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地方分権と規制緩和 

政策研究大学院大学 今野雅裕 

H25.8.21 

Ⅰ．地方分権改革の推進 

○ H7 地方分権推進法  地方分権推進委員会勧告 

  H10 地方分権推進計画 

○ 中央集権型行政システム(縦割り・画一)が時代的・社会的な状況に十分対応できず 

「画一と集中」→「多様と分権」 地域や住民の実態・ニーズに柔軟に対応する必要 

    国家財政状況の逼迫を背景に 

 

１．地方分権一括法（H12・2000） 

●地方自治法 1 条の２ 

 ①項  地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政

を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。     

②項  国 国家の存立にかかわる事務、全国民に統一して定めることが望ましい国民の

諸活動、全国的な規模で・全国的な視点に立って行わなければならない施策・事業、

その他国が本来果たすべき役割 

    住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本 

2 条 3 項 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理する

ものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 

 

 ◇機関委任事務の廃止→「自治事務」（学齢簿の編製、就学校の指定、学校の設置廃止の認

可、教職員免許上の授与、など）。一部、「法定受託事務」。 

◇必置規制の緩和→公運審必置規制の廃止、国庫補助を受ける公立図書館長の司書資格規

制の廃止、社会教育委員の委員構成・委嘱手続きの簡素化 

◇国の地方への関与の見直し→教育長の任命承認の廃止、市町村学校の管理運営基準の規

定廃止、指導・助言・援助について「行うものとする」から「行うこと

ができる」へ、 

◆地方の行政能力の強化が課題になる 

 

●地方分権改革推進委員会中間報告（H14.6） 

  ◇生涯学習、社会教育分野は、地域の個性が表れるべき分野であって、国は極力関与す

べきではなく、国は国の施設の運営・管理や調査研究、情報提供等に役割を特化すべ

きであり、地方公共団体や民間への支援を通じた国の関与はすべて見直し対象とし、

順次縮減すべき。 

  ◇国の役割の特化 

    時代の変化に対応した先導的取組や全国的な取組が求められる施策を重点的に支

援・・・学校週５日制対応、奉仕体験活動の推進、家庭教育支援、人権教育、ＩＴ

教育などの推進 
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○中教審生涯学習分科会「議論の整理」(H25.1)   

（都道府県の役割）  

○ 地域住民が行う社会教育の支援については、地域住民に最も身近な基礎自治体であ

る市町村が第一義的な役割を担っている。 

○都道府県は、市町村の自主性・自立性に配慮しつつ、広域的自治体としての立場か

ら、市町村事業の支援、都道府県立施設等における事業の実施、広域にわたる情報提

供の仕組みづくり、市町村間の連絡調整等を行っていくことが必要である。 

○ 各市町村では対応が困難な専門人材や地域人材の育成、社会教育関係職員に対する

専門性の高い研修事業の実施など広域的な対応が必要な事業について積極的に対応す

ることによって、「社会教育行政の再構築」に取り組む市町村を支援していくことが求

められる。 

（国の役割） 

①各地方公共団体の主体的な連携・協働の取組が円滑に進むよう、全国的な観点から、

「社会教育行政の再構築」に関する基本的な理念・考え方を示し、地方公共団体の

取組の参考となるよう努めること、 

②社会教育行政が中心となりながら、部局横断による取組、様々な主体との連携・協

働による取組など、地域課題の解決に先進的に取り組む地方公共団体を支援し、優

れた成果を全国に普及するモデル的な事業の推進を通じて各地方公共団体の多様な

取組の進展を促すこと、 

③国立教育政策研究所社会教育実践研究センターを中心に、社会教育の実態に関する

調査や社会教育事業の質的向上を図るための実践的な調査研究を行うことにより、

地方における社会教育の活性化を支援すること、 

④社会教育行政の再構築を推進するために必要となる制度の改善を図ること等が考え

られる。 

 

２．市町村合併   H22.3 で 1,727  （H11.3 に 3,232） 

  基礎自治体の能力強化   地方交付税の縮減   弱小町村の整理 

 明治の大合併 M22 年 7 万 1 千→1 万 6 千 

    昭和の大合併 S28・31 年 1 万→3,400 

   徹底した政府誘導  合併特例債、合併推進補助金、特別交付税措置（合併に伴う格

差是正のため）など 

○社会教育にとって期待される面 

 新たなコミュニティづくりが課題→社会教育の役割期待；広域的な観点での事業展 

開、連携事業が課題に→ダイナミックな事業展開の可能性 

 

＊「道州制」の議論  基礎自治体としての市町村の重視 

 ○ 内閣官房「道州制ビジョン懇談会」中間報告 H20.3 

    ◇基礎自治体の役割；②社会福祉、保育園・幼稚園、④小中高等学校、図書館、⑦

地域振興にかかわる産業・文化行政全般 
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    ◇道州の役割；②科学技術・学術文化の振興、対外文化交流、高等教育（大学相当

以上）、⑧市町村間の財政格差の調整、公共施設の規格・教育基準・福祉医療

の基準の策定など 

    ◇国の役割；外交、国家安全保障、通貨、資源エネルギーなど１６項目 

          （教育、文化、スポーツなどへの言及なし） 

 

３．指定管理者制度    

◇地方公共団体は、条例の定めるところにより、地方公共団体が指定するものに、公の施

設（公民館・博物館・図書館など）の管理の全部または一部を行わせることができる。 

株式会社等の民間事業者も代行可（指定を受ける者に制限なし）   

 ◇導入について一般の評価は悪くない  窓口対応の向上。事業の質的の面ではどうか        

 ◆事業評価  教育分野における評価の工夫必要 

        評価の基準・達成目標・達成度の指標などの不明確 

＊社会教育調査（H23）導入率 

 公民館 8.5%   図書館 10.7%   博物館 21.8%(類似施設 29.8％)   

青少年教育施設 38.5%     社会体育施設 35.3%   文化会館 53.7% 

 

 ●佐賀県武雄市立図書館 2013.4 からツタヤ（株式会社 CCC）が指定管理者で運営 

    開館時間延長 9 時-２１時  蔵書２０万冊  貸出カード；ツタヤの T カードと

図書利用カードの選択可（CCC としての情報利用はしないとしている） 

  利用者急増  スタバ出店；閲覧スペースで喫茶可 

蔦谷書店の設置（目的外使用） 

 

Ⅱ．規制緩和・規制改革 

○規制改革：規制の緩和・撤廃、事前規制型行政から事後チェック型行政への転換 

      新たなルールによる競争的政策の推進  ← 「総合規制改革会議」等 

   「官制市場」(医療・福祉・教育等)分野で「民間開放」を 

 「民間でできることは民間に委ねる」 参入規制撤廃 

 ◇中央省庁再編(2001)  総理のリーダーシップ強調、内閣府・総務省の創設 

経済財政諮問会議・「骨太方針」、規制改革委員会等 

 ◇骨太方針 2002 国の関与の縮小、地方の権限と責任の拡大、国庫補助事業の廃止・縮減 

         「三身一体の改革」：国庫補助負担金、交付税、税源移譲を含む税源配分 

  H17.11 義務教育費国庫負担制度の堅持。国の負担割合 3 分の１に。 

      公立学校施設補助金は、新増設のみ負担金とし、他は、「交付金事業」に。 

 

 ○ニュー・パブリック・マネジメント NPM (経済財政諮問委員会 骨太方針 2001) 

   世界的な流れを受けて 

   行政は顧客である国民の満足度の最大化を追求する必要がある 

   公共部門においても企業経営的な手法を導入し、より効果的で質の高いサービス提供



4 
 

を目指すという革新的な行政運営の考え方 

    ①徹底した競争原理の導入  市場メカニズムの活用 民営化、民間委託、PFI の

活用 

②業績・成果による評価  費用対効果などの事前評価、評価に関する目標設定と

事後評価・政策決定へのフィードバック 

③政策の企画立案と実践執行の分離  独立行政法人化 

    

１．構造改革特区制度 （H14 構造改革特区法） 

○社会実験 民間活力の導入→経済の活性化 

特定地域での規制の緩和  成功すれば、全国化 

       総理大臣が地域を指定(地方公共団体)し、計画認定。特区に限って特例実施 

◇教育課程編成の特例（学習指導要領に依らない） 

→ 平成 20 年度から文部科学大臣のみで認定 

◇小中一貫教育（品川区・奈良市：6-3 制→4-3-2 制。宮城県豊里町：→3-4-2 制など） 

  ◇学校法人以外での学校設立（本来、私立学校は学校法人しか設置が認められない） 

    株式会社による大学・大学院の設置 

    NPO による学校の設立（不登校に限定）   

 

２．学校選択制 

○従来の通学区の弾力化ではなく、子ども・保護者による、学校選択の自由化の要請  

小中学校とも３割程度の導入 保護者は７割賛成。（日本 PTA 調査 H21） 

（賛成）学校に緊張感、競争意識、質の向上。特色ある学校づくり。地域からの評価応援。 

（反対）学校教育・経営が不安定化、学校間格差、地域住民と学校との結びつきが希薄化。 

＊品川区  選択制のもとでの放任では不可。改善向上のための具体的な方策が必要。学校

提案による予算措置も。 

   ◇学校改革の重要な手法として導入（これまで教育論ばかりで実際の改革進まず） 

     ← 特色ある学校づくり予算  実効的計画性につき厳しいヒアリング 

     保護者・地域住民による評価＝児童生徒数として明確化 

→ やらざるを得ない仕組みの中で、教員の意識改革が進展 

   ◇子ども・保護者が学校を選択するためには、→学校のことが知られている必要→ 学

校公開制(いつでも、誰でも、どの学校でも見学可)→学力の状況把握が必要→ 学

力定着度調査の実施 → 学校評価・情報公開の要請→学校評価制の導入 

中学生の成績は小学校の指導の影響大→（教員から要請）小中一貫教育の実施 

○一方で見直しの動きも 江東区；2009 年度廃止。前橋市；2010 年度を最後に廃止。 

長崎市；2012 年度から廃止・指定校変更制度へ。杉並区；2015 年度限りで廃止。

埼玉県三郷市；小学校 2012 年度入学者から廃止・中学校存続。多摩市 2013 年度条

件付き学校希望制(指定校が基本) 

＝地域との繋がり、規模の格差拡大（小規模校の助長）、緊急時の安全確保など 

 ○逆に、大阪市；2014 年度から半数近くの区で実施。 
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○「図表で見る教育 2010 日本に関するサマリー」では、「1985 年以降、多くの OECD

諸国で学校選択制を導入し始めたが、日本においてはこのような動きは限られていた。」

－ OECD 加盟国の 30 カ国中、英国、フィンランド、ドイツ、イタリア、アメリカ

を含む、小では 17、中では 18 カ国で学校選択制に広がりが見られた。 

   

３．教育バウチャー制度の導入検討 

○導入提案(仕組み) 

行政側からあらかじめ各家庭に｢教育バウチャー｣(一種の金券)が交付 

保護者は、私立を含め学校を選択し、入学後、学校にバウチャーを提出 

学校はバウチャーにより、学校の運営経費をまかなう 

公立学校はこれまで教育委員会が一定の基準で予算措置。導入されれば、入学する学

生から得られるバウチャーで学校を運営しなければならなくなる。 

（メリット）保護者は経済的負担を気にせず、自由な学校選択が可能になる 

 私学に子どもを通わせる親は授業料を二重に負担（税金で公立の授業料＋私

学授業料）  学校間の競争が促進され、教育の質の向上に役立つ。 

（デメリット）学校の運営に安定性を欠き、教育の質の低下や学校間の格差拡大などが心

配される。  

＊アメリカ（一部の州／都市）、イギリス、オランダ、スウェーデン、チリなどで実施 

     これらの実績ついて評価はまちまち。必ず効果があるとは言い切れない状況か。 

４．学校評議員制度  学校運営についての校長の諮問機関（←保護者や地域の人々の意見） 

５．「学校運営協議会」(コミュニティ・スクール) 

６．学校評価制度 

平成 19 年、学校教育法改正（幼から高、特別支援まで） 

  ◇学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、結果に基づき必要な措

置を講じ、教育水準の向上に努めるものとする  

◇学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする 

◇実施状況（公立・H20 年度間） 

学校関係者評価の実施率  公立学校 81.0％       

  学校関係者評価が学校改善に「大いに役立った」「ある程度役だった」99.0% 

 自己評価結果報告書 教委に提出：小 39.7％中 41.0％公表：小 45.4％中 45.7％ 

外部アンケートの実施  公立学校 95.0% 

  その項目  学校教育活動への満足度、学校行事、授業方法など 

情報提供  学校便り等への掲載、ホームページへの掲載 

      年間の行事予定、学校の教育目標、PTA の情報 

◇アカウンタビリティ（説明責任＜実施責任、結果責任）  評価による資源配分。公

共サービスとしての効果・効率性。ステークホールダーの発言権 

◇評価により 改善ができる（自己評価だけでは限界、学校関係者評価への努力義務） 

社会的なアピールができる。防御的な姿勢が強くなる傾向も。 

改善に繋がらない、形骸化の指摘も 
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Ⅲ．教育行政体制の再編・検討 

１．教育委員会所管事務の見直し 

（１）首長の要望 

 ○全国市長会(H17.6)「分権時代の都市自治体のあり方に関する検討会」 

   ・幼稚園・保育所、生涯学習・社会教育、文化・スポーツについては、依然として、

首長による一元的な行政の実施が難しい状況にある。 

縦割り型ではなく、多方面からの総合的な対応が望ましく、また、合議体である教育

委員会の所管とすべき強い事情があるとも考えられないことなどから、原則として、

首長の責任の下で行うこととすべきである。   

 

 ○全国市長会(H17.9)「義務教育における地方分権の推進に関する基本的考え方」（提言） 

  ・生涯学習・文化振興等にかかる分野については、教委の所管とすべき強い事情がない。 

    美術館・図書館・体育館等に見られるように、こうした行政は、まちづくりや人づ

くりという観点から、都市自治体において、むしろ教育委員会という枠を超えて、

総合行政の中で、市長主導で、その責任の下に行うことを原則とすべき 

 

（２）地方教育行政法の改正（施行は平成２０年４月） 

  （職務） 条例により、スポーツ（学校体育は除く）、文化（文化財保護は除く）を、首

長が管理・執行できる。 

 （私学の事務）知事は、必要と認めるときには、事務の一部につき、教育委員会に助言・

援助を求めることができる 

（体制の充実）委員は原則５名。都道府県・市は６人以上、町村は３人以上も可。 

     委員には保護者が含まれるようにしなければならない。 

     委員・委員会の責任の明確化 

  （点検評価） 自己点検・評価、報告書作成、議会提出、公表を義務化 

         教育に関する有識者の知見活用を図ること 

 （任用）  県費負担教職員の同一市町村内での転任については、市町村教育委員会の

内申に基づいて、都道府県教育委員会が実施。（従来「内申をまって」） 

 （国の役割）・地方自治法の是正要求を行う場合、教育委員会の法令違反・怠りで、教育

を受ける権利の侵害がある場合には、講ずべき内容を示して行う（他大

臣は一般的な要求にとどまる） 

・教育委員会の法令違反・怠りで、生徒等の生命・身体を保護する緊急の

必要がある場合、是正・改善の指示ができる 

 

●「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」(H20.2) 

  ◇ 社会教育に関する事務については、…教育における政治的中立性や継続性・安定性

の確保等の必要性のほか、…学校、家庭、地域住民等の連携の重要性が高まっている

中、学校教育と社会教育とがより密接に連携していくことが不可欠となっていること

にかんがみると、教育委員会が所管することが適当であると考えられる。 
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  ◇ 教育委員会の自主性と職務権限の独立性を侵害しない限度に置いて地方公共団体の

事務の能率的処理等を促進する補助執行等の仕組みが既に存在しており、弾力的な事

務の施行を行うことは可能となっている。 

 

２．教育委員会制度自体の見直し 

（１）教育再生実行会議「教育委員会制度等の在り方について」（第２次提言・H25.4.15） 

   →中央教育審議会で審議中 秋に答申  来年通常国会に法案提出 国会審議予定 

（提言）教育行政の責任体制の明確化のため、 

①首長が、議会の同意を得て、教育長を任免。 ②教育長が教育行政の責任者。 

  ③教育委員会は基本方針などについて審議し、教育長に対し大きな方向性を示す。 

  これらにかかる詳細な制度設計は中教審で審議。 

 

（論点） 

 ◆教育委員会の位置づけをどうするのか。  

これまで通りの審議・決定・執行の機関とするのか、審議会的な機関（単に教育長が

意見を聞くだけ）とするのか、執行機関とはするが所掌範囲を限定するのか、など、

委員会の位置づけが問題になる。 

 ◆首長の関与なくして教育行政は成り立たない。首長は教育長を任免できるが、教育長へ

の指揮監督の権限はないのか。制度的に権限をもたせるべきではないか。 

 ◆政治的中立性の確保などの観点から、どのような制度的措置が必要か。 

合議制の審議機関たる教育委員会は不可欠ではないか。 

 ◆現実の個別の業務を具体的に見ると、政治的中立性が問題になるものはほとんどない。 

 ◆教育委員会があるから、首長は、教育に抑制的になっている側面がある。 

 ◆首長から教育長への不当な介入の懸念を払拭するため、首長の教育行政に関する基本方

針等、教育長との役割分担、教育長の任命・罷免の要件などを明確化しておく必要があ

るのではないか。 

 ◆首長提案が議会のねじれで同意が得られず、教育長が空席になるケースがある。 

 

（２）現行制度・運用 

○首長からは独立した、行政委員会として、学校教育・社会教育・文化・スポーツ等に権限

をもち執行する機関で、すべての地方公共団体に義務設置される。 

地方自治法  一般行政は首長が、教育行政は教育委員会が執行機関 

  行政委員会  首長から独立。教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会等   

 

○制度の趣旨  地方教育行政法（「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」） 

◆教育行政の地方分権（戦前の中央集権から地方の事務へ）、 

教育行政の民主化（地域住民による参加・意向の反映）、 

政治的中立性の確保、 

継続性・安定性の確保 
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○首長の教育行政への実際の関与 

  ◆予算編成権による関与 

  ◆首長が議会への条例提案権を持つ。教育関係条例は首長との調整を経て議会に。 

  ◆教育委員会の所掌事項でも、民事訴訟が提起されたら、首長が訴訟の当事者となる。 

  ◆教育行政の複雑化にともなって、首長による、部局間調整が必要になっている。 

 

 ＊新潟県三条市（國定勇人市長） 

  ◇定例庁議（市長・部長・教育長・教育部長など毎週）、理事者協議（市長などと教育長

ほか教育行政担当者が、適宜、個別テーマについて、月１回以上）、徹底的に議論 

  ◇教育委員会に「子育て支援課」を設置、子ども行政の一元化（母子保健・保育所・子

ども手当等）。「子ども・若者総合サポートシステム」を導入。乳幼児から就労に至る

まで、切れ目なく総合支援を行うため、子ども支援課を中心に関係機関が「子どもサ

ポートファイル」（各家庭に配布、子どもの関連情報記載）などで情報共有。 

 

 ＊新潟県見附市（久住時男市長） 

◇教育長の資質向上のため市長による「全行政部門の予算査定作業に参画」させる 

   市長のまちづくりへの理念・政策を実地に理解させ、体感させる 

   教育行政と一般行政との総合的な推進を目指す 

   教育長は各部長との交流もできるので、いじめ・自殺などの問題の時も連携が早い 

◇市長は、新たな転任教師との面談会を実施。教員から、市長・教育委員会あてに宣誓

書を署名・提出させている。県教員意識を抑え、市への所属意識を醸成するため。 

 

（3）制度見直しの要請 

◆教育委員、レイマン・コントロールの形骸化＝教育長の単なる諮問機関的役割に 

  非常勤では教育委員として十分な業務のための時間が取れない。 

現代の教育問題が複雑化・困難化しており、素人としての教育委員には業務遂行が

難しい側面も。教育長の認識・解決策の追認のみになりやすい。 

    （自己点検・評価、報告書作成、議会提出、公表を義務化されたが。） 

 

◆責任関係の不明瞭  いじめ事件などでの責任関係は、国と県と市町村、市町村と学

校などの間で錯綜しがち。権限関係が重層化するため。 

 

◆市町村の規模により弱小の体制のところも 

 

  ◆全国市長会(H21.2)「第２期地方分権改革に関する提言Ⅱ」 

     教育委員会制度；形骸化、機動性・弾力性に欠ける、縦系列の中央主導システム。 

基礎自治体に教育委員会を義務づけしている現行法令を廃止すべき。 

首長の責任の下で教育行政実施を選択できるようにすべき。 
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○大阪府・市の教育委員会に対する制限的な動き 

「教育行政基本条例」「府立学校条例／市立学校活性化条例」「職員基本条例」（H24 施行） 

●従来、「教育の政治的中立性」の名のもとに、教育行政に政治が一切関与できないかの

ように認識されてきた。議会が条例制定を通じて、教育行政に関与し、民意を反映させ

ることは大切であり、地教行法上も予定されている。 

 

 ●政治＝知事(住民代表)の意思の反映を制度的に確保しようとするもの 

 ◆政治的介入を厳格に戒めようとする教育基本法等に反するもので許されない 

 ◎教育行政における政治的中立性の確保の問題が焦点 

 

（4）県費負担教職員の人事権の移譲 

○（提言）◇県費負担教職員の人事権を市町村に委譲することを検討。 

（小規模市町村などや都道府県における人事交流の調整を行う仕組みの構築は必要。） 

◇政令指定都市については、人事権者と給与負担者の一致を検討。 

（給与等の負担・定数の決定・学級編成基準の決定については、関係者の理解を受けて、

速やかに結論を出した上で、移譲）。 

 

○現行制度  市町村立学校教職員は、当該市町村の教員・公務員であるが（服務監督権は

市町村教育委員会）、任命権・給与負担は都道府県教育委員会にあるという、変

則的な位置づけ。 

（意図）優秀な教員の安定的確保、教職員の適正配置、広域的な人事交流の促進 

（効果）市町村間の格差是正・教育機会均等の確保 

 

（移譲要請）教員は市町村の職員でありながら、任命権（人事権）が県教委にあることから、

当該市町村への帰属意識に欠ける。 市町村として能力向上・研修しても無意味。 

 行政責任の点でも不明確になる。 

積極派：中核市教育長会、全国都市教育長協議会、市長会 

  慎重派：都道府県教育委員長・教育長協議会 

 

（論点）◇小規模市町村等での人事交流調整が必要。自治体ごとの教員採用事務が煩瑣。 

    ◇都道府県教育長協議会など：指定都市には積極だが、市区町村には慎重。 

◇移譲後に保証すべき財源（地方税の税源、地方交付税）が課題。県市で協議。 

 

＊大阪府  地方教育行政法第５５条の事務処理特例制度を使って、大阪府の北摂地域（豊

中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町）へ権限移譲（平成 24.4 から）県費負担教職員

の任命権に属する事務を市町村が処理 
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（5）地方教育行政や学校運営への地域住民の意向の適切な反映 

○（提言）コミュニティ・スクールや学校支援地域本部等の設置に努める。 

○「学校運営協議会」(コミュニティ・スクール) 

（設置）教育委員会が指定する学校に設置 

（権限）①校長の策定する学校運営の基本的な方針を承認する権限 

          ②教職員の任用に関して意見を述べる  

（委員）学校の児童生徒の保護者、地域住民等から教育委員会が任命 

   (文科省目標）今後 5 年間（H24～28 年度）で公立小中学校の 1 割（約 3,000 校） 

    ＊イギリス「学校理事会」（School Council）  すべての初等中等学校に設置 

各学校の運営・教育の基本を審議・決定するなどの強い権限を持つ 

    （現状）H24.4 指定済み学校数 1,183 校（昨年度から倍増） 

     岡山市 129、上越市 76、世田谷区 75、横浜市 69、一宮市 50、出雲市 49 など 

 

◇京都市における学校運営協議会   183 校 

   独自方式：学校運営のよき「ご意見番」、「応援団」。校長とともに非常勤講師の面接 

「企画推進委員会」幅広い保護者や地域の人々の学校運営への参画支援を呼びかけ 

 

◇三鷹市：「コミュニティ・スクールからスクール・コミュニティへ」 

   コミュニティ・スクール委員会「評価部会」「支援部会」「地域部会」「広報部会」等 

   「学校運営への参画」と「教育活動支援」（ゲストティーチャー、学習アシスタント、 

     施設メンテナー、環境サポーター） 

   市立第 4 小学校に「NPO 夢育支援ネットワーク」 

   小中一貫教育   中学校区ごとに、小中で学園。 

 

●春日市：コミュニティ・スクールとまちづくり 

   ◇学校運営協議会委員にほとんどすべての自治会長が参加、学校関係者評価などを実

施。自治会長から、「地域づくりは学校づくりを通してやっていく」との発言。 

   ◇自治会長は、同時に行政の末端でもある「地区世話人」（非常勤特別職、給与十数万

円、世帯数に応じて加算）⇒自律的な自治会に障害⇒世話人制度の廃止、報酬・支

援金・補助金を一括交付金化。 

   ◇CS と自治会世話人制度改革が連動。学校・教育と一般行政との連携が肝心。 

   ◇校区再編も、SC 全市導入を契機に、実施。 

   ◆「協働・責任分担方式」校長のリーダーシップのもと、学校職員と学校運営協議会

が協議し、学校運営の方針を決め、責任と役割を分担。 

   ◆学校運営協議会のメンバーに教育委員会事務局職員も入っている 

   ◆中学校区単位に設置、小学校とともに運営 

 

 

 



11 
 

３．社会教育事務所管変更の状況 

（１）法令の枠組み 

 ◇地方自治法 180 条の 8 

  教委は学校教育、社会教育、学術、文化に関する事務を管理・執行する 

 ◇地教行法 23条（教委の職務権限）学校教育、社会教育、スポーツ、文化財  

◇地教行法 24条の 2（権限の特例）スポーツ（学校体育を除く）、文化（文化財を除く）

につき条例により首長が管理・執行可 

  ◇地方自治法 180 条の２ 

     首長は、事務の一部を、委員会・その職員に対し、委任・補助執行 可 

 ◇地方自治法 180 条の７ 

      教育委員会は、事務の一部を、首長の補助機関である職員等に対し、委任・補

助執行 可 

 

（２）組織再編成のねらい 

＜子育て関連の行政の一元化＞   

○東京都千代田区（１）   

H19.4 子育てに関して、区長との協議により、教育委員会において一元化を図る 

  ◇区長部局の「次世代育成部門」（保育園、児童館、学童クラブ、子ども家庭支援センタ

ーを所管）の事務を教育委員会に委託し、さらに、教育長に再委託。 

   組織条例から「子育て推進に関すること」削除。保険証など教育長名義になっている。 

  ◇教育委員会に「こども支援課」を設置 

   幼稚園、保育園、こども園、こども医療費助成、次世代育成等の各種手当て支給 

  （「こども総務課」＋青少年健全育成、「こども施設課」学校の他児童施設の管理 

  「児童・家庭教育支援センター」放課後こどもプランなど、相談事業、療育事業） 

 ＊ 業務を細かく分類し、内容に応じて、課にふるい分け、再編 

   各課とも所掌内容が増加、特に、課長の責任範囲が増加 

統合にあたり定員削減も実施されている〔庶務的事務の削減〕 

 

○新潟県三条市：教育委員会に「子育て支援課」を設置、子ども行政の一元化（母子保健・

保育所・子ども手当等）。 

「子ども・若者総合サポートシステム」；乳幼児から就労に至るまで、切れ目な

く総合支援を行うため、子ども支援課を中心に関係機関が「子どもサポートファ

イル」（各家庭に配布、子どもの関連情報記載）などで情報共有。  

 

<社会教育・文化等行政の一体化> 

○東京都千代田区（２）   

   H14.4 から 「社会教育・スポーツに関すること」の事務は、区長部局（文化スポーツ

課）職員が補助執行 

   H19.4 から 「社会教育会館・総合体育館」が「教育施設」から「区民施設」に変更 
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   H20.4 から 地教行法の改正を受け、「千代田区教育に関する事務権限の特例に関する

条例」を制定し、「スポーツ（学校体育を除く）・文化（文化財を除く）

を関すること」は、区長が管理・執行する。 

         「文化財保護に関すること」の事務は、区長部局（文化スポーツ課）職員

が補助執行 

 

◇組織再編の趣旨  文化スポーツ課の新設意図（区長） 

・文化は、区民のつくるまちそのもの、生活そのもの 

 ・区政のすべてにわたって、文化の観点から展開していく必要 

 ・文化を育み発展させるためには、生涯にわたって学び続ける機会と場の提供が大切 

 ・福祉・地域振興・まちづくり・教育が一体となって全庁的に取組む体制づくりが必要 

・区民生活全体にわたる総合的な文化施策の推進  文化行政の一元化 

 

○島根県出雲市 H13.4 から 

   教育委員会：学校、図書館（当初は図書館も首長部局へ）→教委は学校教育に特化 

   首長部局 ：地域振興部＜市民活動支援課（生涯学習・青少年育成…） 

         文化企画部＜芸術文化振興課、文化財課、スポーツ振興課 

   「教育行政連絡協議会」 

   公民館 H14 から「地区コミュニティセンター」に 

     教育施設から地域総合センターへ。健康福祉生活環境など広く地域課題解決を 

     センター長を常勤に、チーフマネージャーを増員 

 

○愛知県高浜市 H14 から 

   地域協働部 文化スポーツグループ：生涯学習、地域文化・スポーツの振興 

   こども未来部 子育て施設グループ：幼稚園、保育園、児童センター・クラブ 

          こども育成グループ：次世代育成支援、子育て支援、青少年健全育成  

   教育委員会事務局 学校経営グループ：小中学校 

 

＜地域づくり・市民協働の促進＞ 

○岩手県花巻市 H19.4 から 

   社会教育行政は、首長部局・地域振興部・生涯学習課（生涯学習交流課）で補助執行  

   公民館廃止 → 花巻市振興センター（市内 26カ所に設置、小さな市役所） 

           社会教育行政事務も、地域づくり行政の観点から実施 

  ＊ 平成 24 年現在 教育委員会に「生涯学習課」、「各公民館」 

           首長部局 地域振興部なし。「各総合支所」に地域振興課 

 

○福岡県宗像市 

   平成 17 年度に第１次総合計画を施行させ、基本理念（協働・共生・自律）のもと、５

つの戦略として、「学びでまちづくり」（まちづくりの基本は人づくり。人材の育成、
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協働の仕組みづくり、生涯学習による学びを通したまちづくり活動の推進）、「自分た

ちの手でまちづくり」（コミュニティの組織化、活動のための拠点づくり）などが掲げ

られ、また、施策推進のための基盤とし、市民参画、協働、コミュニティが位置づけら

れている。  

市長部局の市民協働部（現「市民協働・環境部」）の「市民活動推進課」では、生涯

学習、中央公民館、生涯スポーツ、市民文化活動などの事務を所管。同部の市民活動交

流室でも、生涯学習推進、青少年健全育成、子育て支援などを対象分野として市民活動

を支援する市民団体等への補助事業実施。   

 

○新潟県長岡市 

   平成 19 年度から市長部局に市民活動を担当する「市民協働部」（現「市民部」）を設

置し、「市民活動推進課」を置くほか、「生涯学習文化課」をおき、従来、教育委員会

で所管していた生涯学習の企画・事業推進・社会教育および文化部で行ってきた文化振

興・文化施設管理などを所管。「スポーツ振興課」は、教育委員会から移動し、体育・

レクリエーションの振興、施設の管理等を行う。 

   これに伴い教育委員会では、「子ども家庭課」を置き児童福祉、子育て支援を、「保

育課」では保育園の整備・運営を担当し、教育委員会で幼児期・保育期・小学校低学年

を一元的に見ることを可能にした。公民館、図書館、科学博物館は、教育委員会所管と

して残した。 

 

 ○新潟県見附市 

   市長部局・総務グループに「まちづくり課」 

   市民活動係（市民協働によるまちづくり、ＮＰＯ）、市民交流センター  

   生涯学習推進係（生涯学習、社会教育、男女共同参画） 

   文化スポーツ振興室 文化振興係、スポーツ振興係 

地域自治推進係 

   公民館（設置運営、事業企画実施）、ふるさとセンター  

   ＊教育委員会には学校教育課、教育総務課のほか、「こども課」。 

    元気子育て係：子育て支援、母子保健、予防接種、母子父子福祉 

    幼児家庭係：家庭教育、保育園、幼稚園 

 

＜県レベルでの改変＞ 

 ○北海道「環境生活部」 

   「文化・スポーツ課」 平成 24 年 4 月から 文化、スポーツ行政の一元化 

              教育庁の文化・スポーツ行政を移管 

     ＊教育庁では「生涯学習推進局」の「文化財・博物館課」 
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 ○佐賀県「文化・スポーツ部」 平成 24 年 4 月新設  

      「くらし環境本部」：統括本部を司令塔とするカンパニー制 

「スポーツ課」、「文化課」、「世界遺産登録推進室」 

「まなび課」 生涯学習、社会教育 

県立生涯学習センター、まなびネット SAGA、県民夢パレットさが 

県立図書館、県立少年自然の家等 

   ＊教育委員会には、学校教育課・義務教育担当主幹として旧来の社会教育主事が学校

と社会教育の連携を担当（PTA など） 

 

４．社会教育行政の所管の検討 

◎ 検討の前提 

 ○ 合議制の執行機関たる教育委員会（改革後の教育委員会または教育長）で所管するこ

とが不可欠か、望ましいかということが中心的課題。担当事務組織の在り方はそれに関

わっての問題。教育委員会制度の在り方議論とも関連。 

 

（１）教育委員会制度の趣旨からの検討 

○ 首長から独立して権限を行使する行政委員会たる教育委員会の設立の趣旨は、一般に、

所管する教育事務が、①政治的中立性、②継続性、③安定性の確保が強く求められるとこ

ろからと説明されている。 

しかしこれらは、業務の中核となる公立学校の運営という事務に即して導かれたことで

あって、社会教育についても、同様に適応されなければならないものとは言えない。 

「政治的中立性の確保」についても、社会教育は、基本的には、大人の自律的な学習・

文化の活動であり、それが決定的に重要となる学校教育とは自ずと異なる。教育委員会が

所管しなければ、政治的中立性が確保できないと言うことはない。 

○ むしろ、実際の社会教育活動の広がり、行政との関連性の広範さからすれば、学校教育

を主な所管事務とする教育委員会ではなく、首長が所管するのが適当との考えもある。 

 

（２）教育委員会で所管することのメリット・デメリット 

□メリットとして考えられること 

①学校教育行政との円滑で着実な連携がより可能 

   ◇「学校、子どもの教育」（＝住民にとって最も関心の深い問題） 

学校支援・運営参画を通して、社会教育活動効果的な推進が可能 

（学校教育の充実にとっても有益） 

   ◇しかし、現実の教育委員会では、学校教育行政が中心にならざるをえず、また、学

校担当職員の意識面でも、社会教育への認識が十分でなく、どこでも十分な連携

が実現できているわけではない。  

②教育委員会事務局に、人材ネットワークなどを含め、これまでの行政実践の蓄積がある  

③特に、都道府県の場合、社会教育主事などの指導系の専門的職員の確保・配置がやりや

すくなる（教員の人事交流）  
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□デメリットとして考えられること 

①教育委員会は学校教育行政を中心せざるを得ず、社会教育に十分な力が割けない 

（社会教育への優先度の低さ、弱い組織・体制、少ない予算） 

②教育委員会の事務担当者に、社会教育に関し、いわゆる「学習・教育」活動との意識が

強く、学習成果の活用、地域での多様な領域での市民的活動支援への意識が少ない。

学習成果の活用、社会還元への支援が円滑にできにくい。 

＊本来、住民の社会教育活動は、いわゆる「学習」「教育」の側面だけでなく、それ

に伴って引き続き行われる諸活動を一体的にとらえられるべきもの。 

＊従来、社会教育の活動が、趣味・教養・娯楽など個人的な消費的ないわゆる学習・

教育の範囲から発展してこなかった。  

③一般行政との連携がやりにくい 

   ◇首長からは独立した行政委員会と位置付けられるところから、特に、教育委員会事

務局の中心的役割を果たす教員系職員に、連携への経験・人脈などがなく、連携事

務がうまくいきにくい。 

 

（３）首長部局で所管する場合のメリット・デメリット 

□メリットと考えられること 

① まちづくりの総合的・一元的な推進の中で、社会教育の人づくり、地域づくりの機能

が効果的に実現しやすくなる。 

○ まちづくり推進行政が、住民の主体的な参加を前提に、住民生活にかかわる多様な

領域での施策展開を行うことを目指すことからすると、住民が地域の課題を学び・そ

の解決を自ら求める活動を維持・促進・発展させようとする社会教育行政は、きわめ

て有効で可能性のある行政領域と認められる。 

 

○ 「新しい公共」「市民協働」「パートナーシップ」などの理念の浸透の中で、社会教

育行政のこれまで培ってきた行政手法（住民の自律的な学習を促進し、学習能力のある

人々のネットワークを形成し、学習成果を活かして地域の活動への取り組みに発展させ

ようとする）とその蓄積であるそうした人材ネットワークの活用は、行政一般に共通し

た価値であり、首長部局で所管することも意味は大きい。 

② 社会教育活動の支援・促進が多面的にやりやすくなる。 

○ 学習と実践活動との一体性、相互連関性、循環性（学びによって活動が生まれ、活

動によって、次の学びが促進される）に鑑みて、いわゆる静的な学習活動支援にとど

めず、総合的に支援しやすくなる。 

 ③ 社会教育行政の良さが、一般行政に対して好ましい影響をもたらす可能性がある 

  ○ 社会教育行政では、社会教育の本質が、住民の自立的な自己教育・相互教育を土台

にしたコミュニティ形成につながる地域的な活動実践にあるとして、自立した学習・

実践者養成、地域コミュニティ形成のための支援に徹底してきた。こうした独自の行

政スタイルが、一般行政担当部局に好ましい影響をもたらすことが期待できる。 
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 （考慮すべき点） 

＊ 既に、少なくない自治体での実践の成果がある 

○ 首長による総合的・一元的行政の推進の観点から、社会教育行政を首長部局で実質

上、所管する自治体も少なからず出てきている。（千代田区、新宿区、見附市、三条市、

宗像市、出雲市、高浜市など。最近、佐賀県も） 

○ 社会教育の主要な領域である、スポーツ・文化が所管の選択制になっていることか

らも、それらとの一貫した行政展開の観点から、社会教育本体の選択制についても認

められる余地がある。 

○ 自治法の規定に基づいて行われている事務委任・補助執行では、社会教育法に規定

される社会教育主事の設置が、首長部局にはできず、社会教育主事任用資格のある者

に事務を担当させるにとどまっている。（併任発令の措置で工夫するところも） 

 

□デメリットとして考えられること 

 ① 一般行政の中で埋没してしまう恐れ 

  ○ 各部局の行政目的の実現が第一に考えられすぎると、比較的、手間暇のかかる地道

な、行政手法を本質にもつ社会教育行政が、うまく既存の行政スタイルになじまなく、

十分な役割を発揮できなくなる可能性がある。   

② 学校との連携がやりにくくなる恐れ 

  ○ 教育委員会の中にあっても連携が必ずしも十分できていたとは言えない状況だった

が、一般部局に入ってはなおさら難しくなる可能性がある。 

 

（４）今後の方向 

◎ 今後の社会教育行政の所管に関しては、法律で一律に限定することなく、それぞれの

地方公共団体が行政目標・方針の立て方に応じて、選択的に所管できるようにすべきでは

ないか。 

（理由） 

○ 地方分権の一層の促進の観点から、各自治体の政策姿勢の一層の尊重。 

○ 多様・広範な広がりを持つ社会教育を、多面的に支援する観点から。 

（実際の対応） 

○ 地方公共団体によって、学校との連携を密接に保ちながら、子どもの健全な育成に努め

ることを、社会教育行政の第一の課題として設定するなら、教育委員会で所掌することが

選択される可能性。 

○ 社会教育行政を、重点的に、地域づくりの基盤となる人材の育成、そのネットワークの

形成、学習成果の地域活動への活用促進等に位置付けるところでは、一般行政でのまちづ

くり部局、市民協働部局などで所管することを選択する可能性。 

○ いずれの場合であって、所管部局以外との連携強化は必要になる。 
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５．ローカルガバナンス強化の動きと社会教育 

（１）地方分権の推進とローカルガバナンス強化 

  ○中央政府の財政状況の悪化、行政効率性への懸念 

     地方分権、規制緩和、民間活力導入、自律的市民の政策への関与 

  ○ガバメント（国・地方公共団体）からガバナンス（行政・住民ボランティア・NPO・

企業 CSR などパートナーシップ）へ 

 

（２）ローカルガバナンス強化と教育 

 ○すべての行政部門に共通して、「新しい公共」、「市民協働」、「行政と市民とのパートナー

シップ」、「住民自治」、「ローカル・ガバンナンス」などの重要性が言われてきているが、

いずれも、それらを担うことのできる自律的・積極的な市民を前提にしての理念 

 ○自立的・積極的な市民の育成とその協働の仕組みづくりが共通課題 

 ○教育こそが、その最も基盤となる社会的機能 

 ○社会教育の役割 ＝ 市民性の涵養 

◇地域住民は、社会教育での学習活動により、自ら自分にとって最も身近で切実な課

題を担い、経験することで、市民としての主体的な活動実践に必要な経験を蓄積さ

せることができる。 

自治的活動への関心・意欲・基本的ノウハウなどを身に付けることができる。 

行政は、市民性の涵養支援に配慮した事業の企画・構想を。 

活動によって得た経験・能力を一般的なローカルガバナンスの場で生かすようにす

る方策も必要（学びと成果活用の循環）。 

 

６．市民協働によるまちづくり 

●長野県茅野市「パートナーシップのまちづくり」を標榜 

◇市民意識調査により、市民の生涯学習ニーズが、個人の自己充足と自立にあることを

前提に、さらに、「学んだ成果の地域への還元」、「まちづくりへの積極的参加」にある

ことを把握し、その領域が福祉、環境、教育・文化にあることを確認。これらの領域

にターゲットを絞り、政策立案は市民（活動実績のある）に任せ、行政は市民の事務

局としての役割に徹し、パートナーシップを構築。 

◇教育関連では、「ファーストブック、セカンドブックプレゼント」事業開始、読書グル

ープ・人々からなる「読書の森 読りーむ in ちの」設立、「茅野市子ども読書活動推

進計画」策定、「茅野市読書活動応援センター」オープン、住民、ＰＴＡ、教師などか

ら成る「小泉山体験の森創造委員会」の設置、体験の森創造事業の実施、「茅野市こど

も・家族応援計画」策定、「どんぐりネットワーク茅野」設立するなどして、パートナ

ーシップを具体化に推進。 

●公民館の住民による自律的運営 
◇長野県茅野市 
 本館１、地区館９（市設置、管理運営）、分館 81（区または自治会で市内全域に設

置、管理運営も区・自治会。市公民館の分館）1998 年現在 
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分館職員研修会：年間１回、１泊２日、例年、分館役職員約 300 人が参加 

    分館活動の基本理念：自主運営、自主管理、自主財源、自主活動 

（市公民館からの援助として分館長手当、主事手当、分館活動交付金など小規模だが）  

 

  ◇金沢市公民館「金沢方式」 

小学校区ごとの設置    地域主導（地域による役職員選任、維持管理）  

ボランティア、公民館委員（町内会への活動浸透。1 町内男女各 1、任期 1 年）  

地元負担（市負担７５％、地元２５％） ＝金沢市公民館設置条例に規定 

 

７．「ソーシャル・キャピタル」の充実 

○「ソーシャル・キャピタル」とは「人と人との社会的な繋がり（ネットワーク）とそこか

ら生まれる規範・信頼」が、社会を共通の目的に向けて効果的に導く 

○ロバート・パットナム「哲学する民主主義」(1993)  

◇イタリア 1970 年に行革、各州に権限移譲。 

      各州の制度的パフォーマンス（内閣の安定性、予算の迅速さ、改革立法、家

族医療制度、官僚の応答性など）に大きな違い。 

 要因分析：◆任意団体（スポーツ・余暇など）への参加、 

◆新聞購読率（地域社会への関心）、 

◆国民投票（公共政策への投票）参加などに   格差 

 「市民共同体」 各州の市民度が大きく影響  市民的関与、社会連帯 

 

● 「互酬性（ごしゅうせい）の規範（*「お互い様」・「世の中、相身互い（あいみたがい）」・ 

「情けは人のためならず」）、相互信頼、社会的協力、市民的積極参加、よく発達した市

民的義務感が密接に絡み合い社会の効率を高める。こうした力がパットナムの言う社

会資本に他ならない」（「哲学する民主主義」訳者あとがき） 

 

○ ロバート・パットナム「孤独なボーリング」（2000） 

  ◇アメリカの SC は、 20 世紀前半 3 分の 2 を過ぎるまで力強く上昇、その後、急減 

TV の台頭、女性の役割変化、人々の地理的流動性の増加、ライフスタイルの変化等 

◇アメリカ ソーシャル・キャピタル指数が高い州ほど 

   ◆標準テスト成績が高い  ◆在学継続率が高い  ◆テレビ視聴率が低い 

 ◇ 貧困、人種、成人教育水準など他の要因に比べて、ソーシャル・キャピタルが最も

大きな要因と分析。 

 

 ○学校とソーシャル・キャピタル（愛媛大学露口准教授の研究） 

＝ 保護者が学校に協力的、学校を信頼し、 

  教員は生徒を信頼、生徒は教員からの支援を期待、 

生徒同士のお互いの信頼など、信頼性が高い学校区ほど、 

→ 子どもの学力向上や学習態度形成に好ましい成果を挙げている。 
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 ＜保護者の信頼・ネットワークは学校への信頼をつくる＞ 

  １．子どもの教育のことで相談し合うような有益な保護者ネットワークに参加して 

いる  →学校への信頼を高める 

  ２．地域の様々な人々からなるネットワークに参加している         

保護者 → ネットワーク（参加・顔合わせ・情報共有・協力的活動） 

→ 規範・信頼（子どものために協力）→ 学校への参加・協力的 

→ 学校・教員理解 → 学校への期待  

  ＊「信頼される学校づくり」（しばしば学校目標となっている）には、保護者相互をつな

ぐという視点が必要。学級懇談会、PTA、学校行事の改善等が緊要。 

  ＊保護者相互をつなぐという視点の欠如は、保護者の「孤立化」を進め、学校を信頼し

ない保護者増大のリスク。 

 

◆仙台市立七北田小学校「地域共生科」の成果分析 

（ねらい）「地域社会と学校の学びの循環」児童に地域づくり活動を体験させ、「社会貢

献力」「思考力」「知識・技能」を養成。 地域社会の活性化に好ましい影響 

（教育課程）  正課の教科として 

   5 年生；コミュニティ FM 局の番組つくりを通じて、将来の職業を考え、地域を支

える大人を取材、放送で発信。 

   6 年生；歩行者道路の現状把握、貢献活動検討、計画立案、祭り・マルシェへの出

店、すいせん球根購入資金の確保、花のあふれる通り 

（地域の体制）学校支援地域本部の設置  

「パートナー」；児童とともに、一つの目標に向かって話し合い、ともに作り上げてい

く大人。児童とともに学習する時間を確保。教師と連携。 

（ソーシャル・キャピタル分析）  「地域共生科」の活動により、児童に、地域の人々

との強い信頼関係が。それを活用して地域に貢献しようとする気持ち。児童の間に、

学級の枠を超えた、相互のつながりが醸成。 

 

８．社会教育主事任用要件の資格化 

（１）社会教育主事の役割の見直し 

○ 「議論の整理」に、社会教育主事が首長・地域の人々から評価されていないとの指摘 

○ 首長・地域の人々から社会教育行政に最も期待のかかる分野（社会の絆、地域づくり・

活性化、地域の人的ネットワークの形成など）で、社会教育主事の活躍が目につかない。 

○ 「見える化」の必要。 

◇ 成果のきちんとした評価とその社会的発信の必要。 

 ◇ 行政的な守備範囲の拡張とレベルアップが必要。 

＝ 社会教育主事：教育公務員特例法での教育専門職との位置付け。社会教育法でも

「社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える」と規定。 

＝ 教育における高度の指導専門家としてのイメージ。教育施設などでのいわゆる教

育や学習の分野が主たる活動領域との意識。 
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＝ 社会教育：「自己教育」「相互教育」。人々自らの多様な活動の中にこそ教育性があ

る。 

＝ 社会の絆づくりや地域づくり・活性化、地域の人的ネットワークの形成などにか

かる住民の広範な地域活動の支援・コーディネートなどを主たる業務に加えること 

 

（２）社会教育主事の任用要件から資格へ 

○ 社会教育主事は行政上の職名、任用する上での基礎要件が法令で規定されるだけ。 

担当者にいくら専門能力・経験知が備わっていても、職を離れれば、そうした専門能力・

資質を一般的に示すことはできない（元社会教育主事、社会教育主事資格保有者などと）。 

社会教育主事に足るような高い資質能力を持つ人を有効に活用するためには、その専門

性を保証・表示する独立した資格制度が創設される必要。 

 

○ 資格化により、市民の中から、社会教育活動を推進するのに力のある人を、発見し育成

し、多様な活動をしてもらいやすくなる。人々の市民性を涵養し、引き出す、重要なツー

ルにも。 

まちづくり、市民参画などの一般行政部門においても、あるいは、民間団体や企業など

でも、そうした資格制度は有用。 

 

（３）社会教育推進人材の体系的な資格・認証制度の構築 

○ 社会教育主事が、地域コミュニティ活性化させていく広範な社会教育活動を推進するた

めには、社会教育主事個人の力量の向上とともに、自立的で積極的な市民、特に、市民の

学習・活動の「リーダー」「コーディネーター」「ファシリテーター」となる人材との連

携・協働が欠かせない。これらの人のための資格・認証制度の設置は、こうした人材の学

習・成長の目安となり、社会的に有用な人材の育成・活用にとって役に立つ。 

 

○ 例えば、こうした中核的な活動的市民の資格・認証の仕組みとして、「社会教育コーデ

ィネーター」「生涯学習コーディネーター」（仮称）を制度化し、その上で、社会教育主

事の任用要件を、「社会教育コーディネーター」資格を前提に、さらにレベルを上げると

ともに、行政運営的能力など行政職に必要な諸能力を付加した、要件を規定するようにし

てはどうか。「社会教育シニア・コーディネーター」と位置づけても良い。 


