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生涯学習社会におけるボランティア活動の意義と役割 
2015.01.26（月） 
［馬場 祐次朗］ 

 
 
１．ボランティア活動の定義 
 ◎国の審議会答申等に見られる定義 
  ・生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」（1992.7） 
   
 
 【参考】 
  ①中央社会福祉審議会地域福祉専門分科会意見具申「ボランティア活動の中長期的な振興方策に 

ついて」（1993.7）  
   
 
  ②国民生活審議会 
 
 
 
 
２．ボランティア活動の基本的理念 
（１）自発性（自由意思） 
（２）無償性（無給） 
（３）公共性（公益） 
（４）先駆性（開発、発展） 
 
３．ボランティア活動の分野・領域 

分      野 内          容 

福祉 

高齢者福祉 食事（配食）サービス、傾聴、施設ボランティア、見守り活動など 

障害者福祉 放課後活動、外出支援、手話、移動サービス、朗読など 

児童福祉 学習支援、BBS、施設ボランティアなど 

生活福祉 ボームレス自立支援、炊き出しなど 

全般 いのちの電話、カウンセリング、福祉施設慰問など 

子ども 
子育て 子育てサロン、通学見守り、託児、おもちゃ図書館など 

健全育成 BBS、いじめ電話相談(チャイルドライン)、冒険遊び（チャイルドパーク）など 

保健・医療 
健康づくり 食育、ウォーキングの会など 

医療 献血、ホスピス、患者の会の支援など 

教育・文化・スポーツ 

教育 学校支援ボランティア、放課後子ども教室、学童保育支援、フリースクールなど 

文化 博物館ボランティア、伝統文化継承活動など 

スポーツ スポーツ指導、スポーツ大会の運営など 

まちづくり 地域緑化活動、清掃活動、地域おこし、観光ボランティアなど 

環境 リサイクル、ゴミ減量、省エネルギー推進、自然保護、森林保全、環境教育など 

防災・防犯 防災活動、調査研究、防犯パトロールなど 

災害支援 被災者支援、救援物資の仕分け・配布、片づけ、炊き出しなど 

国際交流・多文化共生 留学生との交流、通訳ボランティア、多言語での生活・医療相談など 

国際協力 難民支援、国際医療協力、発展途上国支援など 

男女共同参画 起業支援、女性の地位向上、働きやすい環境づくりなど 

ボランティア活動は、個人の自由意思に基づき、その技能や時間等を進んで提供し、社会に貢献すること。 

ボランティア活動は、自らの自由意思で行うものであって、その技能や時間などを進んで提供し、他人や社会に貢献すること。

ボランティア活動は、自発性に基づく行為であり、かつての慈善や奉仕の心にとどまらず、地域社会への参加や自己実現、相

互扶助、互酬性といった動機に裏付けされた行動であると認識されている。 
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人権擁護 人権啓発・擁護活動、差別撤廃活動など 

消費者保護 消費者啓発活動など 

平和推進 平和推進活動、被爆者支援活動など 

その他 ホームレス支援、生活保護者の支援、ボランティア活動のサポートなど 

 

３．ボランティア活動に対するアプローチ（生涯学習・社会教育の領域における） 
（１）指導者論からのアプローチ 
  ・社会教育とボランティア活動の関連は、①社会教育活動に対するボランティア活動、②社会教育

活動の一環としてのボランティア活動、③ボランティア活動がもつ教育的効果への着目の 3 点にあ

る。［伊藤俊夫：社会教育におけるボランティア論］ 
  ・生涯学習ボランティアとは、自己の学習成果や体験などを活用して実施する行為のすべてを指し、

生涯学習を推進するうえで欠かせない指導者［岡本包治：生涯学習と指導者・ボランティア］ 
（２）組織論からのアプローチ 
  ・「国家関与型の組織論から市民活動中心型の組織論へと転換するという問題」に注目し，「公的保 

証制度を前提にして現在の体制の中にいかに市民運動中心型の制度を組み込めるか」［末本誠「社 
会教育の組織原理としてのボランティア問題」］ 

（３）学習論からのアプローチ 
  ・「学習ボランティアとは，市民の人間性や知識・技能などの向上を目指す生涯にわたる学習の指 

導や助言や援助をするボランティアのことをいう」と定義したうえで，「学習ボランティア活動 
は学習活動という側面を持っている。つまり，市民の学習を援助する活動が，同時に自分の学習 
になるという側面を持っている。［稲生勁吾「学習ボランティア活動」］ 

  
４．社会教育・生涯学習振興行政とボランティア活動の系譜 
（１）社会教育におけるボランティア活動の草創期 
  ・第二次世界大戦直後の混乱期の中で、心ある民間有志が引揚者の援助活動や青少年の健全育成に 

取り組んだ。 
・戦前から活動していたボーイスカウト、ガールスカウト、青年団などが復活したほか、ＧＨＱ（連 
合国軍最高司令官総司令部）の指導のもと、全国各地で地域婦人会やＰＴＡが組織され、こうした 
社会教育関係団体が地域や社会の課題解決に率先して取り組み、戦後の社会復興・教育復興に大き 
な役割を果たした。 

（２）高度成長期とボランティア活動への注目 
  ・1970 年代に入ると、我が国の社会構造は急激に変化する。人々の生活は物質的に豊かになり、

余暇時間も増大し、自らの行動を選択する幅も格段に拡がって行く。 
・一方で、地域連帯意識の希薄化や世代間の断絶、過疎化、自然破壊など様々な課題が生じる。 
・こうした社会の急激な変化を背景として、人々の生涯の各時期における学習課題・学習要求が多

様化・高度化していく中で、これまでの教育体系を見直し、家庭教育、学校教育、社会教育の有機

的な統合を目指す「生涯教育」という考え方が我が国にも導入された。 
・1971(昭和 46)年 4 月の社会教育審議会答申「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方

について」において、青年教育、成人教育、婦人教育、高齢者教育の課題として、初めてボランテ

ィア活動に注目し、その振興を提言。 
・文部省は、1971(昭和 46)年度の社会教育関係予算に初めてボランティア関連予算［青少年ボラン

ティア活動促進方策、婦人ボランティア活動促進方策］を計上。1978（昭和 53）年度からは高齢

者人材活用を新たに開始した。 
・その後，中央教育審議会は，1981（昭和 56）年に「生涯教育について」を答申。その中で，社

会教育の現状認識として，「奉仕活動など多種多様な事業」が推進されていると指摘したうえで，

青少年の地域社会に対する関心・愛着を高めるため，「奉仕活動などの場を与え」ること，「主婦，

高齢者を含む成人一般の有志指導者」等の活躍を期待している。さらに，指導者の養成に関して「学

校の教職員やその退職者，企業の専門職員や地域住民などの有志指導者の活躍が望まれる」と提言

した。 
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（３）生涯学習の推進とボランティア活動の推進 
  ・1984（昭和 59）年に設置された臨時教育審議会は、1985（昭和 60）年～1987（昭和 62）年に

かけて生涯学習体系への移行を主軸に 4 次にわたる答申を出した。1986（昭和 61）年の「教育改

革に関する第二次答申」の中で、社会教育を活性化する方向性の重要な柱として、「ボランティア

活動の振興」を掲げ、青少年から高齢者に至る幅広い層の社会参加の促進を提言。 
  ・1986（昭和 61）年 12 月の社会教育審議会社会教育施設分科会報告「社会教育施設におけるボラ

ンティア活動の促進について」において，社会教育施設にボランティアを導入することが，施設に

とっては，活力を呼び，新しい運営展開が期待できる一方で，ボランティアにとっても自己実現の

道であり，社会教育施設はその志を生かす格好の舞台となると指摘した。 
  ・1990（平成 2）年 1 月，中央教育審議会答申「生涯学習の基盤整備について」において，生涯学

習はボランティア活動の中でも行われるものであることを示し，指導者・助言者の養成に関連して，

ボランティアを含め生涯学習に関する指導者・助言者の養成や研修を行う必要性を提言した。 
・1992（平成 4）年 7 月、生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策

について」では、当面取り組むべき 4 つの重要課題の 1 本に「ボランティア活動の支援・推進」を

提言。 
（４）ボランティア活動の多様化とボランティアへの期待 
  ・1995（平成 7）年 1 月に起きた阪神・淡路大震災に際し、全国各地から多くのボランティアが駆

け付け様々な分野で精力的に活動を展開したこともあって、我が国においてボランティア活動はご

く普通のこととして捉えられるようになった。 
  ・1996（平成 8）年 4 月，生涯学習審議会答申「地域における生涯学習機会の充実方策について」

において，社会教育・文化・スポーツ施設に関し，ボランティアの受け入れを積極的に進めること

が重要と指摘した。さらに，今後の生涯学習関連施設が取るべき方策としてボランティアの受け入

れを掲げ，ボランティアを受け入れることは，施設の提供する学習機会をより充実するばかりでな

く，地域住民の希望や意見を施設の運営に反映させ，その活性化に寄与すると指摘した。 
  ・行政改革や規制緩和が進む中、従来の「官」と「民」という２大セクターとは異なる新たなセク

ターとして「NPO（Nonprofit Organization）」に対する関心が高まり、1998（平成 10）年 3 月に

特定非営利活動促進法（NPO 法）が成立すると、社会教育の分野でも多くの NPO が組織されるよ

うになる。 
  ・1998（平成 10）年 9 月の生涯学習審議会答申「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在

り方について」においても、社会教育行政の新たなパートナーとしてボランティア・NPO に注目。

以後、こうした市民の主体的な意識と行動に基づく活動は、次第に「新しい公共」として捉えられ

るようになっていく。 
  ・1999（平成 11）年 6 月の生涯学習審議会答申「学習の成果を幅広く生かす―生涯学習の成果を

生かすための方策について」においては，生涯学習の成果を生かす方策の 3 つの柱の一つとして「ボ

ランティア活動に生かす」を掲げ，「地域の発展に生かす」の方策の中で学校支援ボランティアに

も言及し，その推奨を提言した。 
  ・2001（平成 13）年 7 月，学校教育法及び社会教育法が改正され，青少年のボランティア活動な

ど社会奉仕体験活動等の充実に努めることが法律上明言された。 
  ・2002（平成 14）年 7 月の中央教育審議会答申「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策につい

て」において、「個人や団体が支え合う新たな『公共』を創り出すことに寄与する活動を広く『奉

仕活動』として捉え、社会全体として推進していく必要がある」と指摘し、主体的に社会に参画し

ていく人材を育成するためにも、青少年期に奉仕活動などの機会を提供することの必要性を提言。 
  ・2006（平成 18）年 12 月、教育基本法が全面的に改正され、教育の目標として「公共の精神を尊

び、国家・社会の形成に主体的に参画する国民の育成」が新たに盛り込まれた。また、社会教育に

ついては、個人の要望だけではなく、「社会の要請」に基づく展開の必要性が新たに規定された。 
  ・2008（平成 20）年 6 月の、社会教育法、図書館法、博物館法が改正。教育委員会や社会教育施

設の業務に学習成果の活用の支援が新たに規定され、法律的にも社会教育におけるボランティアの

果たす役割が期待されている。 
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５．生涯学習とボランティア活動 
（１）生涯学習の定義 
   人々が、自発的意思に基づいて、自己の充実、生活の向上、職業能力の向上のために、自ら学ぶ

内容を選び、充実した人生を送ることを目指して生涯にわたって行う学習。 
（２）生涯学習とボランティア活動の関係 
  ・1992（平成 4）年 7 月の生涯学習審議会答申においては、「生涯学習は、学校や社会の中で意図

的・組織的な学習活動として行われるだけではなく、人々のスポーツ活動、文化活動、趣味、レク

リエーション活動、ボランティア活動などの中でも行われるもの」と指摘。 
  
 
 
 
 
 
 「ボランティア活動の領域は、幅広く日常生活のあらゆる側面に及んでおり、例えば地域の教育機能

を高めることや、高齢化社会への対応、豊かで潤いのある地域社会の形成に欠かせない」 
（３）学習の過程と生涯学習審議会答申の視点 
  学習の過程：①目的、②内容、③支援方法、④過程、⑤成果に分節できる。 
  第 1 の視点：学習の目的に関する論点 
  第 2 の視点：学習の内容・成果に関する論点 
  第 3 の視点：学習の支援方法、学習過程に関する論点 
   学習の過程それぞれに、ボランティア活動と生涯学習は関連する。 
   また、ボランティア活動は、自発性、無償性、公共性が原則である。生涯学習は、自発的な活動

であり、職業としてあるいは対価を回収する活動として存在するわけではないし、その成果が公共

的な形で享受される場合も多い。そのため、生涯学習とボランティア活動は極めて類似した活動で

あるといえる。 
（４）学習活動の変化・多様化とボランティア活動 
 ・学習には、「課題解決の学び」と「自己充実の学び」がある。 
  ①課題解決の学び： 

受験勉強、運転免許取得のための自動車学校での学び、就職・転職・キャリアアップの学びなど 
  ②自己充実の学び： 
   新しい語学に挑戦するための学びなど 
  ③課題解決の学びと自己充実の学びの融合 
   仕事で出張のため語学学習を始めたが、続けるうちに外国語を学ぶことが楽しみになった。 
 ・時代の変化により「課題解決のための学び」が目立つ場合と，「自己充実の学び」が目立つばあい

がある。 
  ★第二次世界大戦後まもなく・・・地域復興を目指して，生活課題や地域課題解決のための学習活

動が展開された。 
  ★1970 年代半ば・・・カルチャーセンター等が普及し，自己充実の学習が拡大した。 
   一方で，高度経済成長の歪みとしての公害問題の発生等に対する住民の課題解決のための学習活

動も広がった。 
  ★1990 年代以降・・・行政においても社会的・公共的問題についての学習機会提供の重要性が認

識される。生命・人権・男女共同参画・高齢化社会・環境など（現代的課題）社会全体としての課

題解決のための学習の必要性が強調される。 
 
６．生涯学習と学習の成果 
（１）生涯学習社会の実現を目指して 
  生涯学習社会とは： 
   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，

【生涯学習とボランティア活動の緊密な関係】 
①ボランティア活動そのものが自己開発、自己実現につながる生涯学習となること。 
②ボランティア活動を行うために必要な知識・技術を習得するための学習として生涯学習があり、学習の成果を

生かし、深める実践としてボランティア活動があること。 
③人々の学習を支援するボランティア活動によって、生涯学習の振興が一層図られること。 
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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［教育基本法第 3 条］ 
（２）生涯学習と学習の成果 
  ・学習した成果は，学習した人だけのものではない。 
   ★運転免許を取る・・・車に乗せてもらってドライブを楽しめる家族・友達がいる。 
           車を使って，高齢者や障碍者の介護を支援するボランティア活動を行う。 
   ★楽器の演奏の学習・・・イベントで披露し，参加者に喜ばれる。 
               小学校の音楽の時間に子供たちに演奏方法を教える。 
  ・このように，学習成果を生かしてボランティア活動することにより，学習は個人的な趣味・娯楽

の段階から，社会的に意味のあるものに移る。 
（３）ボランティア活動の意義 
  ・ボランティア活動の領域は幅広く日常生活のあらゆる場面に及んでおり，地域の持つ教育機能を

高めることや，高齢化社会への対応，豊かで潤いのある地域社会の形成に欠かせない。 
  ・子供から高齢者まですべての人々が，それぞれの立場や能力に応じてボランティア活動に参加す

ることが重要。 
  ・特に青少年期においては，身近な社会に積極的に関わる態度を培い，自らの役割を見出すうえで，

教育的意義が極めて大きい。 
 
７．社会教育と住民参加 
（１）住民と創る社会教育へ 
  ・社会教育における住民参加の場面は， 

①行政や民間などが提供している学習機会へ学習者として参加する。 
②奉仕活動・ボランティア活動など，必ずしも学習機会と想定されていない場面への参加。結果と

して参加が学習となることがある。 
  ③学習者が実際の学習場面において，講師任せではなく積極的に参加する場合。（参加体験型学習） 
  ④社会教育事業の実施や社会教育施設の運営，社会教育行政への参加。 
  ・地域住民は，単に教育を受ける「受益者」としての存在に留まらず，他者の学習を支援する「行

為者」としての役割を担うように変化する。 
（２）住民参加の多様な形 
  ・参加場面（何に対して） 
   ①事業実施，②施設運営，③社会教育行政への参加 
   事業実施・・・公民館の講座の企画・運営にボランティアスタッフとして参加するなど 
   施設運営・・・公民館運営審議会，図書館協議会，博物館協議会等の委員として，施設運営全般

にわたって関わるなど。 
   社会教育行政・・・社会教育委員として，当該地方公共団体の社会教育の取組全般について，企

画立案・提言等を行う。 
  ・参加時間（いつの時点で） 
    計画・実施・評価のどの時点での参加かということも重要。地域住民が関わるのは，実施段階

のみなのか，あるいは市民企画講座のように計画段階から参加するのか。場合によっては，企画

段階から評価のプロセスに至るまで住民参加を組み込む取組も見られる。 
  ・参加者・参加動機（誰が，きっかけは） 
    意欲があれば誰でも参加できる公募型の場合もあれば，行政からの委嘱を受けた一部の人・団

体だけの場合もある。（属性に偏りがある場合は問題となる） 
    自発的なものもあれば，声をかけられた順番，動員されたなど，実態は様々異なる。 
  ・参加の権力構造（参加を実質的に動かしているものは） 
    参加の場は，誰がコントロールしているのか（行政か，住民自身か）という点も検討する必要

がある。 
    行政がアリバイ作りのためにお膳立てした場に住民が乗っかっているだけという例も少なく

ない。 
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    一部の声の大きい住民が仕切っているという例も見かけられる。 
 
８．社会教育とボランティア活動［社会教育施設におけるボランティア活動］ 
（１）社会教育施設とは 
   もっぱら社会教育活動を目的として設けられた施設をいう。 
   公民館，図書館，博物館，青少年教育施設，女性教育施設，社会体育施設，文化会館，生涯学習

センターなど 
（２）社会教育関連施設 
   社会教育の推進に事実上役立っている施設をいう。 
   学校教育施設，厚生施設，職業訓練施設，農業研修施設，宗教施設，教養娯楽施設など 
（３）社会教育施設の数（平成 23 年度社会教育調査より） 

単位：館 

 
 
（４）社会教育施設におけるボランティア活動の意義  
  ・社会教育施設におけるボランティアの導入については、①市民の自発的な活動の支援の側面と、 

②財政合理化（コスト削減）の側面があり、評価が分かれたことや、施設職員の意識の問題もあ

り従来は活発ではなかったが、社会教育施設は、地域における人々の生涯学習の拠点であること

から、地域住民に学習機会を提供するだけでなく、学習した成果を生かし深める場として、ボラ

ンティアの導入が期待されている。 
  ・1986（昭和 61）年 12 月の社会教育審議会社会教育施設分科会報告「社会教育施設におけるボラ

ンティア活動の促進について」において、「ボランティアの人々の発想が社会教育施設の運営や

事業の実施に新しい工夫をもたらし、施設をより多くの人々に親しまれるものにする」とボラン

ティアに期待しており、「ボランティアにいそしむことはその人々にとって、自己実現の道であ

り、社会教育施設は、その志を生かす格好の場となる」と指摘。 
    そのうえで、ボランティアの活動領域の設定、ボランティア情報のネットワークの整備、交通

費や食事代の支給、ボランティア保険の活用、ボランティアの養成や研修の実施、ボランティア

活動に対する社会的評価の検討などを提言。以後、社会教育施設におけるボランティア導入は

徐々に進展した。 
施 設 名 期 待 さ れ る 活 動 内 容 
公民館 婦人学級，家庭教育学級，成人大学講座等各種学級・講座における指導・助言，各

種学級・講座で使用する自主教材制作への協力，地域の伝統芸能を継承するための

諸活動に対する指導・助言，子供会・青年団・婦人会等各種の社会教育関係団体が

行う諸活動に対する援助，学習相談等各種の相談活動における相談員，事業計画の

企画立案に際しての援助，公民館に対するニーズ調査を行う場合の援助，学習グル

ープの組織化活動，学習情報の収集・提供への協力など 
図書館 視覚障害者のための点字図書や録音テープ等の作成，子供のためのストーリー・テ

リング・紙芝居・読書会活動等の集会行事における指導・助言・協力，移動図書館

の地域配本所における援助活動，書庫の図書整理及び破損図書の修理，レファレン

ス・情報提供における司書への協力，民話等の郷土資料の収集活動への協力など 
博物館 展示の解説，展示資料の看視及び会場整理への協力，展示資料の収集・制作等にお

ける学芸員への協力，標本作成や調査研究活動に対する協力，探求的学習活動への

助言，学習活動の教材・教具の制作，野外活動等教育活動における指導・援助，来
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館者に対するインフォメーション，「友の会」等利用者グループの世話，利用者の自

由研究の相談など 
青少年教育

施設 
利用グループに対する野外活動・自然観察等の指導・援助，青少年団体・グループ

活動に対する援助，主催事業等に対する協力活動，自然保護活動，自然環境調査，

教材・教具の作成・提供など 
婦人教育 
施設 

婦人学級，家庭教育学級等各種学級・講座における指導者，主催事業に対する協力

活動，婦人団体・グループが行う諸活動に対する援助，情報の収集・提供への協力，

学習相談・育児相談等各種相談活動における相談員など 
 
（5）社会教育施設におけるボランティア活動の現状（登録者数） 

単位：人 

 
 
９．社会全体の教育力の向上とボランティア活動 
（１）今日の教育課題とボランティア活動 
  ①学校教育の課題 
    いじめ問題への対応，学力・体力の向上への取組の充実など 
  ②家庭教育の課題 
    子育ての不安への対応等家庭の教育力の向上など 
  ③地域社会の課題 
    人間関係の希薄化，地域創生への対応等地域の教育力の向上など 
（２）学校・家庭・地域社会の連携の必要性 
  ・2008（平成 20）年 2 月、中央教育審議会答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策につ

いて～知の循環型社会の構築を目指して～」において、今後国民一人一人が「総合的な力」を身に

付けるために目指すべき施策の方向性として、①国民一人一人の生涯を通じた学習の支援、及び②

社会全体の教育力の向上の必要性の二点を提言。 
・特に社会全体の教育力の向上のためには、学校・家庭・地域それぞれの教育力の向上を図るとと

もに、学校・家庭・地域住民等が緊密に連携・協力する仕組みづくりに取り組むことの重要性を指

摘し、具体的な方策として学校を中心とする地域住民等によるボランティア活動の推進に期待して

いる。 
（２）学校・家庭・地域の連携を進める国の施策 
 ①放課後子供教室 
   子供たちに関わる重大事件の続発など、青少年の問題行動の深刻化や家庭の教育力の低下等に対

応し、未来の日本を創る心豊かで逞しい子供を社会全体で育むため、文部科学省が 2004（平成 16）
年度から実施。 

   学校の空き教室等を利用して、地域の様々な人材の参画を得て、子供たちとともに学習活動や、

スポーツ・文化活動など様々な活動を展開。 
 ②学校支援地域本部事業 
   学校が様々な課題を抱える中で、地域全体で学校の教育活動を支援するため、学校の求めに応じ
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て地域住民が授業の補助、図書館等の整備、通学時の見守り、学校環境の整備など様々な分野のボ

ランティアとして活動する事業。2008（平成 20）年度から文部科学省が助成。 
 ③家庭教育支援 
   身近な地域で、子育てや家庭教育に関する相談にのったり、親子で参加する様々な取組や講座な

どの学習機会や地域の情報などを提供し、チームで家庭教育を支援する事業。チームの構成員は子

育て経験者、教員 OB,PTA などの地域の子育てサポーターをはじめ民生委員、児童委員、保健師、

臨床心理士などの専門家も参画。 
④土曜日の教育活動推進プロジェクト 

  ・2013（平成 25）年 11 月、学校教育法施行規則の改正により、設置者の判断で土曜授業を行うこ

とが可能となった。 
  ・文部科学省では、今後、子供たちにとってより豊かで有意義な土曜日を実現するため、2014（平

成 26）年度から新たに、質の高い土曜授業を実施するための支援策や、地域における多様な学習、

文化・スポーツ・体験活動など様々な活動を促進するための助成を開始。 
 ⑤保護者・地域住民の学校経営 
  ・学校評議員 
    学校教育法の改正により、2000(平成 12)年度から導入された。保護者や地域住民など外部関係

者の意向を学校経営に反映させる制度。合議体ではなく、個人単位で活動するが、校長の判断で

会議を開催することもできる。ただし、この場合も意思決定機関ではない。 
   【学校教育法施行規則第 49 条】 

① 学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。 
② 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちか

ら、校長の推薦により、当該学校の設置者が委嘱する。 
  ・学校運営協議会（コミュニティ・スクール） 
    2004(平成 16)年の中央教育審議会答申「今後の学校の管理運営の在り方について」を受けて導

入された。2004(平成 16)年 9 月、地教行法の改正により、法的にも位置づけられた。学校運営に 
、地域住民や保護者が参画することにより、地域の実情に応じた「特色ある学校づくり」が実現

可能となった。 
    学校運営協議会は、教育委員会の指定により設置され、校長が作成する学校運営の基本方針や 

教育課程の編成などに関する事項を承認するとともに、当該学校の人事に関する意見を任命権者 
都道府県教育委員会）に述べる権限がある。 

 
10．教育関連法の改正とボランティア活動 
（１）教育基本法・社会教育関連法の改正とこれからの社会教育 
  教育関連法の改正から見えてくる今後の社会教育の役割のキーワード 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）新しい公共という考え方が生まれた背景 
  ①都市化，少子高齢化，高度情報化，国際化など現代における社会の急激な変化は，個人と社会の

関係，市民と行政との関係に大きな変化をもたらしている。 
  ②このことは日本国内だけでなく，世界的な次元でにおいても同じである。 
  ③わが国では，「小さな政府」を目指し民営化を推進すること，また，NPO・NGO の活動の促進等

をの活動等を通して，国の施策段階への市民参画が求められるようになってきている。 

・公共の精神 
・連携・協力 
・学習成果の活用 
・評価 
・情報提供 

新しい公共に 
資する社会教育 
（市民と行政で創る

新しいシステム） 
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（３）ユネスコのドロール・レポート 
  1996（平成 8）年ユネスコ 21 世紀教育国際委員会報告書 
  『学習：秘められた宝（Learning：The Treasure Within）』 
  ・今後の教育のよって立つ柱として 
   ①知ることを学ぶ（Learning to know） 
   ②なすこと学ぶ（Learning to do） 
   ③共に生きることを学ぶ（Learning to live together） 
   ④人間として生きることを学ぶ（learning to be） 
  ・人々が共存していくうえで「学習」が果たす役割に期待を寄せた。 
（４）社会教育における新しい「公共」への関心 
  ・2002（平成 14）年 7 月中央教育審議会答申「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策について」 
  ・2002（平成 14）年 3 月中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基

本計画について」 
  ・2004（平成 16）年 3 月中央教育審議会生涯学習分科会（審議経過の報告）「今後の生涯学習振興

方策について」 
 
11．社会教育行政の危機とボランティア活動 
（１）社会教育行政の危機的背景 
  ・1984（昭和 59）年に設置された臨時教育審議会は，４次にわたる「教育改革に関する答申」中

で，「生涯学習体系への移行」を打ち出して以来，生涯学習という表現が一般的になる。 
  ・1988（昭和 63）年 7 月，文部省は機構改革を実施し，「社会教育局」を「生涯学習局（生涯学習

振興課，社会教育課，学習情報課，青少年教育課，婦人教育課）」に改組した。 
  ・全国の地方自治体では，従前の「社会教育課」を「生涯学習課」に名前だけ変更するところが多

かった。 
  ・このことが，「社会教育」と「生涯学習」の混同を招き，今に至っている。 
（２）もう一度社会教育を見直そう 
  ・そもそも教育と学習は違う 
   学習：各個人が主体的に行う。（教育の中でも学習は行われる） 
   教育：教える者と教わる者の関係。教える側には，教わる者を良くしようとする意図がある。 
      「人づくり」 

・「生涯学習の支援」から「社会教育」へ 
   社会教育の意義 
   ①人々の社会教育活動を振興する。 
   ②人々の生活課題を解決する。 
   ③地域の課題を解決し，地域の教育力を高める。 
   ④個人及び地域の自立を助ける。 
（４）社会教育と地域コミュニティーの関係 
  ・社会教育・・・人間として，市民としての成長や，家庭・日常生活，職業生活等を向上させるう 

えで必要な知識・技術の獲得を目指して行われる。 
・地域には様々な課題がある。一方で，優れた人材，豊かな自然や文化など地域コミュニティーに 
関わる豊かな教育資源がある。 
・地域において，地域の教育資源を活かしながら，人々がお互いに学び合い，教え合うことによっ 
て，人と人との連帯感が高まる。 
・すなわち，社会教育によってコミュニティー意識が強くなる。 

12．今後の社会教育に求められる役割 
 ・自立した市民育成のための循環型学習システムの構築 
  「個人の要望」や「社会の要請」に応えながら，「学習」と「地域コミュニティー」を繋ぐ新たな

仕組みを，様々な機関・団体等の連携・協働によりコーディネートしていくこと。 
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（１）熊本県阿蘇市立内牧小学校「地域と創る土曜授業」 
 
（２）静岡県「地域おける通学合宿推進事業」 
 
（３）愛媛県新居浜市泉川公民館「地域主導型公民館への転換」 
 
（４）愛媛県松山市久米公民館「久米安全安心ネットワーク協議会の設立」 
 
（５）島根県邑南町日和公民館「日和地区未来開拓プロジェクト」 
 
（６）福岡県糸島市南風公民館「南風校区共創プラン」 
 
（７）福岡県福岡市大原公民館「楽しいまちづくり講座『大原維新』」 
 
（８）熊本県大牟田市駛馬地区公民館「はやめ南人情ネットワーク」 
 


