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は じ め に 

  

 近年、都市化や核家族化・少子高齢化等に伴う地域の連帯感の欠如や人間関係の希薄

化により、家庭や地域の教育力の低下が指摘されています。このような状況の改善に向

けた方策の一環として、生涯学習振興行政及び社会教育行政を推進することにより解決

していこうとする政策や体制が推進・整備されてきており、これを受けて人々の気運も

高まってきています。 

国においては、平成１８年１２月に教育基本法が改正され、その第三条に生涯学習の

理念が明記されました。 

この法改正をもとに、中央教育審議会は平成２０年２月に「新しい時代を切り開く生

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～」の答申を行い、こ

の答申を踏まえて、平成２０年６月には社会教育法が改正されるに至りました。さらに

同年７月には教育振興基本計画が策定され、教育の向上のためには、学校だけではなく

家庭や地域を含めた社会全体で取り組む必要性が今後の教育の基本的方向としてうた

われました。  

一方、大分県では、平成１８年６月に「新大分県総合教育計画（大分県教育改革プラ

ン）」を策定し、その中で、学校、家庭、地域の協働による「『教育』ネットワーク」の

構築を重点施策の一つと位置づけ、地域総参加で子育てを担うまちづくりを推進してい

ます。さらに、すべての県民が、ふれあい、学びあい、相互に高め合うことを通じ、地

域の構成員として地域社会の振興に主体的に参加していくことを目標としてあげてい

ます。こうした動きや考え方はまさに国の流れと連動しているものといえます。 

国や県のこのような推進・振興体制のもとで、新しい時代を創る生涯学習・社会教育

を具体的・効果的に進展させるためには、各市町村がいかに意欲的に取り組むかが重要

です。そして、施策をより具体的・効果的に推進していくためには、その指針となる中

長期の教育計画や、生涯学習・社会教育推進計画等の策定は欠かせません。県内各市町

村の中長期教育計画や生涯学習・社会教育推進計画等の策定状況を見ると、策定後１０

年近く経つものや、現在策定中のもの、策定されてないもの等々、市町村によって様々

です。 

そこで、当センターでは、平成１９・２０年度の２年間にわたって、「市町村社会教

育計画等及び実践化過程に関する研究」と題して調査研究を実施し、今後新たに策定や

見直しを検討する市町村にとって一助となるよう、この報告書を作成しました。各市町

村の社会教育計画立案の際の参考資料として御活用いただければ幸いです。 

末尾になりましたが、本調査研究にあたり、御尽力下さいました岡田正彦委員長をは

じめ調査研究委員各位に感謝申し上げますとともに、資料提供等の御協力をいただきま

した関係各市町村教育委員会の方々に厚く御礼申し上げます。 

 

平成２１年３月 

 

大分県立生涯教育センター       

所長  佐 藤  達 雄 
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○ 分析を行った各市町村の中長期教育計画及び単年度事業計画（生涯学習・社会教

育の部分を抜粋）については、大分県立社会教育総合センターのホームページ「ま

なびの広場おおいた」からご覧いただけます。 

   

 トップページ  http://www.oitalll.jp/ 

調査研究事業   http://www.oitalll.jp/lldc/1035/001081.html 

                       （ｵｵｲﾀｴﾙｴﾙｴﾙ）（ｴﾙｴﾙﾃﾞｨｰｼｰ） 

 

 

 ○ 下記の資料につきまして、上記ホームページよりリンクをはっておりますので、

ご参照下さい。 

 

１ 大分市 

・中長期教育計画  「大分市教育ビジョン」  

・単年度事業計画  ｢平成２０年度大分市生涯学習課基本方針」  

                

２ 佐伯市 

・中長期教育計画 「さいき“まなび”プラン２００７」            

・単年度事業計画  ｢平成２０年度佐伯市生涯学習推進計画｣  

 

３ 豊後大野市 

・中長期教育計画 「豊後大野市総合教育計画」                

・単年度事業計画 「平成２０年度豊後大野市社会教育計画」   

 

４ 日田市 

・中長期教育計画 「日田市教育行政実施方針」                 

・単年度事業計画 「日田市平成２０年度政策指針」 

  



Ⅰ 調査研究の概要 



 市町村社会教育計画等および実践化過程に関する研究   

 
１ 事業の趣旨 

 文部科学省では平成１７年６月に「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～」の諮問を行い、平成２０年２月に中教審からその答申がな

された。 

 この答申では、平成１８年１２月に改正された教育基本法の内容を踏まえ、生涯学習の振興

への要請が謳われ、社会の変化や要請に対応していくために、次世代を担う子どもたちには「生

きる力」を、成人には変化の激しい社会を生き抜くための力を育成する必要性が高まっており、

新しい時代に対応する生涯学習・社会教育の振興が求められた。 

 このような状況の中、平成１９年度末の県下市町村の生涯学習・社会教育推進計画策定状況

を見ると、当該推進計画の策定を終えている市町が３、未策定の市町村が１５（策定中含む）

となっており、施策を具体的に推進していくには、市町村による計画の策定が急務である。 

  そこで、現在策定されている県内市町村の社会教育計画の比較に基づく分析調査を行い、計

画策定に必要な内容を研究するとともに、新たに計画の策定や見直し等を検討する市町村にと

って、生涯学習・社会教育を一層推進するための参考・基礎資料となる報告書を作成し、市町

村支援につなげていきたい。併せて、生涯教育センターの市町村への支援方策を明らかにして

いきたい。 

 

２ 調査研究テーマ 

「市町村社会教育計画等および実践化過程に関する研究」 

平成１９年度：「市町村社会教育計画等の分析～その構成と論理展開について～」 

平成２０年度：「市町村社会教育計画等の実践化過程の分析」 

 

３ 内容 

□ 調査期間  

  平成１９年度、平成２０年度の２年間 

    ○平成１９年度：調査研究委員会・作業委員会の設置、調査の実施・集計 

    ○平成２０年度：調査結果の分析・考察、報告書の作成 

□ 調査項目 

（１）策定されている市町村社会教育計画等の分析 

○その構成と論理展開について 

（２）市町村社会教育計画等の実践化過程の分析 

□ 調査内容 

（１）策定されている市町村の中長期教育計画の分析および単年度教育計画との整合性の 

分析（大分市・佐伯市・豊後大野市・日田市）  

（２）計画策定に必要な内容と、計画策定の際の問題点の洗い出し 



Ⅱ 研究の目的と方法 

 

１ 研究の目的 

２ 研究の方法 



１．研究の目的 

 本研究は、実際に策定された社会教育計画を分析し、その具体的改善方策について

考察することを目的として実施した。研究を構想するにあたっては、以下の点から検

討を行った。 

１）社会教育計画の重要性 

   社会教育も当然計画行政として、質の高い計画に基づき継続性や発展性を確保

して実施する必要がある。 

２）社会教育計画論の状況 

   どのように社会教育計画を策定すべきかについては、少なからぬ概説書やマニ

ュアルなどが作成されており、最新の理論により具体的な手法などが変わる可能

性はあるが、計画策定にあたっての基本的な視座や方法はほぼ確立された現状が

ある。 

３）社会教育計画策定担当者の状況 

   社会教育計画論がほぼ整備された現状にあるのに対し、現場で実際に社会教育

計画を策定する担当者は、様々な困難や疑問を抱えながら計画の策定に携わって

いる。その現状を見ると、 

 

① 日常の業務遂行との関連における問題 

 担当者は、多忙な業務の中で計画の策定に携わらなければならない。実際には、

計画策定に多くの職員が関わることは難しく、少人数のチームで、場合によっては

一人で計画の策定にあたらなければならない。しかも、質の高い計画を策定しよう

とすれば、多様な業務や力量が求められる。たとえば、社会教育に関する理解（学

習者、社会教育行政の役割、施設論、学習プログラムなど）、計画策定の目的や方

法に関する理解、計画策定にあたって必要な社会教育調査に関する理解などが必要

になる。 

 

② 社会教育（学校教育）の実践経験から生じる問題 

担当者は、社会教育主事有資格者の場合は、社会教育主事講習を通じて前項の

様々な理解を一通りは学習していることになる。しかし、実際には、担当者は必ず

しも有資格者ではないし、有資格者であっても十分な力量が形成されているとは限

らない。また、中長期計画の場合は、前回の策定時には別の部署にいて計画策定業

務に関わっていないケースが多く、とまどいながらの業務になる傾向がある。 

 

③ 計画における個別性・具体性の問題 

 社会教育や生涯学習の理念や理念的・抽象的な計画文言については、概説書や審

議会等の答申を参照することによって、ある程度バランスのとれた記述を行うこと

が可能である。しかし、実際の計画では、当該自治体の状況や課題を反映して、よ

り個別的・具体的に取組みなどを決定する必要がある。しかし、個別的・具体的な

取組みについてその意義や必要性を明確に方向づけることには難しさがある。 



このように、実際には、担当者は、多忙な業務の中で、少ない人手で、とまどいな

がら、計画策定にあたっており、計画における個別性・具体性について十分な検討が

できていないのが現状である。その結果として、多くの事例で、一つ前の期間の計画

が次期計画のひな形とされ、それに対して時代や状況に合わせた修正を加えて新しい

計画を作るというスタイルがしばしば採用されている。このような計画策定のスタイ

ルにおいては、社会教育計画の理論は意識されながらも、理想通りには行かない実際

の業務の中で、理想と現実のギャップを感じつつも計画の策定を行っているというこ

とになろう。 

  

このような状況を考慮し、本研究では、実際に策定された社会教育計画を検討し、

その問題点や改善方策を検討することにより、次期計画の質を向上させることができ

るような具体的視点や気づきを得ることを目的とした。言い換えれば、実践レベルで

社会教育計画を検討し、その改善方策を明らかにすることが本研究の目的である。 

 

２．研究の方法 

１）実際に策定された社会教育計画の事例分析 

本研究では、研究の意図で述べたように、実際に策定された社会教育計画を分析の

対象とし、 その計画文言の構成や個々の要素を分析することによって、社会教育計画

の評価できる部分と課題が残る部分を取り出し、改善方策を検討することとした。 

 

２）研究対象とする社会教育計画 

本研究では、県内の全市町村の教育計画を収集し、その中で中長期教育計画と単年

度事業計画の双方が策定されている市町村を事例として取り上げることとした。中長

期教育計画あるいは単年度事業計画それぞれの分析に加えて、中長期教育計画と単年

度事業計画が適切に結びついているかどうかを検証することにより、中長期教育計画

で策定された抽象的な方向性などが適切な目標や年度ごとの取組、具体的なプログラ

ムなどに結びついているかどうか、その実践化過程の分析を行うことを意図したから

である。 

 

３）分析の視角 

研究プロジェクトの当初の段階では、明確な分析の視角が確立できていたわけでは

なく、社会教育計画論の文献などを横目で見ながら、実際の計画を読み込むことで、

どのような視角から分析していくことが適切か、試行錯誤しながら進めていった。 

その結果、まず分析対象の計画全体の構成と論理展開について概観し、その後で計

画の部分ごとの構成と論理展開を分析することとした。あわせて、計画文言の個々の

要素についても付加的に触れることとした。 

 

 

 



４）研究の方法と役割分担 

本研究を行う調査研究委員会は、社会教育計画の策定経験を持つ社会教育主事有資

格者と大学教員とで構成した。研究のプロセスにおいては、大学教員が分析のひな形

を提示し、それに対する検討を委員会で行い整理した。実際の事例分析は研究委員で

分担し、執筆した原稿を委員会やメールを活用して意見交換を行ってまとめた。 

 



Ⅲ 各市町村の事例分析 

 

１ 各市町村社会教育計画等策定状況一覧表  

２ 中長期教育計画及び単年度事業計画市別比較表  

     （生涯学習・社会教育の部分を抜粋） 

３ 市町村社会教育計画等の分析  

[１] 大分市社会教育計画等の分析   

[２] 佐伯市社会教育計画等の分析 

[３] 豊後大野市社会教育計画等の分析  

[４] 日田市社会教育計画等の分析  

 

 



１ 各市町村社会教育計画等策定状況一覧表 

 

 平成２０年度末までの各市町村の社会教育計画策定状況を調査し、別表１にまとめた。 

 その中で、教育委員会作成の中長期教育計画については、１８市町村のうち５市が作

成しており、生涯学習・社会教育推進計画等については、４市町が策定している。 

 また、基本方針・実施計画については、会議資料等として策定している市町村も含め

て、いずれの市町村も策定している状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表１）

名称 策定年月 計画期間 名称 策定年月 計画期間 今後の策定予定 名称 策定年（月） 計画期間

中 津 市 第４次中津市総合計画 ２１年１月 ２１～３０年度
中津市教育振興計画

(仮称）
２１年 ２１～３０年度 ２１年度中に策定予定

中津市地域協育振興プラン
（仮称）

２１年中に
策定予定

２１～３０年
度

豊 後 高 田
市

豊後高田市総合計画
(千年のロマンと自然が奏でる交流と文化のまち)

１８年９月 １８～２７年度 策定予定なし なし

宇 佐 市
第一次宇佐市総合計画
（「新・まちづくり」計画）

１８年３月 １７～２６年度 策定予定なし なし

杵 築 市 杵築市総合計画 １９年４月 １９～２８年度 策定予定なし なし

別 府 市 別府市総合計画 １１年３月 １１～２２年度 策定予定なし なし

姫 島 村 姫島村総合計画 １４年１２月 １４～２３年度 策定予定なし なし

国 東 市 第１次国東市総合計画 １９年１２月 ２０～２９年度 策定検討中 国東市長期社会教育計画 ２０年5月 ２０～２９年度

日 出 町 第４次日出町総合計画 １８年９月 １８～２７年度 策定予定なし なし

大 分 市 大分市総合計画 １９年７月 １９～２８年度 大分市教育ビジョン ２０年５月 ２０～２８年度 大分市生涯学習推進計画 １５年 １５～２２年度

臼 杵 市 臼杵市総合計画 １８年３月 １８～２７年度 策定予定なし なし

津 久 見 市
第４次津久見市総計画

みんなで描く津久見未来図
１８年３月 １８～２７年度 策定予定なし 津久見市生涯学習推進計画 １１年

由 布 市 由布市総合計画 １８年３月 １８～２７年度 策定予定なし
由布市生涯学習振興基本計画
由布市社会教育振興基本計画

１９年２月 １９～２７年度

佐 伯 市 第１次佐伯市総合計画 ２１年３月 ２０～２９年度 佐伯市長期総合教育計画
 (さいき“まなび”プラン2007)

１９年３月 １９～２８年度 中間年に計画の見直し
佐伯市地域協育振興プラン

(仮称)
２１年中に
策定予定

２１～３０年度

竹 田 市
竹田市総合計画

（たけた活力創造計画2006）
１８年６月 １８～２７年度 竹田市長期総合教育計画 ２０年３月 ２０～２９年度

竹田市生涯学習推進計画
（仮称）

２１年中に
策定予定

２１～３０年度

豊 後 大 野
市

第１次豊後大野市総合計画
(やさしく、たくましく、ともに築く豊後大野市)

１９年３月 １８～２７年度 豊後大野市総合教育計画 １９年３月 １８～２２年度
２０年度に

計画の見直し
なし

日 田 市
第５次日田市総合計画

(つなぐ・つなげる“ひた２００７”プラン)
１９年３月 １９～２８年度 日田市教育行政実施方針 １９年３月 １９～２３年度 適宜見直し なし

玖 珠 町 玖珠町第４次総合計画 １３年６月 １３～２２年度 策定予定なし なし

九 重 町 九重町第３次総合計画 １４年３月 １４～２３年度 策定予定なし 九重町社会教育(振興)計画(仮称)
２１年中に
策定予定

２１年～３０年

大 分 県
大分県長期総合計画

「安心・活力・発展プラン２００５」
１８年６月 １７～２７年度

新大分県総合教育計画
(大分県教育改革プラン）

１８年６月 １８～２７年度 中間年に計画の見直し
大分県生涯学習推進基本構想

地域協育振興プラン
１１年３月
１９年２月

１１年３月
１９年２月

「宇佐市教育行政の概要」の１項目

大分県教育行政基本方針・指導方針

（会議資料等として作成）

平成２0年度由布市の教育方針

平成２０年度佐伯市生涯学習推進計画

平成２０年度社会教育計画
（会議資料等として作成）

日田市平成２０年度政策指針
（会議資料等として作成）

平成２０年度豊後大野市社会教育計画

平成２０年度杵築市社会教育計画

平成20年度玖珠町教育行政の
基本指針・具体的な指針

平成２０年度九重町社会教育
行政方針・事業計画書

平成２０年度別府市教育行政基本方針
別府の社会教育（平成２０年度）

平成２０年度大分市生涯学習課
基本方針

(会議資料等として作成)

平成２０年度国東市社会教育計画書

平成２０年度日出町社会教育計画書

平成２０年度臼杵市生涯学習
・社会教育年間計画

平成２０年度中津市社会教育基本方針

平成２０年度市教育委員会指導方針
平成２０年度豊後高田市社会教育計画

名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村の社会教育計画等の策定状況一覧 　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　           　　　　　　　　　　　　　　　

市町村名
中長期教育計画（教育委員会作成）長期総合計画（首長部局作成） 基本方針・実施計画等(20年度)生涯学習・社会教育推進計画等

(平成２１年３月２５日現在)  　



２ 中長期教育計画及び単年度事業計画市別比較表 

  

平成２０年４月現在で、中長期教育計画と単年度事業計画の両方を策定（又は策定終

了間近）している市町村の中から、大分市、佐伯市、豊後大野市、日田市の４市を抽出

し、分析を行った。 

 別表２、別表３は、分析対象の４市の中長期教育計画と単年度事業計画の生涯学習・

社会教育の部分（文化・スポーツ部分は除く）を抜粋し、その項目を取組みごとに分類

して表にまとめたものである。 

 



中長期教育計画及び単年度事業計画の市別比較表1　(生涯学習・社会教育部分抜粋。ただし、文化・スポーツ部分は除く）

（別表２）

中長期教育計画 単年度事業計画 中長期教育計画 単年度事業計画

大分市教育ビジョン
平成２０年～２８年度　基本構想・基本計画

平成２０年度
大分市生涯学習課基本方針

さいき“まなび”プラン２００７
≪佐伯市長期総合教育計画≫

平成２０年度
佐伯市生涯学習推進計画

平成２０年～平成２８年度
（９年間）

（１年間）
平成１９年～平成２８年

（１０年間）
（１年間）

Ⅵ　施策の展開
　１　豊かな人間性の創造
　２　人権を尊重する社会づくりの推進

Ⅲ　社会教育の充実と青少年の健全育成
Ⅳ　人権を尊重するまちづくりの推進

１－〔３〕社会教育の推進と生涯学習の振興 Ⅲ－１　市民の生涯学習を支えるための推進基盤の整備

Ⅲ－２　生涯学習機会の拡充と学習成果の活用

１－〔４〕青少年の健全育成
　②青少年の健全育成活動・社会環境整備などの推進

Ⅲ－３　次代を担う青少年の健全育成

２ 人権を尊重する社会津霧の推進
　②社会教育における人権・同和教育の推進
　③人権啓発の推進

Ⅳ－２　地域における人権教育の推進

社会教育推進

１－〔３〕①生涯学習支援体制の充実
　　　○生涯学習推進組織の整備
　　　○学習環境の整備
　　　○学社連携の推進

（１）生涯学習の振興（生涯学習を支えるための基盤の整理）
　①生涯学習の振興を図るため生涯学習支援体制の強化
　　ア生涯学習推進組織の整備（庁内や大学、ＮＰＯなどとの連携の推進）
　　イ学社連携の推進
　　　　　　　　　　　（推進担当者研修会や教職員対象の生涯学習基礎講座）
　　エ校区公民館長公募制の導入
　　オ「豊の都市ひとづくり委員会」の取組

１，市民の生涯学習を支えるための推進基盤の整備
　②生涯学習調査の分析

施設

Ⅲ－１－（１）社会教育施設の機能の向上
　①地区公民館の整備と機能の充実
　②生涯学習センターの設置
　③図書館及び視聴覚センターの整備と機能の充実

１，市民の生涯学習を支えるための推進基盤の整備
　①社会教育施設の整備・充実と合理化

情報提供 １－〔３〕②学習情報提供活動の充実

（１）生涯学習の振興（生涯学習を支えるための基盤の整理）
　②学習情報提供活動の充実
　　ア生涯学習情報「まなびのガイド」の充実による市民への学習活動支援
　　イ「動画配信システム」の整備充実による情報提供

Ⅲ－１－（３）生涯学習に関する多様な学習情報の提供と広報活動
　　　　　　　　の推進
　①人材バンクの整備・充実
　②学習情報の提供の推進

１，市民の生涯学習を支えるための推進基盤の整備
　③学習情報の提供

学習機会

Ⅲ－２－（１）多様な学習機会の提供
　①各種講座や教室等の学習支援事業の充実
　②読書活動の推進
　③視聴覚センターの講座の充実

２，生涯学習機会の拡充と学習成果の活用
　①多様な学習機会の提供

学習成果還元

Ⅲ－２－（２）学習成果の活かせる場づくりの推進
　①学習成果の発表機会の提供・拡充
　②学習成果の活用に関する体制整備
　③社会教育関係団体の育成・支援

２，生涯学習機会の拡充と学習成果の活用
　②学習成果の活かせる場づくりの推進

指導者
（２）社会教育の推進【地域づくり】
　①市民との協働を基調とした活力ある地域づくりの推進
　　エ「大分市生涯学習指導者登録制度」の充実

Ⅲ－１－（２）社会教育指導者の養成と資質の向上
２，生涯学習機会の拡充と学習成果の活用
　　②学習成果の活かせる場づくりの推進

地域づくり
１－〔３〕④地域活動の充実
　　　○「生涯学習指導者登録制度」の拡充

（２）社会教育の推進【地域づくり】
　①市民との協働を基調とした活力ある地域づくりの推進
　　ア「地域力向上推進事業」の充実
　　イ「豊の都市ホリデープラン推進事業」の充実
　　ウふるさとづくり運動の充実

家庭教育
１－〔３〕③学習機会や内容の充実
　　　○家庭教育の充実

（２）社会教育の推進【家庭教育】
　①すべての保護者に対するきめ細やかな家庭教育支援
　　子どもの発達段階に応じた事業展開
　　　・大分市家庭教育推進協議会との連携事業

Ⅲ－３－（１）①家庭・学校・地域が連携して子育てを行うための基盤
　　　　　　　　　づくり
Ⅲ－３－（２）①地域における豊かな体験活動の推進

２，生涯学習機会の拡充と学習成果の活用
　②学習成果の活かせる場づくりの推進
３，次代を担う青少年の健全育成
　①家庭・学校・地域社会が連携して子育てを行うための基盤づくりの推進

Ⅲ－１－（４）「おおいた教育の日」の普及と推進
１，市民の生涯学習を支えるための推進基盤の整備
　④「おおいた教育の日」の普及と推進

体験活動
青少年健全育成

１－〔４〕②青少年の健全育成活動・社会環境整備などの推進
　　　○青少年の社会参画の推進
　　　○少年自然の家などでの体験活動の充実
　　　○中学生の交流活動の充実
　　　○有害環境の浄化運動の推進

Ⅲ－３－（２）②ジュニアリーダーの育成の推進

読書活動

（１）生涯学習の振興（生涯学習を支えるための基盤の整理）
　①生涯学習の振興を図るため生涯学習支援体制の強化
　　ウ校区公民館図書配送の拡充
（２）社会教育の推進【少年教育】
　②「大分市こどもの読書活動推進計画」に沿った読書活動の推進

Ⅲ－３－（２）③子どもの読書活動の推進

人権

２　②社会教育における人権・同和教育の推進
　　　○市民の感性に訴える人権学習の充実
 　　 ○人権が尊重される心豊かな地域作り
　③人権啓発の推進
　　　○人権啓発資料の充実とその活用
　　　○啓発機会の拡充と啓発方法の工夫・改善

（２）社会教育の推進【人権・同和教育】
　①人権が尊重される心豊かな地域づくりをめざす人権・同和教育の推進
　　ア「おおいた人権フェスティバル２００８」の充実
　　イ人権・同和問題専門講座の拡充

Ⅳ－２　地域における人権教育の推進
４，地域における人権教育の推進
　①定期的な人権講座等事業の開催

施策とその指標
目標指標

各施策毎に目標値を設定
現状（Ｈ１９年度）
指標（Ｈ２３年度、Ｈ２８年度）

各施策毎に目標値を設定
現状（Ｈ１８年度）
指標（Ｈ２３年度、Ｈ２８年度）

（２）社会教育の推進【地域づくり】
　②社会教育での成果を地域づくりへ
　　ア「豊の都市まなび直し講座」の取組

１－〔３〕③学習機会や内容の充実
　　　○多様な学習機会の提供

（２）社会教育の推進【少年教育】
　①子どもの居場所づくりの推進
　　ア地域子ども活動支援事業の充実
　　　（放課後子どもプランを視野に入れて）
　　イ子ども会活動の支援「子ども会ジュニアリーダー育成事業」の充実
　　ウ「体験・楽習・すこやか講座」の充実
　②親育ての新規事業「子育て“夢”広場」
　　・子ども会への活動支援を通して親同士の交流
　　・体験活動の指導者及び子育てサポーターリーダーの活用

１－〔３〕④地域活動の充実
　　　○地域における体験活動の推進
　　　○子ども会活動の活性化

種別

市名

期間

章

基本構想では、本市教育の現状、本市教育の課題を考察
基本計画では、それぞれの項目ごとに現状と課題を考察

大分市 佐伯市

協働
協育

項目

主な取り組み
具体的な施策

３，次代を担う青少年の健全育成
　②豊かな体験活動や読書活動の推進

それぞれの項目ごとに現状と課題を考察現状と課題

タイトル



中長期教育計画及び単年度事業計画の市別比較表2　　(生涯学習・社会教育部分抜粋。ただし、文化・スポーツ部分は除く）

（別表３）

中長期教育計画 単年度事業計画 中長期教育計画 単年度事業計画

豊後大野市総合教育計画
平成２０年度

社会教育計画

日田市教育行政実施方針
平成１９年度～平成２３年度

～明日の日田を築く心豊かな人づくり～

平成１８年度～平成２２年度
（５年間）

（１年間）
平成１９年度～平成２３年度

（５年間）

Ⅲ　青少年が健全に成長できる環境を充実する
Ⅳ　いつでも学べる場と機会を作る
Ⅷ　人権を尊重し、一人ひとりの個性を認め合う

Ⅲ生涯学習社会の形成と社会教育の推進
Ⅳ青少年の健全育成

Ⅳ－１　生涯学習の推進 Ⅲ－１　市民の生涯学習を支えるための基盤の整備

Ⅳ－２　公民館機能の充実 Ⅲ－２　社会教育の推進

Ⅲ－１　青少年の健全育成
Ⅳ－１　家庭・地域の教育力の向上と支援体制の充実
Ⅳ－２　豊かな心をはぐくむ体験活動の推進

Ⅷ－１　人権教育の推進 Ⅲ－３　社会教育における人権教育の充実

Ⅳ－３　図書館機能の充実 Ⅲ－４　図書館機能の充実と読書活動の推進

Ⅲ－５　博物館の整備と機能の充実

社会教育推進 Ⅳ－１－①社会教育推進のための組織の充実と強化

Ⅲ－１－①生涯学習施策の総合的推進のための連携の促進と強化
Ⅲ－１－②地域の独自性を尊重した学習環境の整備
Ⅲ－２－②学習環境の充実
Ⅲ－２－③社会教育施設ネットワークの形成

・社会教育の推進を図るため、市民の意識高揚に向けた大会等の開催

施設
Ⅳ－１－②社会教育施設の整備と機能の充実
Ⅳ－２－①社会教育施策の拡充と公民館機能の充実
Ⅳ－２－②自治公民館等への支援

・公民館施設の現状把握と計画的な公民館等の建替え・修繕等の実施
・公民館におけるインターネットの高速通信化を図る

情報提供

学習機会 Ⅲ－２－①充実した学習機会の提供

学習成果還元 Ⅳ－２－③学習成果の発表と地域への還元

指導者
Ⅳ－１－④社会教育関係団体の育成と連携
Ⅳ－２－④指導者の確保・育成

地域づくり

家庭教育 ・地区公民館にいおける家庭教育学級開催等の家庭教育支援

体験活動
青少年健全育成

Ⅲ－１－①青少年の健全育成と社会参加
次代を担う青少年の健全育成
　１，青少年の体験学習、社会参加の促進

Ⅲ－５－③体験学習の場の提供及び調査研究の実施 ・市民に対する青少年問題の啓発を図るための大会の開催

読書活動
Ⅳ－３－①図書館機能の整備推進
Ⅳ－３－②移動図書館サービス及び相互貸借の充実
Ⅳ－３－③読書推進活動の充実

（図書館基本方針）
Ⅲ－４－①魅力的な蔵書構成の推進
Ⅲ－４－②情報提供とボランティアグループの育成・支援
Ⅲ－４－③開館時間の延長と遠隔地域へのサービスの向上

人権
Ⅷ－１－②社会教育における取り組み
Ⅷ－１－③人権教育の指導者の育成

人権尊重社会の確立をめざす人権教育の推進
　１，人権学習会の実施
　２，指導者の育成

・人権教育における指導者等人材育成のための調査研究や学習プログラム
の開発
・特定職業従事者（特に市職員・社会教育関係者）の意識の向上と指導者化

施策とその指標
目標指標

各施策毎に目標値を設定
現状（Ｈ１７年度）
指標（Ｈ２０年度、Ｈ２２年度）

各施策毎に目標値を設定
現状（Ｈ１７年度）
指標（Ｈ２３年度）

それぞれの項目ごとに現状と課題を考察それぞれの項目ごとに現状と課題を考察

Ⅳ－１－③学習機会の提供と内容の充実

豊後大野市

豊かな生涯学習社会の形成と社会教育の推進
　１，生涯学習推進基盤の整備と機能の充実

項目

現状と課題

豊かな生涯学習社会の形成と社会教育の推進
　２，学習内容の充実と学習成果の活用

次代を担う青少年の健全育成
　２，家庭・地域教育力の向上
　３，学校教育・地域との連携

市名

Ⅲ－１－②家庭・地域の教育力向上
Ⅲ－１－③学校教育との連携

種別

主な取り組み
具体的な施策

協働
協育

日田市

Ⅳ－１－①子育てを地域総ぐるみで行う「協育」ネットワークの形成
Ⅳ－１－②「大人が変われば、子どもも変わる」理念の啓発
Ⅳ－２－①地域における体験活動の推進

・地域・家庭・学校との連携による放課後子どもプランの作成

題

期間

章
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（１）「大分市教育ビジョン」（平成２０～２８年度 基本構想・基本計画）   

 

 １）全体の構成と論理展開 

 「大分市教育ビジョン」（平成２０～２８年度 基本構想・基本計画）は、「基本構想」と「基本計

画」の２部で構成され、巻末に「資料」が添付されている。 

全体の構成としては、まず「基本構想」が、「Ⅰ 基本構想の策定にあたって」、「Ⅱ 位置づ

け」、「Ⅲ 構成と期間」、「Ⅳ 基本理念」、「Ⅴ 基本目標」、「Ⅵ 基本的な施策の体系」、「Ⅶ 

基本方向」、「Ⅷ 基本的な施策の実現に向けて」の８つの章で構成され、次に「基本計画」が、

「Ⅰ 目的」、「Ⅱ 期間と対象」、「Ⅲ 指標」、「Ⅳ 評価」、「Ⅴ 重点施策の体系（構成図）」、

「Ⅵ 施策の展開」の６つの章で構成されている。 

「基本構想」では、まず「Ⅰ 基本構想の策定にあたって」の中で、ビジョン策定の背

景となる大分市の情勢、実態が示されている。次にビジョンの「Ⅱ 位置づけ」及び「Ⅲ 

構成と期間」を明確にし、その上で「Ⅳ 基本理念」、「Ⅴ 基本目標」、「Ⅵ 基本的

な施策の体系」、「Ⅶ 基本方向」、「Ⅷ 基本的な施策の実現に向けて」と示されてい

る。次の「基本計画」に至る、背景、施策の柱、方向性等を妥当な手順で丁寧にガイダン

スしている印象を受ける。（p1～p24 参照） 

その「基本構想」を受け、施策としての「基本計画」の構成においても、「Ⅰ 目的」、「Ⅱ 期

間と対象」、「Ⅲ 指標」、「Ⅳ 評価」、「Ⅴ 重点施策の体系（構成図）」などの順で「Ⅵ施策の展

開」に妥当性を持たせるために、論理的な筋道をつけ、わかりやすく整理している。そして、これ

らを受ける形で「Ⅵ 施策の展開」が、「１ 豊かな人間性の創造」、「２ 人権を尊重する社会づ

くりの推進」、「３ 個性豊かな文化の創造と発信」、「４ スポーツ・レクリエーションの振興」、「５ 

本市教育を推進する教育委員会の充実」の５つの節で構成されている。さらにその「１ 豊かな

人間性の創造」の中に４つの項が設けられ、「〔１〕 幼児期における協育の充実」、「〔２〕 学校

教育の充実」、「〔３〕 社会教育の推進と生涯学習の振興」、「〔４〕 青少年の健全育成」につい

て具体的な施策を掲載している。文化とスポーツをのぞく今回の分析で検討する社会教育の分

野については、「Ⅵ 施策の展開」の「１ 豊かな人間性の創造」の「〔３〕 社会教育の推進と生

涯学習の振興」、「〔４〕 青少年の健全育成」の２つの項と、「２ 人権を尊重する社会づくりの推

進」の節で記述されている。人権教育を特に取り上げ、一つの柱としていることが特色の一つと

も言える。 

 

 ２）部分の構成と論理展開 

 ①「はじめに」 

   この中で、教育長は「厳しい時代であるからこそ、子どもたちが夢と希望を抱き、高い志をもっ

て、たくましく生き抜く力をはぐくむため、家庭、学校、地域社会が一体となった取組みを充実す

るとともに、生涯を通じて、自ら学び、心豊かに生きがいを実感できる社会を構築することが肝要
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であります。」とあいさつしている。この一節の中で、生涯学習社会の実現に向けた学校教育や

社会教育の取組みの充実と、それを支える教育の協働の推進について述べられていることは、

その後の「基本構想」や「基本計画」にもそれが反映されるという期待感を持たせるものとなって

いる。 

  

②「基本構想」 

「Ⅰ 基本構想の策定にあたって」の章は、「１．本市の概況」、「２．本市教育の現状」、「３． 

本市教育の課題」、「４．市民の期待」、「５．策定の経緯」、「６．策定の目的」という６つの節で構

成されている。（p1～p7参照） 

そして「２．本市教育の現状」の中で、社会教育の現状について「ライフステージ各期におけ

る自己実現のため、生涯学習に対する多様なニーズにこたえるため、社会教育の充実に努め

ています」と簡潔にまとめられている。（p2参照） 

また、「３．本市教育の課題」においては、社会教育について、「社会教育においては、すべ

ての市民が生きがいをはぐくむことができるような生涯学習社会の実現に向け、人権尊重の精

神を基盤に、地域社会が主体となり、地域の実情に即して、市民協働の視点から地域に根ざし

た取組みを創意工夫しながら展開し、地域の教育力向上を図ることが求められています。」とし

ている。そして、家庭教育について、「特に、人間形成の基礎をはぐくむ家庭教育においては、

基本的な生活習慣の確立、規範意識の形成、愛情の育成などを図ることが重要となっており、

そのための学習の機会や情報の提供など、保護者に対する支援の拡充に努め、家庭の教育力

を高めていくこと必要があります。」と強調している。（p3参照） 

さらに、「４．市民の期待」の中で、「（１）市民意識調査の結果から」として、「○生涯学習につ

いて」の項を設け、「生涯を通じて何か学び続けたいと思っていますか？」という意識調査の結

果（９０％を越える学びへの意欲）から、市民の生涯学習に対する意識の高さを述べている。こ

の節においては、大分市のこれまでの社会教育施策により、市民の生涯学習に取り組む意識

は高まっているが、学校、家庭、地域社会の連携や、家庭教育の拡充など、市の社会教育分野

が抱える新たな教育課題への対応を中心に、さらなる施策の充実の必要性を述べる中で、本ビ

ジョン策定のねらいを効果的に訴えている。（p5参照） 

「Ⅱ 位置づけ」においては、最上位計画である「大分市総合計画（平成１９年度～平成２８年

度）」の基本理念を受け、教育分野からその具現化を目指すものとしての本ビジョンの位置付け

が明確化されている。計画の順位性を示すことは、計画の実効性、有効性により現実味を与え

る効果があると思われる。また「Ⅲ 構成と期間」においても上位計画の期間や学習指導要領の

改定時期とも比較できる表を掲載し、効果的に訴えている。（p8参照） 

「Ⅳ 基本理念」については、本ビジョンの全体構想図として示され、教育委員会が、生涯学

習社会形成のために、ライフステージに応じた幼児教育、学校教育、社会教育が必要であり、

学校、家庭、地域社会、関係機関の相互連携をベースに、「人権・同和教育の振興」、「スポー

ツ・レクリエーションの振興」、「青少年の健全育成」、「芸術・文化の振興」の４つの柱を中心に

施策の展開を図っていこうとしていることが示されている。構想図として表していることで、理念を

感覚的にもわかりやすいものとしており、評価できる。（p9参照） 

「Ⅴ 基本目標」では、まず、「めざす人間像」を「子ども」と「大人」の視点で２つ掲げている。

非常に簡潔である。その人づくりのために基本目標として４つの柱を立てている。最後に「大分

市らしい教育」という項を設け、地域性を出した教育、人づくりを打ち出しているが、これはイメー



 

ジ図で示されているが、市民意識の醸成のために感性に訴えている目標という感じがして、具

体性を欠き、イメージが持ちにくい。（p10～p12参照） 

その後、基本理念、基本目標の実現をめざし、「Ⅵ 基本的な施策の体系」の中で、５つの基

本的な施策を体系付けている。（p13参照） 

「Ⅶ 基本方向」においては、５つの基本的な施策を具現化していくための視点として、「学校

教育、家庭教育、地域社会での教育をそれぞれ充実させる」こと、「学校、家庭、地域社会が連

携し、一体となった教育の推進」を図ること、さらに生涯学習を支える教育環境の充実という３点

が掲げられている。基本理念、基本目標、基本的な施策、その実現に向けて、という論理的な

流れを追って説明をしている中で、この数行の基本方向に与えられている役割がわかりにくい

感がある。基本方向は、次の「Ⅷ 基本的な施策の実現に向けて」のリード部分に記載しても差

し支えないのではないだろうか。（p13～p14参照） 

「Ⅷ 基本的な施策の実現に向けて」は、「１ 豊かな人間性の創造」と「２ 人権を

尊重する社会づくりの推進」の２節で構成されている。生涯学習・社会教育に関わる施策

としては、「１ 豊かな人間性の創造」の中に、「（３）社会教育の推進と生涯学習の振

興」として、リード文の後「① 生涯学習支援体制の充実」、「② 学習情報提供活動の

充実」、「③ 学習機会や内容の充実」、「④ 地域活動の充実」の４つの分類で述べら

れている。また、「（４）青尐年の健全育成」の「② 青尐年の健全育成活動・社会環境

整備などの推進」でも言及している。さらに、「２ 人権を尊重する社会づくりの推進」

においても「② 社会教育における人権・同和教育の推進」として記述している。ここで

は、施策の実現に向けての方向性を示しているので、具体的な事業等に関する表現はされ 

ず、「基本計画」の部において詳細な記述がされている。（p14～p20 参照） 

「基本構想」の記述について、順を追ってみると、「現状分析」、「抱える課題」、「基本理念」、

「目標」、「施策の体系」、「方向性」、「実現に向けての手だて」と、非常に細かく、段階を踏ん

で、論理的に言及していることがわかる。これは、他の市町村の計画策定にも大いに参考にな

るものと思われる。これまでの市の実績から、それを分析し、課題を明らかにし、それを解決する

ための有効な手段を考え、世相や教育の流れを加味しながら、これからの基本構想を策定して

いったであろう作成者の姿が浮かんでくる。このように整理され、構築された構想の上に立ち、

具体的な施策を考えていくことが、これからの他市町村の教育行政にも求められているのでは

ないだろうか。 

  

③「基本計画」 

 まず「Ⅰ 目的」において、基本構想との関係性が明確に示され、「Ⅱ 期間と対象」、「Ⅲ 指

標」と、「Ⅳ 評価」について解説されている。そして、「Ⅴ 重点施策の体系（構成図）」として、

一覧にすっきりと重点施策がまとめられ、そのあとに続く具体的な「Ⅵ 施策の展開」へと構成さ

れている。非常に論理的な言及を意識した構成となっている。（p25参照） 

  「Ⅵ 施策の展開」において、文化とスポーツをのぞく今回の分析で検討する社会教育の分

野については、前述の通り「１ 豊かな人間性の創造」と「２ 人権を尊重する社会づくりの推進」

の２節が該当する。その中の「１ 豊かな人間性の創造」では、「〔３〕社会教育の推進と生涯学習

の振興」と「〔４〕青少年の健全育成」とでその具体的施策に言及し、「２ 人権を尊重する社会づ

くりの推進」においても「② 社会教育における人権・同和教育の推進」として、項を起こしてい

る。社会教育の一分野としてではなく、別に青少年の健全育成の項を設けていることは、現代



 

社会の大きな教育課題の一つとしてこのことが注目されていることの表れであり、ビジョンの特徴

の一つである。さらに人権教育を上位の節として学校教育と社会教育の中で体系的に位置付

けていこうとする構成には、市民の人権意識の涵養が教育の根底に求められるものであるという

意識が感じられ、特徴の一つとなっている。 

 それぞれの節の構成については、「（１）現状」、「（２）課題」、「（３）具体的な施策」、「施策とそ

の指標」という共通の組み立てをしており、論理的な流れを意識させる。 

 〔３〕社会教育の推進と生涯学習の振興の内容を見てみる。「（１）現状」、「（２）課題」、「（３）具

体的な施策」、「施策とその指標」のそれぞれの中で、柱立てを行い、論理を展開している。その

柱は、生涯学習支援の基盤整備、学習情報の提供、学習成果の活用、家庭教育支援、地域活

動の充実となっている。この柱は、「（１）現状」のリード文で述べている「大分市生涯学習推進計

画」（平成 15 年策定）に基づくものと考えられ、これまでの市教育行政の取組みを、分析し、拡

充、発展させていこうとする意図がうかがえる。（p41～p44参照） 

 「（１）現状」の中には、市民の生涯学習への意欲や、学習活動に取組む目的を調査したグラ

フを差し込み、柱である基盤整備の必要性や、学習機会の提供やそれに伴う学習情報の提供

というところの現状分析の裏付けとなっている。（しかし、市民の学習ニーズの多様化、高度化を

示すデータではない） 

 「（２）課題」では、文末表現を全て「求められています」で統一し、現状の柱に沿った課題を現

状と対応させて表現している。そして、「（３）具体的な施策」において、その柱に対応した施策の

あり方を「努めます」という表現で統一し、方向性を明らかにしている。「施策とその指標」では、

具体的な施策に対応した指標項目が示され、現状と目標指標が数値化され、評価につながる

形となっている。 

 「（３）具体的な施策」では、「①生涯学習支援体制の充実」について「○生涯学習推進組織の

整備」、「○学習環境の整備」、「○学社連携の推進」の３つの柱で言及し、「○生涯学習推進組

織の整備」については、関係機関、組織との連携の強化を中心に、「○学習環境の整備」につ

いては、図書配送ネットワークの拡充を中心に、「○学社連携の推進」では、研修会や連絡会議

を中心に取り組んでいく方向性が打ち出されている。「②学習情報提供活動の充実」では、生

涯学習情報「まなびのガイド」の効果的な活用を打ち出している。蛇足だが、この「まなびのガイ

ド」は他の市町村でも情報提供、活用のあり方の一つとして検討してみる価値のある情報誌だと

思われる。「③学習機会の内容の充実」については、「○多様な学習機会の提供」と「○家庭教

育の充実」を２つの内容を中心に、前者では、「豊の都市（まち）まなび直し講座」等の市民参画

型講座の実施を柱にしていく方向性を打ち出している。後者では、家庭を支えるネットワークと

しての「豊の都市（まち）ひとづくり委員会」の設置や、父親の子育て参加を支援する事業の充

実等、きめ細かな支援の方向性を打ち出している。「④地域活動の充実」については、「○地域

における体験活動の推進」、「○「生涯学習指導者登録制度」の拡充」、「○子ども会活動の活

性化」の 3 本柱で言及している。「○地域における体験活動の推進」については、子ども教室の

充実を、「○子ども会活動の活性化」では、「子ども会ジュニアリーダー育成事業」という柱で訴

えている。 

 「１ 〔４〕青少年の健全育成」、「２ 人権を尊重する社会づくりの推進」の「② 社会教育にお

ける人権・同和教育の推進」においても上記と同様の論理的展開がなされている。（p45～p51

参照） 

 それぞれの「（３）具体的な施策」全体を通して、具体的な施策名を挙げた上でその方向性を



 

打ち出しているところが、市民にも理解を得やすく、また評価指標との関連も極めて明快となる。

この組み立ては、中長期計画の一つの模範とできるのではないかと考えられる。 

  

 ④「資料」 

最後の巻末の「資料」の部では、教育関係用語の解説が五十音順に 74 項目なされている。

教育にかかわる用語にも専門的な用語が最近では特に多く、一般市民の理解を助ける用語解

説が非常に丁寧に掲載されており、細部にわたっての配慮が感じられる。次に、上位計画となる

「大分市総合計画」（概要版）が４ページにわたって掲載され、ビジョンとの連携とその理解を助

けており、これも必要な配慮事項と思われる。さらに改定された「教育基本法」を掲載し、「生涯

学習の理念（第３条）」、「家庭教育（第１０条）」、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携

協力（第１３条）」等が、基本構想や基本計画などの根拠法令として、その内容に信憑性を与え

ている。そのあとには、市民意識調査の結果を、子ども、保護者、地域住民の順で掲載し、方向

性の裏付けの一つとしている。 

 

 「大分市教育ビジョン」は全体を通して、市民が理解しやすい明確な構成と論理展開がなされて

いる計画という感想を持った。この具現化に向けた詳細は市教育委員会生涯学習課基本方針等

に記載されている。これらの計画の一連の流れも市町村に検討していただく資料として提供できれ

ばよいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）「平成２０年度大分市生涯学習課基本方針」               

 

１）全体の構成と論理展開 

   大分市生涯学習課基本方針は、「Ⅰ．生涯学習課基本方針」、「Ⅱ．重点項目」、２節で構

成されている。 

   全体の構成としては、まず、「市総合計画」、「市教育ビジョン（平成２０年度制定）」、「課に

おける基本的な方向」等を簡潔に示している。これは、この基本方針に示されている「Ⅰ．生

涯学習課基本方針」及び「Ⅱ．重点項目」が体系的にどのように位置付くかを明確にし、方針

の理解をより深めるための効果があると考えられる。 

   そして、「Ⅰ．生涯学習課基本方針」に基づき、「Ⅱ．重点項目」を５つ掲げ、それぞれの項

目について、「（１）生涯学習の振興（生涯学習を支えるための基盤の整備）」と「（２）社会教育

の推進」の項目の中で言及している。さらに、その（１）（２）の中でも、力点をおく事業や課の考

え方については、その後、それぞれについて詳しく言及する形をとっている。 

   この構成の中で、市の基本的な方向性や、柱となる事業等について理解ができるが、市全

体としてこれに取組むための推進体制のあり方や、その背景となる課題等については、触れら

れていない。大分市は、年度末に「大分市の教育」を発行し、実施事業の成果について示し

ている。また、具体的な事業計画等については、各公民館等で作成されていると思われるの

で、できるだけ簡略化し、市としての柱が理解できるものとしてこの「基本方針」を示していると

考えられる。 

 

２）部分の構成と論理展開 

   まず「Ⅰ．生涯学習課基本方針」は、「市民一人ひとりが、充実した人生を創造することがで

きるよう生涯学習の支援体制を整備するとともに、地域コミュニティや地域活動の拠点となる、

社会教育施設などで、地域に根ざした学習活動を通じて、心のふれあう家庭・地域づくりをめ

ざします。」というものである。この前段に、「生涯学習課における基本的な方向」が示されてお

り、「○市民一人ひとりの生涯を通した学習活動の支援」、「○市民の学習成果を生かした生

涯学習社会の実現」、「○地域全体で子どもたちをはぐくむ仕組みづくり」と３つの柱が、箇条

書きで示されている。この「生涯学習課における基本的な方向」は、「市総合計画」、「市教育

ビジョン」を受けてというつながりの中に課としての方向性として位置付けられ、「Ⅰ．生涯学習

課基本方針」は、平成２０年度の方向性として示されている。しかし、これが内容的にほとんど

重複していることから、同じ内容を二重に掲載し、違和感を覚える。どちらか一方の記述だけ

でも、内容の理解に差は生じないとも考えられる。（p1参照） 

   次に「Ⅱ．重点項目」は、「①生涯学習支援体制の充実」、「②学習情報提供活動の充

実」、「③学習機会や内容の充実」、「④地域活動の充実」、「⑤人権・同和教育の推進」、の５

項目から構成されている。ここでは、タイトルだけが示され、それぞれの課題については言及さ

れておらず、それを推進するための事業を中心に、以下の「（１）生涯学習の振興（生涯学習

を支えるための基盤の整備）」、「（２）社会教育の推進」の中で示されている。「（１）生涯学習

の振興（生涯学習を支えるための基盤の整備）」では、①及び②について、その柱となる事業

や取組みが示されている。「（２）社会教育の推進」では、【少年教育】、【家庭教育】、【人権・同

和教育】、【地域づくり】と柱が立てられ、その中に一つないし二つの主要施策や事業名が掲



 

載されている。しかし、重点項目の特に③をどの分野で扱うのかが明確に読み取りにくい。標

記上の数字の対応も、重点項目と同じ丸数字（①、②）で示され、その対応が読み取りにくい。

重点項目を掲げるのであれば、その項目と課題解決に向けた取組みの関係が明確に読み取

れる標記が求められる。（p1～p2参照） 

   この後のページでは、柱となる事業の詳細が１事業につき、１ページを割いて、３事業示さ

れている。それが「豊の都市ひとづくり委員会」、「親育ち応援事業『子育て“夢”広場』」、「豊

の都市まなび直し講座」である。また、その後に、「地区公民館の市長部局への移管につい

て」（p6）、「学校教育と社会教育の連携に関する方針等について」（p7）、「公民館･図書館等

社会教育施設の事業展開」（p8～p9）、「図書館等社会教育施設の事業展開」（p10）が掲載さ

れている。主要事業の詳細については、それぞれの事業の趣旨や計画、事業効果等が記載

されているが、重点項目との関連についての記述はない。またその後の施策に関連した内容

については、その重要性から新たにページを設けて記載されている意図は汲み取れるが、基

本方針や重点項目との関連性を考えにくく、独立した新たな方向性のような印象を受ける。標

記の仕方も似ているが、整合性が取れていない部分もあり、それぞれの担当が作成した資料

を張り合わせたような印象がぬぐえない。やはり基本方針と重点項目を中心とした中で、それ

ぞれの事業や組織の今後の方向性がどのよう位置付けにあるのかを、整理し体系的な全体

構成図を示したほうがより理解しやすいものになると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）｢大分市教育ビジョン」と｢平成 20 年度大分市生涯学習課基本方針｣の連関 

 

 １）各計画の全体の構成と論理展開 

これまでの節で述べられたように、「大分市教育ビジョン」は、「基本構想」と「基

本計画」の２部で構成され、それぞれ「基本構想」が、「Ⅰ 基本構想の策定にあたって」、「Ⅱ 

位置づけ」、「Ⅲ 構成と期間」、「Ⅳ 基本理念」、「Ⅴ 基本目標」、「Ⅵ 基本的な施策の体

系」、「Ⅶ 基本方向」、「Ⅷ 基本的な施策の実現に向けて」の８つの章で構成され、「基本計

画」が、「Ⅰ 目的」、「Ⅱ 期間と対象」、「Ⅲ 指標」、「Ⅳ 評価」、「Ⅴ 重点施策の体系（構成

図）」、「Ⅵ 施策の展開」の６つの章で構成されるという形式で作られている。 

これに対し、「平成２０年度大分市生涯学習課基本方針」では、まず冒頭で「市総合計画」お

よび「市教育ビジョン」を簡潔に示している。当然のことながら、当該計画がどのような計画間の

つながりにおいて策定されているかは明確に示す必要があり、このように当該の計画を規定する

基本計画を示すことには意味がある。 

ただ、他の市町村と同様に、「平成２０年度大分市生涯学習課基本方針」で示されている基本

方向は、長期計画である「大分市教育ビジョン」の記述をほぼそのまま踏襲する形で示されてお

り、そのような中長期的な方向性の下で、どのような優先順位や手順で取組みを進めていくの

か、その中で当該年度にどのような取組みを行うかは明示されていない。教育事業については、

明確な指標等で評価しつつ、直線的に発展させることは難しいので、このような記述の仕方にな

らざるを得ない部分もある。しかし、長期計画に示される方向性がやや抽象的なものであるだけ

に、これについての取組みをどのように展開していくか、期間中の評価に基づきどのように修正

していくかをもう少し踏み込んで記述した方が有益ではないかと考えられる。 

全体の構成としては、「大分市教育ビジョン」で示された要素がほぼきちんと「平成２０年度大

分市生涯学習課基本方針」にも盛り込まれており、対応関係を十分吟味して作り込まれた計画

になっている点は評価できる。 

ただ、どの自治体の中長期計画も、基本的には偏りをなくし状況の変化などにも対応しやす

いよう記述としては抽象的になり、理念的なものになる傾向がある。「平成２０年度大分市生涯学

習課基本方針」のような単年度計画では、その課題についてもう少し具体的に把握し、前年度ま

での取組みを評価し、当該年度の取組みを具体的に方向付ける必要があるのではなかろうか。

その意味で、大分市の場合も、単年度計画での記述をもう少し具体的なものにし、前年度の取

組みの評価によって少なからず毎年改訂する必要のある計画にした方が、より有益な計画にな

ると考える。 

 

 ２）各計画の部分の連関 

たとえば、「大分市教育ビジョン」の「基本構想」における「社会教育の推進と生涯学習の振

興」で示されている取組みの柱、「生涯学習推進体制の充実」、「学習情報提供活動の充

実」、「学習機会や内容の充実」、「地域活動の充実」あわせて次の節である「青少年の健全

育成」は、「平成２０年度大分市生涯学習課基本方針」では、「Ⅱ．重点項目」の柱となってお

り、このような形式上の対応関係については、ほぼきちんと確保されているといえる。 

 課題を挙げるとすれば、より踏み込んだ部分の対応や論理的つながりということになろう。た

とえば、取組みの柱の一つである「学習機会や内容の充実」については、具体的事業として



 

は「生涯学習の振興」または「社会教育の推進」の双方で記述されることになると考えられる

が、その論理的つながりは明確には読み取りにくい。 

 また、「平成２０年度大分市生涯学習課基本方針」では、「生涯学習の振興」および「社会教

育の推進」の中で具体的な事業の例が３事例示されているが、これがそれより前の「重点項

目」とどのような関係にあり、どのような理由によって例示されることになったのかは必ずしも明

確ではない。 

大分市の社会教育計画は、形式的には非常に作り込まれた計画であり、そこでの記述内

容にも妥当性を欠くものは見受けられない。さらに有効な計画にするための課題を探すとす

れば、単年度計画をより具体的なものにしてきちんと評価し見直すという作業を可能にするこ

とと、計画内の論理的つながり、さらには計画間の論理的つながりについて外部の人間が読

んでも（あるいは前の計画の策定に関わっていない新任者が読んでも）わかりやすい記述を

丁寧に行うことではないだろうか。そのような配慮を計画に盛り込むのは担当者としては大変

な労力になるが、ほぼ数年ごとに担当者が変わり、まったく新しい経験として計画の策定に関

与しなければならないというケースがよくある現状を考えると、必要な努力のように思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（１）佐伯市長期総合教育計画 「さいき“まなび”プラン２００７」      

 

 １）全体の構成と論理展開 

佐伯市の長期総合教育計画は、２００７年（平成１９年）３月に策定され、その計画期

間は、平成１９年度から平成２８年度までの１０年間である。長期の教育計画として位置

付けられている。 

 今回の分析では文化とスポーツについては分析対象から外すので、この計画において、

分析の対象となる社会教育の分野は、「各分野の施策」の「Ⅲ 社会教育の充実と青尐年

の健全育成」および「Ⅳ 人権を尊重するまちづくりの推進」の２つの章である。各分野

の施策７つのうち２つが該当する。人権教育を特に取り上げ、一つの柱としていることが

特色である。 

それぞれの章の構成についてみてみる。 

 「Ⅲ 社会教育の充実と青尐年の健全育成」では、「１ 市民の生涯学習を支えるため

の推進基盤の整備」、「２ 生涯学習機会の拡充と学習成果の活用」、「３ 次代を担う

青尐年の健全育成」の３つの節が設けられている。節の数としては、おおむね一般的な数

であり、計画をわかりやすくまとめるには適切な節の数と考えられる。（P53～64参照） 

 各節の内容は、まず基盤整備について触れ、その上で生涯学習機会の拡充と学習成果の

活用を論じ、その後で青尐年の健全育成に論究するという構成を取っている。最後の青尐

年健全育成は個別のトピックを最後に取り上げるという形になっているが、基本的にはま

ず基盤整備という基本的部分について論じ、その基盤の上で整備される学習機会及び成果

活用について言及するという形をとっており、論理的な流れを意識したものといえる。 

 「Ⅳ 人権を尊重するまちづくりの推進」では、「１ 学校における人権教育の充実」

と「２ 地域における人権教育の充実」の２節が設けられている。この章では、２つの節

はそれぞれ違う領域での人権教育の充実を論じるということで、並列型の構成になってい

る。各節の構成については、やはり現状と課題についてまとめ、これからの基本方向を示

し、それを受けて「主な取組み」を記述、さらに主な取組みについて目標指標を明示して

いる。（P65～P70） 

 各節の内部の構造についてみてみると、まず、現状と課題についてまとめ、これからの

基本方向を示し、それを受けて「主な取組み」を記述、さらに主な取組みについて目標指

標を明示している。また、各節の末尾に用語解説が付されていることも参考になる。現状

と課題から今後の基本方向をまとめ、それを受けて具体的な取組みを計画し、さらにその

目標指標を明示するという記述の仕方は、論理的な展開を強く意識したものであり、並列

的に羅列する記述方法に比べ事業の方向とその必要性を明確に示す記述の仕方として評価

することができる。 

 しかし、細部の対応関係についてみていくと、これら４つのステップをきちんと対応さ

せて記述することは容易なことではないことがわかる。たとえば、「Ⅲ 社会教育の充実

と青尐年の健全育成」の「２ 生涯学習機会の拡充と学習成果の活用」を例にすると、「新

[２]佐伯市社会教育計画等の分析 

 



 

市のまちづくりや超高齢社会への対応、地域の歴史や環境資源等、合併後の新たな課題に

ついての学習ニーズも高まって」いることを示すデータとして資料３は適切とはいえず、

またこれからの基本方向では、「市民の多様化、高度化した学習ニーズに対応した学習機

会の提供」が示されているが、主な取組みの「（１）多様な学習機会の提供」では高度化

については触れられず、これに対応する目標指標には「各種教室・講座で学ぶ市民の数」

と「図書館の蔵書冊数」、「図書館での市民１人あたりの貸し出し数」しかなく、多様化

・高度化への対応は直接は検証できない。 

 

 ２）部分の構成と論理展開 

 

「Ⅲ 社会教育の充実と青少年の健全育成」 

「１ 市民の生涯学習を支えるための推進基盤の整備」（P53～p56 参照） 

 

 ①節全体の論理展開について 

 佐伯市長期総合教育計画ではすべての節で、現状と課題、これからの基本方向、主な取

組み、目標指標の４項目がそれぞれ関連付けられて記述されている。このうち現状と課題

では、「社会教育施設の整備について」、「指導者の養成・確保について」、「多様な学

習情報の提供について」、「『おおいた教育の日』の取組みについて」の４項目が取り上

げられている。この４項目はそれ以降の基本方向、主な取組みにもそのまま反映され、目

標指標にも一部が反映されている。したがって、生涯学習の推進基盤の整備についてこの

４つの視点から取組みを展開するという形になっているといえる。 

 ここで、生涯学習の基盤整備と生涯学習を支えるための推進基盤の整備とは異なる概念

であることを整理しておく必要がある。生涯学習の推進基盤は、人々が生涯学習を行うた

めの基盤を整備することであり、そこでは生涯学習・社会教育行政が重要な役割を果たす

ことは言うまでもないが、学習者自身や様々な教育機関、民間教育事業所、企業など様々

な主体が関わることになり、生涯学習・社会教育行政はその構成員の一員として適切な役

割分担と連携を求められることになる。これに対して、ここで検討している計画は教育行

政の取組みについての計画であり、学習者をはじめとした様々な主体との役割分担・連携

は当然視野に入れつつも、まずは行政の取組みとしてどのようなことを行うか、行政から

どのような働きかけを行うかが問われる。 

 このような観点から検討すると、市民の生涯学習を支えるための社会教育行政の分野で

の基盤整備において、施設、指導者、情報提供の３項目は基盤整備としてそれぞれ実際の

取組みの中で必ず必要になる理念的項目ととらえることができる。もう１つの「『おおい

た教育の日』の取組みについて」は個別的項目であるが、大分県独自の取組みとしてこれ

を重点課題として推進する方針は理解できる。ただ、中期計画という性質から、この取組

みにどの程度の重要性が与えられるべきかについては検討の余地があろう。 

 しかし、推進基盤の整備を考察する際に、施設、指導者、情報提供の３つの視点からア

プローチすることがもっとも適切かどうかはさらに検討する余地がある。生涯学習・社会

教育行政の取組みは、生涯学習の振興・推進という観点からも捉えることができる。生涯

学習振興施策は「学習需要の喚起・誘導」、「学習機会の提供」、「学習成果の評価」と

いう３つの部分からなるという捉え方が示されており（倉内史郎・鈴木眞理編『生涯学習



 

の基礎』第１１章「生涯学習行政と学習支援」）、この節で言及されている推進基盤の整

備は行政が直接提供する「学習機会の提供」以外の部分の施策を指していると捉えられる。

すなわち住民の学習ニーズを喚起し、様々な学習機会が開かれるような基盤を整備し、さ

らには学習した成果を適切に評価してその活用の場を確保することまで推進基盤の整備と

して捉え、総合的に推進していく必要があると考えられる。この章では、第２節で「２ 生

涯学習機会の拡充と学習成果の活用」が設けられているので、この節で学習機会提供と学

習成果の活用については言及されることになるが、市民の学習ニーズの現状をどう捉えて

いるかは明確に示されず、学習成果の評価については言及がなく、また行政が直接行う事

業以外での他の分野との連携については、第２節で社会教育関係団体についての言及があ

るだけである点など、今後の計画に向けてはさらなる工夫が可能な点もある。 

 

 ②節中の構成要素の内容について 

 先述したとおり、この節は他の節同様、現状と課題、これからの基本方向、主な取組み、

目標指標の４項目から構成されている。それぞれについてその内容を検討していく。 

  

a.現状と課題（p53～p54 参照） 

 「社会教育施設の整備について」、「指導者の養成・確保について」、「多様な学習情

報の提供について」、「『おおいた教育の日』の取組みについて」の４項目が取り上げら

れている。このうち「社会教育施設の整備について」では、佐伯市長期総合教育計画アン

ケート調査の結果から、主な公共文教施設の市民利用度と市民が利用しやすい施設のあり

方との２つのデータが示され、現状分析の根拠として評価できる。 

 しかし、実際の現状分析においてはこの２つのデータは直接言及されるわけではなく、

必ずしもデータが有効に活用されているとはいえない。 

 施設以外の３項目については、根拠となるデータや資料などは明示されていない。必ず

しもすべての事柄が数量的データとして示せるわけではなく、また計画全体の分量から簡

潔に記述する必要もあるので、このような記述の仕方になるのはどの自治体でも致し方な

い部分はある。 

 しかし、計画の必要性・適切性をアピールするためには可能な範囲でより明確に根拠を

示しながら現状を分析し、それに基づいてより明確・具体的に今後の課題を示す努力も必

要ではなかろうか。たとえば、「指導者の養成・確保について」では、「市民の学習ニー

ズの多様化・高度化に伴い、幅広い分野でより優れた資質と専門的な知識を持ち、市民の

生涯学習支援や社会教育の推進に先導的な役割を果たす指導者の養成・確保が求められて」

いることが述べられている。この記述には誤りは含まれておらず、その意味では適切な計

画であるが、具体的施策にどれだけつながるかという観点では、記述が理念的であるがゆ

えに具体的施策への連関が十分確保しづらい面があるようにも思われる。どのように学習

ニーズが多様化・高度化し、その中で特に新たな対応が必要なのはどの分野なのか、幅広

い分野で指導者が必要なことは確かであるが、この計画期間中にどのような分野あるいは

立場の指導者養成・確保に取り組むのか、これらの方向性が具体的に基本方向あるいは主

な取組みで論じられることが望ましいと考えられる。 

 

 



 

 b.これからの基本方向（p54 参照） 

 現状と課題を受けて、これからの基本方向がまとめられている。現状と課題で述べられ

た４項目に対応する形で、４点の基本方向が示されている。その内容は基本的には現状と

課題における課題の部分を反映しており、現状と課題とこれからの基本方向の対応が確保

されていると評価できる。しかし、別の観点から言えば、基本方向は課題の部分の言い換

えで簡潔にまとめられたものであり、それだけに現状と課題の部分でどのように課題を捉

えるかが重要な意味を持つともいえる。また、基本方向はあくまでも「施設の機能の向上」

や「社会教育指導者の養成と資質の向上」といった取組みの方向性を示すものであり、後

述される主な取組みの中でどのような方法でその取組みが達成されるかを示すことが重要

になる。 

 

 c.主な取組み（p54 参照） 

 主な取組みは、これからの基本方向を受けて、４項目に分けて記述されている。そのう

ち「社会教育施設の機能の向上」については、「地区公民館の整備と機能の充実」、「生

涯学習センターの設置」、「図書館および視聴覚センターの整備と機能の充実」の３つの

下位項目が設けられている。また、「生涯学習に関する多様な学習情報の提供と広報活動

の推進」では、「人材バンクの整備・充実」、「学習情報の提供の推進」の２つの下位項

目が設けられている。 

 「社会教育施設の機能の向上」では、まず「地区公民館の整備と機能の充実」が取り上

げられており、続いて「生涯学習センターの設置」に言及されている。市町村合併を受け

て、新しい佐伯市としては、格段に広くなった市域において生涯学習を推進する必要があ

る。その意味で、まず身近な学習施設である地区公民館の整備を挙げ、その上で全市的学

習施設である生涯学習センターの設置を目指すのは、施設を体系的に整備する方向性を示

すものとして評価できる。ただ、施設体系としての適切さを確保するためには、生涯学習

センターが他の地区公民館と異なるどのような機能を持つかを明らかにしておく必要があ

る。図書館と視聴覚センターについては既存施設の有効活用という観点から記述されてい

る。図書館と図書室の利用システムの統合など合併を受けた改善が図られようとしている

ことは評価できるが、新佐伯市の広い市域を考えると、身近な施設で希望する図書を借出

・返却できるシステムの整備とそれに伴う経費の確保など課題も残される。 

 「社会教育指導者の養成と資質の向上」では、社会教育関係職員の資質の向上と社会教

育委員および社会教育関係団体の指導者を対象とした研修の実施が記述されている。その

目的は、「市民の多様な学習ニーズに対応し、学校教育や地域とも連携した総合的な生涯

学習の支援と社会教育を推進するため」とされているが、これを実現するためにはどのよ

うな内容・方法の研修が必要なのかは言及されていない。この長期計画の取組みを実現す

るためには、年度計画などの短期事業計画の中で研修の内容や方法を具体的かつ適切に示

すことが必要である。 

  「生涯学習に関する多様な学習情報の提供と広報活動の推進」では、「人材バンクの整

備・充実」と「学習情報の提供の推進」の２点が記述されている。人材バンクを整備し、

学習情報を提供するという基本的方向は妥当なものである。しかし、人材バンクがうまく

機能していない自治体が多い現状や生涯学習の情報提供が一部の熱心な人にしか届かない

という傾向があることを考えると、有効な取組みを行うためには、この長期計画を受けた



 

年度計画などの中で、より具体的に人材バンクの運用方法や人材が活動する場の確保、情

報提供の多チャンネル化や情報の魅力の向上などの取組みを示す必要があると考えられ

る。 

 「「おおいた教育の日」の普及と推進」では、学校公開や施設での行事開催を通して取

組みを推進することと「大分教育の日推進会議」との連携、大分県や関係部局との連携を

図ることが示されている。 

 

 d.目標指標（p56 参照） 

 目標指標については、「地区公民館の整備」、「生涯学習センターの設置」、「学習情

報の提供」、「社会教育意識調査の実施」の４項目が挙げられている。それぞれについて

実施年度が示されることにより、取組みが計画的に推進されるというメリットは感じられ

る。しかし、これらの取組みが実際にどの程度の効果を発揮するかは、指標によって測定

される形にはなっていない。たとえば、人材バンクのコーディネート実績やインターネッ

トのＨＰへのアクセス数なども指標としてあげることは可能だと考えられるが、そのよう

にさらに踏み込んで指標を示すことの功罪については引き続き検討する余地がある。 

 

「２ 生涯学習機会の拡充と学習成果の活用」（p57 参照） 

   

①節全体の論理展開について 

 この節でも現状と課題、これからの基本方向、主な取組み、目標指標の４項目が記述さ

れている。現状と課題では、「学習機会の拡充について」と「学習成果の活用について」、

「社会教育関係団体の育成・支援のあり方について」の３項目に分けて記述されているが、

これからの基本方向以下では、社会教育関係団体の育成・支援が「学習成果の活かせる場

づくりの推進」の下位項目に組み込まれる形で記述されている。社会教育関係団体は学習

成果の活用において重要な役割を果たすと期待されているが、同時に学習機会の拡充にも

大きく貢献することを期待されている。したがって、社会教育関係団体の育成・支援は必

ずしも学習成果の部分で述べられるべき内容ではなく、さらにいえば、その育成・支援は

前節の推進基盤の整備で言及され、それを受けて本節では、社会教育関係団体や多様な学

習者が市が提供する学習機会とは別に多様な学習機会を提供し、学習成果の活用の場も提

供すること、そのような自主的な取組みと市の事業との連携を図ることを示す方がより効

果的ではないだろうか。 

 

 ②節中の構成要素の内容について 

 a.現状と課題（p57～p58 参照） 

 現状と課題では、「学習機会の拡充について」と「学習成果の活用について」、「社会

教育関係団体の育成・支援のあり方について」の３項目に分けて記述されている。このう

ち学習機会の拡充については、「佐伯市長期総合教育計画アンケート」の調査結果を用い

て市民の学習内容に関するニーズが示されている。このように調査結果というデータに立

脚して計画を検討することは重要である。しかし、「新市のまちづくりや超高齢社会への

対応、地域の歴史や環境資源など、合併後の新たな課題についての学習ニーズも高まって」

いることの例証として資料３のデータは適切ではない。書道や園芸、工芸などが上位項目



 

に来ていることから、従来からの傾向通り趣味や教養に関する学習に対するニーズが高い

と判断できる。パソコンや料理などについては、まちづくりや健康作りなどの目的も入る

と考えられるが、この学習内容に関するニーズだけでは判断できず、学習目的のニーズに

ついても検証する必要がある。さらに付け加えれば、個人情報保護法の施行以来住民全体

を母集団とした調査は実施が難しくなってきており、どのような対象・方法で調査するか、

そのような調査の対象・方法は回答にどのような影響を与えるかは十分に考慮する必要が

ある。 

 学習機会の拡充における現状と課題の把握では、市民の学習ニーズの多様化・高度化を

具体的に捉えるとともに、それに対する対応を市の事業内のみで考えるのではなく、市民

の自主的な学習活動との連携の中で構想していく必要がある。 

 学習成果の活用に関しては、やはり「佐伯市長期総合教育計画アンケート」の調査結果

を用いて市民の学習成果の活用に関するニーズが示されている。やはりデータに立脚して

現状と課題を捉えようという視点は適切である。しかし、調査結果を詳しく分析すると、

最も多い回答が「自分自身の教養や技術の向上に活かす(54.6%)」、第２位が「自分や家族

の生活をより豊かなものに(40.4%)」であり、社会的活用については「ボランティア活動等、

地域活動に活かす(17.3%)」が第３位、後は「指導者、講師として活動したい(2.6%)」、「学

習グループのリーダーとして他の学習活動を支えていく(1.5%)」など選択率は低い。この

調査結果からは、指導者やリーダーとしての成果活用のニーズはまだ低く、市民の学習成

果活用のニーズはまだ個人的活用のレベルにとどまっていると判断できる。他方、人材バ

ンクなどが市として必要とする取組みであれば、社会的背景や市の事業の方向性、市民の

意識啓発の必要などと絡めて、それが課題であることを示す必要がある。 

 

 b.これからの基本方向（p58 参照） 

 これからの基本方向で示されたのは、「市民の多様化、高度化した学習ニーズに対応し

た学習機会の提供」と「学習成果を活かせる場づくり」の２点である。学習機会の拡充と

学習成果の活用はこの２点で記述できる。ただ、ここで抽象的に示される方向が実現する

かどうかは、主な取組み以下での具体的とらえ方あるいは年度計画などでのより具体的な

推進にかかる部分が大きい。 

 

 c.主な取組み（p58～p60 参照） 

 主な取組みも「多様な学習機会の提供」と「学習成果の活かせる場づくりの推進」の２

項目で記述され、それぞれ３つの下位項目が設定されている。 

 まず、多様な学習機会の提供についてみてみると、「各種講座や教室等の生涯学習支援

事業の充実」、「読書活動の推進」、「視聴覚センターの講座の充実」の３点で構成され

ている。公民館、図書館、視聴覚センターと市の有する学習施設を拠点とした学習機会提

供としてみると妥当な構成のように捉えられる。しかし、市民の生涯学習の観点からは、

市が提供する学習機会と民間や自主的な学習活動の総体が問題であり、前節を含めこの計

画では、これら行政分野以外の学習機会との連携という視点が明確でないように考えられ

る。他のセクターとの連携の中で、どの部分は市が直営で学習機会提供を行うのかを示す

必要がある。 

 学習成果の活かせる場ということでは、「学習成果の発表機会の提供・拡充」、「学習



 

成果の活用に関する体制整備」、「社会教育関係団体の育成・支援」の３点が挙げられて

いる。学習成果の発表の場については、公民館祭りなどがその場として設けられていると

考えられるが、発表の機会を地域づくりなどと結びつけることや、発表した後の学習を方

向付けるための振り返り等の取組みへ発展させることも必要である。学習成果の活用に関

する体制については、学習評価の視点が組み込まれている点は学習成果の活用に向けて重

要である。ただし、学習活動を活性化するための評価はそれ自体必要なものであるが、学

習成果の活用につながるような評価という視点も重要である。また、人材バンクへの登録

も低調で活動の場へのコーディネートも十分できていない今日の一般的状況の中では、人

材バンクの整備や情報発信についてはより具体的な計画の中で詳しい考察が必要である。 

 

 d.目標指標（p60 参照） 

 目標指標も「多様な学習機会の提供」と「学習成果を活かせる場づくりの推進」の２項

目から構成している。 

 多様な学習機会の提供については、「各種教室・講座で学ぶ市民の数」、「図書館の蔵

書数」、「図書館での市民１人あたりの貸出数」と３つの指標が設けられている。これら

は比較的把握が容易で、かつ学習の状況を概括的に示す数値として一定の意味があるとい

える。ただ、この指標が一人歩きすると、「とにかく人を集めればよい」、「貸出数が増

えればよい」などといった短絡的な判断がなされがちである。たとえば講座では、受講者

の満足度や意識変化、それを受けた社会的活動へのコーディネート実績などが重要な視点

になってくるのではなかろうか。これらは数値化して示しにくい項目ではあるが、このよ

うな評価も適切に反映させなければ、学習ニーズに対応した学習機会提供や成果活用の仕

組み作りは進展しないと考えられる。 

 

「３ 次代を担う青少年の健全育成」（p61 参照） 

  ①節全体の論理展開について 

 この節でも現状と課題、これからの基本方向、主な取組み、目標指標の４項目という構

成は変わらない。青尐年の健全育成に向けた家庭・学校・地域の連携・協力の推進と豊か

な体験活動や読書活動の推進との２つの柱が設けられている。 

 

 ②節中の構成要素の内容について 

 a.現状と課題（p61 参照） 

 現状と課題では、「子どもたちの安全を守り、健やかに育てるために必要な取組み」と

「子どもたちにさせたい体験活動」の２項目について「佐伯市長期総合教育計画アンケー

ト」の調査結果を用いて市民のニーズが示されている。このうち、必要な取組みでは、「家

庭・学校・地域がそれぞれの役割の中で、連携して子育てを進めること(60.6%)」がもっと

も多い回答であり、選択率も６割を超えていることから、施策の柱として推進する必要性

が明確に示されているといえる。体験活動についても生活体験や自然体験、協調性や基本

的生活習慣、豊かな感性を育てる活動等にニーズが示されており、市民のニーズを反映し

た取組みとなっている。 

 現状と課題では、これまで旧町村で青尐年の健全育成を支えるネットワークづくりの取

組みが行われてきたことを紹介し、「今後さらに家庭・学校・地域が一体となり、安心・



 

安全な環境づくりのための取組み」を進めることを課題として提示している。これは基本

的な課題設定としては適切であると考えられるが、家庭・学校・地域の連携はずいぶん以

前からその必要性が指摘されてきたにもかかわらず、連携が進んでいない領域であり、こ

の連携の推進を図るためには何らかの重点的取組みや連携を推進するアイディアが必要と

考えられる。 

 

 b.これからの基本方向（p62 参照） 

 これからの基本方向では、「家庭・学校・地域が連携して子育てを行うための基盤づく

り」、「自然体験・生活体験・文化体験など様々な体験活動」の推進、「子どもが読書に

親しむことができる環境整備」の３項目が設けられている。他のセクションとの関係でい

えば、ほかでは様々な体験活動の１つと捉えられている子どもの読書活動の推進が、ここ

では、他の体験活動と同格の柱として据えられていることが特徴である。 

 

 c.主な取組み（p62 参照） 

 主な取組みは、「家庭・学校・地域が連携して子育てを行うための基盤づくり」と「豊

かな体験活動や読書活動の推進」の２つから構成されている。 

 家庭・学校・地域が連携して子育てを行うための基盤づくりについては、「家庭や学校

とＰＴＡ、自治委員会などの地域の団体が連携して情報や課題を共有したり、行事を協力

して行ったりして取組みを進め、地域総参加で子育てを行うネットワークづくりを促進」

すると記述されている。大まかな取組みの方向としては、妥当な記述である。ただ、この

課題がなかなか進展してこなかった課題であることを考えると、生涯学習推進行政の側で

どのように主体的に連携推進のためのコーディネートをしていくかを具体的に示すことも

必要であろう。 

 豊かな体験活動や読書活動の推進については、「地域における豊かな体験活動の推進」、

「ジュニアリーダーの育成の推進」、「子どもの読書活動の推進」の３項目が設けられて

いる。このうち２項目目のジュニアリーダーの育成の推進は、子どもたちが様々な体験活

動を有効に実施するための学習支援という観点からも、中学生や高校生自身の健全育成の

観点からも有効な取組みと期待できる。体験活動の推進とジュニアリーダーの育成とを有

効に連携させる「取組み間の連携」という視点で重要である。 

 子どもの読書活動の推進については、図書館における児童書の整備、保護者の研修会、

読み聞かせグループのネットワーク化イベントなどの様々な取組みを「子どもの読書活動

推進計画」として体系的に策定することとしている点に注目できる。ここの取組みがばら

ばらに行われるのではなく、互いに連携・接続して実施されるために重要な視点である。

また、このことについても「佐伯市長期総合教育計画アンケート」の調査結果を用いて市

民のニーズが示されていることも評価できる。 

 

 d.目標指標（p64 参照） 

 目標指標としては、家庭・学校・地域が連携して子育てを行うためのネットワークづく

りの推進について「小・中学校区ネットワークの数」、「地域協育推進担当(仮称)を校務

分掌に位置づけている小・中学校の割合」の２項目が、豊かな体験活動や読書活動の推進

について「各種体験活動への児童・生徒の参加」、「図書館における子ども１人あたりの



 

児童書年間貸出冊数」の２項目が設定されている。ネットワークの数は連携促進に直接影

響してくると考えられるので適切な指標と考えられる。校務分掌や参加数、貸出冊数もそ

れぞれ有効な指標であるが、やはり質的な部分も拾い上げる指標の整備を考えていく必要

がある。 

 

「Ⅳ 人権を尊重するまちづくりの推進」 

「１ 学校における人権教育の充実」（p65～p67 参照） 

 

 ①節全体の論理展開について 

 この節でも現状と課題、これからの基本方向、主な取組み、目標指標の４項目という基

本構成は変わらない。現状と課題では、児童生徒の人権学習の必要性、現代の人権問題の

多様性、学校教育における人権教育のあり方についての具体的・実践的研究の必要性、の

３点が視点として示され、基本方向では、「学校における日常的な人権教育の推進」とい

う１項目にまとめられている。主な取組みでは、基本方向の１項目を「教職員の人権感覚

の涵養」、「大分県人権教育推進計画に基づく人権教育全体計画の整備・見直し」、「児

童生徒の人権に対する知識・感性・意欲・態度・技能の育成」、「地域人材等の人権教材

の選定、人権教育における評価の観点の検討」の４項目に分解して取組みを設けている。

目標指標は「人権教育全体計画を作成している学校の割合」の１項目である。 

 

 ②節中の構成要素の内容について 

 a.現状と課題（p65 参照） 

 現状と課題では、児童生徒の人権学習の必要性、現代の人権問題の多様性、学校教育に

おける人権教育のあり方についての具体的・実践的研究の必要性、の３点が視点として示

されている。この中で、「日常の生活習慣として身につけ実践していく力」や「同和問題

を始め、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、医療」、インターネットでの誹謗中

傷などの様々な人権問題の所在、人権教育に計画性や系統性に欠ける部分があったことの

指摘など現代における人権教育を考える際の重要な視点が提示されており、課題把握とし

て優れているといえる。 

 

 b.これからの基本方向（p65 参照） 

 「学校における日常的な人権教育の推進」という１項目のみであり、その具体的中身に

ついては主な取組みで展開されることになるが、この部分でのキーワードとしては、「日

常的な」推進とされている点が挙げられよう。 

 

 c.主な取組み（p65 参照） 

 主な取組みは基本方向の「日常的な人権教育の推進」を受け、「教職員の人権感覚の涵

養」、「大分県人権教育推進計画に基づく人権教育全体計画の整備・見直し」、「児童生

徒の人権に対する知識・感性・意欲・態度・技能の育成」、「地域人材等の人権教材の選

定、人権教育における評価の観点の検討」の４項目に分けて記述している。全体計画の策

定することで体系化や計画化を行い、人権教育の基礎となる教員の人権意識を涵養し、実

際に児童生徒が人権について学習して知識のみならず感性や意欲・態度・技能をはぐくみ、



 

さらに教材の開発や各校での点検・評価を行うという取組みの柱は、人権教育をより日常

的・体系的に行う取組みとして評価できる。問題はこの日常的な取組みの推進や知識にと

どまらず感性や意欲・態度・技能におよぶ学習をどのように具体化するかにあると考えら

れる。 

 １点目の人権感覚の涵養については、「児童生徒の話を最後まで聞く」、「一人ひとり

に丁寧な言葉で声をかける」など具体例を盛り込んで記述している点や「教職員のニーズ

や職能・経験年数に応じた研修」への参加を促進することなど具体的な取組みがイメージ

できる。ただ、研修一つをとってもこのような教員の個別性に配慮した研修を実際に実施

することには困難が予想され、これがどのように具体化されて事業実施されるかは、年度

計画等のより具体的な計画との連関を検討する必要がある。２点目の人権教育全体計画に

ついても、具体的ポイントを示している点などは評価できるが、優れた人権教育全体計画

を作成するためには、教員の研修や合意形成などの取組みが必要となろう。４点目の人権

教育における評価については、学校が主体的に評価を行い取組みの見直しを行う点と、そ

こで保護者や地域住民に情報提供を行い意見を反映させながら改善を行うとした点が優れ

ている。 

 

 d.目標指標（p67 参照） 

 目標指標としては、人権教育全体計画を作成している学校の割合」の１項目のみが挙げ

られている。人権教育の計画化・体系化という点では、人権教育全体計画の策定が中心的

課題であり、適切な目標指標といえる。しかし、現状値でも小学校では作成している学校

が１００％であり、その意味では計画の作成よりもその内容の質的向上こそが計画期間中

の中心課題になると考えられる。このような課題について、どのような指標の設定が適切

かについては検討を続ける必要がある。 

 

「２ 地域における人権教育の推進」（p68 参照） 

  

①節全体の論理展開について 

 この節でも現状と課題、これからの基本方向、主な取組み、目標指標の４項目という基

本構成は変わらない。現状と課題は「人権教育の計画的な推進について」というタイトル

が付されており、計画的推進に力点が置かれている。これに対し、基本方向では、「人権

意識の基礎を培うとともに、豊かな人権感覚を養い、人権を尊重する意欲や態度、技能を

育成する人権教育を推進」すると記述されており、ここでは人権教育の内容が問われてい

るといえる。主な取組みでは、人権意識の基礎を培う人権教育、住民ニーズにあった多様

な学習機会の提供、指導者の養成、家庭・学校・地域・企業の情報共有のネットワーク化、

の４項目が挙げられている。目標指標は、「家庭・学校・地域・職場の連携、ネットワー

ク団体数」、「地区別学習会の開催」、「人権意識調査の実施」、「人権指導者の養成数」

の４項目である。現状と課題のタイトルは計画的推進に力点があるように読めるが、記述

される内容はむしろ人権教育の内容に関する現状やそれを受けた地域住民の人権意識であ

り、内容的には基本方向や主な取組みとの整合性がある。 

 

 ②節中の構成要素の内容について 



 

 a.現状と課題（p68 参照） 

 タイトルは、「人権教育の計画的な推進について」であるが、内容的には、社会一般の

情勢と「佐伯市長期総合教育計画アンケート」における「人権が尊重されている社会だと

思うか」、「人権問題解決に向けて」の調査結果を反映し、評価が分かれる現状をまとめ

ている。課題としては、「「人権教育とは何か」を明確にし、住民ニーズをふまえ、住民

にわかりやすく、継続的かつ柔軟に人権教育を推進すること」が挙げられている。方向性

としては妥当な表現であるが、」「人権が尊重されている社会だと思うか」という問いに

対して「思う」という回答は 37％にとどまり、「思わない」にもまして「分からない」が

37％をも占める現状からは、住民ニーズ自体が明確でないという課題も浮き上がるように

思われる。また、継続的な取組みに言及しているが、地域における人権教育プログラムは

多くが年回 1 回程度の開催にとどまっており、学校教育で示されていた「日常化」が課題

になっていることが推量される。具体的にどのように継続的に推進していくかが課題であ

る。 

 

 b.これからの基本方向（p69 参照） 

 基本方向では、「人権意識の基礎を培うとともに、豊かな人権感覚を養い、人権を尊重

する意欲や態度、技能を育成する人権教育を推進」すると記述されている。人権意識の基

礎を重視していると捉えられることと、意欲や態度、技能面の育成を必要としていること

が特徴である。このような方向性が主な取組みやより具体的な計画の中で実現されるよう

保障することが重要である。 

 

 c.主な取組み（p69 参照） 

 主な取組みとしては、人権意識の基礎を培う人権教育、住民ニーズにあった多様な学習

機会の提供、指導者の養成、家庭・学校・地域・企業の情報共有のネットワーク化、の４

項目が挙げられている。人権意識の基礎の部分で「住民相互が地域の中でより多くの人と

ふれあい、違いを認め合う中で」と記述されているように、日常的に人権教育を推進して

いく必要があるという意識は看取できる。しかし、日常的に人権意識の基礎を形成するた

めの具体的方法論は明確には示されておらず、具体的計画の中で検討される必要がある。

同様に、２点目の多様な学習機会も方向としては適切であるが、人権について「豊かな体

験活動」を通じて学ぶためには、多様で重点的な取組みが必要になろう。４点目について

も「家庭・学校・地域・企業の情報共有のネットワーク化」をどのようにして推進してい

くのか、その中で行政はどのような役割を果たすのかを明らかにする必要がある。 

 

 d.目標指標（p69 参照） 

目標指標は、「家庭・学校・地域・職場の連携、ネットワーク団体数」、「地区別学習会

の開催」、「人権意識調査の実施」、「人権指導者の養成数」の４項目である。それぞれ

指標として把握しやすいという点から指標として適切であるといえる。しかし、取組みを

検証し、取組みを改善するためには、やはりより質的な側面に踏み込んだ目標設定も必要

なのではないかと考えられる。 

 

 



 

（２）「平成２０年度佐伯市生涯学習推進計画」                

 

 １）全体の構成と論理展開 

佐伯市生涯学習推進計画は、１．佐伯市生涯学習推進目標、２．佐伯市生涯学習・社会

教育指導方針、３．生涯学習課関係組織図、４．生涯学習課関係連絡先一覧表、５．年間

事業計画、６．生涯学習課関係資料、の６節で構成されている。  

 全体の構成としては、まず包括的な生涯学習推進目標が示され、それを受けて生涯学習

・社会教育指導方針で４項目の主要課題とそれぞれの主要課題ごとの取組みが示されてい

る。さらに、取組みを推進する組織が示され、組織ごとに年間事業計画が策定されている。 

 包括的な目標の下にいくつかの課題が設定され、課題ごとの取組みを挙げるというとこ

ろまでの手順は多くの社会教育計画でとられる手法であり、包括的目標を個々の取組みに

反映する上で妥当な手順といえよう。 

 佐伯市生涯学習推進計画では、取組みに次に組織図が示され、取組みのために行う年間

の事業は組織ごとに示される形をとっている。実際に事業を推進していく上では、事業推

進単位となる組織ごとに年間事業計画をまとめることはもっともなことである。しかし、

組織ごとに事業計画を示すことで、ここまで記述してきた課題や取組みが佐伯市全体とし

てどのように事業化されているかを読み取ることは難しくなっていることも事実である。

市町村合併から間もない時期であることを考慮に入れるとやや厳しい指摘であるが、自然

体の生涯学習課の役割としては、組織ごとの事業の総体としてこれまでに述べてきた取組

みがどのように推進されるかの全体的構図を示すことが期待される。 

 

 ２）部分の構成と論理展開 

 ここでは、大きな構成単位ごとにその内容と論理展開を検討する。 

 まず、各構成単位内の構成について検討する。「生涯学習推進目標」は「佐伯市民が、

生涯のいつでも、自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が活用されるよう

な生涯学習社会の構築を目指す。」というもので、包括的・抽象的な表現になっている。

したがって、これ以降の項目に対しては、学習機会の充実と学習成果の活用という２つの

領域が示されるくらいで、後は指導方針以下で具体的目標やそれを達成するための事業が

記述される形になっている。 

 「生涯学習・社会教育指導方針」は、「（１）主要課題」と「（２）主要課題ごとの取

組み」に分かれている。 「（１）主要課題」は、「１．市民の生涯学習を支えるための基

盤の整備」、「２．生涯学習機会の拡充と学習成果の活用」、「次代を担う青尐年の健全

育成」、「４．地域における人権教育の推進」の４項目から構成されている。ここではこ

のタイトルだけが示され、それぞれの課題が何であるか、それぞれの課題に対してどのよ

うな取組みを行うかは「（２）主要課題ごとの取組み」で示されている。（参照） 

 生涯学習・社会教育行政における課題をわかりやすく提示し、その課題に対する取組み

を記述するという観点からは「生涯学習・社会教育指導方針」は簡潔にまとめられている

といえよう。あえて指摘すれば、それぞれの課題が何であるかを「（１）主要課題」で示

し、それに対する取組みを「（２）主要課題ごとの取組み」で記述するという形でまとめ

た方がより２つの項目が明確に位置付けられるように考えられる。すなわち（２）でそれ



 

ぞれの課題の下に記述されているリード文をむしろ（１）の各課題の部分に移しそれがど

のような課題であるか、その課題解決に向けての基本的方向性は何であるかを（１）のと

ころで示し、その具体的・個別的取組みは（２）で記述するとさらに課題とそれに対する

取組みの関係が明瞭になるのではなかろうか。 

 「関係組織図」は教育長を筆頭に関係職員が組織ごとに示され、役職も付けられている。

ここでは、１枚に図を収めるために簡潔な図とされており、どの職員がどの業務を担当し

ているかは年間事業計画で示される形になっている。教育委員会内部では誰がどのような

仕事をしているかはおおむね把握しているであろうことを考えると、この組織図１枚で十

分だともいえる。一方、外部の者が見るときには、同じ業務を誰と誰が担当しているかは

詳細に年間事業計画を参照しなければならないし、それぞれの事業を総合したときに市全

体としての事業進捗度をどのように評価するのかは見えづらい。組織図自体はこれでよい

として、事業の体系図がもう１枚あってもよいのではなかろうか。（p5 参照） 

 「年間事業計画」は生涯学習課の係ごと、そして振興局ごとに作成され、１１の計画か

ら構成されている。それぞれの計画において事業は、「体制強化事業」、「研究・調査・

資料作成事業」、「生涯学習・社会教育推進事業」（図書館業務係は他と異なり「業務活

性化事業」と「主催事業」、「ボランティア協力事業」で構成）などに分類してあげられ

ている。「研究・調査・資料作成事業」は生涯学習推進係のみで項目とされており、佐伯

市においては生涯学習の研究開発機能がこの係に集約されていることが推測される。各振

興局では、おおむね「体制強化事業」と「生涯学習・社会教育推進事業」を実施している。

（p7～p17 参照） 

 「年間事業計画」では、①新規・継続の別、②事業名、③趣旨・内容、④期日、⑤場所、

⑥対象、⑦担当、の７項目が各事業について記述されている。まず、趣旨・内容という項

目が設けられている点はその事業のねらいや位置付けを知る上で効果的と考えられ、高く

評価できる。字数の制限上詳細な記述はできないが、この項目が設けられていることで、

当該事業が上位の「生涯学習・社会教育指導方針」におけるどの課題に関するどのような

取組みであるかがわかりやすくなっている。期日は年間を通して実施する事業なのか１回

限りの事業かを判断する材料としては有効である。場所や対象は項目としてあげる優先順

位は低いのではないかと考えられる。紙幅の制限はあるが、事業を「何のために」「どの

ように」行うのか、その成果として「何を生み出そうとするのか」などを明確にすること

が「取組み」とのつながりを意識する上では有効ではなかろうか。 

 最後に、この計画では、前年度事業の内容や複数年度に亘る事業については触れられて

いない。中長期教育計画を推進していくための事業の継続性や発展性についてはこの年度

の事業計画だけでは評価できない。 



 

（３）「さいき“まなび”プラン２００７」と「平成２０年度佐伯市生涯学習推進

計画」との連関        

 

 長期計画である佐伯市長期総合教育計画の目標が達成されるためには、長期総合教育計

画自体が計画的・継続的・段階的な目標設定によって目標達成に至るプロセスを具体的に

示すことも重要である。それにもまして、長期総合教育計画を適切に反映して各年度の単

年度生涯学習推進計画が策定され、かつ各年度の計画が適切に接続して目標達成に至るプ

ロセスが明示されなければならない。 

 一方、社会教育事業においては、数値目標で示すような計量的データでは捉えられない

重要な取組みもある。したがって、数値では示しにくく直線的には進行しない事業につい

ても計画の中で適切に言及する必要がある。 

 以上のような問題意識に基づいて、長期総合教育計画と単年度生涯学習推進計画との連

関について分析する。今回単年度生涯学習推進計画で分析するのは、平成 19 年度計画と平

成 20 年度計画である。 

 

 １）各計画の全体の構成と論理展開 

 前述のように、佐伯市生涯学習推進計画は、１．佐伯市生涯学習推進目標、２．佐伯市

生涯学習・社会教育指導方針、３．生涯学習課関係組織図、４．生涯学習課関係連絡先一

覧表、５．年間事業計画、６．生涯学習課関係資料、の６節で構成されている。  

 このうち、１．佐伯市生涯学習推進目標については、長期総合教育計画の中では、生涯

学習推進計画の記述が参照する目標・方針は直接的には示されていない。２．佐伯市生涯

学習・社会教育指導方針の中の主要課題は、長期総合教育計画の章・節の内容を反映して

いる。そして、さらに具体的な取組みまで踏み込んで記述している。３．生涯学習課関係

組織図以降の節は、事業を進めていくための具体的な組織や事業、資料などが形成されて

おり、長期総合教育計画では具体的に示されていない部分である。 

 長期総合教育計画を具現化するように取組みを進めていくためには、事業を体系的・継

続的に実施していくことが必要であり、その意味で生涯学習推進計画の主要課題に長期総

合教育計画の方向性が反映されていることは評価できる。しかし、同時に、各年度につい

て、その年度で重点的に取組む事業もあるはずであり、また前年度の事業実施状況を反映

した計画の修正や方向転換なども必要なはずである。各年度での取組みについては、課題

ごとの主な取組みである程度記述されており、その意味ではある程度施策の動向を感じる

ことができる。しかし、個々の課題の中で記述するだけでなく、全体としてその年度の重

点施策を示すことや前年度の事業に対する評価が当該年度の事業計画に反映されているこ

とをもう尐しわかりやすく記述することも検討して良いのではなかろうか。 

 また、単年度計画の分析の中でも指摘したが、主要課題及びその主な取組みと年間事業

計画がどのようにつながっているかも、外部の視点からはなかなか読み取りにくい。 

 

 ２）各計画の部分の連関 

 生涯学習推進計画の生涯学習推進目標については、「佐伯市民が、生涯のいつでも、自

由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が活用されるような生涯学習社会の構



 

築を目指す。」という理念的・総合的目標が示されており、これは長期総合教育計画より

もさらに長期的総合的視点に立った目標と捉えることができる。 

 生涯学習・社会教育指導方針については、この生涯学習推進目標の具現化を図ること、

４つの主要課題を設定すること、地域社会の要請と市民のニーズに対応する学習機会の提

供に市民と協調しつつ主体的に取り組んでいくこと、の３点が示されている。そのうち、

４つの主要課題は、「１．市民の生涯学習を支えるための基盤の整備」「２．生涯学習機

会の拡充と学習成果の活用」「次代を担う青尐年の健全育成」「４．地域における人権教

育の推進」の４項目であり、長期総合教育計画の社会教育部分の節および章の内容を受け

たものになっている。この点に関しては、長期総合教育計画との連関を確保した課題設定

になっているといえる。 

 生涯学習・社会教育指導方針では、主要課題ごとの取組みが示されており、課題それぞ

れについて取組みの方向性が簡潔に示され、さらに主な取組みが具体的に記述されている。

このように主要課題の提示、その取組みの方向性、具体的取組みという流れで記述を具体

化する試みは、計画の具体性や実効性を高める上で、有効であると評価できる。ただ、取

組みの方向性の記述はかなり抽象的なもので、したがって平成 19 年度と平成 20 年度で記

述はほとんど変わっていない。単年度事業計画という位置付けであれば、当該年度の事業

を念頭に置きつつ、もう尐し具体的・個別的な方向性が示され、各年度の方向性が長期計

画の目標達成のための継続性と発展性（変化）を示すよう工夫する余地があるのではなか

ろうか。 

 ３．生涯学習課関係組織図以下の節では、事業を進めていくための具体的な組織や事業、

資料などが形成されており、長期総合教育計画では具体的に示されていない。長期総合教

育計画は教育委員会全体で作成する総合計画であり、このような具体的項目を含めること

はできないし、変化するものについては含める意味もない。組織図や連絡先、関係資料な

どは資料的な位置付けのものであり、そもそも長期総合教育計画との連関が必要なもので

もない。 

 その意味では、長期総合教育計画と生涯学習推進計画との連関を保障するためには、生

涯学習・社会教育指導方針の部分で適切に長期総合教育計画との連関が確保されることが

ポイントになる。また、先述の通り、この指導方針と年間事業計画との連関も課題になる。 

 生涯学習推進行政の取組みは、必ずしも年度ごとに段階を設定しそこでの課題を達成す

ることによって直線的に進行するものではない。しかし、指導方針の主な取組みが年度に

よってほとんど変わらず、同じような記述が毎年度繰り返されるとしたら、長期総合教育

計画の目標を達成するための方法やその手順が十分に計画されているとは言い難い。この

観点からは、まず長期総合教育計画において、計画期間内での達成目標をある程度具体的

に記述することが求められる。これについては、一部目標指標を明示することで達成され

ているが、数値化できにくい取組みについても抽象的な表現にとどまらず期間内でここま

で進めるという目標が具体的に記述されることが望ましい。 

 もう 1 つの課題としては、年間事業に対する評価を適切に次の年度の事業計画に反映さ

せることが挙げられる。生涯学習推進計画では、ある程度取組みの変化は読み取れるが、

より明確な形で前年度の事業の評価を行い、それを受けた次年度の事業計画を提示した方

が長期総合教育計画での目標達成に向けたプロセスの精緻化につながるのではなかろう

か。 



 

 

 

 

 

（１）「豊後大野市総合教育計画」                      

 

 豊後大野市総合教育計画は、冒頭の導入部に「計画策定の背景と趣旨」「計画の性格と特

徴」「計画の期間」「計画の体系」の４つの項目を設け、計画が組織関係者のマニュアル的

なもので終わるのではなく、第三者（市民）の目に触れることを前提に市民の視点に立った

わかりやすい計画にしようとする意識がうかがえ、評価できるものである。「計画を実効性

のあるものとするため、各施策の末尾に『目標指標』を掲げて各施策の目指す姿を明確にし、

その達成の度合いを毎年度検証するとともに、ホームページなどを通じてその結果を広く市

民にお知らせをして、市民から寄せられた意見を具体的取組みに生かします。」と積極的に

パブリックコメントを取り入れる姿勢を明言している。さらに、一般市民にとっては、わか

りにくい専門的な用語については、※印を付けて用語解説をするなどの配慮が見られる。 

 構成については、目次と冒頭の「計画の体系」に８つの章が設けられている。分析の対象

となるのは、各章の社会教育に関連した記述から「Ⅱ 学校・家庭・地域が連携した子ども

の教育を充実する」「Ⅲ 青尐年が健全に育成できる環境をつくる」「Ⅳ いつでも学べる

場と機会をつくる」「Ⅷ 人権を尊重し、一人ひとりの個性を認め合う」となるが、第Ⅱ章

の内容を見ると、学校評議員制度や開かれた学校づくりの推進、安心・安全な学校づくり、

教職員の人材確保など、学校教育主体の計画となっているため、今回の分析からははずす。

ここでは、第Ⅲ章、第Ⅳ章、第Ⅷ章を分析の対象とする。各章にはいくつかの節があり、各

節においては冒頭の「２ 計画の性格と特徴」で示されている通り、「現状と課題」、「こ

れからの基本方針」、「主な取組み」、「目標指標」で構成されている。 

 「Ⅲ 青尐年が健全に育成できる環境をつくる」では、「１ 青尐年の健全育成」のみの

節を設けている。日田市においても、同じく一つの独立した章として「青尐年の健全育成」

を挙げているが、「１ 家庭・地域の教育力の向上と支援体制の充実」と「２ 豊かな心を

はぐくむ体験活動の推進」の２つの節を設け、青尐年の健全育成の方策を具体化しており、

下位に行くほど取組みの方向性が見えてくる。これに対し、豊後大野市の計画では、章「青

尐年が健全に育成できる環境をつくる」、節「青尐年の健全育成」で、下位に行くほど抽象

的な表現になっている。（p34～p35 参照） 

 「現状と課題」については、２つの項が設けられている。どちらの項も「社会教育」とい

う言葉が使われているが、１項は、社会教育そのものの必要性を示しており、２項では、学

校教育と社会教育の連携の課題を強調している。 

それらを受けて、「これからの基本方針」では、「① 次代を担う青尐年の健全育成と社

会参加の促進を図ります。」「② 家庭や地域の教育力の向上を図るための支援を推進しま

す。」「③ 社会教育と学校教育の連携を推進します。」の３つの項目を挙げている。①に

ついて、次代を担う青尐年の「健全育成」と「社会参加」が並列した記述になっているが、

このように並列で示すと両者の関係が不明確であるので、健全育成のための方法として社会

参加を促進することを明確に示すことが望ましい。 

［３］豊後大野市社会教育計画等の分析 

 



 

「主な取組み」では、「① 青尐年の健全育成と社会参加」「② 家庭・地域の教育力向

上」「③ 学校教育との連携」の３つの項がある。①項については、健全育成の方法として

社会参加の促進がどのように有効かを示した上で、社会参加促進の取組みを具体的に記述す

る必要がある。体験学習やボランティア活動、文化活動などという表記では、ほとんどの取

組みが該当することになり、推進する取組みの具体性が足りない。②項については、青尐年

の健全育成のために家庭や地域の教育を高める一般的な取組みを示しており、家庭教育にお

いても地域教育においても「情報提供」を重視していると捉えることができる記述となって

いる。しかし、その情報については、不足しているのか、過多により精選が必要なのかがわ

かりにくい。「情報提供」という取組みは、いわば当たり前のことであり、計画に明示する

からには、現時点での状況を把握整理し、目的を明確にしたうえで取り組むべきである。③

項については、「明るい地域づくり」という表現が出てくるが、この節は青尐年健全育成の

ための計画を示しているところであり、その具体的な取組みの一つである「学校教育との連

携」における表現方法を検討する必要がある。 

最後にこの節における「目標指標」であるが、「地域の人とあいさつしたりいろいろと話

をしたりすることがよくあると答えた児童の割合」が指標となっている。おそらく、児童を

対象としたアンケートの結果によるものと思うが、平成１７年度、４３，６％となっている。 

 ここで考えたいのは、この指標のみでこの節の取組みの達成度を検証できるかということ

である。この目標指標のみであるならば、青尐年の健全育成は、地域においての子どもたち

の健全な育成を期待する取組み、地域の教育力の向上であると捉えることができる。 

しかし、課題やこれからの取組みに表れているのは、家庭教育の向上、学社連携の推進な

ども挙げられており、それらを検証する指標がない。この節における目標指標をこの一つだ

けにするのであれば、「主な取組み」を青尐年の健全育成のための地域づくりが取組みの中

心になるべきであり、そうでなければ、目標指標に子どもや学校を違う角度から捉えた指標

づくりが必要ではなかろうか。 

平成１７年度に実施されたアンケート調査において、子どもや家庭、学校や地域を多角的

に捉えた項目が存在するのではないかと思う。その結果を指標として用いるなど、具体的数

値で示す必要がある。 

「Ⅳ いつでも学べる場と機会をつくる」では、「１ 生涯学習の推進」「２ 公民館機

能の充実」「３ 図書館機能の充実」の３節で構成されている。第２節の公民館、第３節の

図書館は、生涯学習の推進には欠かすことができない社会教育施設であるため、第１節「生

涯学習の推進」の具体的な内容に入れることも考えられるが、あえて、「生涯学習の推進」

と並列して節を設定しており、公民館と図書館の充実に力を入れていこうとする市の姿勢が

うかがえる。（p36 参照） 

「１ 生涯学習の推進」では、「現状と課題」「これからの基本方針」「主な取組み」は

４項ずつで、順番どおりにそれぞれが対応した構成になっており、非常にわかりやすい。し

かし「目標指標」においては、「社会教育委員の研修」の指標のみで、「主な取組み」の①

項の達成度しか検証できない。また、その指標においても、目標設定が低すぎ、５ヵ年の中

期計画を考えると、適切ではないと思われる。他の「主な取組み」については、数値化しに

くい部分があり、社会教育施設のハード面の整備に関しては、市の行財政との絡みもあり、

公表しにくいところなのかもしれない。また、「現状と課題」において、２項の社会教育施

設の整備計画を除く各項において、現状が不明確である。計画策定の際の実態把握が不完全



 

であったのではないかと思われる。当時の生涯学習の振興施策や社会教育委員組織の活動、

社会教育施設の機能やサービス、社会教育団体の支援体制がどうであったかをしっかり評価

したうえでの策定が望ましい。 

「２ 公民館機能の充実」について、この節も前節同様わかりやすい構成になっている。

また、それぞれの２項に教育委員会の所轄ではない自治公民館への支援の充実を挙げている

ところが特徴的である。現代における地域の高齢化や過疎化という現象に対応した市の課題

意識を汲み取ることができる。しかし、課題として明記している以上、地域の高齢化、過疎

化の進行がどの程度進んでいるのか、また、市町村合併により懸念される弊害は何なのか等、

現状を示した上での課題の提起が必要であろう。 

また、「現状と課題」の３項に「自主活動のクラブ活動や教室は、その種類、数ともに増

加傾向にあります。」と現状を分析している。そうであるならば、「目標指標」の１、２項

の教室数や自主クラブ数の増加について指標にする必要があるのかという疑問が出てくる。 

 「これからの基本方針」「主な取組み」の内容から察すると、「学習成果」を検証するこ

とが重要であり、自主活動クラブ数の増加を目標として設定するには、指標としての妥当性

を検討する必要があるだろう。学習ニーズの多様化と学習者の高齢化により、自主サークル

数は増えるが、構成員は減尐傾向にあるということは、どの市町村にも起こっている現象で

あることから、公民館で活動するサークルや教室が多いことは、公民館活動が活性化してい

ることにはつながらない場合もある。 

「主な取組み」の４項には、「指導者の育成」を挙げているが、何をもって指導者が育成

されたという視点が欠けている。また、３項の「地域への還元」も同様である。このことは、

単年度の計画によって明らかにされていくものであるが、「○○において、○○できる人を

育成する」「○○が、○○において○○することができたことが地域への還元となる」とい

うように、計画の立案者がイメージしながら策定したのかが重要となる。最後に、この節は

「公民館機能の充実」とある。平成１５年に公民館の設置基準が見直され、これからの新し

い公民館の姿が明記されたことは周知のとおりであるが、この総合教育計画では、生涯学習

の拠点としての機能のみの記述となっており、中期計画であるならば、新しく盛り込まれた

新しい公民館の機能も構成要素としたい。（p39～p40 参照） 

「３ 図書館機能の充実」においても、「現状と課題」「これからの基本方針」「主な取

組み」から成っており、前節同様わかりやすい構成になっている。図書館機能の向上、市内

における格差是正、読書を通じた人づくりを基本方針としており、それらが市民一人あたり

の平均貸出冊数の増加につながると考えている。この冊数についての指標は数値化しやすく、

したがって検証のための明確な材料となるが、生涯学習における図書教育に果たす図書館の

役割を考えたとき、単に貸し出し冊数の動向だけでは部分的にしか検証できないものも出て

くるということに注意する必要がある。（p41～p42 参照） 

「Ⅷ 人権を尊重し、一人ひとりの個性を認め合う」では、「１ 人権教育の推進」の一

節のみの構成となっている。「現状と課題」では、学校における人権教育と社会教育におけ

る人権教育とに分けて記述している。児童生徒が主体的に取り組む学習法の改善やインター

ネットを介しての人権侵害の問題など、現代的な課題把握に努めている。「これからの基本

方針」では、①学校教育活動全体を通した人権教育の推進、教材の開発、整備、②さまざま

な場と機会を通した教育、啓発、③指導者の育成と３項目で構成されており、単に教育や啓

発に努めることだけではなく、実践力を身につけた指導者の育成を中長期的に行う市の姿勢



 

がうかがえる。また、「主な取組み」に対する「目標指標」の設定においては、それぞれが

整合性を持っており、取組みの成果の検証により次年度へとそれが活かされていくという発

展的な展開が期待できるものとなっている。（p56～p58 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）「平成２０年度豊後大野市社会教育計画」                

 

 平成２０年度豊後大野市社会教育計画では、冒頭に「平成２０年度社会教育基本方針」が

掲げられ、推進体系として「１ 生涯各期の学習活動の推進」「２ スポーツ活動の推進」

「３ 芸術・文化の振興」「４ 人権教育の推進」「５ 社会教育施設の条件整備」の５つ

の項目が挙げられているが、他の構成要素との関連がつかみにくい体系となっている。社会

教育基本方針において推進体系の５つの柱がどのように位置付けられるのか、また推進体系

とそれ以降の章のつながりが明確になっているとは言いがたい。社会教育基本方針の中には、

教育基本法の改正、中教審答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策」「社会教育法

の一部改正」等が示され、計画立案の背景を明らかにしている。さらに、「平成１９年３月

に策定された、『豊後大野市総合教育計画』との整合性を図りつつ、一人ひとりが心豊かな

生涯学習の充実を目指すことを目的に策定するものであります。」と単年度計画と中長期計

画の整合性を強調している。（p1 参照） 

 冒頭以下の構成は、「生涯学習」「公民館基本方針」「図書館基本方針」「スポーツ振興

基本方針」「文化財基本方針」「国体推進基本方針」とⅠ、Ⅱなどの番号はないものの６つ

の章により構成されていると捉えることができる。末尾には、資料的に「社会教育委員の職

務フロー図」「教育委員会組織図」「平成２０年度豊後大野市社会教育計画体系図」が添付

されている。これら６つの章の中に国体の推進を社会教育に位置付けているところが特色で

ある。また、「社会教育委員の職務フロー図」においては、委員の職責を毎年確認している

ことがうかがえる。 

これら６つの章のうち、分析の対象となるのは「生涯学習」「公民館基本方針」「図書館

基本方針」の３つである。 

 まず、第１章の「生涯学習」という記述について、他の章には全て語尾に「基本方針」と

いう語が付いているが、これにはない。生涯学習は大きな概念であり、地域住民が行う生涯

学習だけを取り上げても、行政が実施する生涯学習推進の取組みよりも格段に大きい概念で

ある。これは、行政計画であるので、その部分に限定し、行政が関わる部分で何をしようと

するのかを示すような表記が適切であろう。 

第１章の構成は、第１節「豊かな生涯学習社会の形成と社会教育の推進」、第２節「人権

尊重社会の確立をめざす人権教育の推進」、第３節「次代を担う青尐年の健全育成」となっ

ている。どの節も冒頭に現状と課題、基本方針が総合的に述べられ、具体的な取組みである

項へとつながっている。第３節については、「平成２０年度主要事業」として、２つの具体

的な事業名と事業費、期間が示されているが、事業費の提示は検討が必要である。他の２つ

の節についての具体的な事業は、第２章の「公民館基本方針」の中に含まれていると捉える

ことができるが、この２つの節は、下位にあたる項について、単年度の計画にしては非常に

抽象的であり、それぞれの項に挙げた取組みを具現化した事業は、どれなのかが捉えにくい。

構成に工夫の余地がある。特に、第１節の１項も「生涯学習推進基盤の整備と機能の充実」

については、内容が章の冒頭部分を繰り返すだけで具体的な記述がない。（p2～p3 参照） 

 第２章の「公民館基本方針」であるが、第１章と同様、冒頭に公民館のあるべき姿が総合

的に述べられている。「多彩な生涯学習の機会を提供する」「さまざまな生涯学習を支援す

る」「明るく住みよい活力ある地域づくり」の３つを目指すと明言している。３つ目の方針



 

については、総合教育計画では示されていないが、地域づくりの拠点という公民館の新しい

機能が求められている現代の動向を把握し、単年度の方針に加えたところは評価できる。 

 第２章における節の構成を見てみると、「１ クラブ・講座等の推進」「２ 公民館機能

の充実」「３ 分館・自治公民館」となっており、第３節には「（１）分館」「（２）自治

公民館の振興」の２つの項を設けている。 

第１節においては、公民館は個人のための学習施設に留まらず、学んだ成果を地域に還元

し、活力ある地域づくりに活かしていくという基本姿勢がうかがえる。 

第２節について、公民館機能の充実のためには、「地域住民が利用しやすい貸館運用に努

める」とあるが、人員体制、使用料、開館日時等の具体的な整備や見直しが方針として挙が

っていない。これは管理者（教育委員会）のみの判断では、方針を出しにくいところがあっ

たからではないかと思われる。 

第３節については、分館と自治公民館の２項に分けた構成となっている。中央公民館の記

述がないのが残念であるが、市町村合併後の現状、高齢化、過疎化の進行という状況を踏ま

え、市内全域にできるだけきめ細かく生涯学習を振興しようとする意図が表れており、評価

できる部分である。ただ、現状での中央館と分館、自治公民館の設置状況の記述、資料等が

ないので、この状況が望ましいのかどうかはわかりにくい。中央館と分館、自治公民館の役

割分担と連携も課題であるが、その記述が欠けている。また、公民館活動などのソフト面だ

けではなく、自治公民館に係る建築、改修等の補助金交付を教育委員会が担当していること

は、他市町村には見られにくいことである。どの程度の予算計上を行っているのか知りたい

ところである。 

章の最後に９つの領域に分けた事業計画表が添付されている。領域の分け方は、妥当であ

る。それぞれの事業に事業内容、期間、対象者、担当が示されており、わかりやすくまとめ

られている。ただ、これらの事業と各項目との関連が、この表でわかる工夫が欲しいところ

である。（p4～p9 参照） 

「図書館基本方針」については、前節と同様冒頭に総合的な方針を示している。その方針を

具体的な取組みを６つの項で表している。さらに個別の事業を「平成２０年度図書館事業計

画」の表でわかりやすく示している。この事業計画表において、「資料収集・貸出」「館外

事業」「図書館教育事業」「啓発活動」「体制の強化」「その他」の６つの領域に分けて各

事業を整理している。この６つの領域は、取組みの６つの項にそれぞれ対応しているが、両

者の順序がずれており、関連性がわかりづらい。また、領域の「その他」は、取組みの内容

から「環境づくり」が適切である。（p10～p11 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）「豊後大野市総合教育計画」と「平成２０年度豊後大野市社会教育計画」の

連関 

 

 １）各計画の全体の連関と論理構成 

 前節で指摘されているように、「平成２０年度豊後大野市社会教育計画」では、冒頭の「平

成２０年度社会教育基本方針」の記述（p1参照）において「平成１９年３月に策定された『豊

後大野市総合教育計画』との整合性を図りつつ、一人ひとりが心豊かな生涯学習の充実をめ

ざすことを目的に策定する」ことが明確に示されており、計画間の連関を確保しようとする

意図がうかがえる。 

 しかし、この２つの計画がどのようにつながっているかを具体的に検証しようとすると外

部の者の視点からは読み取りにくい面もある。「豊後大野市総合教育計画」では、「Ⅲ 青

尐年が健全に育成できる環境をつくる」「Ⅳ いつでも学べる場と機会をつくる」「Ⅷ 人

権を尊重し、一人ひとりの個性を認め合う」の３章がそれぞれ青尐年健全育成、生涯学習の

推進（この中に生涯学習の推進と公民館機能の充実、図書館機能の充実の３節が設けられて

いる）、人権教育（p34～p43、p56～p58 参照）について言及する構成になっているのに対し、

「平成２０年度豊後大野市社会教育計画」では、「生涯学習」の章の中で「豊かな生涯学習

社会の形成と社会教育の推進」「人権尊重社会の確立を目指す人権教育の推進」「次代を担

う青尐年の健全育成」の３節が設けられ（p2～p3参照）、別の章として「公民館基本方針」

（p4～p9 参照）と「図書館基本方針」（p10～p11 参照）が設けられている。章の順序や構

造的な章の構成も異なっており、「豊後大野市総合教育計画」では章となっている青尐年健

全育成と人権教育は、「平成２０年度豊後大野市社会教育計画」では節となっており、逆に

「豊後大野市総合教育計画」では節である公民館と図書館は「平成２０年度豊後大野市社会

教育計画」では章になっている。このような構成と順序の違いがどのような論理によっても

たらされているかは外部の視点からは読み取りにくい。 

 また、「平成２０年度豊後大野市社会教育計画」では、「平成２０年度社会教育計画基本

方針」の箇所で「推進体系」として、「１ 生涯各期の学習活動の推進」「２ スポーツ活

動の推進」「３ 芸術・文化の振興」「４ 人権教育の推進」「５ 社会教育施設の条件整

備」の５体系が示されているが（p1 参照）、これが「豊後大野市総合教育計画」の章や「平

成２０年度豊後大野市社会教育計画」の「生涯学習」以降の各章とどのような関係に位置付

けられているかがわかりにくい。 

計画文言は簡潔であることが求められるので、十分な説明を加えることは難しい面もある

が、全体の構図の中でそれぞれの章がどのように位置付けられるかが冒頭に示され、その後

各章でも章の中での構成を示した上で具体的記述に入っていくといった工夫が、わかりやす

さを高めるために必要であろう。 

 

 ２）各計画の部分の連関 

 「平成２０年度豊後大野市社会教育計画」では、今回の分析対象としては、「生涯学習」

（p2～p3 参照）「公民館基本方針」（p4～p9 参照）「図書館基本方針」（p10～p11 参照）

の３章が設けられている。「生涯学習」は、「豊かな生涯学習社会の形成と社会教育の推進」、

「人権尊重社会の確立を目指す人権教育の推進」、「次代を担う青尐年の健全育成」の３節



 

から構成されている。これは、「豊後大野市総合教育計画」の「Ⅳ いつでも学べる場と機

会をつくる」（p36～p43 参照）と「Ⅲ 青尐年が健全に育成できる環境をつくる」（p56～

p58 参照）「Ⅷ 人権を尊重し、一人ひとりの個性を認め合う」を受けて記述されている。 

 例として、「生涯学習」の中の「豊かな生涯学習社会の形成と社会教育の推進」（p2参照）

について検討する。この節は、リード文によって施策の基本方向が示され、その後「生涯学

習推進基盤の整備と機能の充実」と「学習内容の充実と学習成果の活用」の２項が設けられ

ている。 

 この節の内容を「豊後大野市総合教育計画」の記述と対照して検討してみると、リード文

は総合教育計画の現状と課題と重複する内容が多いが、記述の方向は微妙に異なるように読

み取れる。また、全体的に総合教育計画における「主な取組み」の方が具体的な記述であり、

社会教育計画の方が抽象的な表記になっている。（p36～p58 参照） 

 また、青尐年健全育成の箇所を見ると、社会教育計画の「人権尊重社会の確立を目指す人

権教育の推進」は、やはりリード文で始まり、その後に「人権学習会の開催」と「指導者の

育成」の２項が設けられている。これに対して、総合教育計画では、主な取組みとして、「青

尐年の健全育成と社会参加」「家庭・地域の教育力向上」「学校教育との連携」の３点が挙

げられているが、具体的に見ると、学習会の開催や指導者の育成が総合教育計画で示された

取組みの中にどのように位置付けられ、どのような方向で行われるかについては示されてい

ない。とりわけ総合教育計画の主な取組みで記述されている青尐年の社会参加と学校教育と

の連携については、社会教育計画の中では触れられておらず、尐なくとも文面上は、総合教

育計画に基づいた継続的取組みが実施されるとは考えにくい。 

 一方、「公民館基本方針」（p4～p9参照）では、リード文とその後の項目（「クラブ・講

座等の推進」と「公民館機能の充実、「分館・自治公民館」）という構成は同じであるが、

「分館・自治公民館」の項では、講座や補助の方式について詳細に示されており、より具体

的な内容となっている。 

 このように部分の対応関係に着目してみてみると、論理的に明確な整合性を確保して２つ

の計画が策定されているというよりも、社会教育計画の方は総合教育計画策定以前から策定

されてきた各年度の事業計画を継承する形で作成されたのではないかと推測される。市町村

合併からまもなく、新市としては初めての総合教育計画を策定して間もない時期であること

から、このような計画間のあり方になっているのではないかと思われるが、今後は、総合教

育計画に示された基本方針や主な取組みを具現化し、目標を達成するための具体的手段とし

て、単年度の事業計画である社会教育計画が機能するように記述を見直す必要があるのでは

なかろうか。 

 

 



 

 

 

 

（１）「日田市教育行政実施方針」                      

 

 日田市教育行政実施方針は、平成１９年度から平成２３年度までを計画期間とする教育計

画である。期間の長さからは中期計画と分類できる。冒頭の導入部に当たる「方針の策定に

当たって」と「教育行政基本方針」を除くと、７つの章から構成されている。そのうち今回

の分析の対象となるのは、「Ⅲ 生涯学習社会の形成と社会教育の推進」「Ⅳ 青尐年の健

全育成」の２章である。７章のうち２つの章が割り振られているというのは、佐伯市の長期

総合教育計画と同じであるが、佐伯市が人権教育を独自の柱としているのに対し、日田市で

は青尐年健全育成を柱としているのが特徴である。 

 「Ⅲ 生涯学習社会の形成と社会教育の推進」では、「１ 市民の生涯学習を支えるため

の基盤整備」「２ 社会教育の推進」「３ 社会教育における人権教育の充実」「４ 図書

館機能の充実と読書活動の推進」「５ 博物館の整備と機能の充実」の５つの節が設けられ

ている。基盤整備から論を起こし、そこから個別的領域へと展開するという点では、佐伯市

の長期総合教育計画と似た展開と捉えることができるが、図書館や博物館を独立した節とし

て取り上げている点が特色である。また、人権教育については、佐伯市のように章として取

り上げることはしていないものの、やはり独立した節が与えられている。（p17～p20 参照） 

 「Ⅳ 青尐年の健全育成」では、「１ 家庭・地域の教育力の向上と支援体制の充実」と

「２ 豊かな心をはぐくむ体験活動の推進」の２節が設けられている。やはり全般的な内容

をまとめた上で、個別的問題に展開するという形がとられている。 

本方針では、「現状と課題」「これからの基本方向」「主な取組み」「目標指標」の４つ

で構成すると冒頭部の「方針の策定にあたって」で示されており、特に、「可能な限りの目

標指標を掲げ、施策や事業の進捗状況の把握に努め、未達成事業の原因分析など実施方針の

進行管理に努め」ることが明確に示されていることは、実際の事業を計画に照らし合わせて

検証し、進行管理を厳正に行う方針を明確に示すものとして評価できる。（p22～p23 参照） 

 一方で、目標指標には、それが取組みの本来の目的や目標と離れて、目標指標の達成状況

だけが問題とされる危険があることもふまえておく必要がある。たとえば、「Ⅲ 生涯学習

社会の形成と社会教育の推進」の「２ 社会教育の推進」（p17～p18 参照）では、「①今日

的な内容や方法の学習メニュー等、充実した学習機会の提供」と「②指導者の資質向上と学

習に関する調査・相談機能の整備による学習環境の充実」がこれからの基本方向として示さ

れ、それを受けた主な取組みでは、「①充実した学習機会の提供」「②学習環境の充実」「③

社会教育施設ネットワークの形成」の３点を挙げているが、これらの取組みの進捗状況を検

証する目標指標は、「公民館利用者数」「ふれあい宅配講座の開催数」「地区公民館整備率」

「公民館職員における社会教育主事講習受講率」の４項目であり、方向や取組みを検証する

には指標が部分的であったり、適切とは言い切れない項目もある。たとえば、主な取組みの

「①充実した学習機会の提供」では、「環境問題や高度情報化、尐子高齢化など」がこれか

らの基本方向で示された「今日的な内容や方法」として具体化されているが、これは指標に

は全く反映されていない。また、主な取組みの「③社会教育施設ネットワークの形成」につ

［４］日田市社会教育計画等の分析 

 



 

いても連携を強化する方針のみ記述されており、具体的方法や指標が示されていないという

点で、進行管理に問題が生じる可能性がある。 

 生涯学習・社会教育事業においては、取組みをすべて指標化できにくいことから、指標化

できる項目のみを取り挙げているという判断ができるが、こういった場合の目標指標による

進捗状況のチェックは慎重に他の様々な要素を考慮に入れて行わなければならず、指標によ

る評価自体の意味が小さくなる危険は考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）「日田市平成２０年度政策指針」                    

 

 １） 全体の構成と論理展開 

 まず、日田市の平成２０年度政策指針は、表紙に「（市長協議用）」とあるように、市長

の政策決定の基礎資料として作成されたものだろうか、教育委員会だけの指針とはせず、市

としての意思決定の手順のひとつである資料であると推察される。 

 大枠の構成としては、同じく表紙に目次が記載されているように、教育委員会の組織によ

って大別されていることが特徴である。これも市としての意思決定の際、市長と教育委員会

各部局との協議が想定されているためであろう。 

  全体的な構成としては、部局ごとに何をしているのか、何をやろうとしているのか、と

いった組織の業務を説明しており、目次からすると、課ごとに記述した内容となっている。 

表題には施策の名称が記載されているが、横断的な施策には、各課が対応して、それぞれの

分野で施策の実現のための方策を記述しているという構成となっている。 

 例えば、生涯学習課には「生涯学習の充実」、「互いに尊重しあえる社会の実現」があり、

中央公民館にも「生涯学習の充実」、人権・同和教育室には「互いに尊重しあえる社会の実

現」、図書館には「生涯学習の充実」、文化財保護課には「文化芸術の振興」、「特色ある

地域空間の創出」、博物館には「文化芸術の振興」という施策が振り当てられているといっ

た構成である。 

 つまり、施策を中心に各課では何をするのか、という論理の展開ではなく、各課では何の

施策に取り組んでいるという構成であり、逆に言うと、この資料からは組織の縦の関係がわ

かり、各部署の取組んでいる内容がわかるという期待がある。ただし、日田市全体の社会教

育がどのような方針なのかは、この資料からは読み取りにくいことも事実である。 

個別には、順序を列記すると、まず施策を表題として、①現状と課題、②解決しなければ

ならない課題、③来年度解決に向けて取り組む課題、④具体的事業、という流れになってい

る。 

論理の展開の中での施策の位置付けは、この施策から発想したものを①から④へと展開し

ているのか、①から④まで論理を展開した結果が施策であるのかは、読み取るしかないが、

いずれにしても、この指針が述べている内容の論理自体は①から④へと流れていくことは間

違いない。 

また、現状と「課題」、解決すべき「課題」、来年度解決に向けて取り組む「課題」と、

それぞれは階層が違うものと思われるが３度も表現されている。単年度の計画書の中で「課

題」を表現しているのは、大分県下の他市では国東市に例があるが、ここでは「主要課題」

という表現を使い、「施策」に準じた使い方である印象がある。また、中長期の計画書の中

で「現状」と「課題」が別記されている例もある（「大分市教育ビジョン」など）。 

“「課題」観”自体が市町村によって違うのが当たり前だと考えるが、「課題」「施策」「方

策」「ビジョン」「政策」等、行政が使う言葉は多様であるが、どの市町村も組織内で統一

した表現ができているのだろうか。尐なくともどの言葉を用いようが、組織内で、語句の意

味が共有されていることを期待したい。 

 

 



 

 

 ２）部分の構成と論理展開 

これ以降、要点をかいつまんで分析を進めていこうと思う。 

まず、生涯学習課をみると、「生涯学習の充実」という施策がある。そこで気がつくのは、

紙面からその意図は見えないが、他市の計画には「生涯学習」という言葉が文章中にちりば

められているのとは対照的に、組織の名前と施策名以外に「生涯学習」という語が見当たら

ないことである。これは生涯学習課以外の他の部署でも同様であり注目に値する。 

最初に①で、現状と課題が述べられており、箇条書きされた５つの項目を現状や課題とし

て要約すると、１．多様化、高度化する市民の学習ニーズに対応すること、２．社会教育の

振興、３．充実した学習機会の提供、４．安全な学習環境の整備、５．振興局管内の主事を

民間人とする予定であること、６．これに対応して環境整備を図ること、７．青尐年の問題

行動、８．その原因は家庭における基本的な生活習慣の乱れである（と指摘されている）、

９．もうひとつの原因は地域における連帯感の希薄化などがある（と指摘されている）、１

０．家庭や地域の教育力の向上、１１．家庭・学校・地域が連携した青尐年の育成、１２．

社会教育、家庭教育等の分野で活躍している社会教育団体の育成支援を図る必要がある、１

３．公民館は地域における情報発信基地、１４．通信基盤の整備が求められている、と、実

に１４もの項目が挙げられている。 

 日田市では生涯学習課以外にはこのような例を見ることはないものの、限られた紙幅の中

で、端的に言葉をまとめる努力をしているようである。これは、社会教育計画という計画書

が別途、作成されるのであれば、表現の過不足はなくなるのではないかと思われる。 

 全体的に説明が足りない印象があるが、②は、①を踏まえて特記すべき課題認識を表現し

ているものであり、流れとして中長期的な視点が混じっていると考えるべきであり、③の来

年度解決に向けて取り組む課題とは違う時間的認識である。しかし、③には個別に見るとほ

ぼ同義反復を繰り返している部分もあり、課題認識は中長期も短期も変わらない、と見るべ

きなのか、次の項目である④具体的事業を言い換えているだけなのかはわからない。 

 例えば、②の「公民館利用者が安心して学べる環境を整備するための施設の増改築」と③

の「公民館施設の現状把握と計画的な公民館の建替え・修繕等の実施」はどちらが②でも③

でも変わらない。課題について反復記述するのが３段階に分かれているためであろうか。 

 次に、施策「互いに尊重しあえる社会の実現」であるが、生涯学習課と人権・同和教育室

の２つの組織で取り組んでいる。見比べて見ると、人権・同和教育室が所管しているのは、

学校における人権教育なので、分析は生涯学習課に限ることとする。 

①の現状と課題では、同和問題をはじめとする心理的差別等が解決していない、その他の

人権問題が顕在、地域における人権教育の充実が課題である、との認識であり、②の解決し

なければならない課題として、研究と研究成果の活用、とある。さらに③の来年度解決に向

けて取り組む課題として、指導者等人材育成・学習プログラムの調査研究、特定職業従事者

の意識向上と指導者化、とあり②の課題を③に具体性を持たせているものであろう。 

 中央公民館。①で、これまで中央公民館は生涯学習を援助、奨励のための役割をはたして

きたこと、地区公民館との役割分担を検討しなければならないこと、老朽化に伴い安全な学

習環境整備につとめる、と述べ、②に公民館運営の見直し、指導者の育成、施設の整備、③

各事業による指導者育成、市民ニーズの具現化、老朽化した建物の安全性の確保、とあり、

このうち市民ニーズの具現化とは、どの課題認識によるものか不明であり、他の事項も同義



 

反復になっている。 

 次に博物館。施策名は「文化芸術の振興」とあり、よく読むと自然科学系の博物館である

ようなので、統一性に欠けるように思われる。 

①も②も③も一貫した課題は、老朽化に対する設備の刷新と、スタッフの専門化のようで

ある。（スタッフの専門化は読み取りにくい。③は年度の課題として絞り込めていない） 

 図書館における論理の展開においては、まず①現状と課題で、蔵書の増冊が課題、汚損・

陳腐化した図書が相当数ある、貸し出し人員・冊数は増加傾向にある、遠隔地サービス、開

館時間延長を行っているが図書館から遠くなるほど利用率が下がる、それゆえに各関係施設

との連携強化が必要となる。また、老朽化が進んでいる、障がい者も利用しやすい施設が必

要、といったことが挙げられる。 

 ②では、解決しなければならない課題として、务化、陳腐化した図書を市民ニーズに合わ

せて更新する、遠隔地へのサービス充実、施設・設備の維持・改善、などを掲げ、③で、新

鮮で魅力的な蔵書の充実、遠隔地へのサービス維持、施設・設備の維持・改善、へと進めて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）「日田市教育行政実施方針」と「日田市平成２０年度政策指針」との連関  

 

 まず、分析の対象であるが、日田市教育行政実施方針（以下、「教育方針」とする）にお

いては７つの章のうち、「Ⅲ 生涯学習社会の形成と社会教育の推進」、「Ⅳ 青尐年の健

全育成」の２章とし、日田市平成２０年度政策指針（以下、「政策指針」とする）において

は社会教育を担当している生涯学習課分、博物館分、図書館分とする。 

 全体の構成を見ると、教育方針では「方針の体系」ごとに区分され、体系の中で組織によ

る分業がなされているのに対し、政策指針が組織ごとの構成となっていることとは対照的で

ある。成立の位相が違うようであるが、中長期計画である教育方針の具現化の過程である限

り、位相の違いは問題ではない。 

 ただし、分析にはどちらかをベースとする必要があるが、先に成立したと思われる教育方

針をベースに、それぞれ課題認識を中心に論を進めることとする。 

「Ⅲ 生涯学習社会の形成と社会教育の推進」で記述されている節は、「１ 市民の生涯学

習を支えるための基盤整備」、「２ 社会教育の推進」、「３ 社会教育における人権教育

の充実」、「４ 図書館機能の充実と読書活動の推進」、「５ 博物館の整備と機能の充実」

の５項目であり（p17～p21 参照）、これに該当すると思われる政策指針は、それぞれ「生涯

学習課」のうち「生涯学習の充実」、「２」も「生涯学習の充実」、「３」は「生涯学習課」

のうち「互いに尊重しあえる社会の実現」、「４」は「図書館」、「５」は「博物館」とい

うことになるであろう。「Ⅳ 青尐年の健全育成」では「１ 家庭・地域の教育力の向上と

支援体制の充実」、「２ 豊かな心をはぐくむ体験活動の推進」という節（p22～p23 参照）

を政策指針の中では「生涯学習課」のうち「生涯学習の充実」の項目中に記述している。 

つまり、政策指針のうち「生涯学習課：生涯学習の充実」の中に教育方針のⅢ中１、２、

Ⅳ中１、２が包含されており、「博物館：文化芸術の振興」がⅢ中５「図書館：生涯学習の

充実」がⅢ中４へと対応している、という考え方でよいのではないか。 

最初にⅢ１について。課題認識について比較を試みると、教育方針では「情報化、国際化、

･･･など社会環境の変化を始めとする内外の様々な問題は、地域社会と個人の生活に深く影

響しています。･･･これらの問題を･･･地域単位で課題解決へ導くことが重要になります。」

とし、「生涯学習社会の形成」へと施策を結論付けるにはやや不明瞭な言葉が並んでいる。

さらに、「これからの基本方向」として「①生涯学習施策を総合的に推進するため関係機関

との連携を促進します。」とうたい、「主な取組み」で連携すべき相手方が記述されている

が、なぜこのような流れになるのかという根拠には希薄さを感じる。 

また、同じく基本方向に「②地域の独自性を尊重した学習環境の整備」とうたい、主な取

組み「学習環境の整備」を公民館建設や施設整備と定義している。 

似たような言葉は２の基本方向に「学習環境の充実」として記述されている。主な取組み

の中で「施設職員の専門性を高める」「学習に関する調査・相談機能の整備充実」とあるが、

つまり「学習環境」においては「整備」、社会教育においては「充実」、と使い分けている。 

一方、政策指針における対応箇所と見られる部分ではどうか、というと「・ますます多様

化、高度化する市民の学習ニーズに対応し、社会教育の振興を図るため、充実した学習機会

の提供や学習環境の整備が求められている」となっており、「学習機会の提供」、「学習環

境の整備」が課題であるという認識を挙げている。方針においては「学習機会の提供」がⅢ



 

２に記述されていることと同様、方針における生涯学習と社会教育とが、一括記載されてい

る。 

次に、Ⅲ２（p17 参照）について。課題認識においては、方針では「生涯学習社会の形成

に重要な役割を担う社会教育」という社会教育の位置付けをした上で、「ライフステージに

応じた学習機会の提供」「今日的な課題解決のための学習機会提供」することを課題として

論を進め、その上で「平成１８年度からは、地区公民館について地域団体を指定管理者とし

て指定し、公民館の運営を住民自らが行っています」という現状と、「地域が自立し、具体

的な課題解決へと向かうには地区公民館が機能を最大限発揮すること」「その機能強化」と

いう新たな課題を掲げている。 

これらを受けて、「充実した学習機会の提供」「学習環境の充実＝社会教育施設職員の専

門性を高め、調査・相談機能を強化」「社会教育施設ネットワークの形成」を基本方向と主

な取組みとしている。 

政策指針では、「・地区公民館については平成１８年度から指定管理者制度を導入してい

るが、平成２０年度からは現在市職員である振興局管内の主事についても民間からの採用を

予定（完全民営化）しており、環境整備を図る必要がある。」とともに、指定管理者制度を

導入している地区公民館に新たに主事を採用することへの対応という、教育方針で示した

「環境整備」の具体的課題として記載されている。 

また、教育方針における「充実した学習機会の提供」「社会教育施設ネットワークの形成」

の語句は、政策指針では記述がない。 

Ⅲ３（p18 参照）では、人権問題が顕在であり、人権教育を充実するためには、人材育成

とプログラムの開発を通して、公民館など学習機会の提供に努めることが重要である、とし

ており、政策指針でもほぼ同様の記述が見られる。新たな課題は特定職業従事者に対する考

え方であると思われる。 

 Ⅲ４（p19 参照）における課題認識は蔵書冊数が計画的に伸張してきたと同時に利用者、

利用冊数も伸びてきているという現状に対し、魅力的な蔵書を構成すること、各種情報、学

習機会の提供に努めること、公平なサービスの提供と市民の自由で自主的な学習を支援する

体制の整備・充実が必要、としている。基本方向、主な取組みにおいてはその認識に沿い、

魅力的な蔵書構成の推進、市民の求める学習、研究、調査等に対する情報の速やかな提供、

市民組織・ボランティアグループの育成、支援、開館時間の延長や遠隔地域への巡回図書な

どサービス向上、などを掲げている。 

 政策指針の現状と課題では、ほぼ同一の記述がなされているが、新たに施設・設備の老朽

化と障がい者の安心できる設備充実、が挙げられている。また、これらの課題認識は具体的

事業にいたるまでブレはなく評価できる。 

 Ⅲ５（p20 参照）は政策指針の博物館に相当する。まず、教育方針では、現在の博物館は

自然史、自然学習を行う博物館であり、老朽化などの理由により入館者が尐なくなっている

が、今後は歴史も含めた博物館の整備の検討を関係機関とともにする必要があること、現施

設においては、設備、人的体制などを整えなければならない、といったことを課題認識とし

て掲げている。これに応じて、基本方向、主な取組みにおいて、建設基本構想策定に向けた

取組みと、現施設の機能充実、所蔵資料の整備・充実、活動内容の充実といった流れになっ

ている。 

 政策指針では、課題に関する記述が、施設・設備の老朽化から収蔵などの機能に生じる不



 

都合と、専門職員が不在であることへの対応として、博物館構想策定と人的整備の検討であ

る、となっており、教育方針からの流れに一貫して沿ったものになっている。 

 Ⅳ１（p22 参照）について。教育方針も政策指針も、共通して家庭と社会の教育力が低下

しているので、学校も含めてこれら三者の連携により子どもたちをはぐくんでいきたい、と

いうような内容が書かれている。またネットワークだけでなく、同時に「啓発」も重要なこ

とだ、とも述べている。課題認識と方策が中期も短期も一貫している。 

 Ⅳ２（p23 参照）は、「豊かな心をはぐくむ体験活動の推進」として青尐年の体験不足を

改善する方策を述べているが、政策指針ではこれに該当する記述がない。 

 全体的に課題認識の推移に注目しながら分析してみたが、日田市の教育方針と政策指針は、

もともと位相が違うのではないかと推察してみたが、概ね整合していると思われる。しかし、

不足分、つまり課題の記述がない、ということは、課題がなかったのか、なくなったのか、

あるいは解決したのか、そうでなければ課題の存在に気がついていない、ということになる。 

 新たな課題を探すことは当然であり、それには努力や負担も要するが、一度課題認識を持

ったらその課題がどう推移するかを注視することが重要である。 

 



Ⅳ 教育計画分析のまとめと 

策定上の視点 

 

１ 中長期教育計画策定上の視点  

２ 単年度事業計画策定上の視点  

３ 中長期教育計画と単年度事業計画を有効に接続す

るために  

４ 社会教育計画の運用上の留意点 



この「教育計画分析のまとめと策定上の視点」は、調査研究委員会で分析をする際にまと

める上で手立てとなるポイントを出し合い、それを項目ごとに分類したものである。 

 

１ 中長期教育計画策定上の視点 

（１）中長期教育計画の策定上の視点 

① 社会教育現状調査 

○質の高い計画を策定するためには、現状や課題を分析するための必要なデータ収集が

欠かせず、そのためには社会教育調査等の実施が必要である。ただし、計画策定に活か

せるような調査の設計が求められる。 

○社会教育調査の質問項目が現状と課題の記述内容と整合していないケースが多く、調

査企画の時点から「何を明らかにし、どのデータを計画の策定時に利用するか」などを

あらかじめ想定し、計画の策定に役立つ設問やその回答法について十分検討することが

必要である。 

○調査データで証明することが難しい事柄についても、担当者会議などで協議・検討を

重ね、なるべく精緻化した上で、現状と課題に盛り込むことが重要である。 

 

② 上位計画との連関 

○上位計画（市町村総合計画等）との連関を確保する必要がある。 

 

③ 策定のための組織 

○計画は行政の計画であるが、今日の社会的状況から判断して、住民との協働、あるい

は住民主体の視点による施策も必要である。 

○核となるプロジェクトチーム等の人選など、効果的・効率的な組織作りが必要である。 

 

（２）中長期教育計画の構成 

① 構成上のポイント 

○現状と課題をまとめ、それを受けて施策の基本的な方向性を示し、その方向性の中で

の具体的目標を掲げ、目標達成のための取組みを具体的に記述し、目標達成を評価する

ための指標を明示する、という手続きを踏む必要がある。 

○さらに、現状と課題を受けて基本的な方向性を示しているか、基本的な方向性を適切

に反映する目標になっているか、など個別の項目の連関についても注視する必要がある。 

○理念的記述だけではなく、他市町村とは違う地域性に基づいた特色を打ち出すことは

当然である。 

 

② 記述上のポイント 

○章→節→項に下降することによって、内容が具体化しているかどうか。また、上位の

内容との整合性があるかどうかが求められる。 

○中長期教育計画は、教育委員会全体の計画として策定されるので、社会教育の部分の

計画についても簡潔に記述することが求められる。ただし、簡潔な記述であっても、計



画の具体性や適切な論理展開は求められる。 

○生涯学習全体に対し、社会教育行政が関与できる取組みは限られる。したがって、生

涯学習の現状と課題を述べる場合、そのような全体状況の中で社会教育行政が関与する

部分がどこであるかを明示する必要がある。 

○理念的・抽象的な方針などを記述する場合には、その中で当該計画期間中に達成すべ

き具体的目標を明示し、実際の取組みにつなげていくことが求められる。 

 

（３）中長期教育計画の内容 

① 教育方針 

○基本的な教育方針については、論理的に間違った記述は見られないものの、抽象度が

高く、それ以降の目標や取組みに十分つながっていない記述のされ方が目立った。理念

的な方向性だけでなく、当該計画期間中に絞った具体的な方向性の記述も必要である。 

○「まえがき」等の内容については、社会教育をとりまく現代の社会情勢や法整備、県

の施策や教育方針等に対応している必要がある。 

 

② 現状と課題 

○中長期計画で何を表そうとしているのかを明確にする必要がある。（背景と目的、現

状と課題などで） 

○現状と課題が抽象的・理念的な記述となっている場合、それを受けた方向性や目標、

取組みなども抽象的なものになりがちである。 

○そのため、現状と課題の記述に具体性を持たせるには、地域の現状と課題を明示する

必要がある。そのためには、社会教育調査のデータを利用することがきわめて有効であ

る。 

 

③ 目標 

○目標についても、やはり抽象的な記述が目立つ。目的はある程度大きな方向を示せば

よいが、目標については具体的に達成度が評価できるような記述が必要である。 

○目標の記述においては、具体性に加えて、基本的な方向性に向けて進める上で掲げた

目標が十分であるかどうかという検証が欠かせない。 

○目標が具体的なイメージ（施策等）につながるものであるかどうかを十分吟味する必

要がある。 

 

④ 具体的な取組み 

○中長期教育計画は、中長期的な計画であるので、ある程度計画期間全体に通用する記

述にする必要がある。 

○取組みについても、これまでの展開を反映して、抽象的な記述が続いているのが目立

つ。恒常的に行っていく取組みだけでなく、計画期間中の重点的な取組みが明示される

ことが望ましい。 

○すべての取組みについて計画期間中ずっと同じ力の入れ具合で行うということは実

際には少ないはずである。にも拘わらず、中長期教育計画では、計画期間内のどの時期

に重点的に進めるという記述はほとんど見られない。特に取組みの記述においては、計



画期間の中でどのように展開し、目標を達成するか、時間軸に沿った展開案を提示する

必要がある。 

 

⑤ 目標指標 

○目標指標の明示は、対外的にも対内的にも近年求められることが多いが、どのような

指標を用いるかは難しい課題である。 

○指標については、数値化できる特定の指標のみが採用され、目標や取組みと対比する

と、非常に限定的・部分的な指標のみが用いられているケースが目立つ。 

○指標として示すためには数値化が望ましいが、取組みの肝心な部分は数値化できない

ということが社会教育の領域では多く、数値ではない質的表現によって指標に換える、

あるいは数値で表す方法について、担当者間で知恵を共有・蓄積していく必要がある。 

 

⑥ 用語集 

○中長期教育計画については、公開されている例が多いが、パブリックなものとして公

開を前提として作成する必要である。例えば、専門用語の解説や語調など市民を意識し

て作成する必要がある。 

○計画について共通理解を図りつつ策定を進める上で、計画の中で用いられる用語には

具体的なイメージを持たせ、教育委員会内でその用語の定義づけが理解されて、統一し

て用いられるよう取り組むことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市町村総合計画

中長期教育計画

用語集

・現代の社会情勢・県教育方針等に対
応させる
・地域の特色や課題を入れる

・社会教育が関与すべき部分を明示
する
・達成度が評価できるような、具体的
な記述にする
・社会教育調査のデータを活用する
（調査企画段階から、調査で明らかに
する課題や、資料としてどのデータを
使用するかを想定しておく）

・計画期間中の重点的な取組みを明示
する
・取組み時期も明示する

・時間軸に沿った展開案を明示する
（期間終了時のあるべき姿から逆算す
る）

・専門用語の解説

・理解が統一されて用いられるようにす
る

・それぞれの取組につながるように、具
体的な記述にする

・この計画で何を表した
いのか、明確にする

・数値化できるものは数値で、数値化で
きないものは、質的表現で表す

まえがき・リード文

現状と課題

方向性と目標

取組み

指標

・各市町村の特徴を表現
する

中長期教育計画の構成



２ 単年度事業計画策定上の視点 

① 単年度事業計画の位置付け 

○単年度事業計画をどのように策定するかについては、市町村による差異も大きく、一律

に単年度計画の特性を述べるのは難しい。 

○単年度事業計画の位置付けとしては、行政部局（教育委員会）内部での予算編成期など

の説明資料、あるいは社会教育委員会議での説明資料として用いられているケースが多い。 

 

② 中長期教育計画との連関 

○策定された中長期教育計画を継続的・段階的に実行に移し、中長期の目標を達成するた

めには、当該年度の計画が中長期計画の実行プロセスの中に適切に位置付けられ、かつ前

年度あるいは次年度の事業計画と適切に連関していることが求められる。 

○中長期教育計画を引用して基本方針等を挙げている単年度事業計画については、その基

本方針がどの程度の具体性を持ち、それがどのように主要な取組みや具体的事業につなが

っているかが重要である。 

○基本方針が抽象的すぎると、それが取組みや具体的事業に適切につながっているかどう

かを判断しにくく、結果的には計画間の接続のあいまいさにつながる。 

○主要な取組みの記述においても、抽象的な記述にとどまらず、当該年度で実施する取組

みが何かを具体的に、時間的区切りを意識して記述すべきである。その際、中長期教育計

画を実行に移すための、段階的取組みを意識する必要がある。 

 

③ 構成上のポイント 

○単年度事業計画の構成としては、中長期教育計画を受けて基本方針を挙げ、その下で主

要な取組みをいくつか示し、具体的な事業を列挙する。さらには組織図をはじめとした資

料を掲載する、というのが一般的なパターンとなっている。 

○単年度事業計画の全体の方向性を示すものとして、基本方針等を明確に示すことが適切

である。基本方針等については、中長期教育計画の基本方針などから転載する場合には、

それが取組みや具体的事業に反映するような具体性を盛り込んだ記述になっているかど

うかに留意する必要がある。場合によっては、中長期教育計画の方針よりもさらに抽象的

な方針が記述されていることがある。単年度事業計画では、理念的・中長期的な方向を意

識しつつも、当該年度の具体的事業に方向性を与える具体性も必要であり、この場合は基

本方針などの記述の仕方に特に工夫が必要である。 

○資料的な部分は、中長期教育計画と連関する必要性が低い項目も多いが、前半の基本目

標の設定や主要な取組みの提示に関しては、中長期教育計画とのつながりが重要である。 

○具体的事業については、実施部課ごとに記述されていることが多い。当該部課が実施し

ている事業が一目でわかるという意味で適切な配列であるが、教育委員会あるいは生涯学

習課（社会教育課）全体としてどのような事業編成になっているかがわかりにくい側面も

ある。その意味で、部課ごとの事業一覧だけでなく、教育委員会や生涯学習課（社会教育

課）全体としての事業体系図などが示されていると事業の全体像がつかみやすい。 

 

 



④ 策定の現状 

○中長期教育計画に明確に基づいていない単年度事業計画では、①それが中長期教育計画

のどのような中長期的目標の下で取り組まれる事業かを明確に読み取ることができない。

従って、当該の事業がどのような全体的意図のもとで行われるかが不明確になりがちであ

り、②当該年度の事業しか記述されず、それが前年度事業のどのような成果や課題を受け

て設定され、後続年度のどのような事業につながっていくのかが不明確な例が多い。 

○単年度事業計画策定時に、ほとんど前年度の事業計画のみが参照され、大半の内容が踏

襲されて改変すべき一部の項目だけが修正されるというような策定のされ方が多い。この

ような策定方法では、中長期教育計画との連関や事業の継続性・発展性は保障できない。 

 

⑤ 策定の目的 

○単年度計画で何を表そうとしているのか、この計画を表す必要性はどこにあるのかを担

当者間で共通理解をした上で作成する必要がある。 

○その上で何を掲載していくことが各市町村の単年度計画にとってメリットがあるのか

を検討することが必要である。 

 

⑥ 策定のための組織 

○作成はチームで行う場合にも、原案作成は一人が集約する方がよい。（執筆担当者の割

り振りは必要だが、それをただ貼り合わせるのは、見た目にも良くなく、整合性にも欠け

がちである。） 

○単年度計画策定に関与する人が、共通理解のもとに策定作業を進めるためにもマニュア

ルといったものが必要である。 
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３ 中長期教育計画と単年度事業計画を有効に接続するための留意点 

 

（１）中長期教育計画策定時の留意点 

○中長期教育計画と単年度事業計画が有効につながるためには、まず中長期教育計画を単

年度事業計画との連関を考慮に入れつつ、事業計画をフィードバックさせるなど、具体的

に記述することが重要である。 

○中長期教育計画では、記述する分量の制限など記述の難しさはあるが、抽象的・理念的

な記述にとどまらず、当該計画期間中の固有の取組みなどを記述し、できれば計画期間中

のおおよそどの時期にその取組みを展開するかという時系列的な視点を入れた記述が望

ましい。 

 

（２）単年度教育計画策定時の留意点 

○単年度事業計画の側で中長期教育計画との連関を考慮するならば、基本方針や主要な取

組みなど前半の部分でつながりを図ることが重要である。 

○単年度計画策定時に中長期の方針や理念も合わせて共通理解できるものになると良い。 

 

（３）中長期教育計画と単年度教育計画の連関 

○教育全般にわたる中長期計画と社会教育・生

涯学習推進に関わる中長期計画及び単年度計画

の関連性について十分検討し、作成する計画と

その活用の仕方について明確にしておく必要が

ある。 

○中長期教育計画は教育委員会全体の計画であ

り、分量にも制限があるなど単年度事業計画と

の間には少なからぬ隔たりがある。したがって、

中期程度の社会教育計画（生涯学習推進計画）

を中長期教育計画と単年度事業計画との間に策

定することによって２つの計画を結びつけるこ

とが望ましい。 

○計画間の関連性や計画の活用や見直しのあり

方について、文書として残し、引き継ぐことが

重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 社会教育計画の運用上の留意点 

 

○計画策定をゴールとせず、その後の進捗状況の把握や進行状況を反映させた計画の修正

などにより計画の有効性は大きく向上する。 

○計画の実施状況の評価は、なるべく多く行った方が望ましい。その意味で、少なくとも

年度ごとに、一定の評価がなされることが望ましい。 

○計画に対する評価は、事業を改善するために行うものであり、評価を担当部課で共有す

ることが重要である。従って、担当者会議などで積極的に検討・評価・フィードバックを

行うことが望ましい。 

○前期の計画の評価・フィードバックは次期計画策定の直前に行っても効果が低い。なる

べく早めに着手し、評価・フィードバックに十分な時間的余裕を確保したい。 

 

 

 

 

 



Ⅴ 研究のまとめ 

CONTENTOR2
ノート



１ 研究の内容 

 本研究では、まず、県内１８市町村全ての社会教育計画の策定状況を調査し、一覧表

にまとめた。その結果、平成１９年度末では中長期教育計画策定済みの市町村が３、生

涯学習・社会教育推進計画策定済みが３、単年度事業計画については、会議資料として

作成したものも含めると、全市町村が策定済みであった。（平成２０年度末の策定状況

については、別表１（P6）参照） 

 次に、中長期教育計画と単年度事業計画の両方を策定している（または、策定途中だ

が平成２０年度初めに策定予定の）市町村を抽出し、中長期教育計画と単年度事業計画

それぞれの分析を行い、その連関について分析した。 

 そして、市町村が社会教育計画を策定する際のポイントをまとめた。 

 

２ 研究の結果明らかになったこと (今後の課題) 

 社会教育計画を策定するには、まず、課題の把握や評価指標の選定などが必要となる。

それらを効果的にまとめるためには、社会教育調査のデータを活用することが多いが、

この調査データを効果的に活かせていない現状がある。このため、社会教育調査の企画

段階から、明らかにする課題や、計画に反映すべきデータをあらかじめ想定し、調査内

容を決定する必要が求められる。 

 また、記述内容に関しては抽象的・理念的なものが多く、上位計画と下位計画との連

関が浅いものとなっている。それぞれの計画が互いにどのように連関するのかを意識し、

できるだけ具体的に記述することが望ましい。また、時間軸に沿った展開案を明示する

必要もある。 

 中長期教育計画の指標に関しては、数値化できるもののみが明示されている。数値で

きにくいものは、内容に質的な違いをもたせるなど、工夫をこらして記述する必要があ

る。さらに、評価指標に関しては、中長期計画において記載されているが、いずれも数

値化できるもののみが明示されている。 

単年度事業計画には指標が記載されていないことも多く、中長期教育計画との連関が

不明瞭である。単年度事業計画にも指標を明示し、中長期教育計画との連関を把握でき

るようにする必要がある。 

 

３ 研究結果の活用 

 この報告書は、新たな計画の策定や見直しを行う市町村が、今後の作業の過程におい

て、その構成や記述内容をとりまとめる際の参考資料となるように作成したものである。 

 他の市町村の策定内容等も参考にされ、市町村ごとの特色を生かした教育計画の策定

に取組んでいただければと願っている。 
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