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はじめに 
 

2009 年(平成 21)７月、第 18 期社会教育委員の会は「生涯学習計画策定に向けた課題に

ついて」諮問をうけた。 

1981 年(昭和 56)の中央教育審議会答申「生涯教育について」は、「学習は、各人が自発

的な意思に基づいて行うこと基本とするものであり、（中略）、この意味ではこれを生涯学

習とよぶのがふさわしい」とされ、以後、生涯学習の振興・推進を図る目的で、教育に関

る審議機関から多くの答申が出され、「生涯学習の振興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）の整備がなされてきた。また、2006 年(平成 18)の教育基本

法の改正後は、従来の「生涯にわたる個人の学習権の保障」に加え、社会教育・生涯学習

に新たな役割が求められている。今回の諮問は、これらの動向を踏まえ、国立市の生涯学

習計画を策定するにあたっての、課題の抽出を求められたものである。 

諮問を受け、本委員会では改正教育基本法・社会教育制度・生涯学習について、情報共

有のため基礎的研修したのち、「課題」堀り起こしのため、各委員から地域社会や学校教育

現場などの現状報告を受け、質疑・意見交換を行った。また、すでに生涯学習計画等を策

定済みの自治体の計画について、その内容を分析し討議を行った。さらに、一部自治体の

計画では「ユネスコの学習権宣言」を生涯学習推進の一つの拠り所としていることから、

この宣言に至る経緯とその後についても確認作業を行い答申への参考とした。 

以下に、本委員会としての諮問に対する答申とする。なお、生涯学習計画の策定および

計画を具体化するための施策の展開は、教育行政のみならず、首長部局も一体となった取

組みが必要であることを指摘しておく。 

 

 

１ 社会教育･生涯学習の目的 

 （１）わが国における戦後の教育関係法整備とその目的 

1947 年（昭和 22）に施行された教育基本法は前文で、「われらは先に日本国憲法を確定

し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と福祉に貢献しようとする決意を示し

た。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。われらは、個人の

尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも

個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。」と記し、さらに

第１条の教育の目的では「人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、

真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心

身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」として、教育が、日本国

憲法の理念を実現するために行われるものであることを明らかにした。戦後の教育改革は

この教育基本法の精神にのっとって法整備が行われてきたのである。1949 年（昭和 24）

に施行された社会教育法は、第１条で「教育基本法の精神に則り」と記し、社会教育の目

的を、日本国憲法、教育基本法の理念を実現する手段と位置づけ、「家庭教育及び勤労の

場所その他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推奨されなければ

ならない。」（第７条第１項）、「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設

の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければな
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らない。」（第７条第２項）と定め、社会教育とは国民・住民みずからが行なう自主的・組

織的な教育・文化・体育活動であるとし、そのための施設や方法、条件の整備や環境の醸

成に努めることが国および地方自治体の責務であるとした。 

          これらの法整備は、戦前の教育を国家統制のもとにおいた反省から生まれたものであり、

国民主権、民主主義、平和主義を希求する国民の固有の権利として、教育の必要と意義を

うたったものである。この精神は、その後の社会変化に対応した教育関係法令の改正にあ

たっても、引き継がれているといえるだろう。 

 

 （２）ユネスコによる生涯学習推進とその目的 

ユネスコ（正式名称：国際連合教育科学文化機関；United Nations Scientific and 

Cultual Organization）は、「国際連合憲章が世界の諸人民に対して人種、性、言語又は

宗教の差別なく認識している正義、法の支配、人権及び基本的自由に対する普遍的な尊重

を助長するために、教育、科学、及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進することによ

って、平和及び安全に貢献すること」（「ユネスコ憲章」第 1 条より）を目的として設立さ

れた機関で、「ユネスコ憲章」前文には「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、

人の心の中に平和の砦を築かなければならない。」とある。この理念の実現のために、発

展途上国の初等教育だけでなく、学校教育外の成人教育の実施についても重要視してきた。

1965 年（昭和 40）、パリで開催されたユネスコ成人教育推進委員会ではポール・ラングラ

ンが「生涯教育」（注）の概念を提唱し、この教育理念は第 15 回ユネスコ総会（1968 年、昭

和 43）において国際教育年 12 の課題の一つに位置づけられた。続く 1970 年（昭和 45）、

ユネスコは「生涯教育入門」を刊行。1972 年（昭和 47）には教育開発国際委員会を発足

させて「Learning to Be」（通称「フォール・レポート」 和書書名「未来の学習」1975

年、第一法規出版）を発表し、未来の教育の目標として「科学的ヒューマニズム」、「創造

性」、「社会への関与」ならびに「完全な人間」を掲げ、生涯教育のみがこれらを実現でき

るとした。 

1985 年（昭和 60）には第４回ユネスコ成人教育国際会議で「学習権」宣言（ユネスコ

学習権宣言）が採択された。この宣言では「学習権は現在の人類にとって深刻な問題を解

決するのに、もっとも貢献できるもののひとつ」としている。さらに、1996 年（平成８）

には教育改革提言を目的に再度委員会を発足させ、生涯学習を「21 世紀の鍵」として位

置づける「学習：秘められた宝」（通称「ドロール・レポート」）を発表し、失業、格差の

増大、暴力、人種差別、環境破壊、戦争などの問題を憂慮しながら、今後の世界において

人々が共存していく上で学習が果たす役割に期待を寄せ、知ることを学ぶ（Learning to 

know)、為すことを学ぶ（Learning to do）、(他者と)共に生きることを学ぶ（Learning to 

live together,Learning to live with others)、人間として生きることを学ぶ（Learning 

to be)を、教育が寄って立つべき４本の柱として提示した。中でも「共に生きることを学

ぶ」「人間として生きることを学ぶ」は、生涯にわたる教育と学習によって、平和と安全

な未来を獲得しようという、ユネスコの一貫した教育目標を示したといえる。 

注：「永続的教育」(l’education permanente)。この用語は英語では life-long integrated education や life-long education と訳さ

れ、日本語では「生涯教育」が定訳となっている。 

 

 



４ 

２ 「くにたち」における社会教育･生涯学習のあゆみ 

（１）文教地区指定と国立町公民館 

現、国立市の中でも国立駅周辺街区は、大正末期の学園都市開発により「まち」の原型

が作られたと言える。その後、「まち」の人口は緩やかに増加していたが、戦後の急激な

人口流入による住環境の変化と、朝鮮戦争勃発による米兵と関連商業の増加等の生活環

境・社会状況の変化の中で、周辺住民は自らの「より良い生活環境の担保」のために、さ

まざまな地域課題に向き合わざるを得なくなっていった。 

し尿による井戸水の汚染・雨による道路の冠水等々問題はさまざまあったが、地域住

民が も「危機感」を持ったものは教育環境の悪化であった。「くにたち公民館の誕生 町

づくりと公民館」（発行：国立市公民館 2008 年（平成 20）刊）巻末の年表によれば、「1951

年５月に主婦・知識人ら 30 人が集まり「浄化運動」を起こすことを決定する」とあり、

この動きは「土曜会」「くにたち婦人の会」等の活動団体を生み出し、文教地区指定運動

へとなっていった。この闘争は 1952 年（昭和 27）「文教地区指定」を勝ち取り、これを

契機に「まち」には多くの一般住民による団体が組織され、読書会やレコードコンサート

等の文化的活動とともに「まち」のさまざまな課題へも向き合っていくこととなっていっ

た。 

住民団体とその活動の増加は「集う場」の必要性から、「確保」への動きとなっていく。

1952 年（昭和 27）、複数の団体から町長・町議会へ公民館設置の請願が提出され、翌年に

は「土曜会」がパンフレット「公民館とはどういうものか」を作成し啓発活動を展開し、

1954 年（昭和 29）には女性たちが「町の予算」について学び始めた。この間にも人口流

入は続き、町も住民も多くの課題に直面し、それぞれに対処・活動していたが、複数の多

様な住民団体による度重なる請願・要望の結果、国立市公民館は 1955 年（昭和 30）、現

在地に開館した。 

住民が、地域の課題に向き合い、その活動の「場」を自らの活動から勝ち取ったこのプ

ロセスは特筆すべき出来事であり、その「勢い」が、その後の公民館事業・公民館活動を

支えるものとなった。 

 

（２）社会教育から生涯学習へ 

浄化運動、文教地区指定運動を経験した住民の要望によって開館した国立町公民館は、

社会教育活動を中心的に担ってきた。しかし、高度経済成長期を経て、余暇時間の増加、

少子高齢化社会の到来、核家族化の進行、無縁社会といわれる人間関係の希薄化など、社

会環境は大きく変貌し、それにあわせて国や地方自治体も、時代の変化に対応した施策へ

と変化していった。 

1971 年（昭和 46）、国の社会教育審議会は「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」（答申）で、「国民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を総称するもの」が社会教育であるとし、生涯教育という考え

方のもと、家庭教育・学校教育・社会教育の有機的統合の重要性を提起した。その後 1981

年（昭和 56）、中央教育審議会から「生涯教育について」が答申され、生涯学習とは、各

人が自発的意志にもとづき、生涯を通じて行う学習のことであり、こうした学習を社会

的・制度的に支援することが生涯教育であるとの見解を披露。社会教育に対しては、「広
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範多岐な学習機会を提供しており、生涯学習の観点からその果たす役割は大きい」とし、

生涯学習推進の一分野として貢献することを求めた。1987 年（昭和 62）臨時教育審議会

から「生涯学習体系への移行」が提言され、これを機に日本の社会に生涯学習という用語

が一般化していった。文部省（当時）の社会教育局が生涯学習局に再編されるのを機に、

次第に地方自治体でも社会教育課から生涯学習課に看板が書き換えられていったが、国立

市では 1995 年（平成７）に同様の措置がとられ、現在に至っている。1990 年代に入り、

「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）」の

施行、生涯学習審議会の設置など、生涯学習は一定の市民権を得たように見え、一方社会

教育は、「時代にそぐわない」といわれ、社会教育法はいずれ廃止されるとの憶測まで生

まれた。 

国立市の、公民館に次ぐ社会教育施設としては、1974 年（昭和 49）に中央図書館が開

館しているが、この図書館開館にあたっては、公民館が市民の学習支援のため集会施設等

に設置した図書分室３分室が図書館に移管されている。1978 年（昭和 53）に策定された

第１期基本構想第１次基本計画では、社会教育施策として「社会教育の振興」を掲げ、1976

年（昭和 51）の第１期社会教育委員の会答申（以下、答申と記す）を反映し、市民文化

施設、総合体育館、芸術小ホールの建設を計画に盛り込んでいる。続く第２次基本計画は、

市民文化施設の建設は外されたものの、「社会教育の振興」は施策の体系には残され、1979

年（昭和 54）には公民館の改築が行われ、総合体育館は 1982 年（昭和 57）に開館した。 

1986 年（昭和 61）から 2015 年（平成 27）までの基本構想、基本計画にも「社会教育」

は施策として引き継がれているものの、体系としては「生涯学習」にシフトしており、国

の施策を反映した内容となっている。この間、1987 年（昭和 62）の市民芸術小ホール、1994

年（平成６）の郷土文化館といった施設が、財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団に

管理運営を委託して開館したが、以後、自力での社会教育施設建設には至っていない。 

このように「社会教育」から「生涯学習」への移行、ないし「社会教育」の「生涯学習」

への包摂は、必然のようにも思われているが、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」（1998 年、平成 10）では、社会教育活動の中で

行われる学習が生涯学習活動の中心的な位置を占めているといえ、こうした観点から、社

会教育行政は生涯学習社会の構築を目指し、その中核的な役割を果たすべきであるとして

いる。生涯にわたる国民・市民の学習を権利として発展させるためには、①能動的参加、

②地域課題への取り組み、③実践的活動への取り組み、④公費負担の原則、⑤専門的職員

の配置が保障されていなければならない。これらはカルチャーセンターなどの「生涯学習

施設」とは明らかに異なるものである。 

 

３「くにたち」の社会教育･生涯学習の現状 

  （１）学校教育の現場と地域社会の連携 

    １）小･中学校と地域社会の連携 

  新学習指導要領による新教育課程が、小学校では平成 23 年度から中学校では 24 年度か

ら全面実施される。現行学習指導要領の理念である「生きる力」の育成は継承されており、

教育内容の改善事項には、伝統や文化に関する教育、体験活動、環境教育、食育などの充

実が挙げられている。これを受けて学校は「特色ある学校づくり」を推進し多様な教育活
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動を展開しているが、更に充実させるためには保護者や家庭との連携だけでなく、地域社

会との連携を今まで以上に深めながら、学校教育全体の改良･改善を推進していくことが

求められている。 

これまでも学校は地域社会との連携をめざし、総合的な学習の時間などでの社会人活用

や、中学生による地域での職場体験活動などを進めてきたが、地域奉仕活動、地域の人々

の暮らし、地域の食や伝統文化、国際交流などを例にとれば、学校や教職員による指導だ

けでは充分な教育効果は得にくく、今回の新教育課程実施を契機に、学校はこれまで以上

に地域社会との連携を再構築し強化する必要が生じている。 

  地域社会と連携し地域の教育力を 大限に導入し活用するには、まず学校が「連携にあ

たっての理念、ねらい、目標、構想を明確にもち、何を目的としてどのような活動展開を

考え、どのような児童･生徒を育てていきたいかなどを、具体的に自校の教育課程や年間

計画などで提示･例示･説明する」必要がある。 

  具体的な連携事例としては、専門技能･技術の実演や特別な教材や実物の提示、校内外

の環境整備（清掃、花壇･芝生保守や学校農園など）への支援、しょうがいのある方や専

門家の講話を通して「生き方」を考える機会と場づくり、学校行事での文化的･芸術的作

品の出展、地域学習、高齢者とのふれあい（福祉）、体験学習（農業･ものづくりなど）の

充実、放課後の支援員や中学校部活動で専門的な実技指導を行う外部指導員などが挙げら

れる。 

  一方、学校施設開放については、前期（第 17 期）答申を受け、学校は開放理念に基づ

き生涯学習と地域づくりをめざし教育活動に支障がない範囲内での施設開放（主に体育関

連施設）を進めているが、利用者モラルの向上、施設利用の調整に加え、施設面･安全面

で「開放できる区域」と「開放できない区域（一般教室周辺）」が構造的に遮断できる工

夫や、破損対応や諸費用負担、また校庭利用時のトイレの確保なども必要になっている。 

  学校と地域社会の連携は今後ますます拡大し深化していくことが予想され期待されて

いるが、連携を推進するには、日程や所要時間、活動内容や必要機材等を事前に準備･確

認する上で、双方に「窓口となる担当者や組織（担当部署）」が欠かせない。その際、学

校側が大きな事務作業を負担することがないように配慮する必要がある。 

  また、多くの分野で連携活動を拡大するためには、活動日時と内容、募集案内や活動報

告などを広く送受信する通信･広報手段として、ホームページや広報誌（官・民）などを

活用したい。更に、関連する人材の育成･交流･発掘、連携システムの構築、担当組織の再

編成と交流、校内外のネットワーク体制の推進のために、関連予算がある程度確保されて

いる必要も生じている。 

 

２）子どもを取りまく地域社会の取り組み 

子ども達の健全育成を目的に、地域ではさまざまな人々により活動がおこなわれている

が、その代表的なものがＰＴＡ・育成会・ＮＰＯ団体であろう。ＰＴＡは各学校ごとに組

織されており、学校行事への協力や学校と各家庭とのパイプ役が主な活動内容である。役

員の多くは児童・生徒の「母親」が担ってきたが、近年、核家族化などの社会状況の変化

や経済状況の悪化から、「母親」のほとんどが終日もしくはパート労働に従事する状況の

ため、役員選出に困難をきたす状況となっている。 
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育成会（青少年地区育成会）は中学校区単位で組織されている自治体も多いが、国立で

は小学校単位で組織されている。育成会は校区内住民、ＰＴＡ役員・会員、学校長を始め

とする教員、民生委員等で構成され、さまざまな世代との関わりの中から、次代の責任あ

る「市民」を育てることを目的に事業を展開している。地域や会員の個性・得意分野など

に応じて多様な事業・行事が行われているが、育成会統一事業としては「ソフトボール教

室」があり、地域の「大人」や学齢を超えた「子ども同士」の関わりが継続的に持てる貴

重な機会となっている。 

1998 年（平成 10 年）、ボランティア活動など市民が行う自由な社会貢献活動の健全な 

発展と公益増進を目的に特定非営利活動促進法（通称：ＮＰＯ法）が施行された以降、国

立市においても多くの活動団体が生まれており、子どもの居場所・自然環境・文化継承・

造形等々それぞれの問題・課題意識を基に活動を展開している。 近では、これら「テー

マ型」の活動は、従来のＰＴＡや育成会の「地域型」とは別の広範囲な人の「つながり」

も生み出しつつあり、これらの「つながり」による学習や情報交換が、ＰＴＡ活動を側面

から支える効果も見えてきている。しかし、さまざまな目的で活動するこれらの団体を所

管・支援する体制が行政においては組織化されているとは言えず、未成熟である。 

地域での活動の状況を確認する中で、活動団体・受け手の子どもたちやその親たちにも

さまざまな問題があることが明らかとなった。まず、活動団体の問題として、ＰＴＡにつ

いては前述の役員人材確保とともに、役員間における意識や関心の違いから「仕事」に偏

りが出ることなどがある。また、従前どおりの「仕事」を次に引き継ぐ工夫はなされてい

るが、学区内にさまざまな問題・課題が見えていてもなかなか新たな取組みに発展させる

ことは困難である。 

育成会では、活動の中心を担う会員の高齢化に伴い、児童・生徒の保護者との世代格差

が広がり、相互理解が難しくなっていることに加え、義務教育を終えた子どもの親世代に、

地域への関心が低下する傾向が多くある。また、経済状況の悪化は、ボランティアへの参

加の障壁となっているといえる。 

これらの団体が行うさまざまな事業に参加する「子」の問題としては、①時間が守れな

い②挨拶ができない③物を大切にしない④説明をきちんと聞かず勝手な行動を取りやす

い⑤大人でも子ども同士でもコミュニケーションをとることが不得手で、トラブルになり

やすい⑥身体機能・運動機能の低下が原因と思われる「思わぬけが」が多いなど、社会の

小単位である「家庭」での教育力低下が懸念される。 

「親（大人）」の問題としては、①子どもは参加させるが支援はしない②親子参加行事

は「基本、子どもが主体の行事である」が、“親”である大人にその認識が低い③子ども

のための地域の行事・事業にほとんど関心がない④他人の子どもとコミュニケーションを

図ろうとしない、すなわち子どもは地域が育てるという意識が低い等の傾向があげられる

が、これらは、「大人」自身の地域の一員としての自覚や責任感の希薄化によるものと考

えられる。 

 

３）大学をはじめとする文教施設と地域の連携 

国立市は小さな市域に大学や高等学校・ＮＨＫ学園、ＹＭＣＡ、多摩障害者スポーツセ

ンターなどさまざまな教育・学習施設がある。こうした施設が、文教都市としてイメージ



８ 

を作り出すとともに、地域住民等に対してさまざまな学習や文化活動、交流の機会を提供

してきている。 

  とりわけ大学については、1996 年（平成８）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（概要）」において、社会に開かれた高等教育機関とし

て社会人の一層の受け入れの推進及び体育館やグランド、図書館をはじめとする大学教育

施設の地域住民への開放の推進、ボランティアの受け入れなど地域社会との連携、地域社

会への貢献について言及している。 

  一橋大学では、自然環境や歴史的景観の保全に努めるとともに、生涯学習に関しても、

さまざまな公開講座の実施はもとより、図書館や兼松講堂の公開、「まちづくり授業」等

では教員と市民との研究･教育交流を企画し、町おこしの事業や市内で活動するＮＰＯへ

の学生や教員の参加、留学生やその家族と市民サークルの共同による多文化交流・理解の

活動、スポーツボランティアによる市内の中高生・市民との交流も行われている。学生の

サークル員が地域の小学生や市民のスポーツ指導に参加し、社会教育・生涯学習支援に加

わってもいる。 

  教員養成大学でもあり、体育・スポーツや児童教育にその専門性を特化している東京女

子体育大学・東京女子体育短期大学は、子どもや高齢者の体力向上に向けた取組などにそ

の特色を生かした地域との連携が期待をされるところである。大学の第三者評価において

も地域に開かれた大学運営を問われており、それに対応するために地域交流センターを設

置、市民の健康・体力つくりを目的にした公開講座や小学校や中学校における学習支援や

各種ボランティアなど地域社会のニーズに応える活動をおこなってきている。 

  だが、これまでの大学は、教育と研究の２本柱を中心にし、教育については主に大学生

を対象にして学内でそれを行い、研究については成果を広く世に問うものの、必ずしも地

域社会の発展に意識的に役立てているとはいい難い。生涯学習の時代をむかえた今日、大

学をはじめとする文教施設もまた、地域社会の成員として住民・市民の期待にこたえるこ

とが求められている。 

 

（２）公民館・図書館・郷土文化館及び民間機関等による生涯学習 

１）公民館・図書館・郷土文化館における生涯学習活動 

  1976 年（昭和 51）、第１期社会教育委員の会は「国立市における社会教育施設のあるべ

き姿とその配置及び施行の優先順位について」（以下「答申」と記す。）で、①総合体育館、

②芸術小ホール、③公民館、図書館を中心とした市民文化施設が「速やかに建設すべき施

設」であると答申した。これらの社会教育施設の現状を振り返ってみたい。 

国立市における公民館誕生の経緯は前に述べたとおりである。以来、50 年以上にわた

り、公民館は市民が主権者として自由に集い学び、民主的社会を築く活動の場として、ま

た、時事の課題・教養・文化など広範囲にわたる公民館主催講座の実施と、講座から生ま

れた自主グループの活動支援など、国立市の社会教育活動の中核を担ってきた。開館直後

より、学習・講座の情報提供と、学習を通した人々の「つながり」を促進させることを目

的に「公民館だより」を定期発行し、市民の学習活動支援のために設置された公民館図書

室は「図書室月報」を発行している。図書室が毎月多彩な講師を招いて実施する「図書室

のつどい」も特徴の１つである。また、子育て中の学習の保証のための公民館保育室の設

置や「しょうがい」を持つ青年と健常者がともに学習する青年室活動と「喫茶わいがや」

の設置などは全国的に評価された活動であった。更には公民館事業の１つである会場の提



９ 

供に対し、1971 年（昭和 46）に発足した「公民館利用者連絡会」による自主的な会場使

用の調整も特筆すべきものである。 

しかし、施設面では、第１期社会教育委員の会答申や公民館運営審議会答申による、増

館要望があったにもかかわらず、いまだ１館のみであり、1979 年（昭和 54）の建て替え

から 30 年を経過した施設は老朽化が進み、今日的多様な要望・必要に応えきれない状況

である。 

 図書館は、1971 年（昭和 46）に東京都が発表した「図書館政策の課題と対策」という

図書館振興施策を受け、1974 年（昭和 49）に開館している。図書館はその後、公民館か

らの移管も合わせ、８ヶ所の分室を整備して全域サービスを展開した（注）。市の統計書や

世論調査によれば、あらゆる世代が「手軽に本に触れる・本を借りる」場として、市内の

公共施設では もよく使われている施設である。近年の図書館は、個人の教養・娯楽を充

足させる要素に合わせ、地域の情報拠点として位置づけられ、貸出を中心としたサービス

が展開されてきたが、開館当初、蔵書規模６万から８万冊といわれた中央図書館には、現

在、倍以上の資料が林立する高書架に収められ、必ずしも「だれもが手に取りやすい」状

況ではない。また、長年、図書館サービスを「量」で図ってきたことから、利用者の視点

も「本を借りる」ことに偏重する実態がある。一方、図書館は開館当初から有償ボランテ

ィアにより、活字を点字や音（音訳）に変え情報提供するサービスを基本業務として実施

してきたが、近年はボランティアの手により、地域に関する情報の再編成である「くにた

ちしらべ」の作成、経験を生かした書架整理への参加など、一部利用者には新たな視点が

見え始めている。 

市民がさまざまな「学び」や「課題」に直面したとき、必ずそこで必要となるのは「情

報」であり「資料」である。そこへ迅速に的確に辿りつくための援助こそが、社会教育機

関としての図書館の重要な役割であろう。社会教育施設である図書館が、今後、生涯学習

の推進と市民の学習支援の拠点、更には地域の情報の拠点としての役割を果たすには、十

分とは言えない施設・設備への手当てもさることながら、レファレンスサービスの充実・

書誌索引作成・資料情報検索のスキルアップなどソフト面での向上が求められる。しかし、

これらマンパワーの向上は、利用者が必要とする情報を的確に提示することの繰り返しで

図られる側面があることから、利用者側の視点の変革も必要であろう。 

郷土文化館は、設置に至る過程で、博物館法に規定される登録博物館を目指していたこ

とが伺える。 終的には登録博物館とはならず、博物館類似施設として 1994 年（平成６）

に開館した。郷土文化館は、当初から財団法人くにたち・文化スポーツ振興財団に管理運

営を委託し、展示事業のほかに地域の歴史と文化継承に関連した事業を展開している。地

域博物館の役割は、地域特性を生かした資料の収集・展示・保存のサイクルを確立するこ

とと、参加型経営の手法を確立することであろう。今後はくにたちの「博物館」が責任を

持って後世に伝えなければならない資料、例えば文教地区指定運動関係資料に始まる現代

資料を網羅的に収集し、整理することが必要である。しかし、郷土文化館がこの役割を果

たすには、学習に関わる資料・情報を扱うそれぞれの機関が、管理運営組織の違いを超え

て連携・協力の方法を模索する必要がある。 

1987 年（昭和 62）に開館した市民芸術小ホールと合わせ、答申の「社会教育施設のあ

るべき姿」に掲げられた社会教育施設は整備されたが、その後の社会状況の変化に対応で
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きている状況とはいえない。特に自治体の財政状況の悪化によって、職員の非正規化、民

間委託の拡大、有料化、事業仕分け、指定管理者制度の導入などの問題に直面している。

コスト重視のこれらの施策については、日本国憲法の理念や社会教育の目的に照らして慎

重に検討しなければならない。 

注：公民館から移管された久保・下谷保・立東分室に続き、昭和 55 年までの 6 年間に、青柳・西・東・北の 4 分室を

地域福祉館内に開室。平成 9 年に谷保東分室貸室。現在は、北プラザ図書館・南分室の開館に合わせ、久保・西・

北の各分室を閉室し、1 館１分館５分室体制となっている。 

   

２）生涯学習推進に向けた各種団体の連携 

  国立市においても、高齢者やしょうがい者（児）など福祉を課題にしたり、安全な生活

環境や自然環境の保全を課題とするなど、多様なボランティア団体・ＮＰＯ法人等が存在

し、また、保育園・幼稚園のＰＴＡや、近年、加入率・組織率が低下しているとはいえ、

自治会や集合住宅の管理組合なども、それぞれの目的に応じた活動をしている実態がある。

こうした団体の活動の陰には、当事者が意識するしないにかかわらず「学習」が不可欠で

あり、多くの人がさまざまな学習活動を日常的に行っているともいえる。 

また、昨今の複雑な社会状況の下では、課題解決や目的達成の手法も単純ではなく、多

面的な視点が求められ、さらには、そのための学習や情報も必要となってくる。このよう

な状況下では、個々の団体は必ずしも学習の「提供者」「受け手」と両極化するわけではな

く、その立場は相互に「入れ替わる」、あるいは「学びあう」関係となる可能性もあろう。 

このような関係が成長することにより、活動も学びも活発化することが期待されるが、

そのためには、地域の人々（団体・組織・個人）が「何を求めているのか」「何を提供でき

るのか」の情報を集め、誰もが容易にその情報にたどり着くために、発信する「仕組み」

や「場」が必要である。しかし、「人財バンク」などの過去の事例では、集まった情報が意

図したとおりの活用に至っていない現実に直面する。その原因の一つには、「提供者（人）」

と「受け手（人）」をつなぐ「人」の存在が無かったことが考えられる。情報収集・提供に

関しては、とかく技術的な事柄に目がいきがちであるが、この「人」への手立ても重要で

あることを認識する必要があろう。 

 

（３）社会体育・生涯スポーツ・レクリエーション  さまざまな視点からの期待 

１）施設および指導者 

昭和 40 年代の高度経済成長以降、余暇時間の増加や平均寿命の伸びによる余裕時間の増

大、経済的な余裕も生じたことなどから、スポーツ・レクリエーションへの志向も高まり、

スポーツ人口は飛躍的に増加した。国立市では、1966 年（昭和 41）旧住宅公団の富士見台

団地建設に伴い設置された都市公園内に、野球施設・テニスコートが作られ、その後、答

申により優先順位が高いとされた総合体育館が 1982 年（昭和 57）に開館した。並行して

小・中学校の校庭・体育館の開放の実施や、河川敷運動場の整備など、スポーツ・レクリ

ーションへの要望に対して、少しずつではあるが環境整備はなされてきた。しかし、これ

が十分とはいえないことは誰もが認めるところである。また、近年では圧倒的な施設不足

に加え、既存の体育施設では新たなスポーツへの対応が困難な状況にある。 

  ソフト面においても、かつて子どもたちの自発的な「あそび」であった野球などのスポ

ーツが、クラブ化・組織化され指導者が関わるようになって久しく、その指導内容の高度
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化により、人材の確保とともに指導内容の質の担保が懸念されている。加えて、地域住民

の、スポーツに寄せる期待は、同世代であっても体力向上・健康増進・リフレッシュ・技

術向上などさまざまであるため、個別ニーズを把握し指導者の紹介へとつなげたり、さま

ざまなスポーツ事業の企画など、総合的にコーディネートする能力を有した人材が求めら

れている。まずは、在野のニーズと指導者の掘り起こしが重要であろう。また、それらの

作業にはコーディネート能力を持った人材が関わることが望ましい。 

 

２）体育事業の充実 

人と人が出会い、時間と場所を共有し刺激し合うことは、高齢化や孤立化などさまざま

な理由で「無力化」が進行している現代社会においては、人が豊かに安全に「生きる」た

めに重要な要素である。 

スポーツには特筆すべき技術や能力を目の当たりにすることによる感動のみならず、さ

まざまな効果があることから、多くの期待が寄せられている。そのため、これまでも技術

向上目的だけではない多くの事業が実施されてきたが、2009年（平成21）の内閣府調査｢体

力・スポーツに関する世論調査｣（以下、内閣府調査と記す。）によれば、さまざまな理由

からスポーツを行わない人々が存在する（注）。このうち、「体が弱い」「年をとった」な

どはスポーツに対して、例えば「体力・技術が必要」といった「固定的なイメージ」があ

ることも考えられる。すでに何らかスポーツを生活の一部としている人々も含め、「いつ

でも・どこでも・いつまでも」体を動かすことを楽しむ、楽しみを持ち続けることができ

る環境整備が重要である。その意味では、これまでの狭義のスポーツから、幼児・児童の

体力向上や高齢者の体力維持まで、ライフステージのあらゆる局面でスポーツに親しみ楽

しめる機会の創出も重要視する必要がある。 
注：スポーツを行わなかった理由 上位5位（％） 

  忙しくて時間がない（45.9） 体が弱いから（24.0） 年をとったから（19.8） 運動・スポーツは好きでないか

ら（11.2） 仲間がいないから（7.7）  

     

３）豊かな地域スポーツ環境創出に向けた動き 

 スポーツの好きな市民（子供、高齢者、障害者）は積極的にそれぞれの居場所（活動場

所）においてスポーツに参加しているが、内閣府調査によると、成人の約10％は、さまざ

まな理由により、スポーツ活動を行いたくても行うことができていない状況にある。国立

市においてもこれら潜在スポーツ人口の掘り起こしに向けさまざまな施策の展開が期待さ

れるところである。 

 平成25年(2013年)には東京で国民体育大会本大会が開催予定であり、国立市はウエイト

リフティング会場ともなり、それに向けて施設整備も進むと考えられるが、国体開催を契

機に施設ばかりでなくスポーツに対する考え方やスポーツへの多様な関わり方についても

市民が考える機会となることを期待する。そしてスポーツによる街おこしや地域教育力の

再生など、スポーツの価値を再確認し、行政の条件整備も受けながら市民が自主的にスポ

ーツ環境を整え活動することが望まれる。  

 

４ 「くにたち」の生涯学習計画と目指す「まち」のかたち 

（１）市民による地域再生と生涯学習の役割 

 1985 年（昭和 60）パリで開催された第４回ユネスコ国際成人教育会議での「学習権宣言」

では、“学習権は人間の生存にとって不可欠な手段である”としており、同時に“戦争を

避けようとするならば、平和に生きることを学び、お互いに理解し合うことを学ばねばな
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らない”、そのためのキーワードは『学習』であり、“学習権なくしては、人間的発達は

ありえない”ともいっている。 

1996 年（平成８）、ユネスコ 21 世紀国際委員会報告「学習：秘められた宝」（通称、ド

ロール・レポート）は「学習権宣言」を敷衍し、学習は社会によって支えられねばならな

い、生涯学習は社会に活力を与える「鼓動」である、という認識のもと、「共に生きるこ

とを学ぶ」（learning to live together）ことを、これからの地球社会を生きる人びとの

教育の基本として提唱した。 

 我々の社会は、人と人のつながりにより成り立っており、足りない部分をお互いが補い

合い支え合うのが人間社会ともいえる。人は、学び合い、教え合うことによりそのつなが

りは一層深まることとなり、いつでも、どこでも、誰もがともに学ぶことのできる生涯学

習の推進は、より豊かな社会の創造を助け、そのことが牽いては平和で豊かな社会の創出

にもつながる。 

 我々には、次世代にも続く豊かな社会を構築していくためにも、あらゆる人が、あらゆ

る機会において自ら学び、その学習を介して民主的な関係を築き、社会に積極的に参加し

ていくことのできる環境整備をしていくことが求められている。 

 

（２）めざす「まち」のかたちと生涯学習計画策定の課題 

 いつでも、どこでも、誰もが学習できる豊かな生涯学習社会構築のためには、そこで核

となりうる人材の育成は必要である。そしてそれと同様に市民・地域住民の学習を、市民

主体の活動へと移行するための行政内の関連セクションの横の連携・仕組作りも必要であ

る。行政は生涯学習の主体としての推進役となるのではなく、環境の醸成に努め、自主的・

主体的な市民活動の下支えとなることが大切といえる。 

 以下は、審議の過程で明らかとなってきた課題の主なものである。 

 今日、定年退職後の団塊世代の多くが「自身と関わる時間」を増やしつつあると推測で

きる。この世代は自己啓発の意欲に富むだけでなく、社会との関わりを求めており（注）、

地域における人間関係の形成と生涯学習社会の構築にとって重要な社会的力になりうる。

そのためにも、団塊世代をはじめとする広く国立市民に対する学習機会の提供やその成果

を生かす仕組みづくりは必要である。 

 初の学びの場ともいえる小学校においては「特色ある学校づくり」に向けた「身近な

人との交流」、「社会形成への主体的な参画」、「地域の伝統文化の学び」また、中学校

においては「職場体験活動」など教職員の指導だけでは限界もあり、充分な教育効果が得

られない現実がある。学校においても教育課程や年間計画などを地域社会に開示すること

などにより、多様な教育活動の展開について、これまでにも増して地域社会・地域住民と

の連携を期待したいところである。そのためにも、地域と連携・協働に向けた仕組みやそ

の窓口となる担当者を双方に配置していく必要がある。 

 もちろん子どもは学校を中心にしてのみ育むものではなく、家庭はもとより地域におい

てもその育成が成されるものである。そのためにも、地域において子供を育てるという意

識を市民自身が持つと同時に、大人は地域の一員であることを十分に自覚、行政としても、

家庭教育への更なる支援とともに、子供の健全育成に向けた取組を行っているさまざまな

団体に対し、それら団体を所管・支援する体制を整えていく必要がある。 

 国立の特長の一つでもある、市内に大学を有する点については、大学もまた地域社会の

構成員(構成団体)として教育・研究の幅を広げるとともに、地域住民の期待に対し、積極
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的に関与していく仕組みを整えていくことが求められている。 

 公民館、図書館、市民総合体育館、市民芸術小ホール、郷土文化館などに代表される社

会教育施設については、その耐用年数に課題があり、予算の関係もあるが、今後整備拡充

を考えていく必要がある。 

 「学びを実現する場」「自由に集いつながる場」として社会教育推進の一翼を担ってき

た公民館については、職員の削減や嘱託化がすでに実施され、「指定管理者」制度の導入

や有料化への動きも見えつつある。学ぶ権利を自由で平等に保障するためにも、そのあり

方を慎重に検討する必要がある。図書館についても貸出サービスだけではなく、人による

情報の媒介や市民の学習意欲を励ます試み、また学校をはじめとする他の学習機関との連

携が求められるところであるが、年々縮小する資料費や人件費等その予算にも課題がある。 

 上記の課題をはじめさまざまな問題を抱える国立市ではあるが、学びたい気持ちのある

人に対し広く門戸を開け、学びたいと行動をおこす人が躊躇しなくて済む生涯学習社会に

向けた取組を推進していくことが大切である。 

 生涯学習計画を策定する際には学習機会の提供はもちろんであるが、地域教育力の再生、

人間関係の再構築に向け、国立に住み集う人々を国立の資源と捉え、「他者と共に生きる

ことを学ぶ」ことを中核に据えて検討していくことが重要となる。 

 我々の生活する地域社会は人と人とのつながりから成り立っており、今後は、「人（情報）」

と「人（情報）」を結ぶ有機的なシステムの構築も念頭に、市民をはじめとする国立に集う

人々と行政が共に課題解決に向け協働できる、豊かな生涯学習社会の育成に向けた生涯学

習計画の策定に期待するものである。 
 注：2007 年（平成 19）3 月、大手広告代理店の「株式会社  電通」による調査。対象：首都圏に住む昭和 22 年生まれ

の男女（複数回答：％）。家族と楽しみたい（69.8）、自分の時間を満喫したい(67.6）、社会貢献志向（50.5）、チャ

レンジ志向（42.3）、趣味探求志向（35.0）、仲間と楽しい時間を過ごしたい（33.8）」等 
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