㎡、延床面積17,091㎡、地上４階地下１階 

  開所年月：平成８年11月 

  職員組織：所長１名、副所長１名、管理広報課７名、事業振興課８名、計17名 

 

（１）施設の概要 

  さわやかちば県民プラザ（以下、「県民プラザ」と表記）は、設立当初、「生涯学習

センター」、「芸術文化センター」、「千葉県女性センター」（以下「女性センター」と表

記）、「千葉県環境財団環境学習コーナー管理室」（以下「環境学習コーナー」と表記)

等の機能を有する複合施設として設置され、以下の４つを目的に据えた。 

   １）｢生涯学習社会」の実現と県民の生涯学習の総合的な推進 

   ２）県民文化の創造の担い手となることを目指す参加型文化活動の推進 

   ３）｢男女共同参画社会」の形成を目指す女性の社会参加活動の推進 

   ４）人と環境の関わりについて理解を深める「環境学習」の推進 

  その後、平成11年に「まなびボランティアセンターちば」（平成14年に「千葉県体験

活動ボランティア活動支援センター」に改編）の開設をみるが、平成15年３月には環

境学習コーナーが、さらに、平成18年３月には女性センターが閉所される。なお、女

性センター機能の一部は、平成18年８月に設置された「ちば県民共生センター東 飾

センター」に引き継がれている。 

  また、施設の管理運営は、平成18年４月に、それまでの(財)千葉県社会教育施設管

理財団から県直営へと改められている。 

  開所後10年が経過した頃から、県民プラザは、新しいニーズや行政改革への対応が

求められ、目的や機能の変更を余儀なくされた。これを転換期に、県民プラザは「さ

わやかちば県民プラザ将来計画検討会議」を設置。検討会議は「『さわやかちば県民プ

ラザ』の今後のあり方」（平成19年３月）を報告し、以下の「県民プラザ運営上の６つ

の基本的視点」を挙げた。これが、今日の県民プラザ運営の指針となっている。 

   １）生涯学習情報の発信 

   ２）芸術・文化活動の推進 

   ３）県民のニーズに合った事業を企画立案するための調査・研究 

   ４）生涯学習エキスパート育成 

   ５）現代的課題解決のためのプログラム開発・推進 

   ６）県民・行政・各種団体・各種施設との連携・協働・融合 

 

（２）施設運営の特徴 

  ① 複合施設の利点を生かす 

  複合施設としてのメリットは利用者数に反映され、事業の参加者・施設利用者数

は、開所後わずか62日目で10万人に達し、年間約40万人を超える状況が続き、すで

に通算で540万人を超えた。 

  複合施設が存在することによって、県民は、自らのニーズをある施設で叶えるこ
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とができなくても、他の施設で叶えることができ、また、ある施設との接触（事業

への参加、施設利用等）によって他の施設への関心が触発されたのであろう。換言

すれば、複合施設としての県民プラザは、県民の、多様な学習ニーズを触発し、新

しい利用者を創出しリピーターを増やした、ということになる。 

  施設の連携・ネットワーク化は、これに参加する個々の施設の独自性や特徴を際

立たせ、その役割や機能を明確にすることができ、相互に機能を補完し合うことで

施設ごとの個性や力量を伸張させる。その結果、全体としての機能が向上される。

利用者数の増加も、この一連のことと考えられる。こうした独自性の発揮、機能の

相互補完などを重要視するならば、複合施設としてスタートした当時の県民プラザ

は、存在そのものが連携・ネットワークシステムとなっていたのであろう。 

  しかし、環境学習コーナーと女性センターが閉所された今、県民プラザは、この

再構築が必要となっている。 

  ② 多様な連携事業 

  ここでは、本調査研究の趣意に沿って、前掲の「県民プラザ運営上の６つの基本

的視点」に着眼し、１）から５）に関する事業について、「６）県民・行政・各種団

体・各種施設との連携・協働・融合」の観点から順に考察する。 

  開設以来、県民プラザがもっとも大きな経費を投入してきたのは情報提供事業と

いわれる。県民プラザは、生涯学習関連機関との連携のもと情報の収集と提供を行

うほか、環境学習コーナーの廃止以降、「ハイビジョンシアター」を跡利用して映像、

音声、文字等を一体化させたユニークな情報発信を展開している。この方法では、

施設の利用者のみにしか便宜を提供できない欠点があるものの、従来のリーフレッ

ト、展示、ホームページ等による情報提供にない魅力を感じさせている。とくに学

校利用時の子どもたちの反響は大きく、このことが、子どもたちの学習への意欲と

関心を高め、県民プラザの利用者の開拓につながる、と期待されている。 

  芸術・文化活動は、「参画型」を重視していることに特徴があり、平成19年度以降、

新たに「中高年のための俳優体験講座」「漫画コミュニケーション」「俳句～自然と

のふれあい」「特別支援学校児童・生徒作品展」「県民プラザさわやかロード」｢ティ

ー体験講座」「The竹」「こと入門講座」「コーラス・フェスティバル」などが企画・

実施されている。 

  調査・研究は、職員が「研究紀要作成プロジェクトチーム」を編成して進め、そ

の成果が「研究紀要」にまとめられる。その内容には、アドホック的なものと毎年

度恒例的に進められるものがある。前者の例として、平成19年に「生涯学習に関す

るアンケート」が行われ、この調査でニーズが高かったものが順次、各年度の「調

査・研究」事業に位置付けられて試行される。その一例である「親子（幼児）のた

めの国際理解教室」は、フランス大使館、県立国際高校等の協力を得て実施された。

後者に関しては「新規事業の検証」が行われており、毎年度の新規事業について、

進捗状況、参加者アンケート、担当者の考察、広報、報道対応、事前折衝、事後対

応、評価等をチェックし、連携・ネットワークについてもコメントが加えられる。 

  生涯学習エキスパート育成に関しては、行政職員対象の研修事業のほか、教職員、

団体・グループの指導者等を対象に、「子育て支援スキルアップ講座」「ボランティ
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ア教育推進担当者講座」「読み聞かせ養成講座」「生涯学習推進講座」などが開設さ

れ、また、現代的課題解決のためのプログラム開発・推進を目的に「食育推進講座」

｢ウォーキング健康講座」「父母のための科学教室」「再チャレンジ支援」「親子缶響

製作～缶響造形から環境造形へ」「特別支援教育支援者研修講座」「さわやか青年教

室」「再発見！日本の伝統食」などが実施されている。これらの事業では、関連の機

関等との連携、学んだことが日常生活で生かされること、が考慮されている。 

  さらに、県民プラザの独自性としては、青少年対象の事業が多いことが挙げられ

る。社会教育・生涯学習関連の学習サービスは成人向けのものが多いが、県民プラ

ザの事業には、学社融合事業としての「高校生のためのボランティア体験講座」「社

会教育実習」「職場体験」のほか、「高校生バンドフェスティバル」「体験活動ボラン

ティア活動交流会」「子どもチャレンジプロジェクト」「さわやか青年教室出前講座」

「ヤングパワームーブメント」「子育て広場すくすく」「おはなし夢空間」など、多

彩で数多くの青少年対象の事業が継続的に実施されている。このような取組からは、

次項で述べる環境、生命、健康、高齢化などと並び、青少年育成が現代的課題とし

て強く意識されていることがうかがえる。 

  ③ 地域資源との連携 

  県民プラザが所在する柏の葉地域には、官民の多様な研究機関や学習支援機関が

設置されている。こうした地の利を生かした連携・ネットワーク化は、県民プラザ

の機能をより充実したものに押し上げている。代表的な例としては、近隣の施設や

機関を巻き込んだ「さわやかグリーン講座」、学校、発達障害教育情報センター、NPO

と連携した「特別支援教育フェア」、東京大学、NPO法人ほのぼの研究所、高齢者福

祉センター、介護予防センター等との「認知症予防講座」、東京大学、千葉大学、東

京情報大学、千葉商科大学、文教大学等との「柏の葉アカデミア講座」、国立がんセ

ンター東病院、千葉県がんセンターの協力を得ている「健康づくり教室～がんを知

る」などがある。これらの一部には企業持ち出しの講座もある。 

  このほか、常態化されているものには、県立図書館と連携して開設している「生

涯学習コーナー（図書コーナー）」、多様な団体・機関と共同実施する「生涯学習フ

ェスティバル」をはじめ、「The World of Brass in 県民プラザ」「東 飾文化祭in 県

民プラザ」「法律相談」「心の相談」「共生センターフェスティバル」等がある。 

  地域の教育機能等と連携した事業はまさに目白押しの感があるが、環境、生命、

健康、高齢化、介護など現代的課題に対応した講座等でより顕著である。 

  ④ 学習成果の活用を意図した事業における実践 

  学習成果の活用を意図した事業は広範囲に及び、例えば、前掲の生涯学習エキス

パート育成に位置付く「子育て支援スキルアップ講座」、「生涯学習推進講座（教職

員）」「情報モラル推進講座」「ボランティア教育推進担当者講座（教職員）」「読み聞

かせ・朗読講座（一般・教職員）」、また、閉所した環境学習コーナーの展示スペー

スを学校の作品発表機会等への無料提供、さらには、「特別支援教育フェア」「高校

生バンドフェスティバル」「体験活動ボランティア活動交流会」「ヤングパワームー

ブメント」「The World of Brass in 県民プラザ」「東 飾文化祭in 県民プラザ」等

がある。なお、ユニークな試みとしては、高校生以上を対象に開催する「音楽ワー
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クショップ」がある。この事業では、参加者を「柏の葉吹奏楽団」の結成に結び付

け、さらに「柏の葉吹奏楽団コンサート」へと発展させている。 

  しかし、学習の成果の活用は、その多くが発表・展示等に対する機会の提供にと

どまっている。今後は、学んだ成果が、どこで、どんな方法で生かされ、それが定

着しているか否かなどについて検証することが求められる。 

 

（３）まとめ 

  これまで述べてきたように、県民プラザの営みには、他の範となるものが多い。そ

の要因としては、広大な敷地に高額な資本を投資して設置されたことを真摯に受け止

め、安価なサービスを拒否し続けた職員の存在がある。その結果、①施設のメッセー

ジ（多機能性、ハイセンス、多世代対応、自然と調和した空間）、②職員のメッセージ

(変化の洞察力、県民を受け入れる受容力、施設への愛着、事業の企画力）、③事業の

メッセージ（欲求の実現性、参加可能性、先導性、学習成果活用の可能性）等が、④

広報・情報メッセージ（鮮度、受容・認知性、触発力、定着・残像性）によって適切

に発信され、県民の共感と共鳴を生んだものと思われる。 

  しかし、近年の行財政改革は、当然、県民プラザにも大きな影響を及ぼし、複合施

設の一部廃止、職員定数の削減、予算減額等によって、県民プラザに設置後最大の危

機をもたらしている。このことは、県民プラザのみにとどまらず、千葉県全体の生涯

学習の振興にも暗雲となりかねない。このため、県民プラザが県西地区に立地する地

理的不利を克服し、全県的な機能・役割を果たすべく、所長以下全職員が一丸となっ

て、県下56市町村すべてを訪問して、地域のニーズを汲み上げるとともに、市町村及

び関係の施設等との連携の方途を考究している。さらに、市町村合併や社会教育施設

の統廃合などに対応すべく、県と市町村の役割分担、民間活力の導入等の観点から、

新たな役割を模索しつつある。こうした状況のなか、県民プラザが今、喫緊の課題と

して取組んでいることは、運営方針の再確認、事業の総点検、委託可能分野の確認、

推進体制（組織・定数等）の適正化などである。 

  こうした社会情勢の変化、それを受けた組織・体制の変更などがあって、本調査研

究テーマである「連携・ネットワークの形成」及び「学習成果の評価・活用」への本

格的な取り組みは先送りされている。しかし、既述したように、「連携・ネットワーク

の形成」については複合施設としての所与の条件を生かす努力、情報提供、主催事業

等が、「学習成果の評価・活用」に関しては発表・展示等の機会の拡充等が、それぞれ

推進されている。これらが契機となって、そう遠くない時期に、ネットワークシステ

ム、学習成果の評価システムが構築されることを期待したい。 

（坂本 登） 
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４ 財団法人山口県ひとづくり財団県民学習部生涯学習推進センター 

  所 在 地：山口市秋穂二島1062山口県セミナーパーク内 

  規 模 等：敷地面積304,368㎡、建築面積30,259㎡ 

  開所年月：昭和58年１月に「山口県生涯教育センター」として開設 

平成16年４月に「財団法人山口県ひとづくり財団県民学習部生涯学習推進

センター」に名称変更  

  職員構成：所長１名、主査１名、社会教育主事１名、生涯学習推進コーディネーター

１名、情報システムオペレーター１名、臨時職員１名、計６名 

 

（１）施設の概要 

  （財）山口県ひとづくり財団県民学習部生涯学習推進センターの前身は、昭和58年

より山口県教育会館３階に開設された山口県生涯学習センターである。平成16年に財

団法人山口県ひとづくり財団設置に伴い、この財団に統合され、山口県セミナーパー

クへ移転し、名称も現在のものに変更された。 

  山口県ひとづくり財団は、管理部、県民学習部、自治研修部、及び社会福祉研修部

の４部構成となっており、生涯学習推進センター（以下、「センター」と表記）は県民

学習部に位置付けられている。センターの業務内容は「生涯学習に関する情報、資料

の収集・提供」、「生涯学習に関する相談、指導」及び「生涯学習に関する講座の開設

等」である。センターの平成21年度要覧によると、県民の生涯学習活動を支援する拠

点として、関係機関・団体・民間（NPO法人等）と緊密な連携を図りながら、セミナー

パークの機能を最大限に生かした「人づくり・地域づくりのための学習プログラム」

により、県域の人材育成事業を積極的に展開することが強調されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜山口県セミナーパークの正面玄関＞        ＜生涯学習コーナー＞ 

 

  センターがある山口県セミナーパークは、宿泊施設を含む複数の研修棟に、多様な

スポーツ及び自然体験施設を有する広大な面積を持つ複合施設である。その中でセン

ターは、山口県ひとづくり財団事務局とともに管理棟の１階にあり、事業実施にあた

っては、セミナーパーク内の研修室等の施設を、他の自治研修部や社会福祉研修部等

と調整して使用する。したがって、センターとしては事務所以外、独自施設を持つこ

となく、事業実施のみに専念し、かつ同じ場所にある多様な施設を無料で活用できる
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仕組みになっている。 

  センターの事業費、４千数百万円の４分の３以上が民間資金、すなわち財団の「財

産運用収入」で賄われている。財産運用の工夫で、安定した事業費が継続的に確保さ

れているとのことで、市町村等ではできない、大規模な、あるいは長期的な事業に取

り組むことができる基盤となっている。 

  現在の職員は、上記の６名で構成されているが、人件費の面では年々厳しくなって

おり、今後はさらに少なくなっていくことが予想される。このような中、職員不足が

運営上の大きな課題と認識されており、社会教育主事有資格者で社会教育の経験豊富

な所長が、調査研究等の事業の企画・実施から、経費に関する業務まで担い、センタ

ー職員が「うちの所長の仕事は“挨拶から計算まで”です」と表現するように、職員

一丸で事業にあたっている様子が伺える。 

  この実態が、関係機関等との緊密な連携や、次に言及する「人づくり・地域づくり

フォーラム in 山口」実施におけるボランティアスタッフの参画等、民間人材の育成・

活用への積極的な取組姿勢をさらに促進している。 

  なお、センターには平成18年度から指定管理者制度が導入されている。公募である

が、財団のソフト面の強さが評価されて、指定管理者として継続的に運営に携わって

いるとのことである。現在の指定管理期間は22年度までである。 

 

（２）施設運営の特徴 

  当センターは第３章で報告した調査票において、「連携・ネットワーク」及び「学習

成果の評価・活用」を現在重点的に取り組んでいる事業と今後重点的に取り組みたい

事業の両方にあげ、さらに「連携・ネットワーク」を今後もっとも取り組みたい事業

に位置付けている。したがって、この２つの視点に着目し、聞き取り調査を実施した。

その結果を、ここ①及び②にまとめる。 

  ① 生涯学習振興のための連携の推進とネットワーク形成の視点 

   ア ｢人づくり・地域づくりフォーラム in 山口」における実践 

  当センターの平成21年度事業をみると、「県民の学習活動支援」２事業、「地域

リーダーの育成」４事業、「青年の健全育成」２事業、「調査・普及啓発」３事業、

｢受託事業」２事業である。 

  この中で「県民の学習活動支援」として今年度まで５年連続実施され、センタ

ーの主要事業の一つとなっているのが「人づくり・地域づくりフォーラム in 山

口」である。山口から生涯学習交流フォーラムを発信し、山口の県民力や地域力

を高めていくことを目指して平成17年度からスタートしたものである。 
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＜人づくり・地域づくりフォーラム in 山口の様子＞ 

 

  このフォーラムの特徴は、県内ばかりでなく、県外の関係者との連携も視野に

入れた、全国規模の事業であるということである。平成21年度第５回フォーラム

には、25都道府県から700人を超える参加者がある（内500人程度が山口県内）。予

算規模も600万円を超える。実践から学ぶことを主眼とするこのフォーラムでは、

毎年全国から先進的な実践事例を発掘し、そのキーパーソンを招き、事例発表と

情報交換を行っている。平成21年度の実践事例発表は、①学社融合②子育て支援

③まちづくり④協働⑤健康・食育⑥団塊世代の社会参加の６テーマで、合計24事

例である。山口県にいながらにして、全国の先駆的事例を学び、多様な実践者と

の直接交流を通してネットワークの輪を拡げることができる。 

  また、平成18年度第２回フォーラムからフォーラム全体の企画・運営に当たる

実行委員会を立ち上げ、センターの講座終了者や、関係機関、団体等との協働で

この事業を実施してきている。現在ではさらに100名を超えるボランティアスタッ

フがフォーラムの運営を支えているが、その中には過去のセンター講座終了者も

多く、毎年このフォーラムに参画し一緒に汗を流し活動することによって、終了

者同士のつながりができているということである。 

  この事業は、県のセンターを拠点として、全国の、そして山口県内の生涯学習

実践とそれに携わる人々、さらにはセンターが育成した人材等との出会いの場を

創り、連携やネットワーク形成の「はじめの一歩」を踏み出すスプリングボード

となっている。 

   イ ｢民間（NPO法人等）との協働に関する調査研究」の取組から 

  当センターにおける連携・協働の視点やその取組姿勢は、平成19年度に調査・

研究事業として実施された「民間（NPO法人等）との協働に関する調査研究」に見

られる。報告書によると、この調査研究は、センターの運営主体である山口県ひ

とづくり財団の今後の事業展開の方向性を探る目的で、県内のNPO法人等の民間団

体、市町、及び大学等を対象にアンケート調査とヒアリング調査を実施したもの

である。NPO分野のスペシャリストを専門講師として招き、センター職員とともに

取り組んでいる。当財団との協働状況や協働に対するとらえ方、考え方を把握す

る中で、財団の課題を抽出し、提言を行っている。特に民間との具体的な協働を
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進めるためには、第一に「現在の財団事業の棚卸しをする：全ての部署の事業で

協働できないかという視点で事業を見直し、協働相手のイメージをつくる。」を第

一に提言している。 

  このような文脈の中で、県内の小・中学校と連携した「夢チャレンジ山口人物

伝出版事業」や市町の観光課と連携した「知っ得やまぐち講座」等様々な取組が

ある。さらに当センターでは、今後もっとも重点的に取り組みたいこととしても

「NPOや高等教育機関との連携とその強化」をあげており、センターの一貫したミ

ッションとなっていることがわかる。特に大学等高等教育機関との連携が課題で

あり、「大学生のボランティア活動の単位化」も含め今後検討していくとのことで

ある。 

  ② 地域住民の学習成果の評価・活用の視点 

   ア 地域住民の学習成果の活用を視野に入れた「地域リーダーの育成」事業 

  当センターが現在もっとも重点的に取り組んでいる事業は、「指導者・支援者等

の養成・研修事業」である。特に山口県ひとづくり財団の運営となってからは、

民間から意欲・関心のある人を募り、地域づくりを担う、地域のリーダーとなる

人材の育成が、センターの事業の主要な柱となっている（なお、市町の関係職員

研修は、県社会教育文化財課が担当している）。 

  このような地域リーダーの育成事業は全て、その学習成果の活用を前提として

おり、それを視野に入れて事業企画・実施がなされている。その中でも特に、特

徴的な取組が「やまぐちライフ・アカデミー推進事業」である。 

   イ ｢やまぐちライフ・アカデミー推進事業」における学習成果の活用 

  本事業は、３年計画で地域づくりを推進する人材を育成するもので、長期でじ

っくりと地域における活動につなげる実践型研修事業である。平成20年度で３年

間を終えた「地域寺子屋ゼミナール」、平成21年度で３年次をむかえた「わが町再

発見講座」、平成21年度に１年次をスタートした「知っ得やまぐち講座」と、連続

的に並行して取り組まれている。 

  これらの講座は全て、明確な学習成果の活用方策と結び付けて実施されている。

｢地域寺子屋ゼミナール」は「放課後子ども教室の指導者・コーディネーターを育

成する」、「わが町再発見講座」は「地域を見直し、マップや情報誌等による情報

発信能力を高め、地域づくり、まちづくりを推進する人材を育成する」、「知っ得

やまぐち講座」は「成果物として冊子を作成し、23年度に行われる山口国体で活

動するボランティアに配布する」となっている。 

  ３年間の講座の流れは概ね次のようになる。まず１年次は、情報収集も含め学

ぶことを中心とした年間６回程度の学習会。２年次は、研修生がチームに分かれ

各地で事業を企画・運営する実践的な研修。３年次は、地域にかえって実際に行

政や関係機関と一緒に事業をやってみるというものである。２年次・３年次に研

修生が地域で実践活動をする活動経費もセンターが支援している。 

  参加人数は、各講座30名程度であるが、８～９割は３年間継続参加している。

例えば「地域寺子屋ゼミナール」の３年次の参加者は39名である。これら研修生

の学習成果の活用について、数量的に実績評価はしていないが、放課後子ども教
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室の指導者として活躍したり、センターの他の事業の講師となったり、また前述

したフォーラムで実践事例を発表する等、学んだ成果が生かされているというこ

とである。 

  ③ 県及び市町の新たな事業展開に向けた調査研究事業 

  聞き取り調査の結果、当センターの調査研究事業にも注目した。この事業は、毎

年実施されているわけではないが、新たな事業展開の方向性を探る必要性が生じた

時、調査研究内容に「精通し、力量のある」専門講師を招き、センター職員ととも

に取組んできている。前述した「民間（NPO法人等）との協働に関する調査研究」も

そうである。 

  平成22年度は、地域社会と学校との関わりの中で、子どもを取り巻く「ボランテ

ィア活動に関する調査研究」を計画している。その企画書によると、県内の全小学

校区の地域住民や学校、教育委員会等にアンケート調査及びヒアリング調査を実施。

さらに、それらの調査結果を踏まえ、調査協力者を選出し、数回の「意見を聞く会」

を開催し、研究を深めるというものである。 

  県内の生涯学習振興における喫緊の課題を見出し、このような調査研究事業を企

画・実施する。そして、その結果をセンターの次の事業展開に生かすと同時に、市

町や関係機関・団体に情報提供していくという、県域の生涯学習推進センターのシ

ンクタンク的機能も果たしており、参考になる取組と考えられる。 

 

（３）まとめ 

  ここまで言及してきた、施設・運営の特徴をまとめると、次のようになる。 

  ・ 事務局以外独自の施設を持つことなく、事業実施のみのソフトに特化したセンタ

ーである。しかし、センターがある山口県セミナーパークの多様な施設を無料で活

用できるという、独自の仕組みを持つ。 

  ・ 指定管理者である財団法人の民間資金から、安定的な事業費を継続的に確保する

ことができ、それを基盤として、地域づくりを推進する民間の人材を育成する大規

模な、あるいは長期的な事業に重点的に取り組んでいる。 

  ・ その一方で県の財政は厳しく、県費で賄われている職員の人数は他のセンターと

比較しても非常に少なく、当センターの課題となっている。 

  ・ この職員不足もあり、事業へのボランティアスタッフの参画や、民間人材の育成・

活用に積極的に取り組み、民間（NPO法人等）や関係機関との緊密な連携を積極的に

推し進めており、連携・協働が当センターの最大のミッションとなっている。しか

しながら、このようなセンターにおいても、大学等高等教育機関との連携はまだ不

十分であり、どのような連携ができるのか、その効果的な連携方法が課題となって

いる。 

  ・ センター事業の主要な柱である地域づくりを担う民間人材の育成事業は、明確な

学習成果の活用方針と結びついた体系的な学習プログラムによる実践型研修となっ

ている。 

 

  第３章の調査結果からも明らかなように、各地の生涯学習センターは非常に多様化
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してきている。その中には、センターの役割や機能を特化し焦点付け、その結果とし

て独自の特徴を持つものも見受けられる。当センターは、その一例であろう。 

  「山口県ひとづくり財団」の中にある「県民学習部」、その中にある「生涯学習推進

センター」。このような当センターの管理・運営上の特徴が、そのまま事業に反映され

ている。 

  民間の力を最大限に生かしつつ、地域づくりと結びつけて、県民の生涯学習活動を

推進していく。「山口県ひとづくり財団県民学習部生涯学習推進センター」は、このこ

とにかなり特化し、体現している生涯学習推進センターであると言えよう。 

（葛原 生子） 
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５ 大阪市立総合生涯学習センター 

  所 在 地：大阪市北区梅田１丁目２番２号500 

  規 模 等：延床面積3,102㎡、地上16階地下３階のうち５階全フロアと６階の一部 

  開所年月：平成14年11月 

  職員構成：所長１名、運営情報課長１名、総合企画課長１名、企画推進課長１名、副

参事兼係長１名、係長・主査５名、係員18名、計28名 

 

（１）施設の概要 

  大阪市総合生涯学習センター（以下、「総合生涯学習センター」と表記）は、平成14

（2002）年11月、大阪駅前に開設された。この総合生涯学習センターは、平成４年２

月に策定された「生涯学習大阪計画」に基づいて設置され、297ヵ所の生涯学習ルーム、

４ヵ所の市民学習センターと連携する市全体の中核施設と位置付けられている。また、

総合生涯学習センターの運営は４ヵ所の市民学習センターと同じく、指定管理者制度

により財団法人大阪教育振興公社が管理代行を行っている。 

 

（２）施設運営の特徴 

  ① ｢生涯学習大阪計画」：学習圏ごとの生涯学習支援システム整備 

  本施設の性格・事業を規定する大きな要因として、平成４年２月に策定された「生

涯学習大阪計画」（その後平成18（2006）年１月に改訂）に基づいて設置されている

ことが挙げられる。同計画の中の重点計画で筆頭の計画として挙げられているのが、

「生涯学習支援システムの構築」である。これは、「学習圏ごとの拠点施設の整備」

や「学習情報システムの整備」、「主要な学習課題に対する事業計画」など８つの重

点計画から構成されている。この計画の基本的視点は、学習圏を設定し、学習圏ご

とに施設を整備して、その施設を拠点として学習機会を整備していこうというもの

である。 

  総合生涯学習センターは、平成４年の計画では、地域学習圏の生涯学習ルーム、

ターミナル学習圏の市民学習センターの上に位置付けられる広域学習施設として設

置されている。その後、平成18年の計画改定では、地域学習圏を教育コミュニティ

づくりの基本単位である小学校区と各区の生涯学習推進計画に基づき生涯学習施策

が展開される区域とに分割し、ターミナル学習圏は広域学習圏と共に小学校区や区

域での学習を広域的・総合的に支援する学習圏と捉えなおした。 

  地域で生涯学習支援システムの整備を図る場合、このような学習圏の観点からレ

ベルごとの学習施設や学習機会、学習情報提供などの整備を図ることは多くの自治

体で取り組まれてきた。しかし、全般的には必ずしも学習圏の設定による学習支援

システムの整備は順調には進んでいないように捉えられる。それには、いくつかの

要因がある。一つには特定の地域を想定した場合、学習機会の集積度が量的にも質

的にも十分ではなく広域学習圏の役割と考えられた高度で理論的な学習機会や各レ

ベル館の学習プログラムの接続などが有効に確保できなかったことが挙げられる。

商圏などの広域化に比べ、学習行動圏はあまり広域化していないという調査結果も

ある。また、入門・初級レベルの学習プログラムに対して中級や上級の学習プログ
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ラムはたとえ開設しても受講者が集まらなかったという事例も多い。さらに考えれ

ば、入門的あるいは実践的な学習は身近な地域で行い、高度なあるいは理論的な学

習は広域学習圏で行うという理念的な設定自体が地域住民の学習行動やニーズに合

致していたのかという問題も指摘できよう。 

  大阪市の場合、平成４年の計画では、地域・中域・広域と積み重なる従来型の学

習圏を想定していたが、平成18年の計画では、そのように直線的に積み重なる学習

圏ではなく、それぞれ性質の異なる学習圏が複数存在しているというように学習圏

の捉え方を変更しているように読み取れる。 

  現在の捉え方では、地域にはそれぞれ小学校を活用した生涯学習ルームが約300

存在し、区域にはそれぞれの区で学習機会を開設するとともに区民会議などの組織

によるネットワーク化を図っている。広域学習圏では総合生涯学習センターや市民

学習センターをはじめとした学習施設を整備し、学習情報提供や指導者の育成に力

を入れている。 

  ② 生涯学習施設ネットワークの中核施設 

  上述した「生涯学習大阪計画」の中で、総合生涯学習センターは広域学習圏の施

設として、弁天町・阿倍野・難波・城北の４つの市民学習センターをはじめとする

学習施設、さらには各小学校区の生涯学習ルームとネットワークを形成するように

位置付けられている。 

  総合生涯学習センターは、ネットワークの中核施設として、情報収集・提供と学

習相談、現代的・社会的課題に関する学習機会の提供、人材養成・研修、「教育コミ

ュニティ」支援などの機能を与えられている。学習情報の収集・提供に関しては、

それを行う拠点を集約した方が効率が高くなると考えられ、総合生涯学習センター

が担うことが適当といえる。現代的・社会的課題に関する学習機会の提供について

は、自己教育力やITを活用したコミュニケーション能力、市民力を醸成するための

学習プログラムなどを開発・実施することが総合生涯学習センターに求められてい

る。従来量的に多くを占めた趣味やお稽古ごとなどの学習機会について行政の直接

的関与が減少し、近年は「市民力」などの社会的課題に役立つ学習機会提供が強調

されている。「生涯学習の現代的課題」など社会的課題に関する学習機会提供にはこ

れまで課題も多かっただけに、総合生涯学習センターでの事業開発・提供がどのよ

うな役割を果たすか注目されるところである。 

  ネットワークの中核施設として明確な役割を果たしているのは、人材養成・研修

の部分である。各小学校区に置かれた生涯学習ルームでコーディネート業務を行う

生涯学習推進員や「はぐくみネット」事業のコーディネーター、「生涯学習インスト

ラクターバンク事業」のボランティア講師などを対象として、養成・研修事業を実

施している。研修の受講者を募集する上でも、研修を生かした活動の場を確保する

上でも、総合生涯学習センターと市民学習センター、生涯学習ルームなどがネット

ワークとしてつながっていることには大きな意味がある。 

  ③ 大阪市教育振興公社による運営 

  総合生涯学習センターは、財団法人大阪市教育振興公社によって運営されている。

同公社は、大阪市学校教育振興公社として昭和51年に設立され、平成元年からは社
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会教育施設の管理・運営も行ってきている。平成18年４月からは指定管理者制度に

より総合生涯学習センターと４つの市民学習センター、その他キッズプラザ大阪な

どの学習施設を管理・運営している。 

  上述の施設ネットワークの形成という点では、同公社が総合生涯学習センターと

市民学習センターの双方を管理している点が有効だと考えられる。センター連絡会

議、所長会、事業チーフ会議、管理チーフ会議などを通して情報の共有や調整など

が図られている。 

  調査研究は基本的に総合生涯学習センターが担当、市全域の事業は総合生涯学習

センターが担当し４つの市民学習センターがそれぞれブロックごとにまとめる、市

民学習センターは直接市民対象の講座を展開し総合生涯学習センターは指導者の養

成・研修や勤労者向けの講座を開設する、など役割の分担や連携が図られている。 

  行政の直営から指定管理者制度に移行すると、良くも悪くも指定管理者の力量次

第で事業の質が影響を受けることになる。同公社では、公社職員を選考採用してお

り、試験を課すことで一定の力量の確保に努めているほか、公社内での研修に加え、

社会教育主事講習の受講も推進している。様々な部署に異動する行政職員に比べ、

長期的により高い専門性を形成できる可能性もあるので、継続的な力量形成のシス

テムづくりに期待したい。 

  しかし、具体的に見ていくと問題もある。公社で業務に当たっている職員のうち

社会教育主事有資格者は８名、発令を受けているのは大阪市教育委員会から派遣さ

れている２名のみである。当然のことながら公社に本籍がある職員については社会

教育主事の発令はあり得ない。現時点では、社会教育主事としての勤務経験を持つ

ベテランの職員が課長などのポストに配置されているため、実際の事業展開の上で

は問題はないとのことであったが、一方で大阪市教育委員会からの社会教育主事の

派遣が減少し、他方公社での職員採用に応募する人の業務経験が期待できないとな

ると、職員の力量形成が大変になってくることは確かでは無かろうか。 

  また、指定管理者制度では、指定期間はおおむね４年間となっており、同公社の

指定期間も４年間である。どのように事業展開を行うかは、大阪市教育委員会から

示される仕様書に規定されており、４年間という中期的スパンの中で仕様書で求め

られている取組を行っていくことになる。 

 

（３）まとめ 

  総合生涯学習センターは、大阪市の施設という位置付けから、今回の調査対象の中

では比較的狭い圏域をターゲットとしている。しかし、エリアには一日あたり数十万

から数百万人が乗降するターミナル駅が複数所在し、地域住民に加え通勤者もターゲ

ットとしていることから、想定する利用者数は相当多いといえる。 

  事業内容としては、学習機会提供に加え、学習情報提供やネットワークの形成など

幅広い事業を行っている。事業費の側面から見ると学習情報提供・学習相談事業にも

っとも多くの予算を費やしているが、もっとも重点的に取り組んでいる事業は関係組

織・機関の連携の推進・ネットワークの形成という回答になっている。実際にはかな

り幅広い事業を行っているが、他のセンターの回答と比べると相対的に事業の重点化
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を図ろうとする意図も読み取れる。 

  総合生涯学習センターが重視する連携・ネットワーク化という点に着目すると、総

合生涯学習センターは４つの市民学習センターとともに運営されており、運営にあた

っている大阪市教育振興公社内での調整はよく図られていると捉えられる。また、各

小学校区に置かれている生涯学習ルームとの連携も指導者の養成・研修などを通して

一定程度確保されている。これらの連携については、総合生涯学習センター設置以降

の継続的取組や大阪市教育振興公社と大阪市教育委員会との連携などが有効であると

考えられる。ただ、大阪市教育振興公社内あるいは大阪市教育振興公社と大阪市教育

委員会との連携に比べ、外部の組織・機関との連携については今後の課題となる部分

もある。たとえば、高等教育機関との連携では、総合生涯学習センターが入居してい

るビルに関西社会人大学院連合や大学コンソーシアム大阪が入居しているが、広報や

連携講座などでの連携の取組が平成17年あたりから開始されたところであり、今後の

発展が期待される。 

  連携という観点からは、大阪府下あるいは近隣の自治体との連携が想定される。大

阪府立文化情報センターは平成21年３月に廃止され、大阪府全域をカバーする生涯学

習センターは存在しない。大阪市総合生涯学習センターとしては、従来大阪府との連

携は不十分なところがあり、また大阪府内であっても遠隔の自治体との連携がどの程

度有効であるかは検討の余地があるため、広域的連携については現在検討中というこ

とであった。この点については、今後の課題ということになろう。 

（岡田 正彦） 

 


