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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 

H26.8.20 
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（平成の大合併）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 

 
  ＊「地方自治区」地方自治法 202 条の 4(合併特例法 23 条)  50 自治体で導入 
      条例により、区域ごとに地方自治区を設け、地域住民の意見を反映・処理させる 

市町村長は、事務所の長に事務の一部を委任できる 
      事務所設置と職員配置が必要になる。 

「地域協議会」区域内の住民から、市町村長が選任 
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＊池田市の地方分権制度・条例 
    小学校区単位に「コミュニティ協議会」を設置（応募者全員が委員に） 
    住民税収１％以内で住民に予算編成要望権を付与 

予算の事業提案を要請(600 ないし 700 万円)   現在 23 年度総額 1 億円 
防犯カメラ設置、バスケットコート整備、街路灯強化、コミュニティ紙発行、地域イ

ベント事業 
通学路のグリーンベルト整備事業が協議会の努力で自律的に実現(それまで行政が逃

げてきた面倒な課題) 
    職員向けの説明会  公募した地区担当サポーター職員（職員への兼務発令） 
 
●「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 

    ◇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） 

 ○ 道州制基本法案（自民党 H24.9）    

都道府県を廃止し全国を１０程度の道や州に再編し、国の権限・財源を大幅に移す構

想。 ← 全国自治体団体反対 
 

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） 
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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 

         「三位一体の改革」：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。 
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＊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。 
 
○「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。 
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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 

◇実施状況（公立・H20 年度間） 
 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％ 
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 

◇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 
 

Ⅲ．教育行政体制の再編 

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（平成２０年４月施行） 
  （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」） 
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 （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 
 

２．教育委員会制度自体の見直し 

（１）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 
 

○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 
  ◇そもそも人事権・予算権が首長に集中しており、理事者協議・教育長・教育事務局を通

じて、首長の意向に即した教育施策が実現している。 
 
 ＊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。 
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（２）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。 
    （教育委員会の点検・評価、報告書作成、議会提出、公表を義務化されたが。） 
  ◆迅速な対応の困難  合議制による制約 

◆責任関係の不明瞭  委員長、教育長、首長 （最終的には首長が問われる現実） 
◆首長の意思の徹底の要求  教育に対する政治的責任（選挙区公約の実現）   
 

３．地教行法の改正法（平成２６年６月成立） 
 ＊ 教育委員会は、引き続き執行機関、職務権限は従来通り 
 ○ 教育委員長と教育長の１本化 
  教育長を、首長が、議会同意を得て、直接任命・罷免 

   教育長任期３年 
 ○ 首長は、総合教育会議（首長と教育委員会で構成）を設置。首長が招集。 
   首長は、総合教育会議において、教育委員会と協議し、教育の振興に関する施策の 

大綱を策定 
 ○ いじめ自殺防止等、緊急の必要があるとき、文部科学大臣が教育委員会に是正を指示 
＊ 中教審では激しい議論の末、首長を教育行政の執行機関とし、教育委員会は首長の附属機

関（特別な審議機関）とすることを提言としたが、与党協議で、政治的な中立性の確保  
の観点からとして、法案の形に政治決着した。 

 
４．中教審答申提言（平成２５年１２月） 
（１）県費負担教職員の人事権の移譲 
◇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。（→具体の対応は依然困難か） 
（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。 



9 
 

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→法案でき 
 

＊ 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 

＊ 島根県 隠岐の島限定採用、石見地方限定採用 
 
（２）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  

＊  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 

（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） 
 
（現状）H25.4 指定 1,570 校 4 道県 153 市区町村     
  ＊ 京都市 190、岡山市 151、横浜市 98、世田谷区 93、上越市 74、一宮市 61 など 

＊ 京都市における学校運営協議会  
    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 
（成果) ＊三鷹市コミュニティ・スクール(導入度の変化) 
      学習到達度調査結果 小５算数  H19：75.4 →H22：85.4 
                小 6 国語  H19：76.8→H22：78.9 
      中学校不登校出現率       H15:2.66 →H18：1,62 
 ●三鷹市教育委員会「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。 
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●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 
 
Ⅳ．社会教育の所管 

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．所管変更の事例 

＜社会教育・文化等行政の一体化＞ 

○東京都千代田区   

   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 

   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 
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◇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、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。   
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○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。 

   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」 
 ○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） 
 

＜政令市での公民館位置づけ変更＞ 

○福岡市 H16.4 コミュニティ支援体制の強化のため、区に地域支援部を創設し、公民館を区

に移管し、コミュニティの核となる施設として位置づけ。  

各区に市民センター（７）：中央公民館機能＋コミュニティセンター機能 

         地区公民館(146)：小学校区ごとに設置 

      「自治協議会制度」実施 

       コミュニティの総合窓口機能充実；「校区担当職員」、公民館による支援 
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 H25 現在 基幹的・専門的業務（規則、方針、館長任免、助言指導等）は教育委員会(生涯学

習課)が執行 

施設の管理・維持補修、各種事業実施、地域コミュニティ支援等は、市民部局(公

民館調整課)が執行        いずれも区役所の区政推進部で対応 

 

○北九州市 H17.1から  行政区を単位にコミュニティづくり   

小学校区単位に「まちづくり協議会」（多くの地域関係団体の参加） 

  地区公民館（それまで市民福祉センターとの 2枚看板方式）を「市民センター」に改組 

 社会教育施設から市民施設に、区役所（地域づくりセクション）に移管 

 公民館設置関連条例の廃止 

  各区の中央公民館 → 「生涯学習（総合）センター」(7) 

市民センター運営を「まちづくり協議会」に委託 職員は４－５名 協議会が採用 

  館長は市の非常勤嘱託、社会教育主事はいない、生涯学習推進コーディネータ（有償

ボランティア）を教委が配置  平成 25年 136協議会 ← 地域統括補助金 

  事業 まちづくり計画、生涯学習、青少年育成、防犯、防災、美化、保健・福祉、環境等 

  平成 25年度  市民センター129(1200市民講座・10万人参加)、市民サブセンター5設置 

          生涯学習(総合)センター(年間 80万人利用)、 

市民設置による公民館類似施設約 200 

  ＊ 社会教育主事は、教育委員会・生涯学習総合センター、各区コミュニティ支援課に

合わせて主事 10名、主事補 8名配置。 

 

○仙台市  H1から「市民センター・公民館」の２枚看板方式。各区に拠点館設置。 

      H2から名称を「市民センター」に一本化、社会教育法上の位置づけのまま。 

公民館機能とコミュニティセンター機能を併設 

      H13から拠点館に教育局正職員を集中配置、地区館事業は「（財）仙台ひと・まち

交流財団」へ業務委託 

      H16から「（財）仙台ひと・まち交流財団」を指定管理者に指定(59館) 

  拠点館  中央市民センター（5） 地区館(60) 

  基本的役割  

①生涯学習拠点機能   地域のニーズ・課題に応じた学習、市民参画事業推進 

   ②交流拠点機能   気軽に集い・交流、団体等のプラットフォーム 

   ③地域コミュニティづくり機能  コミュニティ意識醸成、人材育成、協働の仕組み 

   ④地域のコーディネート機能  団体のネットワーク、地域行政の仲介・調整 

   ⑤地域の情報ステーション機能  地域資源の保管公開、機関団体の情報提供 

 

○名古屋市  H12から 各区生涯学習センター（公民館） 社会教育法を外し、区役所に移管 

○広島市   H18 生涯学習課を教委から市長部局へ。公民館は市長部局で補助執行 

         「（財）広島市ひと・まちネットワーク」へ委託 
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３．社会教育行政の所管についての再検討 

（１）平成 25年 12月中教審答申での提言 

○社会教育の所管に関して、教育であることから、教育の政治的中立性、継続性・安定性の

確保の観点から、教育行政部局で担当するものとして存置すべきであるとされたが、疑問

なしとしない。 
＊「社会教育についても、公民館、図書館等の社会教育施設で行われる各種事業は、学校

における活動と同様に人格形成に直接影響を与えるものであり、対象が成人であったと

しても、その内容には政治的中立性の確保が必要であり、教育行政部局が担当するもの

として存置すべきである。 」 

 ◆公民館が主催する講座等で、政治的中立性に配慮することは当然であり、法律上も、その

旨の規定があるが、そのことと、行政所管は別。特に、社会教育の教育性とは学習者によ

る、自己教育・相互教育を本質とするもので、学校での教育とは性格を異にする。おとな・

青少年の自主的な政治的教養を高める学習活動は、促進されるべきもの。 
◆社会教育の幅広さ、多様さからすれば、学校教育部局から離れ、まちづくり、市民協働な

ど他の部教で所管されることが、自治体の方針に沿う場合も少なくない。このことから自

治体の選択所管を認める位置づけにすべきである。 
 

（２）教育委員会で所管させるべきとする意見 

①教育の政治的中立性の確保 

    公教育の中核的原理 

    教育が特定の政治的イデオロギーや党派的な利害によって左右されてはならない 

行政委員会制度 

○社会教育も学校教育と同様に中立性の要請 

社会教育法２３条公民館 「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」を禁止 

   ●社会教育は、基本的には、大人の自律的な学習・文化活動（自己教育・相互教育）で

あり、年少者の学校教育（学習者と教授者、一定期間のまとまった教育課程）とは、

自ずと異なる。 

教育委員会が行わなければ政治的に中立性を確保できないと言うことではない。 

   ●国の場合は、通常、国会議員・政治家たる文部科学大臣が行政機関の長 

②学校教育との連携が必要 

    ●連携が必要であるとしても、教育委員会以外の組織であっても連携は可能。 

やり方次第。 

    ●現実には、現在の教育委員会では、学校教育行政が中心で、必ずしも、社会教育と

学校教育とが十分連携した上で行われているわけではない。 

③教育委員会には蓄積する人づくりのノウハウがある 

  ○地道な活動として根付いた、人的なネットワーク 

  これまでの社会教育で培った多くの人々が地域づくりの中で活躍している 
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  活動の経験とノウハウが蓄積されている 

  ○社会教育主事などの専門職員の配置が難しくなる  

県レベルでは教員出身者が多い 

④社会教育と地域づくりとは、重なるところもあるが、そうでないところも大きい。 

  ○個人やグループでの多様な学習活動（趣味、教養、娯楽を含め）の位置づけ 

（３）首長部局で所管させるべきとする意見 
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。 
＊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・

教育の範囲にとどまることも多く、学習成果を活動に生かす面での支援が少なかっ

た。 
＊学習自体が、実践的な活動の中でもっともよく学べるということがある。学習と実

践活動との一体性、相互連関性、往復性、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。学びをいわゆる静的な学習活動にとどめていてはいけ

ない。学習とその成果を活かす活動との連関でとらえる必要がある。社会教育行政

的にも、その関係性をトータルにとらえ、総合的に支援していくことが必要になる。

その点でも、所管が教育委員会にあるより首長部局にあるほうが、本来の幅広い実

践促進型の社会教育を進めやすいという面もあると思われる。 
③まちづくりの総合的・一元的な推進が可能になる 

・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。 
・社会教育では、常に、住民の自律的な学習を基本にしており、単に行政目的に沿って

住民の活動を動員・活用するというものではない。昨今の、「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、そうした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への可能性への評価が高くなっている。 
 

（４）今後の方向案 
○ 学校との連携を密接に保ちながら子どもの育成に努めることを第一の課題として設定す

るなら、従来通り、教育委員会内部で所掌する。 
   ただし、その場合であっても、連携の実質化が必要となる。現在は、十分な連携が行わ
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れているとは言えない状況。学校教育部門が優位との職員の意識が強い。指導主事と社会

教育主事の人事交流はほとんどない。「学社融合」意識の醸成が必要。 
   また、社会教育が子ども育成中心になることで、一般成人への対応、地域活性化などの

取り組みがより停滞する可能性も考えられ、対応配慮が必要。 
 
○ 社会教育行政を地域づくりの基盤となる地域人材育成、地域学習・活動促進と位置付け

るのなら、一般行政の住民参加支援行政・まちづくり行政部門などで所管することが適当。 
   ただし、社会教育の本質が、地域の人々の学習支援・教育による人材育成にあることか

ら、教育的な配慮ができる専門職(実践的な社会教育主事などの経験・能力を持つ人)の確

保が必要。 
  学校との連携を一層配慮するようにすることの必要。 
 
Ⅴ．ローカル・ガバナンスと教育 
１．地方分権・規制緩和からローカル・ガバナンスへ 
 ○徹底した効率化重視への反省も。格差の拡大と有効性への疑念。 
○自立的な市民、団体（NPO, NGO など）などの活発な活動展開 

  社会的アクターである政策過程の担い手が、統治過程において大きな役割 
●「政府の失敗」「市場の失敗」を経て「ガバナンス」へ 

政府、市民社会組織、民間企業等（非政府アクター、被統治者）のネットワーク、パー

トナーシップ 
●「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」。むしろ「コー・ガバナンス」か。 
●新しいガバナンスの特徴    

 従来型の統治 新しいガバナンス 
ガバナンスの担い手 政府行政機関 市民・NPO・民間など多元的参加者 
担い手の相互関係 権力的上下関係 協力的水平関係 
組織編制の特徴 ピラミッド組織 フラット型組織 
コミュニケーション様式 上意下達式 双方向の水平的対話 
行動様式の特徴 命令服従型 自主性、自発性、対等協力型 
統治の原理 集権的強制 市民自治、補完性原理 
統治の手法 国家秩序維持 ネットワーク、協働 
セクター間関係 規制 協調と協働 
市民の立場 サービスの受け手 サービスの生産・供給・享受の担い手 

市民と行政の関係 主権者・業務対象 市民への分権、公民協働（PPP） 
国際関係 主権国家 グローバルな重層的ガバナンス 
国地方関係 地方分権 セクターを超えた重層的ガバナンス 
新川達郎「公的ガバナンス論の展開と課題」 『ガバナンス論の現在』2011 勁草書房 
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２．ローカル・ガバナンス強化と教育推進 
○ ローカル・ガバナンス強化における現在の最大課題の一つが、能動的な住民・市民のガ

バナンスへの参画の保障・促進であるとすると、その仕組み作りと主体者たる住民・市民

の育成が政策的課題となる。 

○ 教育は、子ども・大人を含めて、地域の一般の人々の市民性養成、リーダー的人材の育

成、そうした市民間のネットワーク形成、自治的ガバナンス活動への経験確保、コミュニ

ティ形成への核としての働きなど、ローカル・ガバナンスの活性化の基盤を培うものと位

置づけられる。ローカル・ガバナンスの充実強化には、人々の市民性育成の充実が欠かせ

ない。 

 
３．学校教育における市民性の教育 
○社会科、国語、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など中心に学校教育全体で 
○「法教育」 
 ◇法務省「法教育研究会」（後、「法教育推進協議会」）2005 年報告 

定義 一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法

的なものの考え方を身に着けるための教育  
学習指導要領への影響 

中学校社会科 社会生活における決定の仕方、きまりの意義、対立と合意、効

率と公正、裁判員制度 
◇「法と教育学会」 学会誌「法と教育」 授業研究、カリキュラム研究、模擬裁判教育 
◇ 弁護士会「市民のための法教育委員会」 法教育のための書籍刊行、教材開発、模擬

裁判選手権への協力、出前授業 
○品川区「市民科」 

◇社会の一員として義務と責任を果たし、自己変革を図りながら、自らの生き方に意味づ

けを行うことのできる資質能力の育成 
  ＜主体性・積極性・適応性・公徳性・論理性・実行性・創造性＞ 

小中の全学年で実施。独自の教科書、副教科書の作成 
「道徳」「総合」「特活」の全部を組み換えて創設 

１～２年：基本的生活習慣と規範意識   年間 70 単位時間 
３～４年：よりよい生活への態度育成   年間 70 単位時間 
５～７年：社会的行動力の基礎      年間 105 単位時間 
８～９年：市民意識の醸成と将来の生き方 年間 105～140 単位時間 

 ○三鷹市「アントレプレナーシップ教育」 
◇第 4 小学校 9 年一貫  総合的な学習の時間で実践 
 第 5 学年 「4 小産の銀杏を販売しよう」 

 銀杏について調べる、収集、会社立ち上げ、模擬店、販売、決算報告会 
 第 6 学年 「4 小カンパニー～紫草復活プロジェクト～」 
       紫草調べ、布染色、会社組織、試作品作成、町で販売、決算報告 
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○品川区「スチューデント・シティ」（経済活動体験）      

◇アメリカの公益社団「ジュニア・アチーブメント日本」（世界最大の経済教育団体）

が企業の協賛を得て実施 
◇現実に近い仮想店舗（学習施設）で仕事を体験して、社会と経済の仕組みを学ぶ 

       校舎（空き教室→一貫校校舎新設に伴い併設）に設置 
◇品川区立全小学校の 5 年生。土曜日・午前 9 時～午後 3 時。6 時間カリキュラム 

会社の経営側（運営・販売・営業・経理など）と消費側（収支記録・納税など）

を同時体験。自分で選んだ会社で経営者の立場として商品の販売や営業を行った

り、消費者の立場として計画的に物を買ったりするという活動を交互に体験しな

がら、税の仕組みや会社同士のつながり、収入と利益・給与・支出の関係などを

学ぶ。 
◇事前学習（8 時間カリキュラム）体験活動に必要な経済や金融に関する基礎的な知

識や技能を学ぶ。例えば、帳簿記入の方法や収支の関係、また人に対する接し方や、

自分が受け持つ仕事の具体的な方法や手段、望ましい消費者としての心構えなど。  
◇事後学習（1 時間）  まとめ 

「ファイナンス・パーク」（将来設計学習） 
◇品川区全中学校 8 年生。土曜日・午前 9 時～午後 3 時。 6 時間もカリキュラム 
◇あらかじめ設定された一人の大人として行動し、その人の収入に応じて月々の家

賃・食費・被服費・娯楽費・交通費・投資・預金などのお金（家計の収入や支出）

に関する「意思決定」を行い、自らの関心事や希望するライフスタイル等に基づ

いて将来の進路を体験的に考える学習を。 
◇事前学習（8 時間カリキュラム） 
体験活動を行うために必要な経済や金融に関する基礎的な知識を学ぶ。例えば、

月々の収入と支出について、貯蓄とローンについて、賢い生活費の使い方など。 
◇事後学習（1 時間）  まとめ 
 

○京都市「スチューデント･シティ」（小学５年）・「ファイナンス・パーク」（中学１／２年） 
    「ジュニア・アチーブメント」と連携し、民間と共同実施。H19.1 開設。統合元中学

校校舎を活用し「生き方探究館」開設。銀行や商店、新聞社、区役所等を企業の協賛

やボランティアにより設置、街を再現、運営。 
    学校で事前学習 10 時間＋施設内体験学習６時間、学校で事後学習２時間  
 ○御茶ノ水女子大学附属小学校   

シティズンシップ教育を全学習分野(各教科)と創造活動で取り組む 
  「小学校における『公共性』を育む『シティズンシップ教育』の内容・方法の研究開発」 

文部科学省研究指定 H20～22 年度  
 「公共性リテラシー」：感じ方考え方が複数であることを、対話的・応答的にいかに乗り

越えるか、違いを排除せずにより良い学びをいかに作り出せるかなど、かかわ

りの質の民主的な変化を担う資質能力 
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   児童への効果： 「友達と意見が異なるときの行動」で「話し合い」を選ぶ子供 
            2008 年(3 年生) → 2010 年(5 年生) 

         男子     57.4%           60.4% 
                  女子     51.8%           64.3% 
 ○神奈川県立高校 

平成 23 年度から、全県立高校でシチズンシップ教育を実施 
①政治参加教育  選挙区制度、公約、模擬投票、実際の選挙結果と比較・振り返り 
②司法参加教育  裁判員制度、裁判傍聴、法曹出前講座、模擬裁判、討議 
③消費者教育   消費者の権利・責任、悪徳商法・多重債務、出前講座 
④道徳教育    薬物乱用防止教室、モラル・マナー意識、地域ボランティア活動 
 

○神奈川県立総合研究センター「『シチズンシップ教育』推進のためのガイドブック」H21 
   学校種別のカリキュラム実践例を提示 
 

  ○立教池袋中学・高校「市民性学習」 
     高校 1 年生是認を対象に、5 日間で、コミュニケーション・トレーニング、社会の

課題解決についてのグループワーク、プレゼンテーションなど 
 

○仙台市立七北田小学校「地域共生科」 
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。 
成果（ソーシャル・キャピタル分析）  児童に、地域の人々との強い信頼関係が形

成。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。 

 
○高校 「サービス・ラーニング」 
   正規のカリキュラムの学習内容を、地域での実践活動を通して、より深く学ぶことの

できる教育活動。そうと名乗らなくても、「サービス・ラーニング」を実践する学校が

ある 
◇神奈川県立逗子高校 ：「サービス・ラーニング・センター」設置。福祉授業、社
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会貢献活動、進路サポート、地域交流を横断的に実施。パートナー制度導入。

障碍者施設内「喫茶店」の開設と運営、公開自然環境保護講座など実施。 
    ◇東京都立荒川商業高校 ：商業科の科目、総合的な学習の時間において、地域商店

街・消費者のニーズ分析しビジネスプランの提案などをする。 
○英国での「市民教育」（Citizenship Education）の推進。 

「クリック・レポート」（1998）；市民学習の目標に、青少年が主体的に次の 4 つの

責任意識をはぐくむべきことを掲げている。 
「道徳的責任意識(Moral responsibility)」「文化的責任意識(Cultural responsibility)」 
「社会的責任意識(Social responsibility)」「政治的責任意識(Political responsibility)」 
 

●経済産業省「シィティズンシップ教育と経済社会での人々の活躍についての研究会」 
報告書 H18 三菱総研への委託研究 

＜背景＞ ◇成熟した市民社会への動き 
◇一方で、社会における階層化や分裂現象の進行 
◇教育・学習環境の未整備 

＜シィティズンシップの定義＞ 
◇多様な価値観や文化で構成される社会において、個人が自己を守り、自己実現を図るとと

もに、よりよい社会の実現に寄与するという目的のために、社会の意思表示や運営の過程

において、個人としての権利と義務を行使し、多様な関係者と積極的(アクティブに)関わ

ろうとする資質」 
＜必要な能力＞ 
  意識  自身に関する意識；向上心、探究心、学習意欲、労働意欲 
      他者との関わり意識；人権、多様性・多文化、相互扶助、ボランティア 
      社会参加意識；規範の遵守、政治への参画、社会貢献意識 
  知識  公的・社会的分野；文化、歴史、思想、まちづくり、NPO・NGO  
      政治分野；民主主義の仕組み、政府の仕組み、国民の権利・義務、住民運動 
      経済分野；資本主義の仕組み、労働者権利、税制、社会保障、ハラスメント 
  スキル 自己・他者・社会の関係性の客観的・批判的な理解のためのスキル 
      情報の収集・理解・判断のためのスキル 
      他者への意見表明、意思決定・実行のスキル 
         プレゼン力、ヒアリング力、ディベート、リーダーシップ、フォロワーシ

ップ、マネジメント、交渉力、リスクマネジメント 
＊ イギリス・アメリカの実践、具体的なプログラム例を掲載 
 

４．学校への市民参加 
○学校の教育、管理運営を支援・参画することにより、そこでの学習、経験を通じ、ローカ

ル・ガバナンスの一端を担う基盤的な力を獲得ことができる 
○愛媛県松山市立久米小学校「特色ある学校づくり推進委員会」 
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   公民館と学校の連携「学社連携協力推進協議会」 
   ・卒業記念「埴輪づくり」 総合的な学習の時間、図画工作科で埴輪作製、里山に永

久保存、ボランティアコーディネーターの調整・ゲストティーチャーの指導 
   ・「里山わくわくキャンプ」４年生が１泊２日の宿泊体験 
○新潟市「学・社・民の融合による教育」 「地域と学校パートナーシップ事業」 
   授業；習字、リコーダー演奏指導／ミシン縫い、料理、水泳、道徳でいじめについて 

語る、生活科や休憩時間に昔の遊び 
   「ふれあい給食」ボランティアの方を招待 
 公民館との協働；朝ごはん料理講習会、パソコン教室、サークルによる戦争体験等 

  
○東京都小平市小平第６小学校「コーディネーター部会」 
   「登録カード」作成；誰が、いつ、どんな活動ができるかを表にしている。人材バンク。 
   学校側にも校務分掌としてコーディネーター担当を配置 
   教育委員会がボランティア、コーディネーター同士の交流会年一回開催、情報交換・協     

議。コーディネーター活動経費  月上限５千円 
 （コーディネーターの発案による事業） 

・プレ１年生への模擬授業（ルールとマナーを）。小１プロブレム対応。親には、コーデ

ィネーター演出・出演の寸劇（「困ったお母さん」）。校長との心配事懇談。 
・「避難生活体験」PTA、青少対などの各団体と地域ぐるみで。担架作り、暗闇体験、

テント設営、など防災訓練。 
・学習支援  国語科（句会＆茶会）、社会科（駅前開発に意見を出そう） 
      「六小美術館」地域の絵本作家の原画展。「お店番体験」 
＊教師の手伝い・学校の依頼請負の段階ではなく、学校との連携の元で独自の企画  

○千葉県野田市 
    地域教育コーディネーターの推薦  学校と公民館に依頼 

地域教育コーディネーターの養成  候補者 25 名を市が企画の年間 8 回の養成研修 
    中学校に各 2 名配置。余裕教室に「地域ルーム」（コーディネーターの活動拠点） 
    学校と協力して「学校支援地域本部雄心」定期発行 
   「活動内容データベース」 各学校からの地域人材情報を本部で共有。他の学校区でも

活用可能に。 
   「サタデースクール」 土曜日に、２００名以上の地域人材が算数･漢字を指導 
   「オープンサタデークラブ」小中学生を対象に 34 講座、指導者 200 名が、1,000 人以

上の児童生徒に柔剣道、茶道、華道、琴、絵画、日本舞踊等 
    理科指導助手・地域教育コーディネーター 「わくわく理科授業」 
 

●ＰＴＡ活動への参加 
 活動の衰弱が強調して伝えられているが、地域での多様な活動の担い手、NPO など

の組織のリーダーなどは、PTA から育った人が圧倒的に多い。 
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   すべての保護者がメンバーの全国団体ということを考えれば、市民教育団体としては 
貴重で、それなりに機能しているとも見られる。 

 学校支援だけでなく、市民教育の一貫での位置づけ、行政支援が必要。 
  ＊“誰でも、できるときに、できるだけ”やれる PTA をめざして、活動スタイルの工

夫が行われている。（できたら参加したいとの親が多いのは当然）       
◇柔軟な運営スタイル  固定しない活動時間  夜間や休日の活動も 

組織的活動のほか、各自の都合にあわせて行える活動形態を。 
機動的な組織編成を 
各年により重点的な事業が異なる → 年ごとに必要な編成に 
実行委員会組織による企画を、必要に応じたプロジェクト方式で 
→イベント企画、広報、予算計画・執行などやりたい人が得意の分野を 

           年間の行事計画を立案する際、コンペ方式による会員のアイデアを募集     
◇多くの人の参加を  一人一役制、父親の参加、親父の会 

               ＯＢ・ＯＧ、地域の人々の参加、ＰＴＣＡ 
◇コミュニケーションの改善 

      学校→保護者  学校の目標・方針・教育の現状と成果等に関して 
学校←保護者  家庭での子どもの状況、課題、学校への要請 

      学級・学年ＰＴＡ、各委員会においてＰとＴで懇談、協議 
インターネットでのホームページ、ｅメールの活用 

◇真にやりがいのある活動内容への見直し  
会員への事業アンケート 
ボランティア・リストの作成 
興味関心を活かした活動実践 
 

５．社会教育における市民性の教育 
住民の市民性を高める教育の展開(講座、学級など) 
市民のリーダーとして活躍できる人材の発見・育成 
市民の社会教育活動（学習と地域活動）の推進 

 【社会教育調査「市民意識・社会連帯意識」講座・学級】 
      首長部局主催では 19.4%、教育委員会主催 10.5%、公民館主催 7.3%  
      座学、ワークショップ、省察、ディスカッション、インターンシップ、地域活動 
 【リーダー、コーディネーター、ファシリテーター人材の発展・育成】 
  ◇リーダー等養成講座 
 ◇金沢市民芸術村ディレクター制度 

金沢市民芸術村は、一日２４時間、年中無休で施設の運営が行われるが、その業務

は実質的に市民の代表者により行われている。その中心は、芸術村の４つの領域（エ

コライフ工房・ドラマ工房・ミュージック工房・アート工房）ごとに２名、計８名

委嘱されるディレクターである。 
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◇兵庫県教育委員会「ヘリテージ・マネージャー」の創設・運営 
歴史文化遺産を活用したまちづくりにおいて、県教育委員会が「ヘリテージマネー

ジャー」制度を作り、講習会を実施。文化財というかなり専門性がいる分野であり、

行政だけではやれないところから、最初から、人づくりとセットで構想。マネージャ

の組織化（多様な NPO など。建築士会、技術センターなども支援）、活用の場も用

意。他の行政部門、企業、市民団体などとも連携して事業推進。 
 

 【自律的な学習・交流活動】 
◇千葉県習志野市立秋津小学校「秋津コミュニティ」 

余裕教室を拠点に施設の「自主・自律・自己管理」方式で、地域の人々がサークル

をつくって集い様々な活動。多くの大人が恒常的に学校で活動するから、自然に市

民と子ども・教職員との連携交流（合同での音楽会・運動会、特別活動や授業での

支援事業など）も。その活動自体が「秋津コミュニティ」と呼ばれるが、その地域

全体のコミュニティの絆の形成、まちづくりのコアになっていると評価。 

 
◇千代田区昌平小学校「コミュニティ・スクール」 

地域の団体の代表が自主的に運営委員会を組織、学校や教育委員会等と連携し、学

校施設の利用協議、各種事業の企画・実施。これを施設的に支えるのが千代田区立

昌平童夢館で、区立小学校の統廃合の一環、小学校、幼稚園、児童館、図書館の複

合施設。市民が使用する施設ということで、開閉式ドームをもつ屋上運動場、温水

プール・ジャグジー、シャンデリアのある多目的ホールなどが設置、全館冷暖房完

備の施設として整備。運動場、プールとも時間を決めて、市民と児童が共用。学校

図書室もまちかど図書館と同じフロア、図書貸し出しも連携。児童館と学校との連

携も。放課後、施設開放も円滑に。単なる学校施設の社会開放ではなく、学校は地

域の公共の施設を学校の時間に専用で使わせてもらっており、放課後には、市民み

んなの施設に戻るとの考え方。 

 
◇板橋区大原社会教育会館「学びの循環システム」（学んだ人が次に学ぶ人を支える仕組み） 

「初心者対象パソコン講習」を区民創作講座（ボランティアが企画運営）で実施。

お願いではなく、やってみませんかの呼びかけベースで。参加者が、「大原ＩＴ学

習室サポート」（運営支援グループ）を作り、自らその講習会の企画運営・パソコ

ンのメンテナンス等を担っている。受講者が、受講後、スタッフや講師に。サポー

トに加盟する多くのグループが、独自に、異なる内容での多様な講座を開設（167
名のスタッフが 12 のグループに分かれて運営。年１回の総会、月１回の代表・副

代表による運営会を実施）。 
区民が、「学び合い教え合う」相互学習型の活動を、行政の支援を背景に（特に社

会教育主事による間接的な指導効果が大きい）、学習者間の協力と連携により自立

的・継続的に行っている。 
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ＩＴ学習の運営実施から発展して、近隣の東京家政大学との協働により、講座の

受講前後の学習会、学校での子どもに対するパソコン利用授業（総合的な学習の時

間学習・生活科・社会科等）への支援や教員との協議会、ハンディキャップをもつ

方々へのパソコン学習支援など幅広い活動を展開させるに至っている。 
 
６．市民の行政との協働的な社会教育活動の推進 
 ○公民館の自律的な運営 

◇金沢市「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 

 
◇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 
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） 
 

◇東京都墨田区「すみだ生涯学習センター」ユートリア 
 （当初）区民から成る「学習推進委員会」（委員は 36 名、他に協力員を含めて約 100 名）

が、センターの事業の企画・運営に当たる。 
    1.「下町コミュニティカレッジ」事業 
           ９つのジャンルに前期・後期併せて 100 の講座が開かれる。講師も主に区民。 
       2.学習情報誌「みらい」の編集・発行等広報事業 
    3.団体・サークルへの支援事業（情報交換、活動発表の場の提供等） 
  （現在） NPO 法人「すみだ学習ガーデン」 
   ＜自主事業＞  サポーター（150 人）が会費月額 250 円を納めて部に所属 
    事業部 募集研修部  学習サポーターの募集と研修  
        講座事業部  年間 100 以上の講座（さくらカレッジ）の企画・立案 

講師との調整   区民の提案「夢の講座提案シート」   
               一芸ひろば、コンサート、トレンドセミナーなどの企画 
        学習情報部  情報誌「みらい」（毎月１回 81,500 部）発行、HP 作り、 

イベントのビデオ撮り 
        学習支援部  講座修了生などの学習成果発表会、ユートリア祭の企画運営

から舞台照明・音響まで 
        プラネタリウム事業部  上映番組や季節ごとのイベントの企画運営 
    企画調整部会  新規事業や運営上の課題を検討、対応提案 



25 
 

   ＜区からの受託事業＞  学習情報（情報コーナー）の管理運営 
        プラネタリウム投影・番組作成、メディアコーナーの管理運営等 
      ＊年間 1 億 7 千万予算のうち、9 割近くが区の委託金・補助金による。 
 
 ○協働型の市民活動  

◇長野県茅野市「パートナーシップのまちづくり」 
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」、「学んだ

成果の地域への還元」、「まちづくりへの積極的参加」にあることが判明。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、「ブックスタート」(小
学校入学時までに 4 冊)事業を実施。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、里山再生・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、「茅野市子ども館」に「CHUKO
らんどチノチノ」、中高生の居場所、運営は中高生による委員会、許可なく大人は入れ

ない、学習室・食堂・キッチン、ダンスルーム、防音スタジオ、コンビニなど、年間

2 万人の中高生利用。など、パートナーシップの具体化を推進。 
 

◇山形県天童市「公民館と地域づくり委員会の連携」 
市の「地域づくり委員会」設置要綱により、市内すべての地区に地域住民の代表か

らなる「地域づくり委員会」が設置される（全 11 地区、委員長は公民館長、委員 40
～80 名）。委員は、公民館を拠点に、日常生活を営む地域について学習し、課題を発

掘、分析、検討し、解決方策を検討する。 
その間、公民館は住民の学習場所に止まるのではなく、本来、まちづくり・地域振

興という面で行政機関と住民とのコーディネーター役・住民のオルガナイザー役を担

うべきものであることから、地域づくり委員会の活動を公民館活動の一環と位置づけ、

その活動を支援する。市の関係各部局は公民館に出向き委員会に対し、関連する行政

施策等を説明し、 改善策等もともに検討する。 
委員会での結論は、助役、各部長、関係課長などからなる「天童市地域づくり推進

行政会議」に諮られ、緊急性などを検討の上、直ちに実施するもの、予算化するもの、

中長期に検討するものなど、行政としての種々の対応が図られる。これまで、各地区

では、地区民へのアンケート実施、委員会開催などを通じて、「地域づくり計画」を策

定するなどし、地域の危険箇所の改善、信号や街路灯の整備など身近な地域環境の整

備改善が行われている。 
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◇川崎市「地域教育会議」 
     地域教育会議は、中学校区ごとに、ＰＴＡ・子供会・町内会等の代表者、住民委

員（教育に関心を持ち、地域の人々の推薦で参加する）、教職員、子ども文化セ

ンターや市民館の職員などから成る会議体で、市民の教育に対する意見を、行政

や学校、青少年団体等に反映させるとともに、地域の学習・教育についての人々

のネットワークを創ることに努めている。「教育を語る会」の開催、学校での行

事への参加、広報誌の発行、地域の教育への住民のニーズの調査、「子ども会議」・

「子ども座談会」などを行う。市教委（生涯学習推進課）からの委嘱事業として

実施。 
 
●「生涯学習大阪計画」2006～2015 （H25 年 3 月「中間時点での見直し」現在見直し中） 
○ 「生涯学習」とは、「基本的人権、自由、民主主義、ノーマライゼーション  等の人間

尊重の考え方を基本として、一人ひとりが人生のあらゆる段階や場面において、できるか

ぎりの自己実現をめざし、自分に適した手段・方法を選んで、自ら進んで行う自己教育活

動であるとともに、学習者がその成果を社会に広げ、よりよい社会への変革を担っていく

ことができるための学習のことである」 
 （「まなび」と「行動」が循環し、学習とさまざまなまちづくりの取組みとが密接に結び

つき広がりつつある状況をふまえて）、 
＋  「市民一人ひとりが、身近な問題について主体的に考え、ともに解決に当たると

いう、自律し連帯する能力である『市民力』を獲得するための学習」とする。 
＊「市民力」……自分たちでものごとを決め、社会的な課題に対してはともに解決に当たる

という市民一人ひとりの、自律し連帯する力のこと。 
     また、市民の地方自治への参加・参画においては、市民力とは、①住民自治、 

②市民への権限移譲、③パートナーシップの段階で発揮される力であるといわれる。 
○「パートナーシップに基づく“自律と協働の生涯学習社会づくり”の推進」 
○「まなび」を基本としたコミュニティづくり 

地域社会の課題を共有し、学びの成果を活かし解決するため、 
自律と協働の「教育コミュニティ」づくり 
 

７．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

http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000008636.html
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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 
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 

 
Ⅵ．「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。 
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 ○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。 

 ＜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。 
 
Ⅶ．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。 
＝ 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。 
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○ 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。 


