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はじめに

　社会教育においては、「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

（平成２年６月29日法律第71号）」により、わが国の生涯学習への取り組みが全国的に

はじまりました。

　本市では、自発的に活動されている団体に「生涯教育」を理念としている団体があり、

以前から生涯学習活動は行われておりましたが、生涯学習への取り組みは、「会津若松市

生涯学習基本構想」が、平成６年２月に策定されたことを契機とします。この構想におい

て、生涯学習推進の中核的施設の整備を掲げ、同年３月において、中央公民館機能と図書

館機能を中心とした生涯学習拠点施設の整備が提案されました。構想に基づき、基本設計

まで進みながら、平成 10年 11月に、行政改革の指針「明日の会津若松のために」を公表

し、厳しい財政状況を踏まえ、整備を一時凍結した時期もありましたが、以後、平成 16

年度の旧北会津村、平成 17年度の旧河東町との合併を経て、平成 20年に「（仮称）会津

若松市生涯学習総合センター」が着工し、平成 23年３月11日に発生した東日本大震災の

未曾有の混乱のなか、いち早く市民サービスの提供を目指し、４月 17日に「会津若松市

生涯学習総合センター（愛称：會津稽古堂）」の開館に至りました。

　長年にわたり、市民から切望されてきた生涯学習の拠点が整備されたことで、本市の生

涯学習の推進のための施設整備は、節目を迎えることとなりましたが、構想策定から、す

でに 20年を迎えようとしており、この間に、本市を取り巻く状況のみならず、日本の国

内外を取り巻く社会的状況は大きく変化を遂げており、少子高齢化による人口の減少、長

引く景気後退による社会経済構造の変化、さらには、東日本大震災による地域社会の再認

識など、生涯学習をはじめ、社会教育に求められる施策も大きく方向が見直されつつあり

ます。

　そのような状況を踏まえ、中・長期的な視点に立った、これからの本市の目指すべき生

涯学習・社会教育のあり方を見極めることとします。

　生涯学習は、個人が主体性を持って学習に取り組むという広い概念を持ち、文化活動や

体育活動はもとより、環境・生活・健康・福祉など、関連する分野は広範となります。こ

れら、生涯学習という点では、関係性を持ちながら包含されるものですが、実質的には、

それぞれの分野ごとに取り組みが進められており、実際の事業の推進においては、それぞ

れが連携をしながら、取り組んでいます。生涯学習の推進は、これまでも、社会教育政策

がその主体をなしており、教育基本法や社会教育法の改正を経て、第二次教育振興基本計

画でも社会教育の取り組みを中心として、生涯学習の取り組むべき視点が加えられている

ことを踏まえ、ここでは、生涯学習という広がりを意識しながらも、施策の中心となる社

会教育のあり方を中心に、「会津若松市生涯学習推進ビジョン」を策定しました。
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１　生涯学習を取り巻く状況の変化

　生涯学習の概念や生涯学習に対する市民ニーズは、社会情勢に応じて大きく変化してお

り、生涯学習を推進する上でも、学校、家庭、及び地域住民等の相互連携、協力など学校

教育のみならず生涯学習、社会教育関係規定の見直しがされたところです。

　これら、わが国の教育の基本とも言える教育基本法が改正されたことで、教育行政を総

体的に捉え、生涯学習が教育の理念に位置づけられました。生涯学習を重視する方針の変

化は、ともすれば、生きがいや学ぶことの喜びといった個人的志向に流れていた生涯学習

が、社会の課題に対する課題解決の手法として、重要な社会基盤であるコミュニティを維

持形成するための役割を担うことを認識し、教育力の向上や地域社会の再生の有効な手段

として、その振興が求められています。

　(１)　国の動き（教育基本法・社会教育法の改正と第２次教育基本計画）

教育基本法

　平成２年の「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」いわゆる

生涯学習振興法以降、全国的に社会教育は生涯学習政策の基盤的な役割を担ってきました

が、平成18年には、約 60年ぶりに教育基本法が改正された中において、これまで表記が

されていなかった「生涯学習社会の実現」が新たに加えられたことにより明示され、その

教育政策としての重要性が示されています。

　また、家庭教育、幼児期の教育、学校・家庭・地域の連携協力が第１０条～１３条に表

記され、学校、家庭、地域住民その他の関係者が、教育におけるそれぞれの役割と責任を

自覚し、相互に連携協力に努めるべきことを求めています。

社会教育法

　教育基本法の改正を受けて、平成20年 6月 11日に社会教育法が改正されましたが、そ

の改正のポイントは、社会教育法第 3条「国及び地方公共団体の任務」に社会教育が生涯

学習の振興に寄与するよう地方公共団体の努力義務として、次のような第 2項が追加され

たことです。
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第 3条　国民一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわ

たって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことの

できる社会の実現が図られなければならない。

第 13条　学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚すると

ともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。



　さらに、教育基本法第 13条を受けた社会教育法第 3条「国及び地方公共団体の任務」

の第3項の改正では、社会教育行政は学校、家庭、地域住民等の連携、協力の促進に努め

ることが明記されました。

第２次教育振興基本計画　

　平成 18年に改正された教育基本法には、その理念の実現と教育振興に関する施策の総

合的・計画的な推進を図るため、国が教育振興基本計画を策定することを定めており、平

成20年度に策定された第１次計画に引き続き、平成 25年度から第２次計画に取り組んで

います。そこには、「新たな社会モデル～知識を基盤とした自立，協働，創造モデルとし

ての生涯学習社会の実現～」を理念の基本としており、その四つの基本的方向性の一つに、

「絆づくりと活力あるコミュニティの形成～社会が人を育み，人が社会をつくる好循環

～」が掲げられています。さらに、「人のつながりや支え合いの重要性」「自立したコ

ミュニティによる地域の課題解決の重要性」「社会が人を育み，人が社会をつくる好循環

システム」「多様なコミュニティへの配慮」を目指しています。

           第六期中央教育審議会生涯学習分科会における論点整理より
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２　国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たっては、国民の学習の需要を踏まえ、これに適切

に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与する

こととなるよう努めるものとする。

３　国及び地方公共団体は、第１項の任務を行うに当たっては、社会教育が学校教育及び家庭教育との

密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資する

こととなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び

協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。



(２)　県の動き（東日本大震災による社会の変化と福島県生涯学習基本計画の見直し）

　福島県では、平成 17年に、「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」により、都道府県に策定が求められている「地域生涯学習振興基本構想」にあた

る「まなビジョンふくしま 2020」を策定し、ライフステージを見通し、生涯を通じた学

びの側面を踏まえた将来方向を提示しています。さらに、平成 20年 10月には、「第 20

回全国生涯学習フェスティバル」が本県で開催され、生涯学習への関心や期待が、一層、

高まって来ました。また、先の教育基本法や社会教育法の改正などにより、学んだ成果を

地域に生かす仕組みの構築や地域づくりにつながる生涯学習の重要性を踏まえ、平成 22

年 3月に「福島県生涯学習基本計画　夢まなびと創造プラン」が策定されています。

　しかしながら、平成 23年 3月 11日の東日本大震災の発生と、これにともなう福島第一

原子力発電所事故による複合的な災害が、県全体の社会および生活に、極めて深刻な影響

を与えています。地域社会が大きく揺らぐ中で、福島県は総合計画を見直すとともに、学

びの力による地域振興を目指し、平成 25年3月に、先の「夢まなびと創造プラン」の見

直しを行いました。

　そこに掲げられた理念は、「ともに生き、ともに学び、ともに支えあう＝共生・協学」

とし、経済や競争優先の社会に対する反省から、真にこころの豊かさを求める社会、とも

に生きることのできる社会へと価値観を転換させ、あらゆる主体がともに学び、支えあう

という「協学」の考えの下に、暮らしや文化、現代的課題などを学ぶ環境づくりへの取り

組みを踏まえ、「共生・協学」の理念を継承・発展させるという方向性を示しました。

(３)　会津若松市を取り巻く社会的状況の変化

　①　旧北会津村・旧河東町との合併

　平成16・17年に行われた両町村との合併により、会津若松市の面積は 383.03平方キロ

メートルに拡大し、人口も平成 18年度には 130,349人に増加しています。合併特例債を

活用し、本市の生涯学習を推進する中核施設として、図書館・中央公民館・多目的ホール

とギャラリーの複合施設「会津若松市生涯学習総合センター（會津稽古堂）」が平成 23

年度に開館し、平成 25年度には年間約 60万人の入館者を記録するなど、大きく市民サー

ビスが拡充されました。また、各地区別に 8館の地区公民館と1分館が存在しており、社

会教育推進の拠点として利用されています。

　さらには、城南・鶴城・謹教地区コミュニティーセンターなどが整備され、地域住民の

自主的な運営による活用が進められるとともに、北会津中学校や温水プールや多目的ホー

ルを持つ河東学園小学校の整備により、合併した地域の中心的な教育施設の整備が進んで

います。
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　②　少子化と超高齢化社会

　合併により、平成 17年度には13万人を超えた人口は、急速な少子化と高齢化により減

少が進んでいます。平成 25年度には 123,605人にまで減少し、人口に占める高齢化率は

26.9％にまで達しています。一方で、世帯数は 48,601世帯と増加し、核家族化が進行し

ています。地域では、住民同士のコミュニティの衰退が懸念されており、高齢者だけの世

帯や独居世帯など、地域のあり方が問われています。

　一方で、団塊の世代と言われ、戦後の日本の高度経済成長を支えた世代の皆さんが、退

職し、その後の生き方において、長年にわたり体得された多くの知識やスキルを活用し、

自身の生きがいを求めて積極的に社会参加を志す、アクティブシニアと言う世代が生まれ

ています。

　③　人口減少と効率的な行政運営

　本市の人口の減少傾向は、今後とも進展するものと推測され、推計値としては、10年

後の平成 37年には 101,977人にまで減少するものと見込まれます。これは、急速な高齢

化や少子化により、現役世代の負担が増大していくことであり、こうした傾向を踏まえ

て、各施設の利用状況や維持管理コストを常に把握しながら、効果的な配置を検討してい

く必要があります。一方で、市の行政区域やサービスは拡大しており、「会津若松市公共

施設白書」に見られるように、行政が住民サービスのために整備した様々なインフラの老

朽化や東日本大震災を踏まえた施設の耐震化と災害対策機能への対応など、施設の長寿命

化をはじめ、将来の維持管理コストが課題となっています。

　④　市民協働によるまちづくり

　地域の様々な課題が顕在化するなかで、地域住民一人ひとりのニーズも多様化してきて

います。こうした拡大する公共に対して、今後とも公共サービスを維持していくには、行

政だけでなく、公共を社会全体で支えていくことが必要です。地域の様々な課題を、まち

づくりの主役である市民や民間団体そして行政が互いに知恵を出し合い、共に汗をかきな

がら、課題解決に向けて全員参加で取り組むことが重要です。市民一人ひとりが、自身が

住む地域について、悩み・考え・話し合い、そして、自らが地域づくりに積極的に取り組

んでいく、仕組みづくりが求められています。
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コラム１　未来に向かって（「会津若松市市民協働推進指針」より）

　（前略）　少子高齢社会の進展、産業構造や地域社会の変化などに伴い、私たちを取り巻く環

境や地域の人々の価値観は、今、大きく変化しています。

　本市においても、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると 2030 年には老齢人口 (65 
歳以上 )割合が 34.4%に達するなど、高齢者の増加が見込まれており、それに伴う福祉や介
護の充実が大きな課題となっております。さらには、情報化社会における情報格差の問題や公

共施設の利活用への対応、地域コミュニティの衰退、防災安全、環境保全など、今後さらに深

刻化が予想される諸課題を挙げれば枚挙にいとまがありません。

　もはや地域の様々な主体の力を合わせなければ、これらの課題に対応することは困難な時代

に突入しているのです。

　本市には非営利で社会貢献活動を実践する組織が数多く存在します。

　また、仕事などで身につけた様々な専門知識やノウハウを持った人財も大勢います。

そのような力を地域に活かしていくことは、それぞれの個性を輝かせるとともに、地域にとって大

きな強みとなります。

　複雑・多様化している現代社会において、様々な地域課題に迅速かつ的確に対応し、本市が

持続可能な未来を創っていくためには、これらの様々な主体と行政が、互いを信頼・尊重しなが

ら取り組む「協働」が一つの有効な手段であり、その推進と実践は将来に向けた試金石になるも

のです。

　本市における市民協働の取り組みについては、これまでも様々な分野で取り組まれています

が、本指針の策定により、本市としての市民協働の取り組みの方向性が定まり、今まさにそのス

タートラインに立ちました。

　協働を理解すれば、あとは実践あるのみです。より良い「会津若松市」を次の世代へ引き継ぐ

ためにも、さぁ皆で力を合わせ、協働の第一歩を踏み出しましょう。

　市民協働の形が今後、地域に芽生え、どんどん広がっていくことで、「住んでみたい」「住んで

よかった」「いつまでも住み続けたい」と心から思えるような、安心して暮らしていくことができる、

魅力ある「会津若松市」を皆で創っていきましょう。



２　会津若松市における生涯学習推進の課題

(１)　市民意識の現状

　街頭アンケートによる市民意識の現状として、「公民館の役割や活動内容の認知度」は

45％と低く、なかでも 30歳代以下の認知度は、20％に達していません。公民館を月一回

以上利用している市民は 20数％に過ぎず、「公共施設に関する市民アンケート結果報告

書」と同様の傾向を示しています。一方で、良く使う施設として「図書館」は 61.4％と

高い利用状況を示しています。

　公民館の実際の利用は、60歳以上の高齢者を中心に、「自分たちが運営するサーク

ル・クラブ活動」「公民館以外の団体が主催する講座・教室・催し等への参加」が 53％

を占め、高齢者を中心とした「サークル・クラブ活動」や「講座・教室」という全国的な

傾向とも一致し、利用者の固定化、施設の貸館化という実態があります。

　また、公民館への要望として、「気軽に立寄りやすい雰囲気」「様々な学習情報を提

供」「誰もが参加しやすい講座や教室」というニーズが半数近くを数え、公民館の事業が

市民のニーズに十分に応えているとはいえません。さらに、「学習情報の相談・提供」に

ついては、「相談しようと思わなかった」が 65％を占め、公民館活動の認知度の低率と

も一致しています。

　また、他のアンケートに見られる市民のボランティアやＮＰＯ活動への意識には、「社

会教育の増進を図る活動」には関心は低いものの、「まちづくりの推進」や「災害救助支

援」さらには「子どもの健全育成」に高い興味を示しています。公民館の利用目的には、

「自治会 PTA等、集会地域活動等」も多いことから、公民館が拠点となり、地域が抱える

課題に寄り添い、地域が求めるニーズを生涯学習として提供し、行政・市民・民間団体が

協働して、共に考え・悩み・学びあうことで、地域のコミュニティ活動など地域の絆づく

りに発展していくものと期待されます。

資料１　平成22年「生涯学習施設に関する調査研究」

　生涯学習への意識調査として、全国的な調査が平成 22 年度に実施されており、大都

市、中小規模都市群、農山漁村群の住民という対象で分析されています。その分析によれ

ば、会津若松市の規模の場合、「公民館を知っている」との回答が 41.8％となっている

一方で、「施設の存在は知っているが、役割・活動内容は知らない」との回答が 47.2％

あり、また、「公民館を1年以上使用したことがない」との回答が 62.6％を占めており、

自治体の人口規模が小さいほど、公民館を利用している割合が高くなる傾向がありまし

た。また、学習内容別では「体験活動・フィールド学習」「現代社会の課題・公共的な課

題」「趣味・教養」が多く、図書館は「体験活動・フィールド学習」が少なく、代わって

「ビジネス・職業スキル」など、自己のスキルアップにつながる講座の回答が多い傾向が

見られます。さらに、公民館施設への要望としては、「気軽に立ち寄れる雰囲気を作って

欲しい」「様々な学習情報を提供して欲しい」「学習活動の種類を増やして欲しい」など
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が多く、図書館は「蔵書を増やして欲しい」「家の近い場所にあると良い」「閉館時間を

遅くして欲しい」などの意見が出されました。

資料２　平成26年度街頭アンケートによる意識調査

　平成 22年の国の調査を参考に、本市の意識調査を実施しましたが、国の調査と比較す

ると、公民館の利用状況及び認知度は、ほぼ同じ傾向を示しており、本市の市民の意識は

全国と同様の傾向と言えます。特に、「良く使う社会教育施設」として図書館が 61.４％

と極めて高い利用状況を示し、公民館は 26.7％という状況です。また、「公民館の利用

目的」として「公民館が主催する講座・教室・催し物等への参加」は、回答の 11％に過

ぎず、「気軽に立寄りやすい雰囲気」「様々な学習情報を提供」「誰もが参加しやすい講

座や教室」というニーズが半数近くを数え、さらには、公民館の学習相談機能について

は、「相談しようと思わなかった」が約 70％、そのうち「相談できるとは思わなかっ

た」が 65％の回答で、「気軽に立ち寄れる」「様々な学習情報を提供して欲しい」とい

うニーズとも相関しています。
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資料３　平成25年度地域福祉計画に係るアンケート調査報告書

　地域福祉を目的としたアンケートですが、以下の点が注目されます。

　参加したボランティア活動やＮＰＯ活動について、「社会教育の増進を図る活動」は

5.7％と関心は低く、一方で、福祉以外の活動では、「まちづくりの推進を図る活動」が

19.7％、「災害救援活動」が19.1％、「子どもの健全育成を図る活動」が18.0％と高い

関心を示しています。また、参加したいボランティア活動やＮＰＯ活動は、24.2％が、

「参加したいとは思わない」という無関心層が多い一方、福祉分野以外では、「まちづく

りの推進を図る活動」が12.8％と高い関心を示しています。　
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12.その他

11.講座や教室など、より多くの情報を提供できるようにしてほしい

10.誰もが参加できるように、講座や教室の実施日や時間を工夫してほしい

9.より施設の部屋を確保しやすくしてほしい

8.活動している人同士のネットワークを作る機会を設けてほしい

7.活動に係る経済的負担を軽減してほしい

6.学習の成果を発表する機会や場が少ない

5.学習をサポートする人員を増やしてほしい

4.気軽に立ち寄れる明るい雰囲気にしてほしい

3.閉館時間を遅くしてほしい
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資料４　平成25年度「公共施設に関する市民アンケート結果報告書」

　公共施設の利用状況や、今後の利活用に関する意見を把握することを目的に実施されて

おり、以下の点が注目されます。

　回答者の半数以上が60歳以上であり、「市内に10年以上居住されている方」が 81％を

占めています。施設の利用状況として、年数回程度以上の利用者数では、「公民館（生涯

学習総合センターにある会津図書館を含む）」が 50％を超えて最も多く、一方で「文化

施設以外では、まったく利用しない」が半数を超えています。施設の数・規模・配置につ

いては、「公民館は適切」が多く、又、過半数以上を占めています。一方でサービスとし

ては、「公民館が適切なサービスを提供している」と回答は35％と低く、市民の満足が

得られていません。また、公民館の利用目的としては、「講座・趣味・スポーツ等」が過

半数を占めており、次いで、「自治会 PTA等、集会地域活動等」が多くなっています。こ

れらのアンケートから、60歳以上の市民が、公民館を最も多く利用しており、その規模

や配置は満足しているが、趣味や講座及び町内活動で利用しながら、一方で、公民館サー

ビスに満足しているのは 35％に過ぎず、利用状況と比較して、ソフト面での不満が高い

現状があると言えます。
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コラム２　生涯学習と公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「学習」というと、何か特別な取り組みに思われがちかも知れません。私たちは、生きる上

で、大なり小なり工夫をしながら生活を行っており、そうした工夫そのものが生涯学習と言え

ます。日々の生活の中で何か手がかりや情報が欲しい時、何かはっきりしない、誰かに聞き

たいけれど回りに適当な人が見当たらないといった場合、生涯学習はここに応える必要があ

ります。　　　　　　　　　　　　　　

　生涯学習は、実際には学校や公民館のみならず、家庭や社会の様々なところで行われて

いますが、公民館は様々な分野と連携しながら、情報やつながりの入り口になることができま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



(２)　生涯学習推進の課題

①　会津若松市のまちづくりと生涯学習

〔現状〕

　本市の最上位計画に位置づけられる長期総合計画は、個別計画や政策に一定の方向性を

与えるもので、「市民が自発的、主体的にまちづくりに参画するという自治の原点」を基

本としており、市民と行政がパートナーとして連携して取り組む、「協働のまちづくり」

を基本理念としています。

　そのためには、社会教育を中心に、学校・家庭と連携した生涯学習を推進して、市民が

行政への理解を深めたり、まちづくりに主体的に取り組む人材の育成を図ったりすること

が、将来のまちづくりを実現させるための大きな力となります。

　また、長期総合計画に基づき、個別に策定される環境・健康・福祉などをはじめとする

市民生活と密接にかかわる諸計画は、それぞれの役割や方針を明確化するとともに、生涯

学習とも相互に連携・協力を進めることで、本市が目指すまちづくりの推進力となりま

す。

〔課題〕

　市民が生涯学習に対する理解を深め、社会教育（生涯学習）の活動を通して、地域の

人々が出会い・学びあい、共に創る拠点となる公民館を中心に、学習活動を通して、信頼

感に満ちた互恵的な人間関係の形成を促し、豊かで潤いのある地域社会を創造する原動力

となることで、行政サービス主体の公共サービスから、地域社会全体で支え会うまちづく

りに発展していく可能性を持っています。

　公民館の事業の推進においては、地域の方々によるワークショップ  ※１  （語句説明：Ｐ  

42      以降参照）  や意見交換に取り組みながら、新たな事業企画や受講生同士の話し合いに

より学習メニューを組み立てるなどの工夫を加えることで、公民館が我が町の施設として

認知され、時事問題や社会道徳などへも分野を広げるなど、地域づくりに発展する市民と

の協働による事業展開が求められています。

　

②　事業運営への住民参加

〔現状〕

　生涯学習を推進するため、公民館をはじめとする社会教育などの事業を進めるにあた

り、これまでも、公民館運営審議会  ※２  や地区公民館での事業  懇談会  ※３  の開催や受講者
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へのアンケート調査などにより、住民ニーズの把握や地域の要請に応えながら、マンネリ

化することのないよう努めてきました。

　しかしながら、事業を取り巻く現状として、社会情勢の急激な変化や高度情報化、さら

には価値観が多様化している中にあって、行政が微に入り細にわたり対応することには限

界がきていると考えられます。そのため、従来のように受講生として公民館が進める事業

に「参加」するという体制から、住民自らが事業の企画、立案から運営まで「参画」する

といった体制を、積極的に取り入れる必要があります。

〔課題〕

　こうした取り組みは、事業参加者が当事者意識を持ち、自らの満足度やモチベーショ

ンの向上によって持続性の高い事業となるばかりでなく、地域に密着した特色のある事業

展開も期待されることから、今後の公民館事業の新たな運営方法等を模索しながら、この

仕組みづくりの構築が求められることとなります。

③　地域づくりにつなげる社会教育の推進

〔現状〕

　これまで、社会教育施設として、地域の人々を対象に提供してきた公民館事業は、趣味

や教養を重視しながら個人の学習ニーズを充足することに重きを置く傾向にありました。

今後は、こうしたこれまでの活動の成果を生かしながら、自身のスキルアップの目的ばか

りでなく、地域のために貢献するような学習意欲の向上や、地域が抱える様々な課題につ

いて議論し解決に向け活動する「社会貢献」や、「地域還元」につなげられるような事業

の開催も求められています。地域住民の社会参加への意識を高め地域主導とすることで、

住民のニーズがより鮮明となり、歴史、文化、風習など、地域ごとの特色を活かした事業

展開などにより、ひいては地域づくりにつなげられるものと考えます。

〔課題〕

　公民館がこうした学習活動の拠点となり、地域主導の活動を支援できるような体制づく

りに努めるとともに、各公民館が連携を図り同一テーマの事業を推進するなど、歩調を合

わせた取り組みや、地域性を重視した事業を計画的に推進していく必要があります。
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④　学校・家庭との連携と支援

〔現状〕

　核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などが進み、社会が複雑化・多様化する中

で、子どもを取り巻く環境が大きく変化しています。これまで、本市においては、学校や

家庭、地域が一体となり、それぞれの立場から青少年健全育成のための行動を起こしてい

く「共通の指針」として、「青少年の心を育てる市民行動プラン　“あいづっこ宣言”  ※  

４」を策定し、子どもたちの健全育成に取り組んできました。また、社会教育においては、

家庭教育の支援を目的に学校やＰＴＡを対象とした教育講座や、学校以外での青少年教育

を目的に、体験活動などの事業を推進して来ました。さらに、市内の各地区公民館を中心

に、「放課後子ども教室」  ※５  が実施され、放課後や週末などにおいて、こどもたちは遊

びやスポーツそして文化活動などを体験しています。その運営にあたっては、地域の方

が、企画、立案および実施に参画いただくことにより、地域住民と子どもたちとの間に世

代を超えた交流が生まれ、地域で子どもたちを守り、育てる活動として定着しています。

　学校教育においても、総合的な学習の時間における郷土学習や学校行事などで、地域の

皆さんの協力を頂きながら、子どもたちと地域のつながりを育んできました。また、様々

な機会に、学習やスポーツ、文化活動などでの地域住民との交流を通じ、子どもたちが地

域のなかで、心豊かで健やかに育まれる地域密着型の環境づくりを支援しています。

〔課題〕

　一方で、東日本大震災の教訓から、普段からの危機管理の際の対応においては、学校と

地域の連携・協力体制が再認識されました。未来を担う子どもたちを健やかに育むため

に、学校と地域がともに連携・協力することで、活力あるコミュニティを形成し、地域社

会で様々な教育支援活動を実施できる協働体制の構築を、目指す必要があります。

　学校と家庭および地域がそれぞれの役割を担いつつ、課題も共通認識したうえで、相互

の連携や支援が図れるような環境の整備・充実が求められています。

⑤　多様な世代の参加

〔現状〕

　高齢化社会が急速に進む中にあって、高齢者向けの講座は、定数を上回る申し込みがあ

るなど、旺盛な学習意欲を保持しており、健康維持のための軽スポーツを含め、高齢者の

生きがいづくりに結びつく、多様なニーズに対応した学習の機会を提供するとともに、各

地区の老人クラブ等の団体活動や自主的学習サークルに対しても、積極的に支援をしてき

たところです。
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　しかしながら、公民館事業の中核を占める成人教育の参加者は、ほとんどが 60歳以上

の方々であり、50歳以下の成人の参加は非常に少ないのが現状にあります。

　生涯の各時期に応じた学習として、少年教室・家庭教育学級・成人教育・高齢者教育等

を設定するとともに、特色ある学習講座としては、教養講座として、郷土史講座・食育料

理教室等、趣味講座として、生きがいや健康づくり教室等を行っていますが、公民館を利

用していない年代層には、魅力ある学習拠点や活動拠点とはなっていないことが現状で

す。

〔課題〕　

　団塊の世代が退職期を過ぎ、地域社会での活躍が期待されていることから、これまで積

み重ねてきた多くの知識、技能、豊かな職場経験を還元できる場を設定し、また個人共通

の興味関心に応じた「まなびの場」を推進する必要があります。

　また、豊富な人生経験から学び取った「知恵袋」を飽食の時代に生まれ育った子どもた

ちの「  生きる力」  ※６  となるような交流の場も求められています。特に、職場や家庭、地

域において重要な位置にある成人は、最も充実した年代であり、地域社会から期待される

年代でもあります。

　しかしながら、人口の流出による成人層の減少や職業上の就労時間の不均衡などから、

定期的かつ継続的な学習活動は難しく、地域社会における連帯意識、参加意識は充分とは

言えない状況にあります。活気ある経済活動を営む上でも、心の豊かさと潤いをもたらす

ための学習活動や地域活動は必要であることから、積極的な学習活動や地域参加活動に参

画し、職業課題や地域課題を解決するよう意識の高揚を図るための学習機会と成人層が持

つ多様な知識・技能・資格や学習成果を、地域づくりや仲間づくりに活かせる場の提供が

求められています。

　また、若者を含む成人層の参加を促すため、新たな視点から地域課題の解決なども含め

た多様な学習機会の提供、意識の啓発や情報提供する方法も課題となっています。
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　地区公民館では、地域の課題につ

いて地域の住民とともに考えていく

取り組みが始まっています。（東公

民館で）



⑥　多様な学習意欲に対応した事業の充実

〔現状〕

　個人や地域社会が抱える課題が多様化・複雑化するなかで、公民館等の社会教育施設が

主催している講座は、趣味や教養等の講座を中心とする「自前主義」  ※７  から脱皮が出来

ていない状況にあります。一方で、生涯学習の推進のためには、社会貢献に取り組む社会

教育関係団体や民間の教育事業者、さらにはＮＰＯ  団体  ※８  や民間企業との協働により

担っていくという関係へ変化して来ています。

　また、公民館事業の実施においては、公共事業として従来行われていた行政負担を前提

とした事業展開が中心となっていますが、それだけでは、市民の多様な学習意欲に応え、

旺盛な学習意欲を満足させることは難しい状況にあります。

〔課題〕

　公民館の事業は、公費負担の講座だけでなく、地域の方々の多様な学習意欲に応えるた

め、必要に応じた適正な費用負担を求めることで、多様な学習意欲に応えることも必要で

す。高齢化、地域福祉、男女協働参画、環境保全、消費者問題、地域防災などの行政に関

する講座は、現代社会の課題など、民間団体では提供されにくい分野であることから、そ

れぞれの関係する機関や組織との連携を深めながら、課題解決に向けて地域の皆さんとと

もに、取り組んでいくことも重要です。

⑦　大学や民間営利企業・ＮＰＯ団体等との連携・協働

〔現状〕

　社会が複雑化・高度化する中において、多様化する地域住民の要望や学習ニーズは多様

化していますが、公民館においては、職員等が中心となって、出来る限り要望を反映させ

ながら、事業を実施してきました。

　しかしながら、近年、新たな社会的課題や地域課題が増大し、その課題解決の必要性か

ら、多様化や高度化しており、広範多岐な内容が求められており、公民館を中心とした行

政主体の事業展開だけでは、対応しきれない状況が生まれてきています。

〔課題〕

　これからの時代の変化に対応するためには、従来の手法に加えて、様々な民間団体等と

の連携・協働を進める必要があります。地域の実態に応じて、様々な団体が保有する学習

資源を収集・活用した協働で公共を担う形へと、変化して来ています。
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　例えば、地元大学の地域貢献やボランティア、そして民間営利企業の社会貢献活動（Ｃ

ＳＲ）  ※９  やＮＰＯ団体等の公益活動を積極的に活用することで事業の創設も期待できま

す。また、大学などの高等教育機関や研究機関は、その成果を社会に還元し存在価値を広

めることが求められており、ＮＰＯ団体などは、これまで行政からアプローチできない分

野にまで対応できる活動も広まっています。

　さらには、民間営利企業も自らの社会的な役割を強く意識するようになり、ソーシャル

ビジネス  ※  10      への積極的な関与も、その企業的価値を高めています。

　行政、地元大学、民間営利企業およびＮＰＯ団体等が、それぞれの特性と役割分担を明

確にしたうえで、ネットワーク化を構築することによって、スムーズな連携・協働による

事業展開が可能となります。

⑧　社会教育施設との相互連携・協働

〔現状〕

　公民館は、学級・講座を実施することで地域住民の学習ニーズに応えてきたほか、地域

住民間の絆を築くとともに、地域のコミュニティの醸成にも寄与し、社会教育の中核を

担ってきました。

　図書館は、地域住民の身近にあって住民の多様な学習ニーズに対応した図書や資料を収

集・整理・提供・保存し、またインターネットや商用データベース  ※  11      の利用など、利

用度の高い社会教育施設として、大きな役割を果たしています。また、各地区公民館図書

室とも連携して、市民が利用しやすい環境整備にも努めてきました。

　本市においては、平成２３年４月に中央公民館機能と図書館機能を併せ持つ複合施設と

して生涯学習総合センター「會津稽古堂」が開館しました。中央公民館と会津図書館がこ

れまで各々に行っていた主催事業について、目的や目標を明確にして集約化と再構築化を

図り、「稽古堂市民講座」として一体的に事業を展開しています。

〔課題〕

　これからの公民館は、多様な学習活動の展開を通じて、地域住民の自立に向けた意識を

高めていくことが必要であり、地域住民一人ひとりが当事者意識をもって能動的に行動す

るために必要な知識・技術を習得できる場を提供するとともに、地域住民が得た学習活動

の成果を地域づくり実践に結びつけるよう努めていくことが求められています。

　そのためには、従来の「自前主義」事業展開だけでなく、レベルの高いネットワークの

構築をすることが重要であり、市長部局・大学等・民間団体等の連携・協働の推進を図っ

ていく必要があるほか、同じ社会教育施設である図書館や博物館との連携・協働を推進し
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ていくことも必要です。

⑨　学習情報の提供と学習相談

〔現状〕

　学習情報は、公民館・図書館・博物館などの社会教育施設や大学などの教育施設、教育

委員会事務局などの教育行政のみならず、営利・非営利を問わず社会生活の全般にわたり、

市町村・県・国の各行政レベルはもとより、企業や財団・ＮＰＯなどの各種の法人、さら

には任意の民間団体などが実施しており、実施主体が個別にあらゆる媒体・手段で広報を

行っています。

　行政の情報提供は、「市政だより」「チラシ」などの紙媒体をはじめ、ＩＣＴを活用し

た「ホームページ」をはじめとするＩＴメディアなどによって、充実を図って来ました。

　また、学習相談は、学習情報の提供と併せて学びの機会を充実するための支援業務で

す。生涯学習出前講座や生涯学習講師派遣登録制度など講座への支援や、公民館などを中

心に活動する社会教育団体の活動の紹介などを行っています。

〔課題〕

　アンケートにおいては、「気軽に立ち寄れる雰囲気」「様々な学習情報を提供して欲し

い」など、情報提供機能と学習相談の充実が求められています。市民に分かりやすく、気

軽に「知りたいこと」や「学びたいこと」について相談し、情報を提供できることが求め

られています。

　また、求める学習情報が多様化・高度化している中で、生涯学習は、個人が行うあらゆ

る学習活動であり、自らが情報収集し必要な情報を選択できる能力を高めるとともに、Ｉ

ＣＴを活用することで、地理的・時間的な制約を乗り越えた多様性のある学習に発展する

ことも可能となります。

　さらに、社会教育として地域社会の中で顕在化している課題などについては、出来る限

り情報を収集するとともに、地域において学習者の求める学習情報を提供することも必要

です。そのためには、様々な行政機関で発信する情報を収集するとともに、関係機関が連

携・協働して事業に取り組むことにより、効果的な事業が展開できるネットワーク型の行

政の推進を図ることができます。また、キャリアや知識を持つ人材の発掘や、自らが学ん

だ学習の成果を活かす人材の養成など、地域の学習ニーズに対応できる学習相談能力の蓄

積が必要です。
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⑩　指導者と支援者の育成・発掘と活用

〔現状〕

　今までの生涯学習の推進は、学習機会の充実や拡充に重点が置かれ、その成果を活用し

た指導者の育成については、十分であったとは言えません。また、生涯学習活動が円滑に

推進されるためには、様々な知識・技能や経験を有し実際に指導できる力量をもった指導

者（インストラクター）とともに、生涯学習を支援・マネジメントできる力をもった支援

者（コーディネーター）の存在が重要になりますが、今まで指導者育成のための事業はほ

とんど実施されてきませんでした。そのため、市民の生涯学習活動により様々な分野で指

導可能な人材は増加してきていますが、マネジメントできる指導者は多くありません。

　本市では生涯学習指導者登録制度が制定されて、人材の発掘・登録が行われています

が、データの更新を含むデータの充実とともに学習相談の体制が十分でなかったことと、

登録後の指導者を活用するための具体策が示されていなかったことなどもあり、ほとんど

活用されなかった状況にあります。

〔課題〕

　これからの住民参加・主導の生涯学習の推進には、学習成果を生かしながら、指導者と

しての資質の向上を図る人材の育成とともに、マネジメント能力をもった人材の育成がよ

り求められてくるものと考えられます。

　人材を発掘し活用を図ることは、各自が今まで取り組んできた学習成果を生かすことだ

けにとどまらず、地域貢献にもつながる重要な取り組みであると考えられることから、指

導者の発掘とともに 登録制度や学習相談など全体の見直しが必要です。

　指導者の育成・発掘・登録そして活用を図るためには、機会や場をどう開発していくか

も大きな課題であり、具体的に生涯学習を推進していける体制への再構築が求められま

す。
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３　会津若松市における生涯学習の方向性

　これまで、教育基本法の改正や、これからの社会教育行政の広がりを踏まえながら、本

市の生涯学習推進における現状と課題を抽出してまいりました。そこに示された課題を整

理しながら、これからの本市の生涯学習について、長期的な視点に立ち、過去から将来に

向けて、生涯学習推進の方向性、さらには、その中心となる社会教育施設に求められる役

割について検証します。

(１)　推進の原点

　江戸時代初期の会津藩の藩祖保科正之のとき、寛文 4(1664)年に創立した学問所として

「稽古堂」が旧桂林寺町の北端（現在の城北小学校の南・威徳院のところ）に建てられま

した。この学問所は、武士や庶民の身分に隔てなく多くの人々が通い、講義に耳を傾け、

身分の違いの区別無く学んだ、全国でも最初の学校と言われています。その勉学の精神

は、上級武士が通った会津藩校日新館へと受け継がれ、戊辰戦争・明治維新と激動の中、

苦難の歴史を乗り越え、東京帝国大学総長山川健次郎をはじめ、多くの人材を輩出し日本

の近代化を支えました。さらに、戊辰戦争の戦火により荒廃した近代の会津において、市

内の有力者を中心に、いち早く図書館の設立運動が始まり、明治 37年 2月に文部省の認

可を受けた市立図書館としては日本第一号の会津図書館が開館しています。地域の復興に

おいて人材育成のため、誰もが気軽に学ぶことができる施設として、長年に渡り多くの市

民に支えられて来ました。

　会津は、長年にわたり地域で教育力の向上に力を注ぎ、地域社会の中で人を育んで来た

長い歴史があります。その学びの系譜を引き継ぐべく、会津若松市生涯学習総合センター

は「會津稽古堂」と名づけられ、年間約 60万人の入館者を数えています。会津が人づく

りに取り組んで来たその歴史を再認識するとともに、これからの会津若松市を安定した成

熟社会へと導くためには、生涯学習の推進により、一人ひとりの学びを支えることが、ひ

とづくりの基本であり、自発的な学びが人と人を結びつけ、社会活動を支える力になると

考えています。

　　　会津藩校日新館の図
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　　参　加！

　　　　　　　　　　　　　　　　成熟社会

　生涯学習
　（様々な推進力とともに…）

　コラム３　時代にあった生涯学習をめざして

　少子高齢化をはじめとして、社会のあり方そのものが大きく変わりつつある現代、変化をで

きるだけ穏やかなものにし、安定した成熟社会を実現していくために、市民自身が思い思い

の形で社会参加すること、できることが必要です。このための大きな力となることが、まさに、

「生涯学習」であるはずです。

　本市の高齢化は、ある統計データによれば１０年後には３０％を超えるという数字も出てお

り、高齢化がもたらすこれからの地域社会の方向性やあり方が求められています。いかに、

私たちの地域社会が、子どもたちに安心で幸福な未来を感じさせながら、豊かな営みを続

けていくことができるのかは、生涯学習に重ねあわせて、市民一人ひとりが、思い思いのやり

方で、大きなつながりを持って、これからの社会に参加していくことが求められています。

　生涯学習の取り組みは、社会教育・生涯学習のもとで、行政が主導する役割を期待されて

来ましたが、行政がリードするという形から、行政と市民そして民間団体がそれぞれに知恵を

出し合いながら、公共を地域全体で支えるといった形に変化しつつあります。

　生涯学習の推進においても、経験を積み重ね社会の関わりへの意識を高めた市民が、そ

の持てる資質や経験や知識を活かしなら、生涯学習の機会を提供する側として、貢献すると

いう姿が見られるようになって来ました。また、民間の企業活動においても、その活動が企業

の本来の収益とは無縁と思われる貢献活動も、むしろ、その企業の価値を高めるという、新

たな価値観も生まれてきています。こうした自発的・自主的による多様な動きが、「生涯学習」

の強力な推進力となるものと期待されています。　



（２）　生涯学習の理念

　生涯学習とは、人が生涯を通して行うあらゆる学習活動ですが、それは、学校教育や社

会教育などの集団で行う場合や、個人がそれぞれに取り組む文化活動、スポーツ活動、レ

クリエーション活動、ボランティア活動、さらには、自らの趣味や教養など様々な場所や

機会において行われています。平成 18年度の改正における、教育基本法の理念に、「国

民一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわ

たって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に

生かすことのできる社会の実現を図る」こととして、方向を明確に位置づけました。

　その背景には、これからの社会が知識基盤社会  ※  12      と言われ、急速な科学の高度化、

情報化の進展など、社会・経済の変化に対応するため，絶えず新しい知識や技術の習得を

迫られ、旧来の知識や考え方にとらわれない幅広い知識や柔軟な思考力が求められていま

す。さらには、自らの地域や伝統に理解を深め、自身とは異なる多様性を受け入れなが

ら、豊かな人間性を育むことが必要です。また、高齢化・人口減少が一段と進行して、多

様化する行政ニーズに対して、地域社会自らが、課題に対する解決するための自立した地

域社会  ※  13      の構築には、地域社会の基盤を形成する地域の教育力の向上が求められてい

ます。そのためには、自らが学んだ成果を地域社会へ還元することで、社会全体で持続的

な教育力の向上が図られる知の循環社会  ※  14      の構築が、その基盤になるものと、期待さ

れています。

（３）　生涯学習推進の目標

　「人を育み・人がつながり・支え合い、　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　共に輝きを放つ、学びの道しるべ」
　

　環境問題や世界経済をはじめ地球的な視野でグローバル化し、ＩＣＴ技術の進展に見ら

れるように複雑にネットワーク化し、ともすればその複雑な流れに漂流してしまう現代社

会において、生涯学習は、誰もが気軽に立ち寄り、必要な情報を提供し社会につながって

いく、学びの道しるべとなります。地域社会が抱える様々な課題の解決のためには、学習

の受け手にとどまらず、主体性を持って学び、自立的な学習活動へと発展することが必要

です。そこで、人と人が出会い・結びつき、自らの課題に気づき、互いに尊重し支え会い

ながら、生きがいを持って解決に取り組む社会となるよう、生涯学習を推進していきま

す。
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　（様々な推進力とともに…）



（４）　生涯学習推進の方向性

　①「人を育み、学びを育てる」

　社会の成熟とともに、市民の学習意欲は多様化しています。これまで、社会教育を中心

に実施されてきた講座は、地域社会に確実に浸透し、学びを通して社会教育団体が育成さ

れ、地域のコミュニティを形成してきました。しかしながら、少子高齢化による人口の減

少や地域コミュニティの衰退など、複雑化する現代社会が抱える行政課題を、従来の行政

主体の受動的な生涯学習の取り組みでは、解決することはできません。学習者が、主体的

に学びの場を形成し、自らが提供者となる学習の循環が生まれ、市民自ら活動の主体とし

て、社会貢献に取り組むことが必要です。

　②「人がつながり、支えあい学習をつなぐ」

　学校は、義務教育を中心として、その期間を通した自身の成長過程において、多くの時

間を費やしながら、学力や社会性を育むとともに、そこで形成された記憶や体験が学校と

一体のものとして共有され、教育の根幹をなす中心的な機能を有しています。一方で、学

校以外で行われて来た教育活動の拠点は公民館であり、青少年教育や家庭教育さらには成

人教育に取り組む地域の社会教育は、公民館を中心として展開されてきました。生涯学習

は、学校教育・社会教育などで組織的に行われる学習だけでなく、個人主体的に行う多様

な学習活動を含めて、一人ひとりが生涯にわたって行う、自主的自発的に行うことを基本

とした学習活動です。

　一人の人間が一生涯を終えるまでには、学校教育や社会教育による様々な教育の機会が

連携し補完することにより、成長の過程でそれぞれに関わり合いながら、生涯を通して主

体的な学習を続ける環境が必要です。とりわけ、青少年教育や家庭教育においては、地域

社会との密接な連携により、子どもたちの成長が育まれ、地域への愛着や誇り、さらに

は、自主的な地域づくりに発展していくものと期待されます。

　③「いきいきと輝きを放つ地域力の醸成」

　これまで、生涯学習は公民館などを中心に、各種講座や自主グループでの活動など、地

域に密着した事業展開に取り組んで来ました。これらの取り組みは、一方で、利用者の固

定化、施設の貸館化という課題を生んできました。生涯学習がめざす社会は、学習を通じ

て多様な人が集い、地域の課題について学びあいながら、人々や地域が共に考え、そして

主体性を持って行動することができる、自立した市民社会が醸成されることです。いわ

ば、生涯学習を通して、知りたいことを学び、つながり、その成果を自らが伝えること
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で、学習をとおした社会参加が生まれ、こうした生涯学習の流れこそが、地域の教育力で

あり地域の人材の育成につながるものと期待されます。生涯学習そのものが人づくりの推

進力となるものです。

【生涯学習推進の課題①～⑩に対応する目標・方向性と基本的な取り組み(1)～(6)】

　課題①　会津若松市の　　　　・

　　　　　まちづくりと生涯学習　　　　　　　　　　　　

　課題②　事業運営への住民参加・

　課題③　地域づくりにつなげる・

　　　　　社会教育の推進　　　

　課題④　学校・家庭との連携と・

　　　　　支援　　　　　　　　

　課題⑤　多様な世代の参加　　・

　課題⑥　多様な学習意欲に　　・

　　　　　対応した事業の充実　

　課題⑦　大学や民間営利企業　・

　　　　　NPO団体等との連携　

　　　　　協働　　　　　　　　

　課題⑧　社会教育施設との　　・

　　　　　相互連携・協働　　　

　課題⑨　学習情報の提供と　　・

　　　　　学習相談　　　　　　

　課題⑩　指導者と支援者の　　・

　　　　　育成・発掘と活用
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（１）主催事業の

　　　充実と学習の発展　
　○ライフスタイルに応じた講座

　○市民団体・民間機関との協働

　○社会的要請への対応　など

（２）人材の育成と活用
　○登録制度による人材の蓄積

　○人材活用のコーディネート

　○生涯学習リーダーの育成

　○学習活動の成果を活用　など

（４）住民参加と地域づくり
　○住民主体の学習ーメニュー

　○学習成果の還元○地域での

　学び合い○活動拠点の公民館

　○地域住民の社会参加　　など

（３）情報の提供と

　　　相談機能の充実
　○求められる情報の収集と提供

　○図書館の情報収集と機能の向上

　○気軽な相談窓口の充実　など

（５）学校・家庭・地域との

　　　連携・支援　
　○家庭教育への細やかな支援

　○地域での世代間のつながり

　○学校と地域の絆の強化　など

（６）生涯学習の

　　　ネットワークの強化
　○行政・民間団体との連携・協力

　○大学と連携した高度な学習への

　対応○地域団体への育成支援

　○ICTの活用・支援　など　

・

・

・

・

・

・
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４　基本的な取り組み

（１）　主催事業の充実と学習の発展

　学習の基本は、自分の学びたいことを、自らが主体性を持って学ぶことです。その自ら

が学習した成果が認められたり、様々な形で活用されたりすることは、周囲に利益をもた

らすばかりでなく、学習者本人の喜びにもなり、また新たな学習への意欲につながりま

す。そのため、市民が学習活動を通じて得た知識や技能などの成果を発表する機会を充実

することで、さらに学習者の意欲を高め、学ぶ喜びが広がっていく環境づくりに努めま

す。

　近年では、家庭や地域の教育力の低下が指摘され、家庭教育の支援や地域での体験活動

の推進など、子どもたちの成長を支えるための活動や、若年層の社会参加のための仲間づ

くり、中高年層が地域で活動するための基盤づくり、高齢者の健康と生きがいづくりにつ

いても取り組む必要があります。このように、子育て期、青少年期、若年期、壮年期、高

齢期などにおいて様々な事業が求められており、それぞれのライフステージ応じた講座の

充実に努めます。

　一方、学習活動の内容やレベルにおいては多様な市民ニーズがあり、それらを全て行政

が単独で応えることには限界があります。そのため、学習機会の提供については、公共

サービスで行う行政主導から、市民団体や民間機関との協働に取り組むとともに、事業の

実施にあたっては、必要に応じて適正な費用負担を求めるなど、多様な学習機会の充実に

取り組みます。また、これまでの市民の学習活動は、個人の教養や趣味などに重点が置か

れる傾向がありましたが、家庭教育や地域づくりなど時代や社会の要請に対応した学習活

動を展開していくことも求められており、市民が社会教育活動を通して行政や地域への理

解を深め、共に学びあうことで地域社会を支えるまちづくりへと発展するように学習支援

に取り組みます。

（２）　人材の育成と活用

　これからの生涯学習社会の発展のためには、生涯学習の重要性を理解し、学習活動の成

果として得た知識や能力を生かしながら、自らがインストラクター（指導者）として活動

する人材の確保が必要です。社会教育を通して、体得された様々な知識を持つ豊富な人材

が育成されており、また、地域社会には、その人生を通して積み重ねてきた豊かな職業能

力や人生経験を有した豊富な人材があります。知識や積み重ねたキャリアを地域づくりや

まちづくりに生かすためには、実際に指導できる力量を養成することが必要です。特に、

退職を迎えた高齢者はアクティブシニアと呼ばれ、自身の社会経験や人生経験を生かし

て、積極的に地域活動に取り組むことが、充足感に満ちた互恵的な地域形成に大きく寄与

すると期待されます。

　また、指導者の育成を通して、様々な能力や技量を持つ多様な人材の育成を図るととも

に、育成された豊富な人材を、情報として蓄積する人材バンク登録制度をつくり、地域の
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人材として活用する機会の充実も必要です。さらに、養成した学習の指導者が活動できる

ように、学習相談の充実を通して、多様化する学習意欲に応え、様々な人材を育成・活用

しながら学習の機会を支援・マネジメントできるコーディネーター（支援者）の育成も求

められています。このような人材を育成・活用することで、本市の生涯学習活動の中で、

主導的な役割を担うリーダーとなる人材の育成を図ります。

（３）　情報の提供と相談機能の充実

　生涯学習に関する情報は、営利・非営利を問わず、あらゆる手段を駆使しながら、実施

主体者により発信されており、チラシ・新聞･広報誌だけでなく、インターネットなどに

代表されるＩＣＴの普及や発展は、地球的な視野で情報が駆け巡っています。溢れ出る情

報すべてを網羅的に整理することは困難ですが、生涯学習を支援するためには、情報の収

集と提供は必要であり、何かを学習をはじめたいと思っている方や活動の幅を広げたいと

思っている方が、気軽に情報収集や相談できる体制づくりが重要です。

　そのため、「学習活動をしたいが、どのようにすればよいかわからない」というなどの

相談や、講座、講師、会場の確保など、市民の様々な相談に対応するため相談窓口を設置

するとともに、必要に応じて生涯学習インストラクター（指導者）やコーディネーター

（支援者）を派遣するなど、学習相談機能を充実します。また、生涯学習総合センターや

公民館において、いつ、どこで、だれを対象に、どのような事業、イベント、活動等が行

われているか等について、教育委員会及び市の他の部局はもとより、国、県、会津大学

等、市内で行われている生涯学習に関する情報の収集と提供を図ります。

　また、図書館は過去から現在に至るまで、あらゆる情報資産の集積及び提供機能を有し

ており、今後とも、図書資料はもとより雑誌や新聞をはじめ、ＡＶ資料などデジタルデー

タの収集・公開など、市民の皆さんの身近な本棚として、一層の充実に取り組みます。さ

らには、文部省の認可により国内で最初に開館した市立の図書館として１１０余年の歴史

で集積された、会津に関する豊富な郷土資料は、会津を知るための基本資料として、全国

から問い合わせが絶えません。その活用を図るとともに、市民が求める「知りたいこと、

調べたいこと」に、キメ細やかに対応するレファレンスサービスの向上に努めます。

　現代社会において、飛躍的に進展を遂げるＩＣＴの活用は、時間や空間を超越し、ネッ

ト上での通信教育をはじめ、あらゆる学習の情報と機会を提供しています。そのため、本

市が誇るコンピュータ理工学専門の会津大学との連携を図りながら、市民自らが求める情

報を自ら収集・活用し、さらには発信できる能力の醸成に取り組みます。

（４）　住民参加と地域づくり

　生涯学習の成果をまちづくりに生かしていくためには、学習の成果を地域に還元するこ

とが重要となります。そのためには、ボランティア活動などを通じて、人や組織が持つ知

識や技術などの学習成果が地域社会に効果的に活用、還元されるためのシステムを充実す

るとともに、意欲ある市民が気軽に地域づくりに参加できる仕組みを構築します。
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　例えば、公民館の運営においては、地域の方々によるワークショップや意見交換に取り

組みながら、新たな事業企画や受講生同士の話し合いにより学習メニューを組み立てるな

どの工夫をすることで、地域の皆さんが当事者意識を強く持ち、自らの満足度やモチベー

ションを高めることによって、持続性の高い事業となるばかりでなく、地域に密着した特

色のある事業展開へとつながっていきます。また、地域の課題について学習して議論する

ことで、地域住民の社会参加への意識を高めることが、地域の歴史や生活文化など、地域

ごとの特色を生かした事業展開となり、公民館を活動拠点とした人づくり・地域づくりに

発展します。

（５）　学校・家庭・地域との連携・支援

　「あいづっこ宣言」は、本市の伝統的な規範を基に策定された、青少年の行動規範であ

ると同時に、大人の行動規範であることから、学校・家庭や地域において、長期的視点に

立ち一層の普及に努めます。

　また、学校は、体系的かつ組織的な基礎教育を行っており、家庭は、豊かな情操や基本

的な生活習慣や倫理観、社会的なマナー、自制心や自立心を養う教育の中心です。また、

地域は、それぞれの伝統や生活文化を背景として、様々な体験の機会が提供され社会性、

規範意識などの豊かな人間性を養うことができるものと考えられます。しかしながら、地

域コミュニティの衰退に伴い、核家族化や地域のつながりの希薄化など、子どもたちを取

り巻く社会環境が大きく変容しています。学校・家庭・地域のそれぞれの役割を意識し、

連携・協働することで子どもたちが豊かな人間性を育むことができるように、取り組んで

いきます。地域活動を通して、子どもたちが、自身が育まれた地域の良さを実感し愛着を

持つことは、将来の地域を担う人づくりにも貢献するものと期待されます。

　学校での学習や行事などの機会を捉えながら、日常的に学校と地域が関わりを持つこと

で、地域の皆さんが培われた知識や技術によって、子どもたちの学びを支援することがで

きるとともに、自己実現に資することとなり、生涯学習を推進することにもなります。さ

らに、地域の方々と子どもたちが関わりをもつことで、安心して遊び、生活できる安全な

地域づくりを進めることにもつながります。また、地域の自然や伝統、文化の良さを伝承

することは、地域の果たす大きな役割の一つでもあります。また、地域活動の拠点として、

位置づけされている公民館では、小学生を主な対象として、体験活動中心の講座を開設し、

友達同士の集団遊びや社会体験、自然体験など地域を舞台に、地域の人々と一緒に様々な

体験に取り組むことで、地域の人々とのつながりが持てるようになり、安心安全な地域づ

くりにもつながるものと期待されます。これまで、放課後子ども教室の運営においては、

地域の方が企画・立案に参加して、指導にあたることで、世代を超えた交流が生まれおり、

地域で子どもたちを守り育てる意識の醸成が定着しつつあります。また、読み聞かせボラ

ンティアの養成や、調べ学習の支援などの読書推進活動を通した学校との連携も図られて

います。さらには、学校と地域が結びつくことが、キメ細やかな家庭教育の支援につなが

るものと期待されます。

　社会教育活動を通して、地域の方が学校や家庭と結びつくことで、地域社会における地
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域の教育力の向上・支援を、実施できる協働体制の構築を目指します。

（６）　生涯学習のネットワークの強化

　市民の学習意欲が多様化し高度化する中で、教育行政だけでなく市政全般から、国・県

のみならず、大学や営利・非営利を問わず民間団体まで、多様な事業実施主体が生涯学習

の推進に取り組んでいます。生涯学習を推進することは、誰でも学べる学習環境の醸成を

図ることが必要ですが、その中心的な役割を果たす社会教育は、これら様々な主体とネッ

トワーク化を図っていくことで、より効果を挙げることが期待できます。

　市では、様々な部課が市民生活と結びついた生涯学習に関する講座や事業を開催してい

ます。それぞれの事業は、その目的により実施されており、主体性を尊重することは必要

ですが、行政課題を共有し、社会教育行政と連携・協力することで、市民ニーズに合った

事業を展開することができると考えます。公民館を中心に、教育や福祉さらには地域振興

など、地域の学習ニーズを捉え、学習活動に結びつけることで、地域住民とその課題につ

いて学習し、実践活動に結びつけることで、公民館を接点とした息の長い事業となり、地

域住民の主体性を引き出すことになります。

　公民館・図書館・博物館などの社会教育機関をはじめ、文化施設や集会施設などの公共

施設は、それぞれの機能を生かしながら、市民の学習意欲に応えるため、一層の連携・協

働に取り組みます。

　また、高度化する学習ニーズに適切に対応するため、社会教育が持つ学習活動の経験を

生かし、専門性の高い学習人材を有する会津大学をはじめとする高等教育機関との連携は

欠くことができません。とりわけ、会津大学は豊富な人材とノウハウを有しており、大学

が取り組む社会貢献・地域貢献として活用しながら、連携・協力に取り組みます。

　社会教育は、公民館を中心として、長年にわたり地縁的な社会教育団体の育成に取り組

み、地域活動の受け皿となってきました。しかしながら、少子高齢化など地域社会が変化

し、地域の課題が複雑化するなか、ＮＰＯなど社会的貢献を目的とする自主的自発的な市

民団体が生まれています。また、これまで社会教育とは距離があった民間企業も、その社

会的責任を意識しながら、社会活動や社会貢献に取り組んでいることから、公民館だけで

はなく、これらの多様な主体と連携し、生涯学習の推進に取り組みます。
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５　生涯学習・社会教育施設の方向性について

（１）　「會津稽古堂」の誕生

　会津若松市生涯学習総合センター【愛称：會津稽古堂】は、中央公民館と会津図書館を

含む生涯学習のための複合施設です。

「會津稽古堂」の名の由来は、全国から 3000通を超える応募作品の中から、身分の隔て

なく誰もが自分を磨くことができた学問所としては日本最古のものといわれる会津の「稽

古堂」の学びの精神を将来に伝えていくとの思いを込めて命名されました。

　市民の皆さんが必要とする様々な情報の集積・提供から学習成果の創作・発表等の活動

まで、生涯学習のすべての流れを支援することで、本市のひとづくり、まちづくりに貢献

する「生涯の学び舎」を目指しています。

（２）　各地区公民館の現状

　昭和 30年の７ヶ村との合併以降、合併前の旧村の公民館は会津若松公民館の分館とし

て存続されていました。その後、昭和 55年に北公民館が、それまでの町北と永和の２分

館を廃止する形で整備され、中央館と地区館が並立する形で、以後、概ね中学校区をエリ

アとして、昭和 56 年には南公民館、昭和 60年には大戸公民館、昭和 62年には一箕公民

館、昭和 63 年には東公民館、平成 13年には湊公民館が整備されています。また、平成

16･17年度の旧北会津村・旧河東町との合併により、それぞれの公民館が引き継がれ、北
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会津公民館、河東公民館となり、唯一残された中央公民館神指分館を含め、9館 1分館体

制となり、現在に至っています。

　東日本大震災以降、防災機能を担う施設としての役割が見直されており、施設の老朽化

や旧耐震基準の施設も含まれていることから、公共施設マネジメントの方針を見据えなが

ら、施設の整備・改修も必要となります。
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コラム４　もっと知りたい！市の公共施設「集会施設」（市政だより 25.8.1 より）

　集会施設は、皆さんにとても身近な施設です。市内には、公民館が１０施設、地区のコミュニ

ティーセンター（以下「コミセン」）が９施設あります。これらの管理は、公民館を市が、コミセンを

各地区の指定管理者が行っています。　

　公民館では、生活に役立つ講座や子どもたちの体験活動などを行ったり、図書の貸し出し

サービスを行ったりと、地域の皆さんの生活の向上や文化の振興、社会福祉の増進を目的に

運営しています。一方、コミセンは、地域活動の拠点として、貸館業務を行うなど、まちづくりや

住民自治などの地域コミュニティの形成を目的に運営しています。

公民館の現状　（公共施設白書より）

名　　称 延床面積（㎡） 構　造 建築年 利用者数（人） 総年間コスト（円）

生涯学習総合センター 9365.00  鉄骨鉄筋コンクリート造 2010 555,399 353,882,235

中央公民館神指分館 290.24 木造 1976 9,003 12,263,876

北公民館 884.04 鉄筋コンクリート造 1979 26,876 33,680,787

南公民館 997.93鉄筋コンクリート造 1980 39,457 33,274,535

大戸公民館 966.26 鉄筋コンクリート造 1984 8,756 29,467,984

一箕公民館 1068.45 鉄筋コンクリート造 1986 24,728 36,135,950

東公民館 903.90鉄筋コンクリート造 1987 35,686 29,405,465

湊公民館 548.75 鉄筋コンクリート造 2000 7,161 25,446,418

北会津公民館 1119.31鉄筋コンクリート造 1971 7,774 41,198,841

河東公民館 1063.00鉄筋コンクリート造 1976 19,025 44,123,788
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コラム　５　目指す公民館の姿

　



(３)  生涯学習総合センター「會津稽古堂」のあり方

　

　生涯学習総合センター「會津稽古堂」は、行政機能として生涯学習・社会教育の推進を

図るとともに、施設機能として、中央公民館と会津図書館そして多目的ホールとギャラ

リーが複合化された施設です。従来、教育行政と教育機関とに分かれていた機能を一体化

するとともに、本市の社会教育施設の根幹とも言える「公民館」「図書館」を複合化する

ことで、総合的に生涯学習を推進する拠点施設としての機能が求められています。また、

地区公民館は、中心市街地を除き、概ね中学校区を目安に設置されており、地区公民館と

連携することで、市全域をカバーする社会教育機関の中枢機能を果たします。

【施設の機能】

◇生涯学習ネットワークの展開

　生涯学習総合センターは、これまでの社会教育と学校教育・家庭教育との連携支援はも

とより、健康増進や地域福祉・環境保全・地域づくりなどの関連する行政課題との積極的

な連携にも取り組みます。また、福島県をはじめ関係する機関との調整機能を果たしなが

ら、地域主導の公民館運営を支援することで、ネットワークの強化を進めます。さらには、

会津大学などの教育・研究機関、加えて、生涯学習・社会教育などの市民団体、ＮＰＯや

企業などが取り組む社会貢献事業など、多様な主体との連携も進めます。

◇社会教育の中枢機能

　社会教育の中枢機能を担うためには、政策的に事業をコーディネートする人材が必要と

なります。そのため、生涯学習や社会教育を推進する社会教育主事  ※  15      や社会教育指導

員  ※  16      などの専門職を集中配置するとともに、中央公民館として公民館に関する様々な

情報やノウハウを集めて地区公民館の指導・支援を行うことで、公民館全体の中心的役割

を果たします。さらには、学校と地域との連携や、コミュニティーセンター、地区集会所

などのネットワークの中心として、地域の主体性を尊重しながら、支援・連携を進めます。

　

◇快適な学習環境と交流の空間

　生涯学習総合センター「會津稽古堂」は、神明通りなど都市機能の集積地との近接性、

また、アクセスのための交通手段の多様性など、市街地中心部という立地条件の優位性や

複合施設としての特徴を活かしながら、ユニバーサルデザイン  ※  17      を取り入れ、多くの

市民が気軽に集える、快適で賑わいのある空間を目指します。

◇中央公民館～研修と交流～

　中央公民館として、様々な学習活動に対応する７つの「研修室」と「茶室」が付属した
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「和室」をはじめ、「健康スタジオ」と「音楽スタジオ」などの身体活動や音楽活動、さ

らには、「美術工芸スタジオ」と「クッキングスタジオ」などの創作活動まで、多様な目

的に応じた研修機能を備えています。その機能を生かしながら、生涯学習や社会教育団体

の活動支援のために、気軽にミーティングに利用できる「団体交流ブース」、登録した団

体の情報交換のための「レターコーナー」、日常的に利用される物品を保管するための専

用の「団体用ロッカー」などにより、日常的な活動の拠点として活用して頂くとともに、

互いの活動が見える工夫を施すことや、学習活動が個々の団体にとどまることなく、様々

な団体同士の交流の輪が広がる施設となるように、適切な管理運営に努め、快適な学習環

境の維持に取り組みます。

◇会津図書館～知識の探求～

　会津図書館は、文部省が設置を認可した市立図書館として、全国で最初に設置された歴

史ある図書館です。100年以上にわたり蓄積されてきた資料には、全国から調査や照会が

絶えない会津に関する貴重資料をはじめ、約 28万冊（平成25年度）の蔵書を有していま

す。また、デジタルデータによる郷土資料・商用データベース・国立国会図書館デジタル

化資料を利用するための環境を整備し、その利活用を図っています。今後とも、様々な

ジャンルの調べ物や読書活動に対応した「市民の本棚」として図書資料の一層の充実に努

めます。さらに、「こどもとしょかん」や「ティーンズコーナー」においては、赤ちゃん

から高校生まで、成長に応じた読書活動を支援し、子どもたちの読書力の向上を図ります。
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　こどもとしょかんに設置している「おはな

しのへや」では、毎週日曜日に、ボランティ

ア団体による読み聞かせを実施しています。

　蔵書数28万冊を誇る会津図書館には、閲

覧できる新聞や雑誌も多く、新聞が 29紙、

雑誌は140誌に及びます。



◇多目的ホールと市民ギャラリー～発表と賑わい～

　「多目的ホール」は電動ロールバック方式の 120席の可動椅子を備えた200人収容の小

ホールとして、セミナーからミニコンサートまでの各種のイベントに対応することが可能

です。また、「市民ギャラリー」は日頃の製作活動を気軽に展示したり、多目的ホールと

の一体利用により、大きなアートイベントに対応したりしています。そのため、中央公民

館の生涯学習や社会教育団体の活動成果の発表のみならず、各種セミナーやシンポジウム

さらには有料のコンサートや演劇そして地域イベントなどに活用することで、中心市街地

の賑わいの創出など、様々な人が集う交流活動を促進します。

【事業の方向性】

◇　多彩な事業で、市民の学びを支えます。

　「稽古堂市民講座」として、気軽に参加して生涯学習のきっかけをつくる「教養課

程」、ひとつのテーマをじっくり学ぶ「専門課程」、そして日ごろの学習の成果を公表す

る「成果発表」という階層的な講座を組むことで、趣味や教養だけでなく、青少年から高

齢者まで、多様な講座の展開に取り組んできました。
　○教養課程：初心者が、学びのきっかけとして気軽に参加できる幅広い内容の講座の開設　

　○専門課程：より専門的な知識や技能の取得を目指すための講座　など

　○成果発表：會津稽古堂まつりなどでの学習成果の発表、ボランティアなど学びの成果を生か

　　　　　　　した地域での活動

○　高等教育機関との連携

　大学などの高等教育機関との連携は、大学が社会貢献を目的に、無償で講師を派遣する

講座や、会津大学の特徴を生かしたＩＣＴに関する講座などに取組み、専門性の高い学習

要求に応えています。今後とも、時代と社会の要請や地域性を考慮したテーマや課題な

ど、多様で高度な学習ができるよう、高等教育機関などとの連携を推進します。

　〇大学の公開講座の開催

　〇地元の大学との連携による講座の開催
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　音楽スタジオを持つ會津稽古堂では、音

楽教室なども開催。多様な事業を展開し、

市民の学習意欲を後押しています。



○　複合機能を生かした展開

　「會津稽古堂」は、全国的にも数少ない公民館と図書館の複合施設として、市民の学習

ニーズを捉えながら、連携した事業に取り組んで来ました。例えば、多目的ホールでの図

書館が所蔵する名画などＡＶ資料の上映会、クッキングスタジオでの図書館の絵本を基

に、そのレシピを親子で体験する講座、さらには、社会教育指導員が講師となり図書館を

使った学習講座を実施するなど、公民館が培ってきた学習発表機能と図書館が持つ知識・

情報の提供機能を結びつけながら、それぞれのノウハウを生かして、市民が求める学習意

欲に応え、学習が地域社会へ還元されるように、生涯学習活動の活性化を図ります。

　〇図書館の蔵書やＤＶＤなどを教材・題材とした教室や音楽会、映画鑑賞会　など

　〇図書館を使った調べる学習講座

　

○　若年層の学習活動の促進

　「健康スタジオ」や「音楽スタジオ」など実習機能も有しており、中高生向けの音楽活

動を支援するバンド向けの講座や、小学生向けダンスの講座など、青少年向けの事業にも

取り組んでおり、実習機能を活用し、今まで、あまり公民館を利用してなかった若い世代

を対象とした事業を展開し、若年層の生涯学習活動を促進します。　　　　

　また、会津図書館においても、知的書評合戦「会津ビブリオバトル」の開催など、青少

年事業を一層推進します。

　〇健康スタジオや音楽スタジオを活用した青少年向けの講座、会津ビブリオバトル

○　参加・参画型事業の取り組み

　市民の意識調査においては、「公民館の活動を知らない・興味がない」など、公民館活

動への認知が極めて低い結果となっています。公民館の可能性を広げ、多様な事業展開と

なるためには、公民館に興味が無かった市民に、公民館の活動を知ってもらい、公民館の

事業として取り組んでみたいことなど、自らが参加・参画することで、公民館の事業が活

性化されることとなります。

　例えば、日頃、公民館事業に参加する機会が少ない社会人の方を対象に、平日の夜間や

週末の休日に意見交換を行いながら、「公民館でやってみたいこと」の企画を組み立て、

自らが講座の運営に携わるなど、市民の参加意識を高めることで、公民館の多様な事業展

開が可能となります。

　〇公民館や地域の活動に参加できる人材の育成を目指す講座、講座の夜間や休日での実施
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　「絵本のレシピにチャレンジ」は、クッキン

グスタジオで使って行った教室。図書館の絵本

を活用した會津稽古堂ならではの事業です。



◇　情報の集積と学習相談機能を充実します。

　従来のホームページや広報紙による提供に加え、発信される様々な生涯学習や社会教育

にかかわる学習情報をできる限り集積します。また、その一層の充実を図り、市民の皆さ

んが気軽に立ち寄り、「知りたいこと」「調べたいこと」を支援する図書館での「調査相

談窓口（レファレンスコーナー）」の活用を進めるとともに、「学びたいこと」「はじめ

たいこと」など学習情報の提供と学習についての助言を行う、「生涯学習相談窓口」を設

置することで、相談機能の相乗的な効果により、一人ひとりへの学習情報の細やかな提供

と学習の支援に取り組みます。

　また、これからの生涯学習においては、自ら情報を収集し選択する能力が求められてお

り、図書館を使った調べ学習の推進や、会津大学との連携によるＩＣＴを活用した情報活

用能力の向上を進めます。

　〇公民館だより「郭公」・あいづっこニュース・図書館だよりの発行

　〇フェイスブックやツイッター、「あいべあ」などＳＮＳの活用

　〇會津稽古堂・会津図書館ホームページの活用　　

　〇生涯学習相談窓口の設置、会津図書館レファレンスサービスの充実

◇　生涯学習を担う人材の育成・活用を図ります。

　生涯学習の推進のためには、生涯学習の必要性を理解し、自らの学習活動を通して取得

された知識や成果を、積極的に社会に生かすことが必要です。学んだことや経験を生かし

て、地域社会を支えるボランティア活動やまちづくりへの参画等へ、積極的に参加できる

体制づくりを進めるとともに、生涯学習を担う人材の育成に取り組みながら、シニア世代

を中心に社会参加に意欲を持つ市民自らが、リーダーとして地域社会で活躍できる人材と

なるように、積極的な支援に努め、今後とも、地域社会の中での機会の提供と支援に取り

組みます。

　そのため、生涯学習社会に求められるインストラクター（指導者）やコーディネーター

（支援者）として、地域づくりやまちづくりを担う人材を育成するための講座を充実し、

地域の中で生涯学習を担う人づくりを推進します。また、育成された人材が活用されるた

めの登録制度の運用を改善し、学習相談の充実と併せて、活用を図ります。

　〇ボランティアを育成する講座、生涯学習指導者・支援者を養成する講座

　〇生涯学習指導者・ボランティアの登録と活用
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　「郭公」や「あいづっこニュース」には、各

公民館事業や子どもたちが体験できる市内外の

催しなど、たくさんの情報を掲載しています。



◇　学校教育・家庭教育の支援・連携を推進します。

　本市の将来を担う子どもたちを育むためには、学校・家庭がそれぞれにその役割を認識

しながら、連携することが必要です。これまで、学校のＰＴＡ活動でリーダーの支援・育

成や、学校と連携した就学児童の保護者に対しての家庭教育の講座を開催するなど、学

校・家庭と連携した取り組みを進めてきました。

　また、学校や地域での学習支援として講師の派遣や学習活動のサポート、会津図書館に

よる読み聞かせボランティアの養成や学校図書館の支援、さらには、地域文庫などへの図

書の団体貸出などに取り組んできました。こうした取り組みを促進するとともに、地域の

人材がボランティア活動などを通して、学校や地域活動での積極的な参加を支援し、学校

と地域がより一層連携できるように取組みます。

　〇ＰＴＡ研修会・家庭教育講座・親のカタリバ

　〇子ども読書活動支援ボランティア制度・図書館ボランティア養成講座・読み聞かせ講座

　〇放課後こども教室「あいづっこクラブ」

　

◇　地域での学びを支援します。

　地域には、コミュニティーセンターや町内会をはじめとする自治組織や、様々な地縁団

体や親睦団体そして学習団体が活動しています。これらの団体は、それぞれの活動目的に

よって、学びを通したコミュニティが生まれており、地域での学習活動は、引いては、地

域に密着した特色ある事業への展開につながっていくもの期待されます。地域での学びを

支援・促進するために、生涯学習の必要性を理解して頂きながら、行政の取り組みを学ん

で頂く出前講座や、地域単位の学習会への講師の派遣制度などを活用し、地区公民館と連

携しながら、市民が求める学習支援に取り組みます。　　

　また、生涯学習に携わる人材の育成を通して、地域で主導的な役割を担うリーダーとな

る人材の育成を図ります。

　〇生涯学習出前講座の充実・社会教育指導員など指導・支援体制の充実

　〇地域に学びを還元できる人材の育成、活用できる指導者の登録と情報提供

　〇ボランティア活動への支援
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　ＰＴＡ研修会では、各学校の保護者の皆さ

んが、「食事」や「いじめ」「性」など、毎

回テーマを設けて話し合いをしています。



（４）地区公民館のあり方

　地区公民館は、地域の特性を生かした事業の展開や地域団体の活動支援、自主活動の発

表の場の提供など、地域住民とのかかわりを優先に取り組んできたところです。今後は、

こうした従来の取り組みに加え、地域住民が気軽に立ち寄り自由に交流できる場を提供し、

地域の課題解決に向けた意見交換ができるなど、あらゆる地域活動の拠点施設としての役

割が期待されています。そのため、地区公民館は中央公民館である生涯学習総合センター

と相互の連携を強化しながら、時代のニーズに応えられる公民館をめざします。　　

　　

【施設の機能】　　

◇　地域活動の拠点施設

　地区公民館は、地域住民の生活圏に直結した施設で地元の身近な生涯学習・地域交流の

拠点施設であることから、地域活動をさらに活発化させるための施設として大きな期待が

寄せられています。また、将来にわたり地域福祉や地域防災の拠点施設としての機能も求

められていることから、施設の必要性や重要性を明確にすることで、地域住民の要望に応

えられる機能の充実や改善に加え、老朽化した施設の改築・改修を計画的に進めます。

◇　地域コミュニティ活性化の推進　

　少子高齢化や核家族化が進み、地域住民相互のつながりが希薄になっているなかで、地

区公民館は地域コミュニティを活発化させるために重要な役割を担っています。地域のコ

ミュニケーション不足により閉じこもりがちで孤立化する高齢者等が増加している現状に

おいて、地域内でふれあう機会や気軽に集まれる場所を求めている方々が自由に公民館に

立ち寄れるような雰囲気づくりとスペースの確保に努めながら、地域コミュニティの活性

化を推進します。

　　　

◇　管理運営体制の見直し　

　これまでの地区公民館は、地域住民への学習機会・場の提供、自主サークル活動への支
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　公民館は、地域の人が気軽に集える施設。高

齢者を対象とした事業には、多くの人が参加し

楽しい一時を過ごします。（大戸公民館）



援、地域の自治組織や各種団体との連携など、地域の活性化に大きな役割を果たしてきま

したが、近年は更に地域の特性を生かした地区住民との協働や地域づくりなどの取り組み

の拠点施設としての役割が求められています。そのためには地域住民が主体的に地域事業

に関わり、様々な地域の課題について活発に意見し合い、解決に向け取り組むための仕組

みづくりを構築できるよう公民館と地区住民相互の役割を明確にしたうえで、職員の配置

等も含めたより良い管理運営体制を検討していく必要があります。

◇　図書室の充実　

　地区公民館には図書室等が設置されていますが、各公民館によって規模や蔵書数等も大

きく異なります。それぞれの館でスペース的な課題はあるものの、利用者のニーズや利便

性を考慮した配置を工夫するとともに、会津図書館との連携を図りながら司書の定期的な

巡回支援による図書の整理や新刊本の充実を進めるなど、限られた空間で最大の効果を上

げるよう機能・内容の充実に努めます。また、定期的に新刊本の紹介や図書コーナーをPR

することで利用を促すとともに、地域内の学校との連携を図りながら小中学生の読書活動

の推進に努めます。更に、利用者の利便性や管理体制の充実などを考慮したシステム導入

について検討を進めます。

【事業の方向性】

◇　事業水準の向上を目指します。

○　公民館が提案する事業の充実(参加型)

　公民館の主催事業については、これまでも参加者や公民館事業懇談会などの意見、要望

に応え、より良い事業の展開に努めてきたところです。今後も、定期的にアンケートや意

見交換を進めながら、学習ニーズを的確に捉えるよう努めるとともに、広く地区住民に事

業展開をＰＲし、多様な学習活動の機会の提供を図ります。

　更に、地域の歴史、文化、風習などの地域の特性を生かした事業展開に努めるとともに、

地区公民館相互の連携を図り、地域を超えた人と人との交流を進めるための環境づくりに

努めます。
　〇学びへの意識調査＝多様な住民ニーズに応じた講座・地区公民館の合同連携事業

　〇ライフステージに応じた講座・公民館だより“郭公（かっこう）”の発行
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　子どもや高齢者など、時間や交通手段に制

限のある人にとって、公民館図書室は、地域

において本が借りられる憩いの施設。平成

25年度は約5,200人が活用しました。



○　住民が企画し展開する事業の充実(参画型)

　これまでの公民館が提案する事業の展開に加え、今後は、公民館と地区住民がともに情

報や資料を収集し、ともに議論しながら事業を作り上げていく、住民参画型の事業展開を

取り入れながら事業水準の向上に努めます。地区住民が協働または主導により事業を展開

することで、参加者の社会参加や社会貢献の意識が高まり、住民のニーズがより鮮明にな

るばかりでなく、地域の特性を活かした事業の展開も期待でき、ひいては地域づくりにつ

ながるものと考えます。
　〇住民が企画し運営する講座・地域と行政がともに学びあう講座

　〇地域の伝統行事を復活させ伝承する講座

◇　人材の発掘と登録制度を推進します。

　地域との協働や住民主導の事業を進めるためには、地域のリーダーやスタッフ等の人材

が必要となることから、多種多様な分野にわたる“まちの名人”発掘に努めます。特に、

地域の若い世代のリーダーを発掘し、若年層の学習活動を推進することにより、地域の生

涯学習活動にも大きく貢献できるものと考えます。また、指導者として自己研鑽しながら

活躍することを支援するために人材登録制度の仕組みづくりを進め、更に、こうした指導

者情報のネットワーク化を図ることで広域的な人材活用の促進に努めます。

　〇ボランティア発掘　・コーディネーター発掘　・働く若者の夜学のすすめ

　　　　　　

◇　積極的な情報の提供に努めます。

　地区公民館が果たすべき役割のひとつとして、地域の情報をすばやく、分かり易く、的

確に伝える広報活動があります。公民館事業、自主サークルの情報、地域の各種イベント

等の情報については従来より公民館ごとに工夫を凝らした広報誌などを発行しているとこ

ろですが、今後も引き続き地域ニーズにあった充実した内容の情報発信に努めます。更に、

インターネット等を利用できる環境がない方や情報を求める手段がない方々などの学びを

支援するためにも、気軽に立ち寄れる場所を設置するとともに、指導者等の人材バンクの

データを収集・整理し、積極的な情報の提供と各種事業の相談に応えていきます。
　〇各公民館の事業紹介・自主サークル活動紹介・人材バンク登録・地域イベント情報紹介

　〇地域の名人登録・仲間づくり掲示板
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　東公民館で活動している「囲碁・将棋友の

会」は、閉じこもり対策として地域の人が企

画した主催講座が発端。今年の10月から自主

クラブとなり、12人が参加しています。



◇　地域づくりへの還元・貢献につなげます。

　新たな事業の企画・立案や事業の学習メニューの組み立てなどを地域住民の方々と協働

により進めるためには、ワークショップや意見交換会などを積極的に実施して住民の自発

性の向上を図ることが必要です。また、こうした事業展開を継続することで、意欲ある住

民が気軽に公民館に立ち寄り、社会教育の視点から地域が抱える課題や問題について議論

する仕組みづくりを進め、ボランティアからリーダーや指導者として地域に還元・貢献し

ていく意識を高め、主体的に地域づくりにつなげるための体制を構築します。
　〇ワークショプなどによる意見交換会の実施・公民館と協働により進める事業 

　〇地域の課題・問題を明らかにするための意見交換会・住民主体の手作り事業

　〇地域を見つめ直すための講座・地域の将来について語り合う事業

◇　学校・家庭・地域の連携に努めます。

　学校や家庭ばかりでなく地域ぐるみで子どもたちの顔が見えるきめ細かな支援活動を進

めるためには、公民館を拠点施設とした各種団体等との連携・協働体制の構築が不可欠で

す。これまで進めてきた、放課後や土曜日を中心とした公民館活動に加え、地域の特性を

活かした自然体験や伝統行事を継承する事業などを、地域住民と協働で進めます。

　こうした地域のつながりや世代を超えた交流を図り、子どもの見守りにつながる仕組み

づくりの構築に努めます。
　〇青少年教室・放課後子ども教室・土曜学習への支援・世代間交流事業・地域探検隊

　〇伝統芸能を継承する事業

◇情報の収集と共有化に努めます。

　地域が抱える課題は、地域福祉、地域防災、高齢化、環境保全・・と多岐にわたること

から、これまでの公民館主体の講座ばかりでなく、庁内の各課との連携・協力により情報

の共有化に努め、生涯学習総合センターや各地区公民館が連携し、効果的な講座開設に努

めます。
　〇庁内各課の情報収集と整理・ボランティアや地域貢献情報の収集と整理

　〇民間企業の社会貢献情報の収集と整理・地域への出前講座
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　地域の皆さんが講師役を担う放課後子ども教

室。学びだけでなく、子どもたちの見守りと世

代間交流の場でもあります。（南公民館）



　用語解説

※１：ワークショップ

　参加者が自ら参加・体験し、グループの相互作用の中で何かを学びあったり創り出した

りする、双方向的な学びの手法。

※２：公民館運営審議会

　社会教育法第 29条に基づく、公民館における各種の事業の企画実施につき、調査審議

するための組織。

※３：事業懇談会

　会津若松市公民館組織規則に規定される組織で、各公民館長が当該公民館の運営につい

て広く意見を聴くために開催。

※４：あいづっこ宣言

　本市に脈々と受け継がれてきた青少年育成への熱い思いを、会津の伝統的な規範意識を

踏まえ、取りまとめたもの。６つの行動規範と、それを締めくくる１つの行動規範で構成

されている。

※５：放課後こども教室

　放課後や週末に子供たちの居場所をつくるため、校庭や教室を開放し、地域住民の協力

によって運動や文化活動ができるようにする取り組み。本市では、公民館を中心に実施。

※６：生きる力

　1996年に文部省（現在の文部科学省）の中央教育審議会は、「21世紀を展望した我が

国の教育の在り方について」という諮問に対する第 1次答申の中で、「これからの社会の

変革において子どもたちに必要なものは、自分で課題を見つけ、学び、考え、行動し、問

題を解決する資質や能力であり、さらには豊かな人間性である」とし、こうした資質や能

力を「生きる力」と称した。これらをバランスよく育んでいくことが重要であるとの考え

から、教育の新たな目的の一つとして掲げられるようになった。2011年以降の学習指導

要領では、ゆとりでも詰め込みでもなく、生きる力をより一層育むという方針である。 

※７：自前主義

　他者を受け入れず、自分の施設や自分たちの能力や考えだけで、物事に取り組む姿勢。

※８：ＮＰＯ団体

　Non Profit Organizationの頭文字をとったネーミング。直訳すると非営利団体。民間

で、公益に資するサービスを提供し、営利を目的としない団体。そのうち、特定非営利活

動促進法（いわゆる NPO法）にもとづいて、法人格を取得した団体を NPO法人と言う。・

※９：社会貢献活動（ＣＳＲ）

　企業の社会的責任。企業は自社の利益を追求するだけでなく、自らの組織活動が社会へ

与える影響に責任を持ち、消費者や投資家さらには社会全体の要求に対して、適切に対応

しなければならないこと。

※10：ソーシャル・ビジネス

　地域社会においては、環境保護、高齢者・障がい者の介護・福祉から、子育て支援、ま

ちづくり、観光等に至るまで多種多様な社会課題が顕在化しており、このような地域社会

の課題解決に向けて、住民、ＮＰＯ、企業など、様々な主体が協力しながらビジネスの手

法を活用して取り組むのがソーシャル・ビジネス。行政コストが削減されるだけでなく、

地域における新たな起業や雇用の創出等を通じた地域活性化につなげることが期待される。
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※11：商用データベース

　インターネットで提供される有料のデータベース。会津図書館では、無料で自由に、新

聞記事検索、法律･判例情報や官報などの検索が可能。また、データベースの内容は常に

更新されているので、最新の情報を手軽に入手可能。

※12：知識基盤社会

　21世紀は、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域

での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す、いわゆる「知識基盤社会」(knowledge-

based society)の時代と言われる。

※13：自立した地域社会

　行政改革・規制緩和や地方分権が進むことにより、これまで行政が公的に提供してきた

地域におけるサービスの縮小が進み、地域住民等が自らその役割を果たす状況が増加し、

地域社会が自らの課題に対して、自らの力を統合して解決していく地域社会の形成が必要

となっている。

※14：知の循環社会

　持続可能な社会には、各個人が社会の構成員として、人間・社会・環境・経済の共生を

目指し、生産・消費や創造・活用のバランス感覚を持ちながら、それぞれが社会で責任を

果たし、社会全体の活力を持続させようとする「循環型社会」への転換が求められる。し

たがって、各個人が、自らのニーズに基づき学習した成果を社会に還元し、社会全体の持

続的な教育力の向上に貢献するといった「知の循環型社会」を構築することは、持続可能

な社会の基盤となり、その構築にも貢献するものと期待されている。

※15：社会教育主事

　社会教育主事は、社会教育法第 9条 2に「都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に

社会教育主事を置く。」と必置規定され、職務については、同法第 9条 3に「社会教育主

事は、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。但し、命令及び監督を

してはならない。」とされている。「社会教育を行う者」とは、社会教育施設職員、社会

教育関係団体や民間における指導者等である。社会教育主事は、大学等で必要科目を履修

することで認められる国家資格。

※16：社会教育指導員

　法令に「社会教育指導員」規定は無い。昭和 46年の社会教育審議会答申「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」を受け、翌昭和 47年に文部省が、市

町村に社会教育指導員の設置を促進する目的で、社会教育指導員設置費補助事業を開始。

　その要項に社会教育指導員についての記載があり、これが設置根拠。要項には、「該当

市（区）町村教育委員会の委嘱を受けた社会教育の特定分野についての直接指導、学習相

談または社会教育関係団体の育成等にあたること。」とある。委嘱される者は「教育一般

に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけていること」と

あり、身分は週 3日以上の勤務できる非常勤の職員。

※17：ユニバーサルデザイン

　はじめから、すべての人の多様なニーズを考慮し、年齢、性別、身体的能力、言語など

の違いにかかわらず、すべての人にとって安全・安心で利用しやすいように、建物や製品

をつくったり、情報やサービスなどを提供したりする考え方。本市では、「会津若松市ユ

ニバーサルデザイン推進プラン」を策定し、まちづくりに取り組んでいる。
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参考資料・引用資料

・会津若松市の公共施設「かわら版」　平成25年６月１日　会津若松市

・会津若松市公共施設に関する市民アンケート｢結果報告書」　平成26年８月

　会津若松市

・会津若松市公共施設白書～公共施設の現状について～　平成25年２月

　会津若松市

・会津若松市市民協働推進指針～市民公益活動団体と行政との協働推進に向けて～

　平成26年４月　会津若松市

・会津若松市地域福祉計画策定事業　地域福祉に係るアンケート調査報告書

　平成26年３月　公立大学法人会津大学

・平成22年度「生涯学習施設に関する調査研究」社会教育施設の利用者アンケー　

　ト等による効果的社会教育施設形成に関する調査研究　報告書　平成23年３月

　株式会社三菱総合研究所

・第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理　平成25年１月

　中央教育審議会生涯学習分化会

・第６次会津若松市長期総合計画　新生会津未来創造　平成18年　会津若松市

・福島県生涯学習基本計画～ともに生き、ともに学び、ともに支えあう～

　夢まなびと創造プラン　平成25年３月　福島県

・社会教育行政読本－「協働」時代の道しるべ－　平成25年　社会教育行政研究会編　

　第一法規

・会津若松市ユニバーサルデザイン推進プラン（平成24年度改訂版）平成24年３月

　会津若松市

・会津若松教育行政推進プラン<あこがれ～学び～誇り>　平成26年４月

　会津若松市教育委員会

・会津若松市子ども読書推進計画　平成23年３月　会津若松市教育委員会

・会津若若松市生涯学習基本構想　平成６年２月　会津若松市

・第２次健康わかまつ21計画　平成25年３月　会津若松市

・会津若松子どもプラン（後期行動計画）平成22年３月　会津若松市

・第２次会津若松市スポーツ振興基本計画　平成20年３月　会津若松市教育委員会

・第５次地域情報化計画　平成25年度　会津若松市

・第３次会津若松市行政システム改革プラン　平成25年３月　会津若松市

・会津若松市都市計画マスタープラン　平成25年３月　会津若松市

・第４次会津若松市男女共同参画プラン　平成26年４月　会津若松市

・『学校・家庭・地域が力をあわせ、社会全体で、子どもたちの「生きる力」をはぐくむ

　ために～ 新学習指導要領 スタート ～』保護者用パンフレット　平成22年

　文部科学省
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策定経過
平成２６年度

検討チーム会議 策定方針及び検討の進め方について
検討チーム会議 はじめに及び意識調査について
検討チーム会議 課題の抽出
検討チーム会議 抽出課題の整理
検討チーム会議 抽出課題の整理
検討チーム会議 抽出課題のまとめ
検討チーム会議 抽出課題のまとめ
検討チーム会議 ビジョン・目的・方向性
対面アンケート調査
検討チーム会議 方向性・目標・基本的な取り組み

論点整理「生涯学習を推進する」

検討チーム会議 基本的な取り組み・これからの方針
検討チーム会議 社会教育施設の方向性
検討チーム会議 センターと地区公民館のあり方
企画副参事会議 中間報告・意見聴取
庁内関係調整会議 中間報告・意見聴取
公民館運営審議会 中間報告・意見聴取
社会教育委員の会議 中間報告・意見聴取
教育委員会定例会 中間報告・意見聴取
検討チーム会議 センターと地区公民館のあり方
検討チーム会議 センターと地区公民館のあり方
検討チーム会議 取りまとめ
庁内関係調整会議 素案について
文教厚生委員会協議会　 策定状況報告
公民館運営審議会 素案について

論点整理「生涯学習を推進する」

会津図書館協議会 素案について

社会教育委員の会議 素案について
教育委員会定例会 素案について

企画副参事会議 素案について
文教厚生委員会協議会　 情報提供（今後の進め方）
教育委員会定例会 素案について
部長会議・庁議 素案について

パブリックコメント 素案について　※コメント数　０件

会津若松市議会からの政策提言について 生涯学習推進に関する政策提言事項

社会教育委員の会議への諮問 「生涯学習推進ビジョンの策定について」
社会教育委員の会議 答申案の審議
社会教育委員の会議 答申案の審議（継続）

社会教育委員の会議からの答申
教育委員会定例会 生涯学習推進ビジョンの決定
文教厚生委員会協議会　 ビジョンの策定の報告
公表 　

5月14日
5月21日
5月29日
6月18日
6月25日
7月23日
7月30日
8月12日

8月12日～ 於:神明通りとその周辺・約１００名
8月26日

9月12日９月市議会文教厚生委員会
予算決算委員会第二分科会

9月24日
10月 6日
10月29日
10月30日

11月11日

11月17日
11月20日
12月18日
1月 8日
1月22日
2月 5日
2月16日
2月18日

3月11日２月市議会文教厚生委員会
予算決算委員会第二分科会

3月18日

3月19日
3月19日

　平成２７年度

4月16日
4月20日
4月23日
5月 7日

 5月20日～
　6月19日
6月30日

8月 3日

8月24日

9月 2日
9月28日

 10月 　
 10月 　
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