
 

R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 

 

内容・テーマ： 

（１）生涯学習の現代的意義 

（２）生涯学習論の系譜 

講師：浅井経子 

期日：7 月 26 日 

 

prologue 

 専門用語について 

 

（１）生涯学習の現代的意義 

１ 多様な生涯学習 

1-１）生涯学習とは 

1-２）行政上の「生涯学習」  

1-３）多様な生涯学習の方法と内容 

 

２ 生涯学習の支援と生涯学習社会 

2-１）生涯学習とその支援の関係  

2-２）生涯学習社会の構築  

2-３）生涯学習社会の構築と生涯学習支援システム  

2-４）生涯学習社会構築の意義 

 

（２）生涯学習論の系譜 

１ 海外の生涯教育・生涯学習論 

    1-１）ラングランの生涯教育論  

    1-２）OECD（経済協力開発機構）のリカレント教育 

1-３）生涯教育から生涯学習へ   

1-４）海外の生涯学習論の特徴 

 

２ 我が国における生涯教育と生涯学習 

  2-１）中央教育審議会答申『生涯教育について』（昭和 56 年） 

2-２）生涯教育から生涯学習へ－臨時教育審議会（昭和 59～62 年に設置）－ 

 

epilogue 

 生涯学習社会実現に向けての今後の課題 

   １ 学習の概念の再検討 

   ２ 新たな生涯学習支援の構造とネットワークの構築 



   ３ ネット活用の導入 
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社会教育の基本法令・施策（１） 
講師：文部科学省 齊藤 友哉 

期日：令和３年７月２６日 

 

１ 最近の社会教育の動向について 

 

２ 社会教育関係法令について 

 

（１） 法令の基礎 

 

（２） 教育基本法（平成十八年法律第百二十号） 
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令和３年度 社会教育主事講習[A] 
講義レジュメ 

 講師  山本和人      
内容・テーマ 
社会教育の意義、特質 

期日 令和 3 年 7 月 27 日  
9：35～12：45（5 分説明、85 分の講義、10 分休憩、80 分の講義、10 分の質疑応答） 

 
―講義の骨子― 
  はじめに：「社会教育」は「教育」である 

１ 社会教育の意義・特質 
２ 社会教育と生涯学習 
３ 日本における社会教育の歴史的展開 
４ 社会教育の国際的展開 
５ 社会教育と学校教育、家庭教育等との関係 
６ これからの日本社会と社会教育 

＊サイト参照最終確認日は、すべて 2021．7.10． 
 
はじめに：社会教育活動は教育的行為：教育としての意味と意義 
 
（１）社会教育活動は教育的行為：「教育」の理解 
  ①成長する力と引き出す力 
 
  ②個性化と社会化の同時達成 
 
 
（２）教育を支える論理と原理 

①教育者と被教育者の関係性で成立 ：cf.「自己教育」という言葉の矛盾 
 

②価値志向的、目的的行為 ：「善いもの」を目指す、「価値あるもの」に向かわせる 
 

③個人の成長に対する支援と、社会の維持・発展への貢献 ：2 つの側面 
 

④「知識・技術・態度」、「知育・徳育・体育」などの分野と分類  
 

⑤個人的要求と社会的要請への対応 ：（１）の②と関連、「自分らしく、社会で活躍す

る」 
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⑥「次の世代」を「今の世代」よりも「よりよく」する ：②と関連 
 
― 社会の「維持・形成」と社会の「改善・改革・進歩」 

→ 「教師と生徒の関係」：☓「教師が生徒を従える」➪「自分以上の人間に育てる」 
 
 
（３）「教育力」と結果としての「影響力」 

①意図的教育：明確な教育意図をもって行われる教育：  
    → 学校教育のように教育者と被教育者が明確 
    → 好ましくない影響を排除 
    → 社会の発展による人間形成の在り方として働きかけ 
    → 個人の発達を望ましい方向に促進させる 
    → 家庭教育、社会教育も含まれる 
    ◎「教育力」に注目 
 

②無意図的教育：社会生活そのものが自然に行う教育、環境が与える自然的影響 
    → 言葉や様々な知識を身につける。親の行動・思考様式を身につける等 
    → 結果として大きな影響を受けている。人格形成に強い影響力を持つ 
    → 必ずしも好ましい影響とは限らない 
    → 社会・文化環境からの無意図的な教育作用から逃れることはできない 
    ◎「結果としての影響力」に注目 
 
    ③諸力の中での教育力 

→「教育的働きかけ」の力は、その他の「影響」の力に比べると「弱い」 
 
 
１ 社会教育の意義、特質 
（１）社会の中での、3 つの教育システム ― 国際的な教育のとらえ方から ― 
  ①フォーマル・エデュケーション 

⇒ 高度に制度化され、年齢によって構造化され、階層的に構成された教育。 
 
  ②ノンフォーマル・エデュケーション 
     ⇒ 学校教育の枠組みの外で、特定の集団に対して一定の様式の学修を用意す

る、組織化され、体系化された教育。学校教育よりも歴史は古い。 
 
  ③インフォーマル・エデュケーション 
     ⇒ 日常的経験や環境との触れ合いから、知識、技術、態度、執権を獲得し蓄積

する生涯にわたる過程。組織的・体系的教育ではなく、習俗的、無意図的な教
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育。家庭、職場、遊びの場で学ぶ、家族や友人の手本や態度から学ぶ、旅行や

新聞・書物を読むことから学ぶ、ラジオの聴取、映画・テレビの視聴を通じて

学ぶなど。人類が誕生したときから存在する教育の形態と考えられる。 
 
（２）社会教育とは何か 
  ①具体的場面： 
 
  ②学校教育との比較： 
 
  ③社会教育法における社会教育：行政は「支援」を行う 
     ・第 2 条の定義 
     ・第 5 条の市町村教育委員会の事務 
     ・第 6 条の都道府県教育員会の事務 
 
（３）社会教育の「効果」をとらえる枠組みから：別紙資料参照 
  ①分析軸 ：直接的・間接的、いくつかのレベル（個人・学習集団、地方自治体・国、

国際社会・人類、国内・国際社会・人類） 
 
  ②効果の種類 ：学習効果・行政効果 
 
  ③効果の内容  
 
（４）社会教育の特質を挙げよう 
  ①対象の多様性：子どもから高齢者までの生涯各期の人々 

②教育・学習の内容・テーマの多様性 
③教育・学習方法の多様性 
④自主的な参加と行動 
⑤誰でも「指導者・教育者」になる可能性 

 
（５）学習要求と学習課題について 
  ①社会的要請と個人的要求 
 
  ②学習要求の顕在性と潜在性 
 
 
２ 社会教育と生涯学習 
（１）現代的「生涯教育」の発展 
  ①ユネスコによる生涯教育の提唱 
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  ②生涯教育が求めるもの 
 
（２）日本における生涯学習と生涯教育 
  ①生涯学習と生涯教育の違い 
   １）生涯学習：「今日、変化の激しい社会にあって、人々は、自己の充実・啓発や生

活の向上のため、適切かつ豊かな学習の機会を求めている。これらの学

習は、各人が自発的意思に基づいて行うことを基本とするものであり、

必要に応じ、自己に適した手段・方法は、これを自ら選んで、生涯を通

じて行うものである。その意味では、これを生涯学習と呼ぶのがふさわ

しい。」（昭和 56(1981）年の中央教育審議会答申『生涯教育について』) 
 
   ２）生涯教育：「国民の一人一人が充実した人生を送ることを目指して生涯にわたっ

て行う学習を助けるために、教育制度全体がその上に打ち立てられる

べき基本的な理念」（同上) 
          ⇒ 生涯教育の理念が在ってこそ、そこにはじめて生涯学習の概念・

計画が打ち立てられる 
 
 
  ②生涯学習の理解と留意点（平成４年 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」） 
 

１）生涯学習は、生活の向上、職業上の能力の向上や、自己の充実を目指し、各人が

自発的意思に基づいて行うことを基本とするものであること 
 
２）生涯学習は、必要に応じ、可能な限り自己に適した手段及び方法を自ら選びなが

ら、生涯を通じて行うものであること 
 
３）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

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おこなわれるものであること 
 
  ③生涯学習の理解と支援体制：「日本における生涯学習支援システム」としての構想 
   １）学習機会の提供のしくみをつくり、新たな学習機会の創造 
 
   ２）学習機会の選択援助を行う 
 
   ３）学習成果の評価と認証による活用 
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（２）社会教育と生涯学習の違い 
  ①生涯学習は、個人的ニーズが優先している 
 
  ②生涯学習は、地域社会の社会教育につながらない場合も 
 
  ③生涯学習は、社会教育の資源を利用している 
 
  ④社会教育は、コミュニティ形成や地域課題の解決につながっている 
 
  ⑤人々の社会関係資源を豊かにしている 
 
 
３ 日本における社会教育の歴史的展開 
（１）社会教育法ができる以前の「社会教育」 
  ①「通俗教育」と言われた時代 
 
  ②第二次世界大戦前の「社会教育」 
   ・「社会教育」という言葉の誕生 
   ・団体中心の社会教育 
   ・「教育」と「教化」の狭間で 
 
（２）第二次世界大戦後の社会教育 
  ①社会教育法ができるまでの間 
   ・寺中作雄社会教育課長による「公民館の建設」 
   ・地域交流の場としての「公民館」 
 
  ②社会教育法が成立して誕生した「公民館」、図書館、博物館 
   ・公民館の位置づけ：社会教育施設 
   ・社会教育施設としての図書館、博物館：法律の施行 
 
  ③法整備による社会教育支援 
   ・社会教育行政の立場：地域住民・市民主体の社会教育活動を支援する 
   ・社会教育の「事務」：行政が行うこと 
   ・社会教育委員の誕生 
   ・社会教育主事の配置 
 



 6 / 9 
 

  ④人口増加・人口の都市集中への対応 
   ・社会教育審議会答申「急激な社会変動に対応する社会教育の在り方について」 
   ・都市における社会教育や公民館の新しい在り方 
     ａ．個人学習 
     ｂ．コミュニティ形成 
 
  ⑤少子高齢社会の中での社会教育 
   ・家庭教育支援、子育て支援 
   ・高齢者の生涯学習支援と元気な高齢者の育成 
   ・学校・家庭・地域の連携・協力の推進 
 
  ⑥人生 100 年時代と Society5.0 という時代の社会教育 
   ・科学技術の格段の進歩・発展 
   ・人口減少社会の中での平均寿命の延伸 

 ・バーチャルな世界の登場 
 ・新たな価値観の形成：更新続ける「現代的課題」への対応 

 
  ⑦「新たな生活様式」の模索 
 
 
４ 社会教育の国際的展開：社会教育施設としての公民館の特性 
 
（１）グローバル公民館（世界の公民館）：エジプトから：サイト参照 
 ＊ホームページ https://global-kominkan.net/ 
 

①グローバル公民館とは（HP から）：社会教育（生涯学習）分野への注目 
世界青年の船（SWY16）に参加したことがきっかけで、日本の教育に興味をもっ

たエジプト人のモハメッド・アブデルミギード氏。エジプトの教育システムを変えた

いという強い思いを抱き始めました。 
しかし、エジプトのすべての教育システムを変えるのは難しいと考えた彼は、社会 

教育分野（生涯学習）に注目します。早速、インターネットを利用して日本の生涯学

習の状況を調べてみると「公民館」という言葉に出会いました。 
それは、彼か探し求めていた、地域の人々が集まり、ともに学び、お互いに助け合 

い、つながる場所でした。公民館は地域住民にとって最も身近な学習拠点になります。 
エジプトで、始まったグローバル公民館は、地域住民=世界住民として、エジプト

と日本を繋ぎ、ともに学びあう活動からスタートしました。 
 

②講座報告書 
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（２）文部科学省 「公民館（Kominkan）パンフレット」： ：パンフ参照 
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/09
/13/1292569_1.pdf 
  ①小学生と高齢者をつなげる「遊々クラブ」 
  ②大学と連携によるまちづくり「ののいち町民学校」 
  ③家庭の子育てを支援する「赤ちゃん広場」 
  ④学校と職場を結びつける「キャリア教育」 
  ⑤「児童通学合宿」 
  ⑥地元の産業振興に貢献する「生産教育」 
  ⑦地域の環境をまなぶ「自然観察会」 
 
（３）公民館主催のオンライン講座：例 千葉県市川市 
  ①YouTube で配信 
  ②スマホ、タブレット、パソコンで受講できる 
  ③好きな時間に、好きなところで受講できる 
  ④期間中は何度でも受講できる 
  ⑤受講料は無料、ただし通信料は受講者負担 
  ⑥申し込みはサイトに。一度登録されると講座ごとの申込みはない 
  ⑦新しい講座は登録メルアドレスに届く 
 
 
５ 社会教育の意義はどこにあるのか 
（１）教育の場と内容から見た教育：社会教育の位置づけ（実際上の教育の場と内容） 
     ・家庭教育 

・学校教育 
・社会教育 

 
（２）「学校教育」を補完・拡充・拡大 
 
（３）「家庭教育」の支援 
 
（４）個人の生涯にわたる成長・発達を支援 
 
（５）（結果としての）コミュニティ形成・社会形成（社会の統合） 
   ・人間関係の構築 
   ・信頼関係の構築 



 8 / 9 
 

 
（６）（結果としての）社会の維持・変革・発展：別紙参照 表 1 社会教育の効果（辻功） 
 
 
 社会教育の定義： 社会教育とは、広く社会の中に用意されている様々な教育機会・学習

機会に、多様な人びとが様々な目的で参加し、知識・技術・態度変容を獲得するた

めの活動や学習ができる、多様な主体からの教育・学習の機会提供・教育的働きか

けで、社会を安定化させ、個人の成長・発達と社会関係資本を形成するものである。 
 
＜参考＞今田高俊：「個人は自己の意図とは関係なくある家庭に生まれ、地域社会の中で育

ち、他者と関係を取り結ぶことを学習する。人間社会は人びとの『つながり』によって

しか形成されない。また、このつながりには支え合いというかたちでの共同性が確保さ

れる必要がある。各個人は、自由主義が想定するように抽象的な自由意志や排他的個人

権を持った個人ではなく、常に具体的で特定の文化的・歴史的文脈に埋め込まれた存在

である。特にその場として、家族や地域コミュニティや自発的結社などの共同体が重要

である。」 
 
 
６ これからの日本社会と社会教育 
〇第二次大戦後の社会教育 

→ 戦後の復興と新しい国づくり・国民形成 
 

〇生涯学習の時代の社会教育 
→ 生涯学習支援の変化への対応と環境づくり、 

学習および学習方法の多様化への対応、 
集合学習（集会学習、集団学習）から個人学習へ 
 

〇コロナ後の世界：「新しい生活様式」の中での社会教育 
 
（１）少子高齢社会の社会教育 

→ 学校・家庭・地域社会の連携協力、 
人口減少社会の中で「元気な高齢者」の育成と意識改革、 
「家庭」への関りの強化 

 
（２）「人間と機械の共存社会」への進展と科学技術・ICT 発展の中で「生きる」を支援 
 
（３）学んだ成果を生かす：新たな職業への準備とボランティアの拡大 
 



 9 / 9 
 

（４）「新しい生活様式」をどのように受け入れ、積極的に関わっていくか 
 
おわりに 
社会教育主事は、自らが「学習支援者」として、地域に生きる個人の成長に関わると同時

に、地域社会を中心とする社会教育をマネージし、様々な教育・学習機関と連携関係をつく

り上げ、時代に応じた社会形成を果たすべき大きな役割を持っていると考えます。皆様のご

活躍を心よりご期待申し上げます。 
 

以上 
（別紙資料） 

社会教育の効果（役割） 
引用：『新社会教育事典』伊藤俊夫・河野重男・辻功編集委員 第一法規出版株式会社 昭

和 59 年第 2 刷 p.5 辻功 
表 1 社会教育の効果（役割） 

効 果

の 種

類 

直接的 間接的 

レ ベ

ル 
内  容 

レ ベ

ル 
内  容 

学 習

効果 
個人 

職業生活、家庭生活、日常生活、余

暇生活、社会生活上の、 
 知識、技能、教養、健康、体力、

行動等の獲得、保持、向上 
（学習者自身の要求、社会の要請） 

地 方

自 治

体 

地域社会の形成、維持、発展 
地域文化の向上 
体制の維持強化（または変革） 

国 
文化の向上 
体制の維持、強化（または変革） 
国力の増強 

学 習

集団 
集団の形成、維持、強化 
集団目的の達成 

国 際

社

会 ・

人類 

国際理解 
国際的緊張の減少 
平和共存の実現 

行 政

効果 個人 
学習意欲の刺激、維持、高揚、学習

への動機づけ 地 域

社会 

地域文化の向上 
地域社会の形成、維持、発展 
組織化 

地 方

自 治

体 ・

国 

教育の機会均等化への接近 
教育施設・設備の充実 国 

文化の普及 
体制の維持、強化、発展 
教育の革新 

 



 

R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 

 

内容・テーマ： 

生涯学習振興施策の動向 
講師：文部科学省 田中 勉 

期日：令和３年７月２７日 

 

 １．生涯学習・社会教育に関する方向性 

  （１） 中央教育審議会答申(平成 30 年 12 月 21 日) 

 

  （２） 第 10 期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理(令和２年９月) 

 

 ２．生涯学習・社会教育に関する国の施策等 

  （１） 社会教育施設の現状と今後の在り方 

 

  （２） 地域と学校の連携・協働の推進 

 

  （３） 家庭教育支援の推進 

 

  （４） 青少年教育の充実 

 

  （５） 障害者の生涯学習の推進 

 

  （６） 多様な学習機会の提供 

 

 ３．その他 

 

 



 

R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 

 

内容・テーマ コロナ禍でのオンライン講座 

実践事例名 Zoom を使っての公民館講座 

事業主体（実施機関） 高浜町和田公民館 

連携・協力機関等  

発表者 村宮 博明 

 

 

                           期日２０２１年 ７月 ２７日 

 

内   容 

 

 PowerPoint を使用 

 

① 高浜町と和田地区の紹介を簡単にし、和田公民館の利用状況や館内の様子の説

明。 

 ② 「コロナ禍でのオンライン講座」について 

    県内で感染者が拡大し町内の社会教育施設が閉鎖になった中で、Zoom で講座

をしようということになった。しかし、職員は Zoom のことはもちろんのこと、

必要な機材も ICT の知識はまったくないという問題があった。 

    そこで、Zoom の知識は「交流館」の A さんに、Wi-Fi がない分は町職員にケー

ブルでつなげるようにしてもらい、カメラは教育委員会で借用。その結果、予算

措置も ICT の知識もまったくなしで、Zoom での講座を実施できるめどが立った。 

    早速、先生に連絡し、Zoom のことを説明し了解をとった。その後、Zoom で講

座を実施することを広報し、参加する人には参加申し込みの時に Zoom を説明し

実施。結果、５講座を実施し１９２名に、参加してもらうことができた。このこ

とで、今後コロナの感染が広がり、公民館が閉鎖になっても講座ができるめどが

たったことは大きな成果である。 

    始めから完璧を目指さず、「できないと思わず、失敗してもやってみよう」と

思ったことでできた取り組みだと思う。 

 



R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 

 

内容・テーマ 社会教育主事の役割と職務 社会教育関係団体と指導者 

実践事例名 愛媛県の社会教育主事の役割と職務 

愛媛県の社会教育関係団体と指導者 

事業主体（実施機関） 愛媛県教育委員会事務局管理部社会教育課 

連携・協力機関等  

発表者 社会教育主事 清水 大輔 

                           期日 令和３年 ７月 27 日 

内   容 

１ はじめに 

 

２ 愛媛県の概要 

 

３ 愛媛県教育委員会における社会教育行政の組織体制 

 

４ 教育行政における社会教育の位置付けと役割 

（１）社会教育の位置付け 

 

（２）社会教育の役割 

 

５ 愛媛県の教育計画・施策 

（１）第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」 

（２）愛媛県教育振興に関する大綱 

（３）令和３年度愛媛県教育基本方針・重点施策 

 

６ 社会教育委員会議の意義 

 

７ 社会教育主事の役割と職務 

  「つながりづくり」「人づくり」「地域づくり」 

８ 社会教育関係団体と指導者 

 

９ おわりに 

 

 

 



 
R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 
 
内容・テーマ 市町村の社会教育主事の役割と職務 

社会教育関係団体と指導者 
実践事例名  
事業主体（実施機関）  
連携・協力機関等  
発表者 毛呂山町教育委員会生涯学習課 主任 峯岸美幸 

 
 
                           期日 令和３年 ７月 ２７日 
 
内   容 
 
１．自己紹介 
２．毛呂山町の概要 
３．組織体制 
４．毛呂山町教育振興基本計画 
  基本目標に向けた取り組み（社会教育主事の役割・職務） 
５．近隣市町との連携（入間地区社会教育協議会社会教育主事部会） 
６．おわりに 
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  令和 3 年度社会教育主事講習 A 
講義レジュメ 

馬場 祐次朗 
                       令和３年 7 月 28 日 

［生涯学習概論］ 
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…〕） 
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（３）財政：歳入・歳出（教育費，社会教育費，公民館費・・・）   
  
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】 
（14）「多様な主体の協働と ICT 活用で、つながる生涯学習・社会教育～命を守り、誰一人として取り残さな

い社会の実現へ～」【2020（令和 2）年 9 月 第 10 期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の

整理】 
 
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
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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 

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

★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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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 

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
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る。 
 
【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３年度の文部科学関係予算（案）は、5 兆 3,060 億円（5 兆 9,689 億円）で、うち文教関係予算（案） 
は 4 兆 216 億円（△87 億円減）。そのうち、総合教育政策局は、277 億円（76 億円増）で文教関係予算の

0.7％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
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必要な費用である。 
（３）予算編成の方針 
 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



7 
 

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

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 
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  『「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。 

（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。 
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   ・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。 
    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） 

【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。 
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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） 



                           R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 

 

                                講  師 金山 喜昭            

 内容・テーマ                                                                

 博物館の役割と機能                  期  日  7 月 28 日           

 

１． 社会教育法（1949 年）と博物館法（1951 年） 

・社会教育法体系の下に博物館法、図書館法（1950 年）が位置づけられる。 

・博物館法上の定義：「博物館」とは 

・登録制度 

・博物館の制度的分類（登録博物館、相当施設）類似施設 

・無料の原則 

・専門職の配置 

・協議会の設置 

 

２．近年の博物館を取り巻く制度的な動向 

・平成 15 年 6 月 公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準の告示（昭和 48 年の公

立博物館の設置及び運営に関する基準・文部省告示の全面改訂）  

・平成 15 年 9 月 地方自治法の一部改正（指定管理者制度の導入） 

・平成 23（2011）年 12 月 「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」改正 

・平成 29 年 12 月 「文化経済戦略」策定 

・平成 30（2018）年 6 月 文部科学省設置法改正 

・平成 31（2019）年 6 月 分権一括法 → 博物館の所管を地方公共団体の長とすることが

可能（特例措置）。 

 

３．博物館についての統計データ 

 

４．博物館の種類と機能 

・人文系博物館（歴史・民俗・考古など）、美術館、自然系博物館（生物・地学など）、理

工系博物館、動植物園、水族館 

・基礎機能：資料の収集、整理・保管、調査研究 



・教育普及機能：常設展示、特別展、企画展、講座、講演会、ワークショップなど。 

・「展示を見せる学び」から、住民の参加型学習へと学びの機能を充実させる「第三世代

の博物館」 

 

５．「地域連携型博物館」への展望 

________________________________________ 

〔参考文献〕 

伊藤寿朗 1991『ひらけ、博物館』岩波ブックレット No.188、岩波書店 

金山喜昭 2018「博物館と地域コミュニティの連携―学びのネットワーク形成をめざして

―」社会教育 878 号 

金山喜昭編 2020『転換期の博物館経営～指定管理者制度・独立行政法人の検証と展望』

同成社 



 

R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 

 

内容・テーマ： 

 

公民館の役割と機能 

講師：山本 珠美 

期日：令和３年７月２８日（水） 

 

１．公民館とは何か 

   公民館の歴史／公民館の変遷 

 

２．公民館の役割：地域課題解決の取組 

   岡山県公民館連合会の取組事例／コロナ禍における公民館～オンラインの事例～ 

 

３．今後の課題 

   住民参加（とくに公民館運営審議会について）／多様な主体とのネットワーク形成 

 

公民館は、そもそもは戦後の地域復興のために作られた、日本独自の社会教育施設です。

しかしながら、急激な地域社会の変化を受ける中、その位置づけについては様々に議論さ

れてきました。 

現在、公民館には「地域課題解決のための地域の拠点」という役割が期待されています。

そこで、地域課題解決の取組として、岡山県公民館連合会の「公民館アワード」の事例を

紹介します。平成 29 年度にはじまったこの取組は、公民館職員が選ぶ「公民館講座大賞」

です。岡山県内の公民館職員同士の学びあいの事例ですが、他県の公民館職員も学ぶとこ

ろの多い内容と思われます。地域課題の解決に向けた公民館講座とはどのようなものか、

検討します。 

 最後に、今後の課題として、「住民参加（とくに公民館運営審議会）」および「多様な主

体とのネットワーク形成」について考えます。 

 

 

 

 

 

〔参考文献〕 

寺中作雄『公民館の建設』公民館協会、1946 年 

山本珠美・熊谷愼之輔・松橋義樹編『社会教育経営の基礎』学文社、2021 年 

 



 

R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 

 

内容・テーマ ＜生涯学習概論＞ 事例研究 

実践事例名 社会教育行政の組織と役割 

「茨城県の生涯学習・社会教育行政」 

事業主体（実施機関） 茨城県教育庁総務企画部生涯学習課 

連携・協力機関等  

発表者 課長補佐  久保田 将彦 

 

                               期日 令和３年７月 29 日 

内   容 

■ 茨城県の概要と教育機関・施設の状況及び県内の学校の状況 

■ 県教育庁等の機構及び県社会教育施設・県の諸計画の構造 

■ 茨城県総合計画「新しい茨城」への挑戦 

■ いばらき教育プラン（茨城県教育振興基本計画） 

■ 第５次茨城県生涯学習推進計画 

【第５次茨城県生涯学習推進計画の策定にあたって】 

   １ 茨城県生涯学習審議会及び茨城県社会教育委員会議報告書（提言）から 

   ２ 茨城県の目指すべき方向性 

   ３ ３つの方策を支える基盤づくり 

■ 茨城県の社会教育主事配置の推進 

   １ 法令について 

   ２ 国の動向 

   ３ 全国市町村教育委員会の社会教育主事配置状況 

４ 茨城県の社会教育主事配置数の推移 

   ５ 茨城県市町村教育委員会の教員籍の社会教育主事配置状況 

   ６ 都道府県別教員籍の社会教育主事配置状況 

７ 教員籍の社会教育主事の役割 

   ８ 主な事業例 

■ 茨城県の社会教育主事の養成 

参考 ＜茨城県の事業＞ 

 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

〔参考文献〕 

中央教育審議会答申（平成 27 年 12 月） 

「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」 



 

R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 

 

内容・テーマ 社会教育行政の組織と役割 

実践事例名  

事業主体（実施機関） 土浦市教育委員会 

連携・協力機関等  

発表者 飯田 英路 

 

                              期日：令和３年７月２９日 

 

 

内   容 

 

 １．土浦市について 

 ２．社会教育とは 

   （１）社会教育の定義（社会教育法第２条） 

   （２）国及び地方公共団体の任務（社会教育法第３条） 

 ３．土浦市における計画の策定と推進施策 

   （１）第８次土浦市総合計画 

   （２）第２次土浦市教育大綱 

   （３）令和３年度土浦市教育行政方針 

 ４．土浦市の社会教育行政組織 

   （１）市町村教育委員会の事務（社会教育法第５条） 

   （２）土浦市教育委員会 機構図 

   （３）令和３年度土浦市の予算 

   （４）令和３年度土浦市の教育費に係る予算 

   （５）令和３年度土浦市の社会教育費に係る予算 

   （６）土浦市教育委員会の社会教育関係職員数 

   （７）土浦市の社会教育施設 

   （８）土浦市社会教育委員について 

 ５．土浦市の社会教育に係る事業について 

   （１）土浦市第４次生涯学習推進計画の位置づけ 

   （２）計画の基本理念・目標・姿勢 

（３）基本目標１「一人ひとりが行う学習の充実」 

（４）基本目標２「地域社会とのつながりの充実」 

（５）基本姿勢「市民とともにつくる生涯学習支援のしくみ」 

 ６．教員籍の社会教育主事として 



（１）県南地区の教員籍社会教育主事の主な業務 

（２）本市における教員籍社会教育主事の主な業務 

（３）教員籍社会教育主事だからできること 

 ７．今後の取組の方向性 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

〔参考文献〕 

  ・社会教育行政読本―「協働」時代の道しるべー 

    社会教育行政研究会 編（第一法規） 

  ・生涯学習・社会教育行政必携 

    生涯学習・社会教育行政研究会 編集（第一法規） 

  ・第８次土浦市総合計画（土浦市） 

  ・第２次土浦市教育大綱（土浦市） 

  ・令和３年度土浦市教育行政方針（土浦市教育委員会） 

  ・第４次土浦市生涯学習推進計画（土浦市） 
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R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 
 

内容・テーマ： 

生涯学習概論 図書館の役割と機能 

講師：齊藤 誠一 

期日：令和３年７月３０日 

 
はじめに 

自己紹介 
 
１ 図書館の成り立ち 

  人類が社会生活を営み、国家という組織が形成される。 
⇒統治行為と不可分な形式での記録の作成・保存（人口・徴税記録） 
⇒教養文化的な記録類の集積 

     （※記録=文字などの記号や図像により、情報を岩石・樹木・紙などの媒体に記しもの） 
集積場所としての経蔵・文庫・書籍館・文書館・図書館の出現 

  図書館に人類社会の記憶として集積されている知的成果物は、人類の行動を決定するための「情

報」として用いられるようになる。 
    ⇒図書館は情報を管理している組織であり、社会の記憶装置である。      
 

２ 図書館の定義と意義 

（１） 図書館の定義 

・日本における図書館法第２条 
 「図書館とは、図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の

利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」 
（ただし、図書館法=公共図書館を対象とした法律） 

・アメリカ図書館協会の定義 
「図書館とはサービス対象に物的、書誌的、及び知的なアクセスを提供するために組織化さ

れた資料の集合体で、当該集団の情報ニーズに関するプログラムを提供できるように訓練さ

れたスタッフを持つ組織」   
 

（２） 図書館の意義 

  ・ 人間社会の高度化－個人の経験に基づく個人的な記憶や組織的記憶を共有化し、新たな創

造を生み出す。 

  ・ 先人たちの経験知に基づく記録知を学習し、身につけた個人がさらに新たな経験知を習得
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して、それをさらに記録知化することで、人類の知的な財産は無限に発展していく。 

                    ↓ 

 

  「図書館は組織知能に関する組織記憶を司るひとつの“装置（システム）”であり、優れた社会

知能をもつ社会は、優れた図書館を有する社会といえる。 

 

   自ら考え、自分で判断し、自由に発言でき、自己責任がとれる社会 

      →より多くの情報から判断基準なる情報を取捨選択することの必要性  

        →情報インフラとしての図書館の必要性 

 

３ 図書館の構成要素 

図書館の三要素 
① 資料（蔵書=コレクション） 
② 施設 
③ 人（職員） ⇔利用者 

      

４ 図書館の種類 

サービス対象別 

図書館 サービス対象 備   考 

国立図書館 国会議員・国民 国立国会図書館・納本図書館 

公共図書館 地域住民  

大学図書館 ４年制・短期大学の学生・教員等  

学校図書館 高等学校等までの生徒・教員等  

専門図書館 特定主題分野に特化した利用者  

その他の図書館  視覚障害者情報提供施設 

聴覚障害者情報提供施設 

 

５ 日本における公共図書館の展開 

（１）1945 年以降における公共図書館の展開 

① 国立図書館 

1948年 国立国会図書館が創設 

アメリカ議会図書館（ＬＣ Library of Congress）をモデルに！ 

➁ 公共図書館 

1950 年 図書館法公布 

  憲法→教育基本法→社会教育法→図書館法 

  特色 第 3 条 「国民に奉仕する機関」 
     第 17 条 「無料公開の原則」 

1954 年「図書館の自由に関する宣言」の採択（全国図書館大会） 
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  「知る自由」に対する図書館の責務 

1963 年『中小都市における公共図書館の運営』（『中小レポート』）発行 

  「中小公共図書館こそ公共図書館である」 

1970 年『市民の図書館』（日本図書館協会）発行 

  「貸出」＋「児童サービス重視」＋「全域サービス」 

  「中小レポート」＋個人との関係の明確化 

※現在の状況・・・貸出重点シフトからの脱皮→課題解決型図書館 

2006 年『これからの図書館像－地域を支える情報拠点をめざして－』（「これからの図

書館の在り方検討協力者会議」報告書）」（文部科学省） 

      2012 年『図書館の設置及び運営上の望ましい基準』 

(平成 24 年 12 月 19 日文部科学省告示第 172 号) 

 

 （２）公共図書館の法的位置づけ 

 ○図書館法・・・1950 年（昭和 25 年）4 月 30 日公布 
   （この法律の目的） 

第一条 この法律は、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）の精神に基き、図書館の

設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化

の発展に寄与することを目的とする。 

※ 憲法（26 条「教育を受ける権利」）→教育基本法（3 条「教育の機会均等」） 

→社会教育法（3 条「国及び地方公共団体の任務」）→図書館法 

 

（定義） 

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、

保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資すること

を目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人

が設置するもの（学校に附属する図書館又は図書室を除く。）をいう。 

２ 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字

社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。 

 ※公共図書館に関する法律 

 

（図書館奉仕） 

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教

育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事

項の実施に努めなければならない。 

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図

書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下

「図書館資料」という。）を収集し、一般公衆の利用に供すること。 

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 
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三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずる

ようにすること。 

四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属す

る図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。 

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励す

ること。 

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動そ

の他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 

  ※ 地域コミュニティーの住民に奉仕する姿勢 

 

（３）公共図書館の種別 

〇公立図書館 

 ・地方公共団体の意志で条例により設置される（法第 10条） 

 ・公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも 

  徴収してはならない（法第 17 条） 

〇私立図書館 

 ・日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館 

 ・ノーサポート・ノーコントロールの原則のもと、自主的な活動を保障、対 

  価の徴収を認めている（法第 28 条） 

     

（４）司書・司書補の法的位置づけ 

（司書及び司書補） 

第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 

２ 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 

３ 司書補は、司書の職務を助ける。 

（職員） 

第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会（特定

地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとさ

れた図書館（第十五条において「特定図書館」という。）にあつては、当該特定地方公共団

体の長）が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。 

２ 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければ

ならない。 

 

（５）図書館員の倫理綱領日本図書館協会   １９８０．６．４ 総会決議 

この倫理綱領は、「図書館の自由に関する宣言」によって示された図書館の社会的責任を自覚し、自らの

職責を遂行していくための図書館員としての自律的規範である。 
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第１ 図書館員は、社会の期待と利用者の要求を基本的なよりどころとして職務を遂行する。 

第２ 図書館員は利用者を差別しない。 

第３ 図書館員は利用者の秘密を漏らさない。 

第４ 図書館員は図書館の自由を守り、資料 の収集、保存および提供につとめる。 

第５ 図書館員は常に資料を知ることにつとめる。 

第６ 図書館員は個人的、集団的に、不断の研修につとめる。 

第７ 図書館員は、自館の運営方針や奉仕計画の策定に積極的に参画する。 

第８ 図書館員は、相互の協力を密にして、集団としての専門的能力の向上につとめる。 

第９ 図書館員は、図書館奉仕のため適正な労働条件の確保につとめる。 

第１０ 図書館員は図書館間の理解と協力につとめる。 

第１１ 図書館員は住民や他団体とも協力して、社会の文化環境の醸成につとめる。 

第１２ 図書館員は、読者の立場に立って出版文化の発展に寄与するようつとめる。 

 

６ 図書館の機能とサービス 

（１）図書館の機能 

資料や情報を必要とする利用者のさまざまな求めに応じて、その情報あるいは情報へのアクセス

手段を適切に提供することが図書館の基本的な機能である。 
① 情報管理機能 

ア 図書館資料の収集 
コレクション形成に向けて 

＊ 利用者の資料・情報に対する要求を的確に把握する 
＊ 成文化された選択・収集方針を定める。 
＊ 定期的な選書委員会を開催し、計画的・継続的な収集を行う。 
＊ 利用頻度の落ちた資料を見極め、コレクションの更新を行う。 
＊ 選書問題委員会を設け、コレクション形成に問題のある資料について討議し、自

館の収集方針を守る。 
イ 図書館資料の整理（組織化） 

   目録カードからデジタル情報へ 
     MARC（Machine Readable Catalog）の存在 
   分類（請求記号）の付与 
   装備 

ウ 図書館資料の保存 
    保存に対する物理的な配慮 
    保存に対するスペースの確保 
    保存に対する効率的なシステムの提案 

エ 図書館資料の提供 
      提供の方法   
       貸し出しと閲覧（文献複写を含む）    著作権法との関係 
       情報サービス（レファレンスサービス） 
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       リクエストサービスについて 
       相互貸借 

② 教育機能   

学校教育・社会教育の支援 
③ コミュニケーション機能 

情報の生産者（送り手）と情報の利用者（受け手）との間の情報伝達（コミュニケーシ

ョン）を仲介する機能 
④ 組織的記憶機能 

情報や資料を蓄積・保存し、人間の知識や経験・思想を組織的に記憶し、次世代に伝え

る機能 
⑤ 調査・研究機能 

以上の機能を効果的、効率的に実現させるための調査・研究をする機能 
 

（２）パブリックサービス（直接サービス） 

① 閲覧・貸出サービスと複写サービス 

  閲覧=館内利用 
  貸出=館外貸出・・・個人貸出及び団体貸出 
  複写サービス・・・著作権法第３１条（図書館での複製） 
  相互貸借 
  リクエストサービス 
② レファレンスサービス 

  直接サービス 
  間接サービス 
  レフェラルサービス 
③ 世代別サービス 

ア ブックスタートの支援 
  乳幼児とその親に絵本を提供する活動 
  乳児は生後４か月ごろから絵本に反応し始める。 
  1992 年、イギリスのバーミンガムで始まった取り組み 
イ 児童サービス 

図書館の基本となるサービス 
ウ ヤングアダルトサービス 
  ヤングアダルトサービスの対象・・・中学高校生（大人の意識） 
エ 高齢者サービス 
  資料の使いやすさ、使いやすい施設 

④ 利用教育・読書相談 

   図書館の使い方や資料の活用方法を伝える活動 
利用者（あるいは未利用者、潜在的利用者）に対して計画的に行われる図書館 

の使い方や資料の活用方法に関する教育活動。情報リテラシー教育の一環でもある。 
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→「図書館ツアー」「図書館使いこなし術」「一日図書館員」 

⑤ 視聴覚資料（ＡＶ資料）の提供 

   記録媒体・・・マイクロフィルム、ビデオテープ、ＣＤ、ＤＶＤ 
   ネットワーク配信   
⑥ 障がい者サービス 

 視覚障がい者、聴覚障がい者、肢体不自由者等へのサービス 
⑦ 図書館行事・集会の場の提供 

   地域交流の場 
   図書館利用に対する動機付け 

⑧ アウトリーチサービス 

図書館サービス圏内において、図書館を利用しない人々や何らかの理由により利用でき

ない人々にサービスを広げるサービス 
⑨ 地域の課題解決支援サービス 

   ビジネス支援サービス、医療・健康情報サービス、法情報サービス・・・ 
⑩ 電子的なサービス 

  インターネットを活用したサービス 
外部オンラインデータベースを活用したサービス 

⑪ 図書館のＰＲ 

 

（３）テクニカルサービス（間接サービス） 

① 選書 

➁ 収書 

③ 分類・目録作成 

④ 装備・排架 

⑤ 書庫管理 

⑥ 修復・製本 

⑦ 資料保存 

 
７ 図書館の現況と課題 

（１） 図書館における“基本的な機能”の変化（私見）  

ＩＴ化の進展（インターネットの普及）によって 

・1960 年代～1990 年代前半     ・・・資料提供（図書） 

・1990 年代後半～現在        ・・・情報提供（図書+デジタル情報） 

・これから～        ・・・＋人的支援の提供（図書+デジタル情報+人的支援） 

   ⇒情報を介した人と人とのコミュニケーションの場としての図書館 

  ⇒情報への付加価値（情報リテラシー）を高める基盤施設としての図書館 

  ⇒新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の影響による変化 

 

（２）『これからの図書館像－地域を支える情報拠点をめざして』 
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（これからの図書館の在り方検討協力者会議編，文部科学省，2006） 

   ① 住民の生活や仕事、自治体行政、学校、産業などの分野での課題解決支援のための相談

や情報提供の機能強化 

   ➁ 図書館のハイブリット化による、印刷資料とインターネット等を組み合わせた高度な情

報提供 

   ③ 学校との連携による青少年の読書活動の推進、および行政や各種団体との連携による相

乗効果の発揮 

   ④ 図書館の資源の配分の見直し（職員の意識改革・能力の向上など）    
       →地域の課題解決支援に向けた取り組みは、全国に浸透してきている 
 

（３）現況から図書館サービスを考える 

① 大人の利用の拡大 

● 貸出冊数の変化 （『図書館年鑑』『日本の図書館』日本図書館協会より） （万冊） 
年度 1978 1984 1985 1995 2000 2006 2008 

個人貸出冊数 9,709 19,455 20,876 38,410 50,769 58,420 62,443 
児童書貸出冊数（内数） 5,146 97,28 10,020 12,291 12,692 15,971 17,374 

児童書率 53％ 50％ 48％ 32％ 25％ 27％ 27％ 
● 貸出冊数の変化 （『東京都公立図書館調査』より）           （万冊） 

年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
個人貸出冊数 11,436 11,190 11,057 11,389 11,186 11,163 11,151 10,671 

児童書貸出冊数（内数） 2,841 2,749 2,801 3,067 3,244 3,333 3,393 3,199 
児童書率 25％ 25％ 25％ 27％ 29％ 30％ 30％ 30％ 

→利用者の７０％は大人、仕事に関連するレファレンスサービスも多くなってきている 
➁ 少子高齢化が進展する中で 

生きがい、生きてきた証を求める高齢者の図書館利用の拡大 
“図書館デビュー”“家族の復権”としての図書館利用 

   →地域の役割への期待 
③ 行財政改革の流れの中で 

行財政改革の流れを避けて通ることはできない。図書館も例外ではない。図書館サービスの

質を保つための取捨選択が迫られている。 

ア 図書館がまちづくり（地域）の情報拠点となり得るという認識の確保 
イ 図書館行政は“市民の生き死に”に関係しないのか 

ウ 図書館員の意識改革と行政職員の意識改革の必要性 

④ 地方分権の流れの中で 

    権限の委譲は、情報の必要性を高め、かつ中小公共図書館の充実も求められる！ 

   ただし、図書館がその機能を果たせると認知された場合に限る。 
      →行政の政策判断（決定）、行政責任の重みの拡大 

→自治体の独自性の強調 
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⑤ ＩＴ化の流れの中で 

 ＩＴ化の進行によって図書館の役割は終わるのか 

ア 本を読むことの意義――豊かな想像力は新たな創造を生む（変わることは無い） 

イ 本が出版されるまでの手間の意義――本にすること＝人格をさらけ出すこと 

ウ インターネット情報を活用する時の問題点の把握 

（ア）信頼性の問題（インターネット上の情報と本の情報の違い‐責任表示） 

（イ）再現性の問題 

    （ウ）情報の鮮度の問題 

エ インターネット情報源の評価――図書館員が得意とする分野 

   オ ハイブリッド活用――印刷資料とデジタル情報を同時に見られる施設は図書館のみ（図

書館コレクションの活用） 

     ⇒ 図書館員のサポート力が求められている 

 
（４）地域に根ざした図書館活動の事例として（齊藤の勝手な理想像） 

・コミュニケーション能力・フットワークの重要 

    アメリカ・コネチカット州シムズブリー公共図書館 

       ジェニファー・コーエン女史 

     ⇒ その地域に長く関わり、さまざまな情報源をもった司書の配置と育成が不可欠。そ

れによって、その街を活性化させ、文化を継承し、育むことになる。 

 
（５）地域を元気にするために図書館が行なうこと 

① 地域活性化のための取り組みを意識的に行うこと 

② 地域のさまざまな機関と連携すること 

③ 人的支援を積極的に行うこと 

④ 地域情報（公文書からチラシまで）の収集・保存と電子化・発信を行うこと 

⑤ 地域の子どもたち（特に中・高学年以上）との関わりを強化すること 

 

おわりに 

（１） パブリック・サーバントとしての図書館員・・・図書館員（司書）の技量が問われ

ている。その分、遣り甲斐もある。 

（２） 知識、技術、経験、そしてホスピタリティーと情熱 

（３） 知識、技術を養うには、多くの経験（実践）をつむこと 

 ● 利用者が図書館員を育てている 

 ● 記録を必ず残すこと！！ 

（４） 足を使い、図書館員本人を売り込み、かつ図書館サービスを見せていくことの必要

性 

（５） 図書館は質的に進化する。想像が新たな創造を生む場所である。 
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参考資料① 図書館法（昭和二十五年法律第百十八号） 

第一章 総則 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）の精神に基き、図書館の設置及び運営

に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目

的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、

一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地

方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの（学校に附属する図書

館又は図書室を除く。）をいう。 

２ 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社

団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。 

（図書館奉仕） 

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、

及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければな

らない。 

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視

聴覚教育の資料その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識

することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下「図書館資料」という。）を収集し、一般

公衆の利用に供すること。 

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにするこ

と。 

四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は

図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。 

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。 

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機

会を提供し、及びその提供を奨励すること。 

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 

（司書及び司書補） 

第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 

２ 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 

３ 司書補は、司書の職務を助ける。 

（司書及び司書補の資格） 

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。 

一 大学を卒業した者（専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。）で大学において
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文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの 

二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの 

三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したも

の 

イ 司書補の職 

ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの 

ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の

司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。 

一 司書の資格を有する者 

二 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十条第一項の規定により大学に入学することのでき

る者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの 

（司書及び司書補の講習） 

第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。 

２ 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。 

（司書及び司書補の研修） 

第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必

要な研修を行うよう努めるものとする。 

（設置及び運営上望ましい基準） 

第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準

を定め、これを公表するものとする。 

（運営の状況に関する評価等） 

第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館

の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（運営の状況に関する情報の提供） 

第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるととも

に、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に

提供するよう努めなければならない。 

（協力の依頼） 

第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市（特別区を含む。

以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二

号）第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が図書館の設置、管理及び廃止に関する事務を

管理し、及び執行することとされた地方公共団体（第十三条第一項において「特定地方公共団体」という。）

である市町村にあつては、その長又は教育委員会）に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資

料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。 

（公の出版物の収集） 

第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる

独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。 
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２ 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物

その他の資料を無償で提供することができる。 

第二章 公立図書館 

（設置） 

第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければな

らない。 

第十一条及び第十二条 削除 

（職員） 

第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会（特定地方公共団体

の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館（第十五条にお

いて「特定図書館」という。）にあつては、当該特定地方公共団体の長）が必要と認める専門的職員、事務

職員及び技術職員を置く。 

２ 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。 

（図書館協議会） 

第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、

館長に対して意見を述べる機関とする。 

第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会（特定図書館に置く

図書館協議会の委員にあつては、当該地方公共団体の長）が任命する。 

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な

事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、

委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

（入館料等） 

第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 

第十八条及び第十九条 削除 

（図書館の補助） 

第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に

要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。 

２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 

第二十一条及び第二十二条 削除 

第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当すると

きは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還

させなければならない。 

一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。 

二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。 

三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。 

第三章 私立図書館 

第二十四条 削除 

（都道府県の教育委員会との関係） 
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第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な

報告を求めることができる。 

２ 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関し

て、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。 

（国及び地方公共団体との関係） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、

補助金を交付してはならない。 

第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、

援助を与えることができる。 

（入館料等） 

第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。 

（図書館同種施設） 

第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。 

２ 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。 

 

参考資料➁ 「これからの図書館像－地域を支える情報拠点をめざして－」（「これからの図書館

の在り方検討協力者会議」報告書）平成 18 年 4 月 5 日  文部科学省  概要 

 

 これからの図書館の在り方検討協力者会議（生涯学習政策局長決定）では、「公立図書館の設置

及び運営上の望ましい基準」（平成 13 年 7 月）施行後の社会や制度の変化、新たな課題等に対応し、

地域や住民に役立つ図書館となるために必要となる新たな視点や方策等について提言をとりまとめ

ましたので、公表いたします。 

 

1．趣旨 

 これからの図書館は、調査研究の支援やレファレンスサービス（資料の利用相談）、時事情報の提

供等を充実することによって、「地域や住民にとって役に立つ図書館」となり、地域の発展に欠か

せない施設として存在意義を明確にすることが必要です。 

 検討会では、これを実現するために、これからの図書館サービスに求められる新たな視点とその

方策について、具体的な取組事例を随所に盛り込みつつ、提言をとりまとめました。 

2．報告書のポイント（詳しくは概要（PDF：346KB）をご覧ください） 

 図書館が地域を支える情報拠点となるよう、以下の取組等を提案しています。 

○住民の生活、仕事、行政、学校、産業など各分野の課題解決を支援する相談・情報提供の機能の

強化 

○図書館のハイブリッド化（印刷資料とインターネット等を組み合わせた高度な情報提供） 

○学校との連携による青少年の読書活動の推進、行政・各種団体等との連携による相乗効果の発揮 

○図書館経営の改善（図書館の資源配分の見直し、職員の意識改革など） 

  



 14 

 

参考資料③ 「図書館の自由に関する宣言」 日本図書館協会 1954 採択 1979 改訂 
 

図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっ

とも重要な任務とする。 
 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展

させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自

由の保障が不可欠である 
知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の

保障があってこそ表現の自由は成立する。 
知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、

それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努

力によって保持されなければならない。 
 すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会

的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任

を負う機関である。 
 図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館

間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供す

るものである。 
 わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」

の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならな

い。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要で

ある。 
 すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれ

ている条件等によっていかなる差別もあってはならない。 
外国人も、その権利は保障される。 
 ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、すべ

ての図書館に基本的に妥当するものである。 
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。 
第１ 図書館は資料収集の自由を有する  
第２ 図書館は資料提供の自由を有する  
第３ 図書館は利用者の秘密を守る  
第４ 図書館はすべての検閲に反対する 
  図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さ

を体験している場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるもので

ある。 
 図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることがあっては 
ならない。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめることは、 日
本図書館協会の重要な責務である。        （１９７９．５．３０ 総会決議） 

 
参考資料④ 「図書館員の倫理綱領」 日本図書館協会 1980.6.4 総会決議 

・西欧文化圏では、図書館の中核的職員は専門職であるという社会的合意が形成されているが、日本
では、社会的合意には至っていない。 

・倫理綱領とは、上司と部下の指揮・命令系統に属さない専門職にその職務行動の基準を示すもの 
・日本では、専門職制度が確立していないが、専門職性を社会に容認してもらうために示されたもの
である。（図書館員の基本的態度） 
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第１ 図書館員は、社会の期待と利用者の要求を基本的なよりどころとして職務を遂行する。 

図書館は社会の期待と利用者の要求の上に成立する。そして、ここから国民の知る自由の保障という図書館の
目的も、またすべての国民への資料提供という基本機能も導き出される。したがって、図書館へのあらゆる期待
と要求とを的確に把握し、分析し、かつ予測して、期待にこたえ、要求を実現するように努力することこそ、図書
館員の基本的な態度である。（ 

 

第２ 図書館員は利用者を差別しない。 

国民の図書館を利用する権利は平等である。図書館員は、常に自由で公正で積極的な資料提供に心がけ、
利用者をその国籍、信条、性別、年齢等によって差別してはならないし、図書館に対するさまざまな圧力や干渉
によって利用者を差別してはならない。また、これまでサービスを受けられなかった人びとに対しても、平等なサ
ービスがゆきわたるように努力すべきである。 

 

第３ 図書館員は利用者の秘密を漏らさない。 

図書館員は、国民の読書の自由を保障するために、資料や施設の提供を通じて知りえた利用者の個人名や
資料名等をさまざまな圧力や干渉に屈して明かしたり、または不注意に漏らすなど、利用者のプライバシーを侵
す行為をしてはならない。このことは、図書館活動に従事するすべての人びとに課せられた責務である。（資料
に関する責任） 
 

第４ 図書館員は図書館の自由を守り、資料 の収集、保存および提供につとめる。 

図書館員は、専門的知識と的確な判断とに基づいて資料を収集し、組織し、保存し、積極的に提供する。そ
のためには、資料の収集・提供の自由を侵すいかなる圧力・検閲をも受け入れてはならないし、個人的な関心
や好みによる資料の収集・提供をしてはならない。 図書館員は、私的報酬や個人的利益を求めて、資料の収
集・提供を行ってはならない。 
 

第５ 図書館員は常に資料を知ることにつとめる。 

資料のひとつひとつについて知るということは決して容易ではないが、図書館員は常に資料を知る努力を怠
ってはならない。資料についての十分な知識は、これまでにも図書館員に対する最も大きな期待のひとつであ
った。図書館に対する要求が飛躍的に増大している今日、この期待もいちだんと高まっていることを忘れてはな
らない。さらに、この知識を前提としてはじめて、潜在要求をふくむすべての要求に対応し、資料の収集・提供活
動ができることを自覚すべきである。責任） 

 

第６ 図書館員は個人的、集団的に、不断の研修につとめる。 

図書館員が専門性の要求をみたすためには、（１）利用者を知り、（２）資料を知り、（３）利用者と資料を結び
つけるための資料の適切な組織化と提供の知識・技術を究明しなければならない。そのためには、個人的、集
団的に日常不断の研修が必要であり、これらの研修の成果が、図書館活動全体を発展させる専門知識として
集積されていくのである。その意味で、研修は図書館員の義務であり権利である。したがって図書館員は、自主
的研修にはげむと共に研修条件の改善に努力し、制度としての研修を確立するようつとめるべきである。 
 

第７ 図書館員は、自館の運営方針や奉仕計画の策定に積極的に参画する。 

個々の図書館員が積極的な姿勢をもたなければ、図書館は適切・円滑に運営することができない。図書館員
は、その図書館の設置目的と利用者の要求を理解し、全員が運営方針や奉仕計画等を十分理解していなけれ
ばならない。そのためには、図書館員は計画等の策定にたえず関心をもち、積極的に参加するようつとめるべ
きである。 
 

第８ 図書館員は、相互の協力を密にして、集団としての専門的能力の向上につとめる。 
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図書館がその機能を十分に果たすためには、ひとりの図書館員の力だけでなく、職員集団としての力が発揮
されなければならない。このためには、図書館員は同一職種内の協調と共に、他職種の役割をも正しく理解し、
さらに、地域および全国規模の図書館団体に結集して図書館に働くすべての職員の協力のもとに、それぞれの
専門的知識と経験を総合する必要がある。図書館員の専門性は、現場での実践経験と不断の研修及び職員
集団の協力によって高められるのであるから、図書館員は、経験の累積と専門知識の定着が、頻繁すぎる人事
異動や不当配転等によって妨げられないようつとめるべきである。 
 
第９ 図書館員は、図書館奉仕のため適正な労働条件の確保につとめる。 

組織体の一員として図書館員の自覚がいかに高くても、劣悪な労働条件のもとでは、利用者の要求にこたえ
る十分な活動ができないばかりか、図書館員の健康そのものをも維持しがたい。適正数の職員配置をはじめ、
労働災害や職業病の防止、婦人図書館員の母性保護等、適切な図書館奉仕が可能な労働条件を確保し、働
きやすい職場づくりにつとめる必要がある。 図書館員は図書館奉仕の向上のため、図書館における労働の独
自性について自ら追求すべきである。（図書館間の協力） 
 

第１０ 図書館員は図書館間の理解と協力につとめる。 

図書館が本来の目的を達成するためには、一館独自の働きだけでなく、組織的に活動する必要がある。各図
書館は館種・地域・設置者の別をこえ、理解と協力につとめるべきである。図書館員はこのことをすべて制度上
の問題に帰するのでなく、自らの職業上の姿勢としてとらえなければならない。図書館間の相互協力は、自館
における十分な努力が前提となることを忘れてはならない。（文化の創造への寄与） 
 

第１１ 図書館員は住民や他団体とも協力して、社会の文化環境の醸成につとめる。 

図書館は孤立した存在であってはならない。地域社会に対する図書館の協力は、健康で民主的な文化環境
を生み出す上に欠くことができない。他方、この文化環境によって図書館の本来の機能は著しい発達をうながさ
れる。図書館員は住民の自主的な読書運動や文庫活動等をよく理解し、図書館の増設やサービス改善を求め
る要求や批判に、謙虚かつ積極的にこたえなければならない。さらに、地域の教育・社会・文化諸機関や団体と
も連携を保ちながら、地域文化の向上に寄与すべきである。 
 

第１２ 図書館員は、読者の立場に立って出版文化の発展に寄与するようつとめる。 

出版の自由は、単に資料・情報の送り手の自由を意味するのではなく、より根本的に受け手の知る自由に根
ざしている。この意味で図書館は、読者の立場に立って、出版物の生産・流通の問題に積極的に対処する社会
的役割と責任を持つ。また図書館員は、「図書館の自由に関する宣言」の堅持が、出版・新聞放送等の分野に
おける表現の自由を守る活動と深い関係を持つことを自覚し、常に読者の立場に立ってこれら関連分野との協
力につとめるべきである。 
 

日本図書館協会は、わが国の図書館の現状にかんがみこの倫理綱領を作成し、提唱する。本協会はこの綱
領の維持発展につとめると共に、この綱領と相いれない事態に対しては、その改善に向って不断に努力する。 
 

 
〔参考文献〕 

・高山正也・岸田和朗編著『図書館概論』樹村房 2017 
 

 



 

R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 

 

内容・テーマ： 

生涯学習社会と家庭教育 
講師：入江優子 

期日：２０２１年７月３０日 

 

 

１．社会教育/生涯学習と家庭教育 

 （１）家庭教育振興の歴史 

 （２）家庭教育に関する法的理解 

 

２．家庭教育を取り巻く社会の現状 

「家庭教育」「家庭教育支援」の今日的な困難性 

 

 

３．家庭教育支援の展開 

家庭教育を支える基盤を考える～チームアプローチの重要性～ 

 

 

４.関連施策との連携の重要性 

（１）子育て支援と家庭教育支援 

（２）チーム学校／地域学校協働と家庭教育支援 

 

 

５．生涯学習社会における家庭教育支援の役割 

 

 

 

〔参考文献〕別途パワーポイント資料に記載 

 

 

 



 

R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 

 

内容・テーマ： 

家庭、学校、地域の連携・協働と社会教育の

役割 

講師：志々田 まなみ 

期日：7 月 30 日 

 

１．事例を聴く際の視点について 

① 保護者，教職員，地域住民による「協働」を生み出すための学習支援 

＝社会教育の役割（社会教育主事としての職務） 

② 子供と大人，教職員と地域住民といった多様性によって生まれる「学び」の重要性 

 ＝これからの時代の社会教育＝変化の激しい社会を生き抜く力を育む学び 

③ 持続可能な仕組みづくり 

＝地域学校協働本部と学校運営協議会の一体的推進 

 

２．家庭・学校・地域の連携・協働の系譜 

① 完全学校週 5 日制の導入と子供の居場所づくり【2002（平成 14）年～】 

② 教育基本法第 13 条【2006(平成 18)年～】 

③ 地域の教育力向上に向けた取り組み 

 ：放課後子供教室―土曜未来塾 

 ：家庭教育支援―家庭教育支援チーム 

 ：学校支援地域本部        

④ 社会教育法第 5 条 2 の改訂＝地域学校協働活動の推進 

 ：子供の育ちを中心とした地域ネットワークの形成 

 ：地域学校協働活動推進員等の中核となる人材の育成・配置 

 ：学校と地域の協働活動をコーディネートする仕組み（地域学校協働本部） 

 

３．地域学校協働活動とコミュニティ・スクール 

① 学校という場を核とした地域づくり＝地域活性化，地域の結束力の向上 

② 地域とともにある学校づくり＝地域住民の参画による学校運営の改善 

（学校運営協議会制度/コミュニティ・スクール） 

 

 

〔参考文献〕 

熊谷愼之輔，志々田まなみ，天野かおり，佐々木保孝『地域学校協働のデザインとマネジメント:コ

ミュニティ・スクールと地域学校協働本部による学びあい・育ちあい』学文社，2021 年。 



 

R03 社会教育主事講習［Ａ］ 

 

講義レジュメ 

 

内容・テーマ 家庭、学校、地域の連携・協働と社会教育の役割 

実践事例名  

事業主体（実施機関）  

連携・協力機関等  

発表者 茨城県牛久市教育委員会 生涯学習課 高森 志保 

 

 

                           期日 2021 年 7 月 9 日 

 

内   容 

 

１  牛久市の２つの「カッパ塾」について 

        ・うしく放課後カッパ塾 

    ・うしく土曜カッパ塾 

２  地域学校協働活動推進員の育成について 

    ・地域学校コーディネータ養成講座 

    ・地域学校コーディネータ研修会 

３  地域資源を活用した「地域と学校の連携」 

    ・学校支援ボランティアの活動 

４  コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入 

    ・学校運営協議会による学校支援 

    ・学校運営協議会による授業支援 

        ・学校運営協議会委員による校内授業研究への参加 

５  社会教育主事として心掛けていること 

    ・学校と地域をつなぐ，人をつなぐ，施策をつなぐ 
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