
    講義レジュメ     担当講師 古市 勝也 
                                                  担当期日 26 年１月 24 日 
内容・テーマ                   
   「社会教育施設の役割と機能」―教育振興基本計画以後の新しい役割と機能を見る－ 
 
１、今、なぜ社会教育施設か ― 社会教育施設を取り巻く現状 ―   
（１）社会教育施設の一般部局化 
 ・ 佐賀県の事例、北九州市の事例 
（２）社会教育施設の「指定管理者制度」導入 
・ 佐賀県武雄市立図書館：「ツタヤ」が管理運営・・・「ツタヤ」ショック 
・ 経営に民間活力、民間の経営のノウハウを活用 

 ・ 公共施設の管理であり、住民サービスの向上を期待・・落としてはならない。 
（３）職員体制・・・行政サービスを低下させない 
 ・ 職員研修・・・職員の資質能力の向上 
 
１、社会教育施設とは 
＊ 公民館、図書館、博物館等社会教育行政の管轄下にある施設 
公民館、図書館、博物館、青少年教育施設（青年の家、少年自然の家等）、総合社会教育施

設（社会教育総合センター等）、視聴覚センター、女性教育施設（女性センター、婦人教育会

館等） 
＊ 社会教育関係施設 
 社会教育行政以外の管轄にある施設でも、人々の学習活動を支援し、学習情報・知識を提

供したりする施設は社会教育関係施設（又は社会教育関連施設）と呼ぶ。 
＜設置目的から見る＞ 
昭和 46 年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」 
＊ もっぱら社会教育活動を目的とする施設：公民館、図書館、博物館、体育館、青年の家

等 
＊ 社会教育のために設けられたものではないが、社会教育の推進に事実上役立つ施設：学

校教育施設、厚生施設、職業訓練施設、農業研修施設、教養娯楽施設 
２、法的根拠等 
（１）地方自治法 
第 244 条 1 項 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供する

ための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 
（２）地方教育行政の組織及び運営に関する法律 
 第 30 条 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その



他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係

職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することがで

きる。 
（３）社会教育法 
 第 3 条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の

奨励に必要な施設の設置及び運営、・・・・ 
 第 5 条４ 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に

関すること。 
 第 6条３ 社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあっせんに関すること。 
 第 9 条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。 
３、社会教育施設に何が求められているか 
（１）新しい役割と機能が求められる背景 
 
（２）社会教育施設に求められる新しい役割と機能とは何か －法的根拠・答申等から見る－ 
 
 
２、社会教育施設に何が求められているか － 法的根拠・答申等から見る － 
（１）教育基本法 2006（平成 18）年 12 月 
（教育の目標） 
第２条 ３ 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に

基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと 
（生涯学習の理念） 

第３条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯

にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に

生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 
（社会教育） 
第 12 条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団

体によって奨励されなければならない。 
（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力） 
第 13 条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自

覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 
 

（２）「第2期教育振興基本計画」平成25年6月14日、閣議決定、平成25年6月14日 

第２部 今後５年間に実施すべき教育上の方策 

    ～４つの基本的方向性に基づく、８の成果目標と３０の基本施策～ 

「Ⅰ 四つの基本的方向性に基づく方策」の「４ 絆づくりと活力あるコミュニティの形



成」 
成果目標８．（互助・共助による活力あるコミュニティの形成）p65 
 個々人の多様な学習活動の実施や参画を通じ、家庭や地域のネットワークを広げ、互助・

共助による活力あるコミュニティを形成する。 
 特に、学校や社会教育施設等を地域の振興・再生に貢献するコミュニティの中核として

位置付け、多様なネットワークや協働体制を整備し、個々人の地域社会への自律的な参画

を拡大する。 
[成果指標]  
＜初等中等教育・生涯学習関係＞ 
① 全ての学校区において、学校支援地域本部など学校と地域が組織的に連携・協働する

体制を構築 
② コミュニティ・スクールを全公立小・中学校の 1 割に拡大 
③ 住民等の地域社会への参画度合いの向上 
 ・地域の行事に参加している児童生徒の割合の増加 
 ・地域の学習や活動に参画する高齢者数の割合の増加 
 ・社会教育施設におけるボランティア登録者数の増加 
④ 全ての学校、社会教育施設で運営状況の評価や情報提供を実施 
⑤ 全ての市区町村に総合型地域スポーツクラブを設置 
⑥ 家庭教育支援の充実 
 ・全ての小学校区で家庭教育に関する学習機会の確保や家庭教育支援チームによる相

談対応などの家庭教育支援を実施（家庭教育支援チーム数の増加） 
 ・家庭でのコミュニケーションの状況や子どもの基本的生活習慣の改善 
＜高等教育・生涯学習関係＞ 
① 大学における地域企業や官公庁と連携した教育プログラムの実施数の増加 
② 地域の企業等（同一県内企業又は地方公共団体）との共同研究数の増加 
③ 地域課題解決のための教育プログラム（短期プログラム、履修証明等）の増加 
④ 震災ボランティアを含めた地域における学生ボランティアに対する大学等の支援状

況の向上 
⑤ 地域に向けた公開講座数や大学開放（体育館、図書館等）の状況の向上 

＜5 年間における具体的方策＞ 
基本施策 20 絆づくりと活力あるコミュニティの形成に向けた学習環境・協働体制の整

備推進 
[基本的考え方]  
〇 活力あるコミュニティが人々の学習を支え、生き抜く力をともに培い、人々の学習

がコミュニティを形成・活性化させるという好環境の確立に向けて、地域の教育資源

を結びつけ、学校や公民館等を拠点とした多様な人々のネットワーク・協働体制を確



立する必要がある。 
〇 このため、全ての学校区において、学校と地域が連携・協働する体制が構築される

ことを目指し、社会全体で学校や子どもたちの活動を支援する取組や地域とともにあ

る学校づくりを推進する。また、学校や公民館等の社会教育施設をはじめとする学び

の場を核にした地域コミュニティの形成を目指した取組を推進する。さらに、高等教

育機関においても、地域の学びの場としての生涯学習機能の強化を推進する。 
[主な取組] 
20-1  社会全体で子どもたちの学びを支援する取組の推進 
・「学校支援地域本部」、「放課後子ども教室」 
20-2 地域とともにある学校づくりの推進 
20-3 学びの場を拠点にした地域コミュニティ形成の推進 
・公民館や社会教育施設を拠点に 
・学校施設と社会教育施設等との複合化、余裕教室の活用 
・劇場、音楽堂等への支援 
・地域のスポーツクラブの育成 
20-4 地域における学び直しに向けた学習機能の強化 
 

 
基本施策 21 地域社会の中核となる高等教育機関（COC 構想）の推進 
[基本的な考え方] 
○ 知的創造活動の拠点である大学等は、地域の中核的存在（Center of Community）で

ある。これらの高等教育機関が有する様々な資源を活用して、地域が直面している

様々な課題解決に取り組むことにより、教育研究機能の向上に資するとともに、地域

の活性化にもつながることから、このような活動に対し、一層の支援を行う。 
 [主な取組] 
21-1 COC 構想を推進する高等教育機関への支援 
・・・地域との相互交流を促進し、地域から信頼される地域コミュニティの中核的存在

（COC、Center of Community）としての機能強化を図る。 
 

 

 
基本施策 30 社会教育推進体制の強化 
[基本的考え方] 
○ 地域における学習活動を、活力あるコミュニティ形成と絆づくりをはじめとする課題

に、より積極的に貢献できるものとすることが重要である。 
○ このため、社会教育行政が、学校や家庭、まちづくり、福祉等の関係部局や、民間団体、

大学等の地域の多様な主体と、より、積極的に連携を仕掛け、地域住民も一体となって



協働して取組を進めていく「社会教育行政の再構築」を実施するための環境整備を図る

とともに、地域の学びを支援する人材を育て、地域の学びの場をより質の高いものとす

るための取組を推進する。 
 [主な取組] 
30-1 社会教育推進体制の強化 
・ 社会教育行政が関係部局、大学等、民間団体、企業等の様々な主体と自ら積極的に連携・

協働しつつ、地域課題の解決に取り組んでいる先進的な地方公共団体を支援し、その優

れた成果を全国へ普及することなどにより、「社会教育行政の再構築」を推進する。 
また、地域の多様な人材をつなげていく役割を果たす社会教育主事等の専門人材の役割

や配置の見直し、資質・能力の向上を図る。また、地域で活躍する教育支援人材等の人

材認証制度の構築など、地域の学びを支える人材の育成・活用に取り組む。 
さらに、全ての社会教育施設の自己評価・情報公開が行われるよう促すなど、社会教育

施設の運営の質の向上を図る。 
 
（３）「第 6 期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」中央教育審議会生涯学

習分科会、（2013（平成 25）年 1 月） 
 第 6 期中央教育審議会生涯学習分科会は、生涯学習社会の構築の中心的な役割を担う今

後の社会教育行政の推進の在り方について審議し、その結果が平成 25 年 1 月に「第 6 期中

央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」（「審議の整理」）としてまとめられた。 
「議論の整理」では、今後の社会教育行政が、社会教育施設等において講座等を自らで全

てを行おうとする「自前主義」から脱し、特に首長部局等と積極的に効果的な連携を仕掛

け、地域住民も一体となって協働して地域住民の絆の構築、地域コミュニティの形成、地

域課題の解決といった地域の総合的な課題に対応できるよう、地域の多様な主体との連

携・協働によるネットワーク型行政を一層推進していくことを強調。 
すなわち、社会教育行政が首長部局や大学をはじめ民間団体、企業等の多様な主体と連

携・恊働して現代的・社会的課題に対応した取組を進める「ネットワーク型行政」を推進

していくよう示されている。 
 
「第 2 章 今後の生涯学習・社会教育の振興の具体的方策について」 
１． 絆づくりと活力あるコミュニティの形成に向けた学習活動や体制づくり 
（１）社会全体で子どもたちの活動を支援する取組の推進 
・・・学校支援地域本部、放課後子ども教室、コミュニティ・スクールなどの取組につい

て、質・量ともに一層充実 
（２）学びの場を核にした地域コミュニティの形成の推進 
〇 地域住民が学習活動を通じて絆を形成し、コミュニティへの参画や地域課題の解決を

図っていくことの重要性がましている。 



〇 このため、公民館等の社会教育施設が中心となり、学習活動を地域の課題解決につな

げていくような取組を支援し、普及していくなど、「学びの場」を核とした地域のコミュニ

ティ形成を進めることが期待される。 
〇 このような観点からは、学校施設と社会教育施設等との複合化や学校の余裕教室の活

用等を促進していくことも有効である。 
〇 さらに、地域コミュニティの形成のためには、地域住民などの多くの当事者が集まる

公民館や知の拠点である大学等において、「熟慮」と「熟議」を重ねながら課題解決・合意

形成につなげる手法である「熟議」の取組を推進するとともに、・・・ 
（３）地域社会と共生する大学等の高等教育機関づくりの推進 
（４）豊かなつながりの中での家庭教育支援の充実 
・・・〇 また、乳幼児期の子育て家庭を対象とした支援を充実させていくためには、公

民館、図書館等の社会教育施設における学習機会の提供のみならず、保険・福祉分野とも

連携して、多様な学習機会を提供することが求められる。 
 
３． 社会生活を円滑に営む上で困難を有する者への学習機会の充実 
（１）子ども・若者への学習支援 
・・・〇 学校や公民館、図書館、博物館、青少年教育施設等を中核として、地域若者サ

ポートステーションなどの多様な主体と連携・協働しつつ、子ども・若者の居場所を提供

し、社会生活を円滑に営む上で困難を有する者への学び直しや社会参画、社会的・職業的

自立を支援する体制を構築することが望まれる。 
（４）「社会教育法」一部改正（平成20年6月11日法律第59号） 

（社会教育の定義） 
第２条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づき、学校

の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的

な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を含む。）をいう。 
(国及び地方公共団体の任務) 
第 3 条：国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨

励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべて

の国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得

るような環境を醸成するように努めなければならない。 
第 3 条の２ 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たっては、国民の学習に対する多

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

ことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。 
第 3 条の３ 国及び地方公共団体は、第 1 項の任務を行うに当たっては、社会教育が学校教育

及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及

び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住



民その他の関係者相互の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。 
(市町村の教育委員会の事務)：第 5 条の 
３ 公民館の設置及び管理に関すること 
４ 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関するこ

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

に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。 
○13 主として学齢児童及び学齢生徒に対し、学校の授業の終了後及び休業日において学校、

社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施

並びにその奨励に関すること。 
○14 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動

の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。 
○15 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して学校、社会教育施

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

関すること。 
（都道府県の教育委員会の事務）：第６条の 
１ 公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。 
２ 社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関

すること。 
３ 社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあっせんに関すること。 
（図書館及び博物館） 
第９条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。 
２ 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもって定める。 
第２章 社会教育主事及び社会教育主事補 
（社会教育主事及び社会教育主事補の職務） 
第９条の３ 社会教育主事は、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。ただ

し、命令及び監督をしてはならない。 
２ 社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活

動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。 
３ 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。 
（５）「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～（答申）平成20年2月19日、中央教育審議会 

第１部 今後の生涯学習の振興方策 
１ 生涯学習の振興の要請 －高める必要性と重要性 
（自立した個人の育成や自立したコミュニティ（地域社会）の形成の要請） 
（持続可能な社会の構築の要請） 



各個人が社会の成員として、人間･社会。環境･経済の共生を目指し、生産・消費や創造・活

用のバランス感覚を持ちながら、それぞれが社会で責任を果たし、社会全体の活力を持続さ

せようとする「循環型社会」への転換が求められる。 

 各個人が、自らのニーズに基づき学習した成果を社会に還元し、社会全体の持続的な教育

力の向上に貢献するといった「知の循環型社会」を構築・・・ 

３ 目指すべき施策の方向性 

（１）国民一人一人の生涯を通じた学習の支援―国民の「学ぶ意欲」を支える 

②多様な学習機会の提供及び再チャレンジが可能な環境の整備 

 社会の変化に対応するために必要な学習や公共の観点から求められる学習については、学習

者が必ずしも積極的に学習しようとしない場合や、学習しようと思っても学習機会が十分にな

い場合、市場のメカニズムに委ねていると民間事業者によって学習機会が提供されない場合等

が考えられ、・・行政が積極的に学習機会提供・・啓発活動・・検証し、改善を図ることが必

要である。このため、公民館、図書館、博物館、青少年教育施設、女性教育施設等の社会教育

施設の果たす役割は大きい。 

（２）社会全体の教育力の向上 －学校･家庭･地域が連携するための仕組みづくり － 

①社会全体の教育力向上の必要性 

○また、成人の様々な学習機会についても、従来の教育機関、社会教育施設等特定の主体によ

って提供され、固定的な特定の場で行われる機会のみでは十分でなく、多様な関係者が多様な

機会を提供することが望ましい。 

②地域社会全体での目標の共有化 

○各地域における教育力向上の必要性が高まる中、多様な関係者・関係機関が連携し、様々な

学習機会が各地域において提供されることが望ましい。その際に、行政は、公民館、図書館、

博物館、青少年教育施設、女性教育施設等の社会教育施設をこれまで以上に活性化し、様々な

教育課題や行政課題について新たな学習機会を提供するとともに、NPO等との一層の連携を図る

ことが望まれる。 

③連携・ネットワークと行政機能に着目した新たな行政の展開 

○そのようなネットワーク型行政の推進には、これまでの個別の社会教育施設等において提供

してきた行政サービスの在り方を大きく見直すものであり、従来のサービスをより柔軟・機動

的にそれを必要としている者等に行き届くようきめ細かい対応をすることが可能となり、今後

は、地域社会の住民等のニーズに応じて、このようなネットワークを活用し、必要とされると

ころに積極的に出向いていく行政を推進することが期待される。 

○ 例えば、・・・、公民館等においても施設に来る対象者に対するサービスの提供の視点の

みならず、その機能を核として民間事業者等と連携した「出前型」の講座等を実施すること、・ 

・・等、地域のニーズに応じた様々な取組が考えられる。 

○ これまでも、福祉や学校教育等・・・訪問型の支援を行うなど、支援を必要としている対

象者に行き届くきめ細かい行政への取組が行われているところである。しかしながら、生涯学



習振興行政・社会教育行政においては、個人の自主的な意志を尊重するとの基本的考え方が強

いこと等から、一部例外はあるものの、基本的には社会教育施設等の特定の機能を持った場に

おいていわば固定的にサービスを提供する取組が主体であった。今後は生涯学習振興行政・社

会教育行政においても他の分野における取組等も各地域において参考としつつ、行政の側がよ

り積極的に「出向いて行く」ことにより、支援を必要としているが自ら積極的に来ない者や来

たくとも来れない者等に対するよりきめ細かい対応も期待される。 

４ 具体的方策 

（１）国民一人一人の生涯を通じた学習の支援―国民の「学ぶ意欲」を支える 

②多様な学習機会の提供及び再チャレンジが可能な環境の整備 

○ 国民の生涯にわたる学習活動を支援し、学習機会の充実を図る上で、社会教育行政として

は、地域の学習拠点である社会教育施設の活用を図ることが重要な課題となっている。・・・ 

今一度地域の重要な資源であるこれらの社会教育を担う施設の活性化が期待されており、各地

方公共団体における行財政上の配慮を期待したい。 

（社会教育施設等を活用した多用な学習の場の充実） 

○ 住民の地域社会への貢献やコミュニティづくりへの意識を高め、地域独自の課題や公共の

課題に対応するなど、民間事業者等によっては提供されにくい分野の学習を支援するため、公

民館、図書館、博物館、青少年教育施設、女性教育施設等の社会教育施設の機能強化が望まれ

る。・・・例えば、住民の主体的な地域課題への取組や、社会の要請が高い分野の学習、家庭

教育に関する学習等を行う学習拠点として位置付け、またその際には情報通信技術を活用する

などし、地域社会における課題解決の機能を総合的に確保することが重要である。 

（２）社会全体の教育力の向上 －学校･家庭･地域が連携するための仕組みづくり － 

（地域の教育力向上のための社会教育施設の活用） 

○ 民間事業者等も含めた多様な学習機会が提供されるようになっているが、社会教育施設は、

行政が地域住民のニーズを把握し、主導的に学習機会を企画し、自ら提供することができる地

域の学習拠点である。これらの社会教育施設において、地域が抱える様々な教育課題への対応、

社会の要請が高い分野の学習や家庭教育支援等、地域おける学習拠点・活動拠点としての取組

を推進することが必要である。 

○ 具体的には、例えば公民館においては、高齢者を交えた三世代交流等の実施や、各地域に

おいて受け継がれている子どもの遊び文化の伝承等を通じて、世代を超えた交流の場として活

性化を図ることが必要である。また、地域が抱える課題への対応として、大学・高等専門学校・

高等学校との連携講座等、学校と連携した教育活動の実施、高齢者、障害者、外国人等地域に

おいて支援を必要としている者への対応、裁判員制度、地域防犯、消費者教育等の社会の要請

が高いと考えられる事柄についての学習機会の提供が望まれる。 

○ 図書館においては、・・・地域の課題解決に向けた取組に必要な資料や情報を提供し、住

民が日常生活を送る上での問題解決に必要な資料や情報を提供するなど、地域や住民の課題解

決を支援する機能の充実を図ることが求められる。・・・。また、子どもの読書活動や学習活



動を推進する観点から、学校図書館への支援を積極的に行うことが重要である。 

○ 博物館においては、各館の特色・目的を明確にした上で、地域の歴史や自然、文化あるい

は産業等に関連した博物館活動を地域住民の参画を得ながら積極的に展開したり、地元出身の

偉人を顕彰する記念館や地域のシンボルである文化財や自然環境等を活用した博物館等を核と

して、地域住民が地元に対する誇りや愛着を得られるようなまちづくりを実施することが望ま

れる。また、博物館資料を活用した学校教育の支援を積極的に行うことが重要である。 

第２部 施策を推進するに当たっての行政の在り方 

２、今後の行政等の在り方 ― 生涯学習振興行政・社会教育行政の再構築 ― 

（２）社会教育を推進する地域の拠点施設の在り方 

○ ・・・、生涯学習振興行政・社会教育行政が今後、国民一人一人の学習活動を支援するた

めの施策や地域社会の教育力を向上するための施策を推進するに当たっては、地域における

様々な施設を地域の資源として活用することが望まれる。その中でも特に、公民館、図書館、

博物館、青少年教育施設、女性教育施設等の社会教育施設は、地域の社会教育施設の拠点とし

て、積極的に活用される必要がある。 

○ 家庭・地域の教育力の低下についての指摘や社会の要請に応じた学習機会の提供等へのニ

ーズの高まり等を背景に、例えば、地域における課題等に関する学習活動としての場や子ども

たちの学校外の居場所、自主的な学習の場、家庭教育支援の場等として、公民館、図書館、博

物館、青少年教育施設、女性教育施設等の社会教育施設は、社会教育を推進する拠点施設とし

て、その機能を充実させることが求められる。また、改正教育基本法第12条においても、国及

び地方公共団体は、公民館、図書館、博物館その他の社会教育施設の設置等によって社会教育

の振興に努めなければならないと改めて規定されたところである。これらの社会教育施設が、

これまで社会教育行政の推進において果たしてきた役割を引き続き果たしていくことは当然で

あるが、社会の変化に対応し、各個人や社会全体の新たなニーズに積極的に応えていくことが

求められている。 

○ 例えば、公民館においては、各地域の実情やニーズに応じて、民間等では提供されにくい

分野の講座開設や子育ての拠点となる活動を積極的に行うなど、「社会の要請」に応じた学習

活動の機会の量的・質的な充実に努め、その成果を地域の教育力の向上に生かすことが求めら

れる。また、関係機関・団体と連携・協力しつつ、地域の課題解決に向けた支援を行い、地域

における「公共」を形成するための拠点となることが」求められる。 

○ また、図書館についても、国民が生涯にわたって自主的な学習を行う上で、その果たすべ

き役割は極めて大きい。図書館が従来より担ってきた役割、すなわち、住民の身近にあって、

図書やその他の資料を収集、整理、保存し、その提供を通じて住民の個人的な学習を支援する

という役割に加えて、特に近年は、地域が抱える課題の解決や医療・健康、福祉、法務等に関

する情報や地域資料等、地域の実情に応じた情報提供サービスを行うことも求められている。

図書館は、社会教育施設の中でも利用度が高く、いわば地域の「知の拠点」であり、その質量

両面における充実が図られるべき出有り、特に図書館未設置の市町村にあっては、住民のニー



ズを踏まえ、今後速やかに図書館の整備に向けた取組に着手することを期待したい。 

○ 同様に、博物館は、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料の収集・保管、調

査研究、展示、教育普及活動等を通して、社会に対し様々な学習サービスを提供してきており、

人々がその興味関心やニーズに応じて学習を行っていく上で、その果たす役割は大きい。特に

近年、地域文化や生涯学習・社会教育の中核的拠点としての機能や子どもたちに参加・体験型

の学習を提供する機能等を高めていくこと、さらに地域におけるボランティアや社会教育団体

の協力を得た地域ぐるみの博物館活動の取組が期待されている。 

○ ・・・。昨今、青少年の社会的自立の遅れ等の問題が指摘される中、青少年が自立への意

欲を持ち行動する上で必要な資質・能力の多くは、自然体験を通じて育成されることがこれま

での知見により明らかになっており、青少年教育施設の果たす役割の重要性は高まっている。

青少年教育施設がこうした要請に応じた対応を行うよう、関係者の連携による積極的な取組が

求められる。 

○ また、女性教育施設（男女共同参画センター等を含む）は、これまでも男女共同参画社会

を実現していく上で女性が力をつけるための学習事業のほか、女性の経験等を踏まえた、男性

の子育て参加や定年後の地域参加のための事業を実施するなど、女性のみならず男性も利用す

る生涯学習の拠点としての役割を果たすようになってきている。少子高齢化が進む我が国にお

いて、女性が一層社会参画しその力を生かしていくことは、社会を活性化していく上で大いに

期待されるところであり、女性教育施設においては老若男女すべての者による男女共同参画推

進のためのさらなる取組が求められる。 

○ このほか、地域の実情に応じて、学校施設や文化、スポーツ施設、首長部局所管の施設等

の積極的な活用を図ることや、高等教育機関や企業所有の施設で専門性の高い学習を提供でき

る施設との連携等、地域における様々な施設を生涯学習・社会教育の拠点として活用していく

ことも重要である。 

○ 地域の教育課題に対応するために、関係者・関係機関で横断的なネットワークを築き、そ

のネットワークに地域課題に対応した特定の機能を持たせることにより、生涯学習振興行政・

社会教育行政を推進していくに当たっては、社会教育施設が地域のネットワークの拠点となる

ことが求められる。その際、社会教育施設がコーディネーターの役割を果たし、地域における

民間施設等を含む他の施設との積極的な連携を促進していくことが特に求められる。 

○ ・・・社会教育施設が自らの運営状況に対する評価を行い、・・・計画・実践・評価・改

善のサイクル（いわゆる「PDCAサイクル」）の着実な実施･･･求められる。 

・・・、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設について、それぞれが実施する教育活動等

の運営状況に関する自己評価、それに基づいて改善を図る努力義務及び地域住民等の関係者に

対し情報提供の努力義務を課すことが求められる。なお、自己評価を行う際は、可能な限り、

外部の視点を入れた評価が望まれる。 

 

（６）「公民館の設置及び運営に関する基準」の告示について（平成15年6月6日） 



＜見直しのポイント＞ 

本告示は、①地方分権の推進に伴う定量的、画一的な基準の大綱化･弾力化 

②多様化、高度化する学習ニーズや国際化、情報化等の進展に伴う現代的課題への対応などを

踏まえ、従来の「基準」（昭和34年12月28日文部省告示）の全部を改正した。 

第2条関係（対象区域） 広域的･体系的な学習サービス 

第3条関係（地域の学習拠点としての機能の発揮） 

1項＝公民館は「地域の学習拠点としての役割を明確化し、社会教育関係団体、NPO等と共に講

座を企画・立案することなどにより多様な学習機会の提供につとめる」 

2項＝公民館は「地域住民の学習活動に資するよう、インターネットその他の高度情報ネットワ

ークの活用等の方法により、学習情報の提供の充実に努める」 

第4条関係（地域の家庭教育支援拠点としての機能の発揮） 

家庭教育に関する学習機会、学習情報の提供・相談等の実施により､地域の家庭教育支援の拠

点としての機能の発揮に努める 

第5条関係（奉仕活動・体験活動の推進） 

ボランティア養成の研修会の開催や、奉仕活動・体験活動に関する学習機会・学習情報の提

供の充実に努める 

第6条関係（学校、家庭及び地域社会との連携等） 

 関係機関・団体との緊密な連携・協力により、学校、家庭及び地域社会の連携の推進に努め

るものとする 

第７条関係（地域の実情を踏まえた運営） 

第７条２項 夜間開館の実施など、開館日､開館時間の設定に当たっては地域住民の便宜を図る 

第8条関係（職員の資質の向上） 

３項＝「職員の資質及び能力の向上を図るため、研修機会の充実に努める」 

第9条関係（施設及び設備） 

地域の実状に応じた施設設備の整備･充実 

第10条（事業の自己評価） 

自己点検･自己評価を行い、その結果を地域住民に公表する 

 

３、これからの社会教育施設 
（１）地域課題解決のための学習活動・地域活動の拠点 

（２）連携の中核的な役割・・・社会教育施設がコーディネーター 

・つなぐ、つながる・・・施設間、他部局、民間企業・団体、ＮＰＯ 

（３）自己点検・自己評価 

  ・自己点検の結果の公表 

・いわゆる「PDCAサイクル」）の着実な実施 

参考資料：「生涯学習振興における一般行政と教育行政」『日本生涯教育学会年報』24年11月 


