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高知県は、厳しい経済状況や中山間地域の過疎化・高齢化、南海トラフ巨大

地震への対応など県民の生活と生命に関わる重要な課題を抱えています。また、

地域住民のつながりが希薄化するなか、東日本大震災により改めて住民の絆が

見なおされ、地域コミュニティの再生がより強く求められています。

このような現状を改善するための取組は、行政だけではなく、地域住民も主

体的に参画し、地域全体で推進することが必要です。住民一人一人が資質や能

力を伸ばし、主体的・積極的につながり行動することによって、強い絆のネッ

トワークが形成され、地域が活性化するのです。

これらはまさに社会教育によって個人や地域に育まれるものですが、高知県

の社会教育の現状は厳しい状況にあり、社会教育関係者の方々からも「社会教

育とは何かがよくわからない。何をすればよいのかわからない。」という声があ

がるなど、社会教育に対する認識や理解が充分でない状況にあります。

そのため、今後の高知県の社会教育振興に向けた取組の一つとして、社会教

育をわかりやすく説明したハンドブックを作成しました。

編集にあたっては、「社会教育の必要性がわかる内容のもの」「日々の活動の

中で生かせるもの」「自分の役割やすべきことを確認できるもの」「これからの

方向性を示せるもの」という４つの観点を意識しました。

幅広い社会教育をこの１冊で網羅することは不可能ですが、まずは、社会教

育を理解するための「入門編」としてとらえていただき、初めて社会教育に携

わる方はもちろん、広く社会教育関係者の方々にご活用いただければ幸いです。

はじめに



１．社会教育とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１

２．社会教育行政の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P４

３．社会教育主事の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P５

４．社会教育関係団体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P６

５．社会教育委員の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P７

６．社会教育施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P９

７．社会教育行政の新しい取組・・・・・・・・・・・・・・・・・P12

資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14

高知県内の社会教育施設一覧

教育基本法

社会教育法(抜粋）

引用・参考文献等

目 次



1

人は生涯にわたる学習により、自己を高め、その学びを社会に生かすことで、
より豊かな人生を送ることができるといわれています。
すべての人が豊かな人生を送るためには、あらゆる機会に、あらゆる場所で

学習することができ、その成果を発揮できる社会を実現することが求められま
す。
教育基本法第３条には、そうした社会の実現を図ろうという生涯学習の理念

が示されています。社会教育は、その生涯学習の理念を実現するための重要な
教育の一つです。

「社会教育」という言葉は戦前から用いられ、その定義や役割については諸
説あります。昭和 24年に制定された現行の社会教育法では、第２条に「社会教
育」は「学校教育法に基づき、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）」と定義され、その目的は、「国民一人一人の教育的
要求を満足させ、個人の幸福と、社会の発展を図ること」とされています。
わたしたち社会教育関係者はそれに基づいて取組を進めています。

１．社会教育とは

教育基本法

（生涯学習の理念）

第三条 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。

生涯学習

自己学習

社会教育

学校教育 家庭教育

社会教育と生涯学習の関係
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１．社会教育の定義
社会教育法における社会教育の定義には、次のような特徴があります。

（１）社会教育と学校教育の区別
社会教育は「学校の教育過程として行われる教育活動を除き」と規定さ

れていることから、学校教育法に基づく教育過程として行われる教育活動
は、学校外で行う活動であっても学校教育です。逆に、教員が講師であっ
たり、会場が学校であっても、地域住民を対象とした公開授業や講座等の
教育活動は社会教育です。

（２）社会教育の対象者
社会教育の対象を「主として青少年及び成人」と規定していますが、青

少年及び成人だけに限っているわけではありません。乳幼児期は、家庭や
幼児教育施設を中心に教育が行われることが多いことから、乳幼児は主た
る対象とされていませんが、乳幼児対象の体験教室などは社会教育に含ま
れます。

（３）組織的・意図的な教育活動
社会教育は「組織的な教育活動」とされており、組織的でない教育活動

は社会教育には含みません。組織的な教育活動の程度は、明確には規定さ
れていませんが、社会教育においては、学習者、教育者、教育方法、手段
の組織性などが考えられます。

（４）社会教育の範囲
社会教育には「体育及びレクリエーション活動」も含まれていますが、

今日では、スポーツ活動、レクリエーション活動にとどまらず、様々な体
験活動や社会貢献活動も社会教育の範囲として広くとらえられています。
これらの中には趣味として行われる活動もありますが、組織的に行われ

る教育活動は、いずれも社会教育といえます。

（５）社会教育と家庭教育の関係
社会教育は「組織的な教育活動」とされており、「社会教育」に「家庭教

育」は含まれず、それぞれ独立したものとされています。子どものしつけ
等の家庭教育に関する講座やセミナーが行われていますが、これは学習内
容に「家庭教育を扱っている」ということです。つまり、家庭教育そのも
のは社会教育に含まれませんが、家庭教育に対する支援は、社会教育に含
まれます。

社会教育法

（社会教育の定義）

第二条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）又は就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七

十七号）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ヨンの活動を含む。）をいう。

http://reikijrksv.pref.kochi.lg.jp/lawdb/cgi-bin/lawdataopen.cgi?position=1&category=non&end_pos=1&flag=g&lawid=@322AC0000000026@
http://reikijrksv.pref.kochi.lg.jp/lawdb/cgi-bin/lawdataopen.cgi?position=1&category=non&end_pos=1&flag=g&lawid=@418AC0000000077@
http://reikijrksv.pref.kochi.lg.jp/lawdb/cgi-bin/lawdataopen.cgi?position=1&category=non&end_pos=1&flag=g&lawid=@418AC0000000077@
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２．社会教育の意義
社会教育には、地域住民一人一人のもつ資質や能力を高め、その力を地域

活動に生かす「人づくり」、そういう人々の活動が地域の課題解決や地域の活
性化につながる「地域づくり」、そして、それらの活動を通して地域住民の間
に絆が生まれる「絆づくり」という大切な意義があります。

（１）「人づくり」
複雑化した現代社会においては、個人や地域は様々な課題を抱えていま

す。それらの課題の解決に向けて、地域住民が当事者意識をもち積極的に
行動することが、これまで以上に求められています。
そのため、社会教育においては、趣味・教養に関する講座等だけでなく、

現代的・社会的課題に応じた学習を充実させる必要があります。
その結果、住民一人一人の資質や能力が高められるなど、社会教育によ
る「人づくり」が期待されています。

（２）「地域づくり」
過疎化・核家族化など社会状況の変化により、地域コミュニティの希薄

化が一層深刻になっています。個人や地域の課題解決に向けた学習活動や
ボランティア活動等を支援することは、地域住民の力を発揮する機会を提
供することとなり、その結果として、地域が活性化されます。これが社会
教育のもたらす「地域づくり」です。

（３）「絆づくり」
地域住民が個人の力を高めながら、つながりあい、積極的に行動するこ

とにより、地域住民の間に「絆」が生まれ、住民同士のつながりがより強
まります。東日本大震災により、家族や地域のつながりの重要性が再認識
されました。それとともに地域や社会に貢献しようとする人々の思いや、
社会の動きも高まっており、社会教育のもたらす「絆づくり」の重要性は
増しています。

教育基本法

(社会教育)

第十二条 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。

２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校

の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興

に努めなければならない。
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社会教育法では、第 3条に国及び地方公共団体の任務として、「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。」と規定しています。
このことから、社会教育行政の役割として求められることは、まず、地域住

民の自主的な社会教育活動が円滑に行われるよう支援し、教育環境を整備する
ことを通して、地域住民や社会のニーズに応じた様々な学習機会を提供するこ
とです。
地域住民や社会のニーズは、時代に応じて変化していきます。そこで、社会

教育行政は、それに応じて臨機応変に対応していくことが求められます。
また、地域住民に対して広域な範囲を受け持つ県と、直接的に行政サービス

を行う市町村では、具体的な役割は異なってきます。

１．県の役割
県内全域の社会教育活動が活発になるよう、教育環境を整備するとともに、

学習活動全般を奨励することが求められます。
また、社会教育に関する県域の調査を実施して、その結果を市町村に返した

り、全国的な動向を把握して、その情報を市町村へ発信したりする役割があり
ます。

【具体的な役割】
□広域的な利用を想定した博物館、図書館等の社会教育施設の設置・管理
□社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置・運営、講習会の開催等
□市町村の公民館、図書館の設置・管理に関する必要な指導・調査
□市町村教育委員会との連絡 など

２．市町村の役割
地域の社会教育活動が活性化し、多くの住民の参加が実現するよう努める

ことが求められます。地域住民や社会のニーズに応じた学習機会を提供したり、
社会教育活動への参加を促進することによって、住民同士の関係が深まり、そ
れが「住みやすい地域づくり」や「絆づくり」につながるといった、多くの成
果が期待されます。

【具体的な役割】
□公民館、図書館等の社会教育施設の設置・管理
□講座の開設や各種集会の開催や奨励
□青少年のための社会奉仕体験活動、自然体験活動
の機会の提供と奨励

□家庭教育に関する学習機会の提供 など

２．社会教育行政の役割
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社会教育主事とは、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局におかれる専
門職員で、社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たる役割
を担っています。しかし、命令や監督をすることはできません。

【具体的な役割】
□地域の学習課題やニーズの把握と分析
□企画立案やその企画の運営を通じた地域における仕組みづくり
□関係者・関係機関との広域的な連絡・調整
□当該活動に参画する地域の人材の確保・育成
□情報収集・提供、相談・助言等
□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行う教
育活動に対する助言
□地域における生涯学習のコーディネート など

このように、社会教育主事には多くの役割が与えられていますが、社会が複
雑化し、地域住民の学習ニーズも多様化するなか、すべての分野で専門性を発
揮することは難しくなっています。そのため、多様な専門性をもつ人材をつな
げるコーディネーターとしての役割が大きくなっています。

３．社会教育主事の役割

社会教育法

（社会教育主事及び社会教育主事補の職務）

第九条の三 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。

※社会教育主事になるためには、大学で社会教育に関する科目の単位を一定以上取得したう
えで実務を経験したり、大学等で実施される社会教育主事講習を受講するなどして、資格を
得ることが必要です。
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社会教育関係団体とは、法人であってもなくても行政等の公の支配に属さな
い、自主・自立した団体で、講座や講演会等の社会教育に関する事業を行うこ
とを主たる目的とした団体です。

社会教育関係団体は、市町村教育委員会が認定するもので、その認定基準は、
団体としての規約・会則等をもっていること、社会教育に関する事業を行うこ
とが主たる目的であること、適切な会計処理が行われていることなど、それぞ
れの市町村が定めています。

認定された団体は、補助金の交付や社会教育施設の使用料金の減額等の支援
を受けられる場合もあります。
社会教育関係団体への補助金の交付にあたっては、社会教育委員の会議の意

見を聞くことが社会教育法で定められています。

【社会教育関係団体例】
□ＰＴＡ、子ども会、ボーイスカウト、
ガールスカウト、青年団、婦人会、老人クラブ など

引用：社会教育委員ハンドブック「みわ～く」

香川県教育委員会・香川県社会教育委員会の会研究部会Ⅱ

４．社会教育関係団体

※ＮＰＯについて
ＮＰＯ（Non-Profit Organization）とは、日本語に訳すと「非営利団体」となります。

広くとらえれば、利益の再分配を行わない組織・団体一般を指すので、地域におけるボラン
ティア団体や自治会、社会教育関係団体なども含むことになります。
規模の大きなものとしては、社団法人や財団法人、社会福祉法人、宗教法人、協働組合な

ども該当します。
「特定非営利活動促進法（通称ＮＰＯ法）」（1998年）制定以降、この法律に基づき法人
として認可された市民活動団体を指すことが多くなりました。

ＮＰＯ法人に限ってみると、そのミッション(使命)は公共性や普遍性の高いものが掲げら
れています。活動領域として上位のものから紹介すると(2010年 9月末現在)、保健・医療・
福祉(57.7％)、社会教育(46.3％)、子どもの健全育成(41.5％)、まちづくり(41.4％)、学
術・文化・スポーツ(33.4％)、環境保全(28.9％)となっており、社会教育でも課題として取
り組んできた領域と重なっていることがわかります。社会教育とＮＰＯはそもそも親和性が
高いと考えてよいでしょう。

社会教育法

（社会教育関係団体の定義）

第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない

団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

http://2.bp.blogspot.com/-dWdiaDkbjkI/VyceHT8ENeI/AAAAAAAA6TQ/ENNRDTIujdg1bztFzRwtRFs3hCoI58ELQCLcB/s800/kids_boyscouts_woman.png
http://3.bp.blogspot.com/-1AdsFp_79BI/VyceG7zr1XI/AAAAAAAA6TM/FmzI2tEOSeMHEc8naIOzYmHgQD1OgC9mQCLcB/s800/kids_boyscouts_man.png
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社会教育委員は、社会教育への理解を深め、地域の課題や住民のニーズを把
握し、それを社会教育事業に反映させる役割を担っています。
社会教育委員は、社会教育委員の会議として意見を述べる（合議制）だけで

なく、個々の委員として意見を述べたり、活動したりすることができます（独
任制）。

【具体的な役割】
□社会教育に関する諸計画を立案する。
□定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して
意見を述べる。

□上記の職務を行うために必要な研究調査を行う。
□教育委員の会議に出席して社会教育に関し意見を述べる。 など

社会教育委員は、県や市町村の教育委員会が委嘱するものです。地域での活
動が認められ委嘱された委員もいますし、社会教育関係団体等の役職についた
ことにより委嘱された委員もいます。
その委嘱の基準については、社会教育法で規定されていましたが、平成 25年

の改正により、文部科学省の省令を参酌したうえで、県や市町村の条例で定め
ることとなりました。

【委嘱の参酌基準】
□学校教育及び社会教育の関係者
□家庭教育の向上に資する活動を行う者
□学識経験のある者

５．社会教育委員の役割

※諮問とは、教育委員会が社会教育委員（会議）に対し、「○○○について、どのように考
えるか」等、意見を求めることです。

※諮問に対して意見を述べることを「答申」といいます。
※教育委員会から諮問を受けてはいないが、意見を述べることを「建議」といいます。

※社会教育委員は、非常勤の特別職の地方公務員であり、その定数、任期等は地域の実情に
応じて条例で定めることとされています (社会教育法第十八条)。
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高知県の市町村社会教育委員の現状

平成２９年度高知県社会教育関係調査

社会教育法

（社会教育委員の職務）

第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることできる。

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事

項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができ

る。
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社会教育施設は、教育委員会の管轄のもと社会教育を行うために設置され、
地域や住民のニーズに応じた多様な教育活動を行う役割があります。代表的な
社会教育施設は、公民館、図書館、博物館、青少年教育施設等で、地域住民の
学習、文化、スポーツ活動を支えています。

１．代表的な社会教育施設のはたらき
（１）公民館

公民館は、地域住民の集いや学習活動、文化活動、スポーツ活動等を支え
ることで、住民が自主的に活動する力を高めたり、地域づくりを進める拠点
となることが求められています。

（２）図書館
図書館は、単に図書の貸し出しを行うだけでなく、利用者の求めに応じて

学習活動を支援したり、課題解決のために必要な図書や資料、情報を収集し、
提供する役割があります。
だれもが図書館サービスを受けられる環境を目指す必要があります。

（３）博物館
博物館には、歴史、自然科学、芸術、生物、産業等、様々な種類があり、

資料の収集、保管、展示、教育普及・学習支援、調査研究を行っています。

（４）青少年教育施設
青少年の健全育成のために、集団宿泊活動や自然体験活動など、様々な活
動を行う機会を提供しています。

２．公民館
公民館の名称は、太平洋戦争以前からありましたが、現在のような機能を

もつ社会教育施設として定着したのは、戦後のことです。国家再建には教育
の役割が大きいとの認識のもと、学校の教育だけでなく、大人の教育・学習
を行う社会教育の場として「公民館」が構想され、その設置が積極的に進め
られました。

（１）公民館事業
公民館はその事業を通して、地域社会の活性化と教育力の向上につなげる

ことが期待されています。
①講座・学級・教室の企画と実施
社会課題や住民のニーズが多様化するなかで、地域の実情にあった学習

課題の提供が求められています。また、話し合い、実技・実習、地域体験
活動など「参加型体験学習」への取組も求められています。

６．社会教育施設

※建設、維持、管理、運営は、設置者である市町村教育委員会が行いますが、指定管理制度
の導入（平成 15年）により、地域のＮＰＯや民間業者が運営する公民館もあります。
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②サークル活動の支援
サークル活動は、会員が自主的に運営することを基本としており、その

学習の成果を地域に還元することが求められています。公民館は、学習や
サークル活動を通じて、地域住民が能力を高め、社会参加や地域づくりに
貢献する学びの場です。
③各種行事
発表会、展示会、○○祭など、地域住民が集い、交流する場となるよう

な企画が求められます。企画運営にも住民が参画するといった、地域協働
で取り組むことも大切です。

（２）公民館の種類
公民館には、社会教育法に基づき市町村が条例によって設置する「公立
公民館（条例公民館）」と、住民自らが設置し自主的に維持・管理する「自
治公民館」があります。自治公民館の設置や運営に対して、市町村が補助
金を交付している場合もあります。

【公立公民館（条例公民館）の種類】
□中央公民館（中央館）

市町村に複数の公民館がある場合、自らの公民館事業のほか、市町
村全域にわたる事業や公民館相互の連絡調整を行う。

□地区公民館（地区館）
公民館活動の効果を高めるため、小学校区や中学校区等を基準に市

町村の区域内に設置されている。
□分館

公民館事業の運営のために必要であれば設置され、地区公民館より
も規模は小さい。

※公民館とコミュニティーセンターの違い
公民館は、社会教育施設として設置されており、貸館も行いますが、事業を行うことが中心です。
公民館職員は、様々な社会教育事業を企画・実施する重要な役割を担っています。
社会教育法に基づき設置される社会教育施設であるため、教育委員会が所管し、運営などに様々

な規定があります。
コミュニティーセンターは、地域住民の様々な活動の場として設置されており、貸館が中心です。

しかし、もともと公民館だった施設を転用している施設では、様々な事業を行っている場合もあり
ます。
所管は、まちづくり部局や福祉部局などまちまちで、法律の規定がないため、設置の条例の有無

も含めいろいろな形態があります。

社会教育法

（目的）

第二十条 公民館は、市町村その他一定の区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術

及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図

り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
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高知県内の公民館の現状

平成２７年度社会教育関係調査

平成２９年度高知県社会教育関係調査
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社会が複雑化・多様化し、家庭や地域の教育力が低下しているといわれるな
か、子どもを取り巻く環境も大きく変化しています。
平成 18年に改正された教育基本法において、第 13条に「学校、家庭及び地

域住民等の相互の連携協力」に関する規定が設けられ、それを受けて社会教育
法も改正され、社会教育は学校教育と連携することや、家庭教育の向上に資す
るように配慮することが規定されました。
また、平成 27年 12月の中教審答申（地域と学校の連携・協働）を受け、地

域と学校が連携・協働し、幅広い地域住民や保護者の等の参画により地域全体
で子どもたちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を全国的に
推進するため、社会教育法が改正され、「地域学校協働活動」に関する連携協力
体制や「地域学校協働活動推進員」に関する規定が整備されました。
子どもたちを健やかに育むためには、学校教育はもとより、家庭や地域にお

いても、その教育力の回復と活性化を図りながら、学校・家庭・地域が連携し
て地域全体で教育に取り組むことが一層重要になっています。

１．学校と地域の連携・協力の効果
学校と地域が連携することは、子ども（家庭）だけでなく、学校（教員）

や地域（住民）にも良い効果をもたらし、地域のつながりや絆を強め、地域
の教育力の向上が図られます。

【子ども（家庭）にとっての効果】
□地域住民と接し、誉められたり激励されたりするなかで、コミュニケーシ
ョン能力をはじめ、自尊感情や規範意識などが育まれる。

□地域住民の見守りにより、安全・安心な環境がつくられる。
□周りの人たちへの感謝の気持ちや地域への愛情が深まる。 など

【学校にとっての効果】
□ゲストティーチャーによる授業や体験活動等、子どもの多様な学びの場
（活動）が増え、教育内容が充実する。
□地域住民の様々な支援により、教員がこれまで以上に子どもと向き合うこ
とや授業準備等に時間を充てられるようになる。 など

【地域（住民）にとっての効果】
□子どもたちとのかかわりや、これまで培ってきた知識や経験等を活かせ
ることが、生きがいや自己実現につながる。

□地域住民同士のつながりが強化され、地域コミュニティが活性化する。
など

７．社会教育行政の新しい取組
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２．家庭教育支援の必要性
家庭教育は、すべての教育の出発点であり、基本的な生活習慣の定着、自

立心の育成、心身の調和のとれた発達などに大きな役割を担っています。
しかし、現代社会は、家庭環境の多様化や地域社会の変化により、親子の

育ちを支える人間関係が弱まるなど、家庭教育が困難な状況になっています。
そのため、地域や学校をはじめとする豊かなつながりのなかで家庭教育が行

われるよう、親子の育ちを応援する学習機会を充実させることや、課題を抱え
る家庭への学校や福祉と連携した支援の仕組みづくりを進める必要がありま
す。

【家庭教育支援の主な取組】
□親の育ちを応援する学習プログラムの充実
□子育て家庭が他の子育て家庭や地域との関わりや交流をもてるような場
づくり

□地域の子育て経験者や保健師などの専門家が連携して、情報提供や相談
活動などを行う「家庭教育支援チーム」型の支援 など
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