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  元社会教育主事講習（B） 
講義レジュメ 

馬場 祐次朗 
                       令和 2 年 1 月 22 日 

社会教育の基本法令・施策２ 

社会教育行政の組織と役割 
 
１ 社会教育と生涯学習を混同しない 
（１）教育：ある人間を望ましい姿に変化させるために、身心両面にわたって、意図的、計画的に働きかける

こと。教える者と教わる者の関係であり，教える側には教わる者を良くしようという「意図」や

「目的」がある。(Education/Instruction) 
      家庭教育，学校教育，社会教育に大別される。 
（２）学習：学ぶこと。分かる（できる）ようになっていくこと。あくまでも個人が主体的に行う。 
（３）「生涯学習」と「社会教育」は違う。 
  ①生涯学習：自己の充実・啓発や生活の向上のため，自発的意思に基づき，必要に応じ自己に適した手段・

方法を選択して，生涯を通じて行う学習。（1981 年中央教育審議会答申） 
  ②社会教育：個人の要望や社会の要請に基づいて広く社会において行われる教育。（教育基本法第 12 条） 
       国民の生活のあらゆる機会と場所において行われる各種の学習を教育的に高める活動の総称。 

[1971（昭和 46)年社会教育審議会答申] 
 
２ 社会教育と社会教育行政 
（１）社会教育の特徴 

①自発性と自主性が基本，②実践的，体験的な活動が主軸，③自由・柔軟で多様，④生活や地域を重視 
（２）社会教育行政の定義と意義 
  ・社会教育行政とは，国や地方公共団体が人々の自発的な学習を基礎として行われる社会教育を促進，援

助して，できるだけ多くの人の教育的要求を満足させ，個人の幸福と社会の発展を図ることを目的とす

る作用【1971（昭和 46）年社会教育審議会答申】 
  ・すなわち，社会教育行政とは，社会教育を促進・支援する行政の組織，機能 であり，その機能は国及び

地方公共団体に専属する。 
  ・社会教育行政は，国においては文部科学省が，都道府県・市町村においては 教育委員会が専属 で行う。 
  ・また，社会教育行政の意義は，社会教育の特徴を十分に踏まえながら，人々の社会教育活動を支援・促

進することにより，国民の教育的要求を満足させ，個人の幸福と社会の発展を図ることができる 点に

あるといえる。 
 
３ 行政の基本 
（１）三権分立（立法・司法・行政） 
（２）法治主義 
（３）行政の特性：公平性・安定性 
          さらに教育行政には，中立性・継続性が求められる。 

⇒教育委員会制度の導入  
 
★行政の基盤 
（１）法令：法律，政令，省令，条例，規則，告示，訓令，通達 
（２）組織：行政主体（国・都道府県・市町村） 
      行政部門（一般行政部門（首長部局）・行政委員会〔教育委員会…〕） 
（３）財政：歳入・歳出（教育費，社会教育費，公民館費・・・）   
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４ 社会教育行政と法制度 
  日本国憲法（1946 年），教育基本法（1947 年），学校教育法（1947 年），地方自治法（1947 年），教育委

員会法（1948 年），文部省設置法（1949 年），社会教育法（1949 年），図書館法（1950 年），博物館法（1951
年），青年学級振興法（1953 年），地方教育行政の組織及び運営に関する法律〔地教行法〕（1956 年），スポ

ーツ振興法（1961 年），生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律〔生涯学習振興法〕

（1990 年），文部科学省設置法（1999 年），人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（2000 年），教育基

本法（2006 年），スポーツ基本法（2011 年） 
 
５ 社会教育に関する国の主要な答申等 
（１）「急激な社会構造の変化に対処する社会教育の在り方について」【1971（昭和 46）年 4 月社会教育審議

会答申】 
（２）「生涯教育について」【1981（昭和 56）年 6 月中央教育審議会答申】 
（３）「教育改革に関する答申（第一次～第四次）」【1985（昭和 60）年 6 月～1987（昭和 62）年 8 月臨時教

育審議会答申】 

（４）「生涯学習の基盤整備について」【1990（平成 2）年 1 月中央教育審議会答申】 

（５）「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（平成 4）年 7 月生涯学習審議会答

申】 
（６）「地域における生涯学習機会の充実方策について」【1996（平成 8）年 4 月生涯学習審議会答申】 
（７）「社会の変化に対応した社会教育行政の在り方について」【1998（平成 10）年生涯学習審議会答申】 
（８）「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～」【2008（平

成 20）年 2 月中央教育審議会答申】 
（９）「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」【2013（平成 25）年 1 月中央教育審議会

生涯学習分科会】 
（10）「社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループにおける議論の整理」【2013（平成 25）年 9

月中央教育審議会生涯学習分科会】 
（11）「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策につ

いて」【2015（平成 27）年 12 月中央教育審議会答申】 
（12）「個人の能力と可能性を開花させ、全員参加による課題解決社会を実現するための教育の多様性と質保

証の在り方について」【2016（平成 28）年 5 月中央教育審議会答申】 
（13）「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」【2018（平成 30）年 12 月

中央教育審議会答申】 
 
６ 社会教育行政の組織・体制 
（１）社会教育行政の基本的原則 
  ・社会教育行政は，学校教育行政と同様に，地方分権主義を原則とする。 
  ・社会教育行政の 主たる担い手は，地方公共団体（市町村・都道府県）である。 
   ［国は，「この法律及び他の法令の定めるところにより，地方公共団体に対し，予算の範囲内において，

財政的援助並びに物資の提供及びそのあっせんを行う。（社会教育法第 4 条）］ 
（２）国の社会教育行政の組織 
  ・文部科学省 
  ・総合教育政策局 
  ・政策課、教育改革・国際課、調査企画課、教育人材政策課、生涯学習推進課、地域学習推進課、男女共

同参画共生社会学習・安全課 
（３）地方社会教育行政の組織 
  ・市町村・都道府県において社会教育行政を担当する行政機関は，教育委員会 である。 
  ・教育委員会事務局に社会教育行政を担当するセクションとして 社会教育課（生涯学習課）が置 
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かれている。 
★教育委員会制度 
①設置根拠：地方公共団体に置かなければならない委員会（地方自治法第 180 条の 5）。 
②組織： 教育長及び 4 人の委員をもって組織。［都道府県・市・地方公共団体の組合（県・市が加

入するもの）は教育長及び 5 人以上の委員，町村・地方公共団体の組合（町村のみが加入

するもの）は教育長及び 2 人以上の委員でも可］（地教行法第 3 条）。 
③任期：教育長 3 年，委員 4 年。 
④職務：別に法律に定めるところにより，学校その他の教育機関を管理し…社会教育その他の教

育， 
学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。（地方自治法第 180 条の 8） 

 ⇒地教行法第 21 条（教育委員会の職務権限），第 30 条（教育機関の設置） 
⑤目的：教育行政に多様な民意を反映するとともに，教育行政の①中立性，②継続性，③安定性を

確保する。 
⑥事務局：教育委員会の権限に属する事務を処理する（地教行法第 17 条） 

 

 

 
（４）社会教育職員 
  ・教育委員会事務局には，事務職員のほか，社会教育に関する専門的職員（社会教育主事・社会教育主事

補）が置かれる。 
   ⇒社会教育主事： 
     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。（社会教育法第 9 条の 3） 
  ・社会教育施設の専門的職員 
   社会教育施設には，そこで展開される社会教育活動に直接関係する専門的職員が置かれる。 
   （公民館…公民館主事，図書館…司書・司書補，博物館…学芸員・学芸員補，青少年教育施設， 

女性教育施設・スポーツ施設・文化施設等…指導系職員など） 
（５）社会教育行政の委員 
  ・社会教育行政に住民の意思を反映させるための制度として，教育委員会には社会教育委員を始めとする

各種の委員が置かれる。   
①社会教育委員 

   ・都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。（社会教育法第 15 条） 
   ・社会教育委員の職務は，社会教育に関する様々な計画を立案したり，教育委員会の諮問に応 

じて意見を述べたり，必要な研究調査を行ったりしながら，教育委員会に助言する。（社会教 
育法第 17 条） 

   ・なお，地方公共団体が社会教育関係団体に対して補助金を交付する場合は，教育委員会が社会教育委

員の会議（置かれていない場合は同種の審議会等でも可）の意見を聴かなければない。（社会教育法第

13 条） 
  ②社会教育施設における運営審議会等の委員 

★大綱の策定（地教行法第 1 条の 3） 
①根拠：地方公共団体の長は，地域の実情に応じ，教育，学術，文化の振興に関する総合的な施策

の大綱を策定する。 
②策定機関：総合教育会議 

★総合教育会議（地教行法第 1 条の 4） 
①構成：地方公共団体の長，教育委員会 
②職務：大綱の策定，及び重点的に講ずべき施策，緊急時の措置について協議・調整を行う。 
③会議の招集：地方公共団体の長が招集。教育委員会も必要な場合は招集を求めることができる。 
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公民館運営審議会（社会教育法第 29 条～31 条），図書館協議会（図書館法第 14 条～16 条），博物館協

議会（博物館法第 20 条～22 条） 
（６）地域学校協働活動推進員 
  ・教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、かつ地域学

校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進人を委嘱することができ

る。（社会教委育法第 9 条の 7①） 
  ・地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地

域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言

その他の援助を行う。（社会教育法第 9 条の 7②） 
                                                     
７ 社会教育行政の事務・事業 
（１）社会教育行政の事務・事業の分類 
  ①社会教育行政に関する審議機関に関すること 
    …社会教育委員の会議，公民館運営審議会，図書館協議会，博物館協議会等 
  ②社会教育施設・機関の設置，運営に関すること…公民館，図書館，博物館等 
  ③社会教育関係職員に関すること…社会教育主事，司書，学芸員，公民館主事等 
  ④社会教育事業の支援・促進に関すること…学級・講座，講演会・研究会等の開催，運動会・発表会等の

開催，個人学習の支援，ボランティア活動・地域活動（まちづくり）の支援，情報の収集・提供，

相談事業，調査・研究，社会教育関係団体・NPO 等の支援など 
（２）社会教育行政の役割分担 
 ・社会教育行政の具体的な展開は，地方分権改革の推進に関する基本的理念を踏まえ，地方公共団 

体の自立性を高めることを基本に，国，都道府県，市町村が適切な役割分担を図りつつ実施され 
ている。 
 ［教育行政の役割分担の基本］   

☆教育行政は，国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下，公正かつ適正に行わ

なければならない。  
国：全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため，教育に関する施策を総合的

に策定し，実施。 
地方公共団体：地域における教育の振興を図るため，その実情に応じた教育に関する施策の

策定と実施。 
（教育基本法第 16 条） 

①市町村教育委員会の行う具体的な事務（社会教育法第 5 条） 
   社会教育に必要な援助，社会教育委員の委嘱，公民館・図書館・博物館・青年の家等社会教育施設の設

置・管理，学校開放講座の開設・奨励，各種講座や講演会・講習会・展示会等の開催・奨励，家庭教育に

関する学習機会・情報の提供，児童・生徒に対する放課後の活動機会の提供・推進，青少年のボランティ

ア活動等体験活動の機会の提供・奨励，学校支援ボランティア等社会教育における学習成果の活用機会の

提供・奨励，社会教育に関する情報の収集・整理・提供，視聴覚教育・体育・レクリエーションに必要な

設備・器材・資料の提供，情報の交換・調査研究、地域学校協働活動の円滑・効果的な実施のための連携

協力体制の整備や、地域学校協働活動に関する普及・啓発など 
②都道府県教育委員会の行う事務（社会教育法第 6 条） 

   上記の市町村教育委員会の行う事務（公民館の設置・管理を除く）に加え，公民館・図書館の設置・管

理に関する必要な指導・調査，社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置・運営及び講習会の開催，資

料の配布等，社会教育施設の設置・運営に必要な物資の提供・あっせん，市町村教育委員会との連絡など 
・以上の点からもわかるように，地域住民の学習要求を踏まえ，地域の実情や特性を踏まえた社会教育を推

進する事務は，住民に直接的な関係を持つ市町村教育委員会が第一次的な役割を担うものであり，都道府

県は広域的な立場からこれを補完する。これを全国的な立場から指導するのが国の役割であると考えられ

る。 
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【参考】 
１）「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」【1971（昭和 46）年社会教育審議会答申】 

①国の役割：全国的観点から，自ら施設を設置し，地方公共団体や民間団体に対する援助，指導及び助言を行い，

社会教育の全国的な水準の向上を図ること。このため，施設の設置・運営や，指導者の資格・配置の

基準の設定，社会教育の振興に必要な調査企画を行い，地方公共団体に対する財政支援や情報提供，

全国的規模の民間団体の社会教育活動の育成等を行う。 
②都道府県の役割：市区町村を超えた広域的な観点から，社会教育施設の設置・運営，民間団体や民間指導者の自

発的活動を促進する上での指導・助言，市町村に対し社会教育の振興に関する指導・助言・援助

等を行う。 
③市町村の役割：社会教育施設の設置・運営，各種学級・講座，集会等の開催，民間団体や民間指導者の自発的活

動を促進する上での指導・助言等を行い，地域住民の学習活動を直接的に支援すること。 

   
２）［都道府県，市町村の役割分担］［1971（昭和 46）.5.15 社会教育局長通知］【5.15 通知】 

（7）社会教育行政における都道府県及び市町村相互の役割を明らかにし，その連携を強化するために，次のような

役割分担に留意すること。 
ア 都道府県教育委員会 

  ・都道府県教育委員会は，社会教育施設の設置及びその奨励ならびに社会教育指導者の研修に努め，直接に都道

府県民を対象とする社会教育事業を行うことはできる限り抑制すること。 
  ・従来，都道府県教育委員会が主催している事業のうち，市町村及び社会教育関係団体あるいは社会教育施設に

移管できるものはなるべく委譲すること。 
  ・都道府県教育委員会は，…必ずしも市町村の地域を基礎としない事業あるいは視聴覚ライブラリーなどの市

町村にまたがる広域サービスを行う事業については，その指導方針を定め，奨励援助するよう努めること。 
  ・都道府県教育委員会は，指導者の研修，資料の収集・提供，計画的訪問，財政援助等の方法を通じて，市町村

及び社会教育関係団体に対して指導助言を行うことを主たる業務とすること。 
 イ 市町村教育委員会 
  ・市町村教育委員会は，公民館その他の施設の充実に努め，これらの施設を通じて社会教育事業を行うことを原

則とし，直接市町村住民を対象とする社会教育事業を行うことはできる限り抑制すること。 
  ・社会教育関係団体の事業とすることが可能な社会教育事業については，社会教育関係団体がその主催事業と

して行うように勧奨し，市町村教育委員会は，その指導・助言に努めること。 
 
８ 社会教育行政の予算 
（１）予算 
  国や地方公共団体が継続的に存続し、各種の事業を展開していくために必要な財源を調達するとともに、   
的確に支出する営みを『財政』という。予算は、財政を健全に運営するための制度であり、地方自治法等 
によりその内容が定められている。 

  令和２年度の文部科学関係予算（案）は、5 兆 9,689 億円（5 兆 3,203 億円）で、うち文教関係予算（案） 
は 4 兆 4,450 億円（4,036 億円増）。そのうち、総合教育政策局は、507 億円（80 億円増）で文教関係予算 
の 1.1（％）となっている。 

  予算は、一定期間内の収入（歳入）と支出（歳出）の見積もりであり、原則として毎年 4 月 1 日から翌年 
3 月末までの 1 年間（会計年度）で運営される。 

（２）教育費と社会教育費 
  教育費は、教育総務費、小学校費、中学校費、高等学校費、特別支援学校費、社会教育費、保健体育費等

に区分され（項）、さらにそれぞれがいくつかに細分されている（目）。社会教育は、社会教育総務費、公民

館費、図書館費等に区分されている。 
  こうした経費は、公民館・図書館等の施設の整備充実、必要な職員の配置、学級・講座等の事業の実施に

必要な費用である。 
（３）予算編成の方針 
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 予算編成に当たる財政当局は、予算編成を行うに当たって一定の基準を持っており、社会教育行政としても、

これらの基準に合致した予算要求を行う必要がある。 
 
 ★財政当局の査定基準（例） 

①要求が予算編成の方針に合致しているか。 
②緊急性、必要性、社会的要請が大きいか。 
③過大な後年度負担を伴わないか。 
④都道府県・市町村の事業としてふさわしいか。 
⑤事業計画が合理的、現実的か。 
⑥法令等の規定に準拠しているか。 
⑦他の類似事業と比較して過大な見積もりになっていないか。 
⑧事業にかかる国庫補助金等の財源が確保されているか。 

 
９ 社会教育行政と生涯学習振興行政 
（１）生涯学習振興行政の定義 
   生涯学習振興行政は，生涯学習の理念に則って，その理念を実現するための施策を推進する行政 。社

会教育行政や学校教育行政によって個別に実施される施策を中心として，首長部局において実施される生

涯学習に資する施策等も含む。これらの各分野ごとの施策において，それぞれ生涯学習の理念に配慮しつ

つ，各施策を推進することは必要であるが，その全体を総合的に調和・統合させるための行政が生涯学習

振興行政の固有の領域。【2008（平成 20）年中教審答申】 

（２）生涯学習振興行政の役割 
  ①社会教育行政，学校教育行政，一般行政の生涯学習関連施策の推進に関し 連携を推進 し，全体として

生涯学習の振興を図ること。そのための体制整備・充実。 
  ②学社融合などの融合的な生涯学習支援の領域への寄与。学校教育と社会教育の両方が関わる領域は，従

来の学校教育行政，社会教育行政だけでは不十分。 
  ③様々な学習機会，生涯学習関連施設・機関・団体等に関する情報提供・学習者のための相談体制の整備，

連絡調整等 
  ④学習成果の評価と活用 
（３）生涯学習振興のための都道府県・市町村の体制 
  ①都道府県生涯学習審議会の設置 
   ・都道府県に都道府県生涯学習審議会を置くことができる。（生涯学習振興法第 10 条①） 
   ・都道府県生涯学習審議会は，都道府県の 教育委員会又は知事の諮問に応じ，当該都道府県の処理す

る事務に関し，生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議 する。（生

涯学習振興法第 10 条②） 
  ②生涯学習推進本部の整備 
    法的な機関ではないが，知事や教育長の下に「生涯学習推進本部」という全庁的な連絡調整機能をも

つ行政組織が整備され，生涯学習審議会の答申等を受けながら生涯学習の推進に取り組む都道府県も

見られた。 
  ③市町村の体制 
    市町村は，生涯学習の振興に資するため，関係機関及び関係団体等との連携協力体制の整備に努める

ものとする。（生涯学習振興法第 11 条） 
    この規定を受けて，都道府県と同様に生涯学習審議会等を設置するところも見受けられた。 
  ④生涯学習の振興施策は，教育委員会だけではなく，首長部局でも様々な部局で取り組まれている。そう 

した 生涯学習振興行政の要として中核的役割を担うのが社会教育行政 である。 
（４）生涯学習振興行政と社会教育行政との関係 
   社会教育行政は，学校教育として行われる教育活動を除いた組織的な教育活動を対象とする行政。国民

一人一人の生涯の各時期における人間形成という「時間軸」と社会に存在する各分野の多様な教育機能と

いう「分野軸」の双方から学校教育の領域を除いた組織的な教育活動を対象としており，その範囲は広が
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りを持ち，生涯学習振興行政において社会教育行政は中核的な役割を担う ことが期待されている。【2008
（平成 20）年中教審答申】 

 
10 社会教育行政の今日的課題 
（１）知の循環型社会の構築と社会教育行政の役割 
  「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～」 

【2008 年中央教育審議会答申】 

①我が国の置かれた厳しい状況を踏まえて，今後必要とされる「総合的な力」を国民一人一人が身に付

けることを支援するため，生涯学習振興方策の方向性として，次の 2 点を指摘。 
・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－ 

   そのため，1）多様な学習機会の提供，2）学習成果の社会的通用性の向上等が必要。 
・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－ 

     そのため，1）地域社会全体での目標の共有化，2）連携・ネットワークと行政機能に着目した新た

な行政の展開を期待。 
  ②具体的な方策として，1）社会教育施設等を活用した多様な学習の場の充実，2）学習成果を生かす機会

の充実，3）身近な地域における家庭教育支援基盤の形成，4）学校を地域の拠点として社会全体で支援

する取組の推進等を提言した。 
（２）「次世代の学校・地域創生」プラン（馳プラン） 
   ～学校と地域の一体改革による地域創生～ 
  「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策につい

て」【2015 年中央教育審議会答申】 
    ・地域の人々が学校と連携・協働して，子供の成長を支え、地域を創生するため，「学校・地域協

働本部」の設置を提唱。 

（３）「個人の能力と可能性を開花させ、全員参加による課題解決社会を実現するための教育の多様化と質 

   保証の在り方について」【2016（平成28）年5月中央教育審議会答申】 

・生涯学習を通じて「全員参加による課題解決型社会を築いていくためには、多様な学習機会の提供

とともに、学習した成果が適切に評価され、それが活用と有機的につながる環境、すなわち「学び」

と「活動」の循環（生涯学習プラットフォーム）を形成していく必要がある。 

（４）「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」【2018（平成30）年12月 

   中央教育審議会答申】 

  ①地域における社会教育のめざすもの～人づくり、つながりづくり、地域づくり 

・持続可能な社会づくりを進めるために、住民自らが地域運営に関わっていくことが重要。 

・人生100年時代の到来、society5.0実現の提唱を受け、「学び」と「活動」の好循環により、個人の 

成長と地域社会の発展の双方に重要な役割を果たす必要がある 

  ②新たな社会教育の方向性～開かれ、つながる社会教育の実現 

   ・住民の主体的な参加のためのきっかけづくり 

   ・ネットワーク型行政の実質化 

   ・地域の学びと活動を活性化する人材の活躍 

（５）社会教育法の改正（平成29年3月） 

  学校・家庭・地域の連携・協働を全国的に推進するため、社会教育法の一部が改正され、以下の規定が 

  追加された。 

・都道府県や市町村は、地域学校協働活動の推進に必要な措置を講ずること（社会教育法第5条の2、同 

法第6条の2））。 

・地域学校協働活動を推進するため、地域学校協働活動推進員を配置する（社会教育法第9条の7）。 

一方、学校にも地域連携担当教員を配置するところも増えている。 

（６）中教審答申や法から見えてくる今後の社会教育行政の役割のキーワード 
  『「学習成果」と「活動の場」をつなぐ，新しい仕組みの創出』（社会教育プラットフォームの構築） 

・学びを地域の活性化につなげる仕組みを構築し，様々な場面への市民参画を支援する。 



8 
 

（７）社会教育行政の危機 
①地教行法の改正【2008（平成 20）年 4 月】 
 
②「第 7 期中央教育審議会生涯学習分科会社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループにお 

ける審議の整理」【2015（平成 27）年 9 月】 
   ・社会教育行政は，教育委員会制度の趣旨にのっとり教育委員会が所管。特に今日，学校教育行政との

連携が，より良い教育や学習効果を上げる上で必要不可欠となっており，子供たちの教育環境の向上

や学校教育の充実，学校運営の円滑化等に大きな成果を挙げている。 
   ・一方で，社会教育は近年，首長部局との関係も深く，一部では首長部局に補助執行や事務委任されて

いる例も見受けられる。 
   ・学校教育との連携の観点から，学校教育行政と一体化して担当する利点は大きいが，一方自治体の自

由度拡大の観点から，選択制とするなどの弾力化を図っていくことも一考に値する。 
   ⇒いずれの場合であっても，教育の特性について配慮する必要 がある。 
   ・「社会教育主事の必置規制の撤廃」要望については，地域住民の自主的な社会教育が円滑に実施され

るよう環境の醸成を図っていく必要があり，社会教育主事が関係施策におけるコーディネート等の役

割を果たすためにも，引き続き必置を原則とすることが望ましい。 
 

   ・社会教育主事養成の見直しについては，以下のとおり。 
    ①社会教育主事の職務の明確化 
     ・一教育委員会あたりの社会教育主事数は 1.1 人（平成 27 年度社会教育調査） 
     ・社会教育主事の役割や職務に対する首長や地域住民の認知度が低い。 
     ・社会教育主事の自らが果すべき職務を明確に認識する必要がある。 
    ②今後の社会教育主事に必要な資質・能力 
     ・地域の課題や状況等を把握した上で，それぞれの自治体の総合計画や教育計画の趣旨に沿って， 

社会教育に関する企画・立案等を行い，社会教育行政の果たすべき任務と役割を明確にすること。 
     ・地域の多様な専門性を有する人材や資源をうまく結び付け，地域の力を引き出すとともに，地域

活動の組織化支援を行うこと。 
     ・そのため，コーディネート能力，ファシリテーション能力，プレゼンテーション能力を身に付け

ること。 
    ③「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」【2018（平成 30）年 12

月中央教育審議会答申】 
     ・地方公共団体から、地方公共団体の判断により、地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管で

きる仕組み（特例）を導入すべきという意見が続出。 
     ・社会教育行政と他行政の一体的運営による質の高い行政の実現の可能性を検討すべき。 
     ・地方の実情を踏まえ、社会教育の適切な実施の確保（政治的中立性の確保、住民の意向の反映、

社会教育施設としての専門性の確保、社会教育と学校教育との連携等）に関する制度的担保が行わ

れることを条件として、地方公共団体の判断により、地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管

できる特例を設けることができる。 
 
11 これからの社会教育行政の役割～社会教育の覚醒～ 

★もう一度社会教育を見直そう～「生涯学習の支援」⇒「社会教育へ 
 
（１）自前主義からの脱却 
  ①「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」【1998（平成 10）年生涯学習審議会答申】 
   ・これからは，広範な領域で行われる学習活動に対して，様々な立場から総合的に支援していく仕組み

（ネットワーク型行政）を構築していく必要がある。 
   ・社会教育行政は，生涯学習社会の構築に向けて中核的役割を果たさなければならない。 
   と社会教育行政の方向性を提言したうえで，次の 2 つの改革を求めている。 
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    ①行政内の連携 …社会教育行政を生涯学習振興行政の中核に位置づけたうえで，行政内に散在する

多様な教育活動を効果的に提供するために，人材育成に責任を持つ教育委員会と，地

域の活性化に広範な責任を負う首長部局等他部局との連携を進めること。 
    ②行政以外のセクターとのパートナーシップ …行政と，大学やカルチャーセンターなど民間教育事

業者，市民団体，NPO 等の共同事業の実施を推奨。 
  
 （２）「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」【2013（平成 25）年 1 月】 
   『ネットワーク型行政の推進を通じた社会教育行政の再構築』  
   ・社会教育行政が抱える課題として，①地域コミュニティーの変質への対応，②多様な主体に 

よる社会教育事業の展開への対応，③社会教育の専門的職員の役割の変化への対応を挙げた。 
   ・その上で，こうした課題解決のため，社会教育行政は， 
    ①従前の自前主義からの脱却し，教育委員会のみならず首長部局，大学等高等教育機関，NPO 

はじめ民間団体，企業等との積極的・効果的連携を仕掛けること。 
    ②住民と協働した取組を進めていくこと。 
     （「ひらく・つながる・むすぶ・つくりだす」という機能を様々な領域で発揮すること。） 
    ⇒ネットワーク型行政の推進 
 
 （３）ネットワーク型行政を進めるための前提 
  ①情報の収集 
   ・アンテナを高くして，絶えず社会教育に関連する多様な情報の収集に努める。 

・そのうえで，社会教育行政の立ち位置を確認しながら施策を企画・実施する。 
  ②社会教育施策の目標・計画の作成 
   ・社会教育関連施策の体系化を考えてみたうえで，地域の特性・教育資源を生かした計画づくりに取り

組む。 
  ③社会教育施策の点検・評価 
   ・行財政改革が進められる中で，教育行政としても，政策の有効性を検証するため，目標・計画の検証，

及びその結果の公表は不可避。 
 
  
 【参考】 

 
11 期待される役割を果たすための課題 

①社会教育関連施策の情報を得る。（自前主義からの脱却） 
②地域の教育資源のデータベース化（地域を知り，地域を好きになる） 
③「自立した市民」を育成する。（地域の課題に気付き，主体的に活動できる人材の育成） 
④学びと活動をつなぐ循環型の仕組みづくりへの支援（社会教育プラットフォームの構築支援） 
⑤社会教育行政の総合的支援機能の強化（社会教育主事のファシリテーション能力の向上） 

【社会教育施策の体系化を考える視点】 
（１）学習機会の拡充・整備の視点 
  ・発達課題（乳幼児期，少年期，青年期，高齢期等） 
  ・学習の場（学校，家庭，社会） 
  ・学習内容（専門・職業教育，教養教育，コミュニティー形成教育） 
  これらの視点から事業を分類し，全体としてのバランスを考えることが重要。 
（２）学習機会のネットワーク化の視点       
  ・それぞれの事業について，より効果的な運営を図るため，事業者の主体性を確保しながら事業相互の整合性 

を図り，連携・協力を進めることが必要。 
（３）学習機会に関する情報提供・学習相談の視点 
  ・学習者が適切な学習機会を選択できるよう，情報提供・学習相談等のシステム整備を図る。 


