
Ⅱ１(２）地域の教育・文化〔１６年度政策評価〕

政策名
（中項目）

政策分類
（略称）

所管部課
政策評価
担当部

政策目標

政策指標

指標１

指標２

指標３

政策指標の推移

年度実績 年度見込 年度見込 年度目標 年度目標

13 16 17 18 22

指標１ 6 校 7 校 9 校 12 校 16 校
（達成度） (37.5%) (43.8%) (56.3%) (75.0%) (100.0%)
指標２ 28 回 42 回 45 回 47 回 53 回
（達成度） (37.5%) (43.8%) (56.3%) (75.0%) (100.0%)
指標３
（達成度）

【実績評価】（政策指標の推移から）

①政策評価

【総合評価】（今後の政策の方向性）

時代に適応した施策をより効率的に実施し、区民に提供していくかが行政の大きな課題である。
このため、最先端の生涯学習施策を実現するためにも、地域資源といえる大学をはじめ、ＮＰ
Ｏ，企業等との連携や区内の多彩な人材を活用していくことが、「日本一の教育のまち」を実現
するためにも必要である。

高度化する生涯学習施策への区民ニーズに応えるため、区民大学院等の試みも開始しているが、
さらに全ての事業に変革が求められており、従来からのきっかけづくりのための初級者向け講座
からの脱却が必要である。したがって、「文京区基本構想」や改訂予定の「生涯学習推進計画」
を実現するための方策として、組織の見直しも含めた検討を早急に行い、大学、ＮＰＯ，企業等
との協働による事業運営を推進していく必要がある。
また、区内の豊富な人材を多様な形態で活用した事業展開も必要である。

平成２２年度までに区内１６の全ての大学と連携事業（区民大学、学長講演会、連携
講座等）を実施する。（各年度の連携大学数÷目標連携大学数<１６大学>）

区内大学や各種文化団体等との協働による講座や大会、区民提案型講座及び、区職員
や官公庁の職員を地域に講師として派遣する「お届け講座」の実施回数を１５年度実
績に比して50％の増加を図る。

6 校
(37.5%)(37.5%)

年度実績

平成16年度文京区政策評価表

年度実績

14

6 校

地域の教育・文化資源を活かし、学ぶ心を支援
する

生涯学習部　文化振興課

「日本一の教育のまち」を生涯学習の分野においても実現するため、１６年度内に
「生涯学習推進計画」を改定し、キャリアアップや資格取得などの講座も開設する先
進的な生涯学習施策を展開する。

Ⅱ基本政策　１学ぶ
（2）地域の教育･文化

生涯学習部

(37.5%) (37.5%)

15

29 回 35 回

政策評価シート１



Ⅱ１(２）地域の教育・文化〔１６年度政策評価〕

政策名； 地域の教育・文化資源を活かし、学ぶ心を支援する

政策評価担当部の改革プラン （記入日 17 年 1 月 14 日）

（外部意見等）

学識経験者 日本女子大学人間社会学部教授　田中雅文

区民意見・要望等（聴取した媒体等）

②改革プラン

　区内全域をキャンパスとし、｢日本一の教育のまち｣を実現するため、生涯学習推進計画第２次改
定でも示した、区内の多彩な人材の活用や大学、ＮＰＯとの協働を積極的に推進し、｢文の京｣に相
応しい先駆的に生涯学習を展開する。
また、このために必要となる組織や施設等の検討を早急に行い、実現に向けた条件・環境を整備す
る。

① あらゆる機会に区民によるＩＴの活用をうながす。
・ インターネットによる図書館蔵書の検索・予約システムを実現させるとともに、施設予約システムも平成17年度から導入する予定であるな
ど、ＩＴ社会に対応した区民サービスの整備を順調に進めていることは評価できる。
・ パソコン学習については、新規利用者が減少しているとはいえ、定員に対する申込者数はかなり多く（『教育概要』より）、一方で「ＩＴサ
ロン」を開設するなど、区民のニーズに対する一定の役割を果たしているといえる。ただ、今後はＩＴ学習の多様かつ膨大なニーズに応えるた
め、区内の初等中等教育機関などのパソコンルームを利用したＩＴ教室の開催、しかも児童・生徒の保護者を講師にするなどの工夫により、設
備・指導者の不足を補っていくことも検討に値すると思われる。
② 区内の大学などと学習のネットワークをつくる。
・ 区民大学連携講座や区民に対する大学図書館の開放など、積極的に高等教育機関の機能を活用する施策に取り組んでいることは高く評価でき
る。ただ、区内にある16大学のうち、現状では6大学のみとの連携事業が実現している段階なので、施策指標にあるように100％の実現を目指し
て取り組むことが肝要である。
・ 平成16年度からの新規事業として「大学との連携による学力向上サポーター事業」が行われている。これは大学生のボランティア教育やサー
ビスラーニングが注目されている今日にあって、貴重な試みである。このほか、市民活動と大学研究室の接続促進、大学教員による初等中等教
育機関の児童・生徒への模擬授業など、多様な連携方策が考えられ、ぜひとも先進的な取り組みを多方面にわたって実践することが期待され
る。
③ 図書館のＩＴ化を進めるなど、図書館サービスを充実する。
・ インターネットによる図書館蔵書の検索・予約システムについては、①に述べたとおり。
・ 施策評価表の「課題」に記載されているように、今後はＩＴ活用の範囲をさらに拡大し、区民の趣味・教養、市民活動、生活など多様な側面
から図書館機能を効率的に利用できるよう、総合的なＩＴ利用を開拓していくことが望まれる。
④ 区内の多彩な人材を活かす。
・ 市民社会の成熟化にともない、区内の人材・団体との協働による生涯学習の振興は極めて重要な課題となっており、④を施策の小項目として
設定したことは評価できる。
・ 区内の大学・団体との協働による講座・大会や「お届け講座」の実績を生かし、これらの充実を促すための指標を設定したことも評価でき
る。しかし、今後はこれらの協働の取り組みが学習機会の充実＜すなわち受講者の個人的な楽しみ＞にとどまらず、それをとおした区内外の人
材・市民団体のネットワーク形成＜すなわち個々人をつなぐ連帯や協力の絆＞を促すような仕掛けの工夫が求められる。
⑤ 区民が区政などを学習する機会を増やす。
・ 文京区の区民大学は、カルチャーセンターとの連携や区民の自主的な学習を促す大学院の設置など、常に先駆的な取り組みを実現してきて
おり、その点は高く評価できる。今後は次のような点にも配慮して、さらなる質の向上を目指すことが期待される。
・ 第1に、費用と効果の関係である。趣味・教養系の学習について1回500円という費用は妥当かどうか。総額2,900万円台（平成16年度）の公
的資金を投入し、この低廉な受講料で学習成果が個々人の自己実現にとどまっているのだとすれば、税金の有効利用の観点から問題が多いと思
われる。費用・効果の関係をきちんと分析し、投入金額に見合う効果を証明する必要があると思われる。
・ 第2に、（⑥で検討されることかもしれないが）大学やカルチャーセンターとの連携だけではなく、区内外のＮＰＯ・ＮＧＯとの連携
による現代的課題等の学習講座（あるいは大学院講座）を充実させ、行政各部門との政策連携や協働的活動を担うことのできる人材・団体を積
極的に育成していくことが望まれる。成熟した市民社会には、そうした市民ベースのソフトな基盤が不可欠と思われる。
⑥ その他全般に関わる施策
・ 質の高い文教地域に相応しい「まるごとキャンパス」は、文京区にこそ相応しい構想と思われる。とくに上記の②、④、⑤と連動させた形
で、この構想を実体化させる積極的な取り組みが期待される。
・ 近年では、都市化にともなう人々の孤立と連帯の崩壊が問題視されている。このような状況にあって、学習活動がたとえ趣味・教養などの
楽しみを中心としたものであっても、それをとおして「人々がつながること」（連帯）には、それ自体重要な意味があるといってよい。実際、
楽しみを中心とする学習活動をとおして住民の連帯感が醸成されることは、多くの地域で経験されている。④の第2項目でその趣旨を記述し
たが、独立した施策小項目として「学習をとおした市民ネットワークの促進」といった内容を設定することも一考ではないかと思われる。

政策評価シート２



Ⅱ１(２）地域の教育・文化〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 2 システム 4 システム

（達成度） (50.0%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

年度見込

16

1 システム

(25.0%)

年度実績

13

評価

重点施策として拡充し、成果の向上を図る達成度が低い

平成16年度文京区施策評価表

生涯学習部生涯学習セン
ター

地域の教育・文化資源を活かし、学ぶ心を支援する

①あらゆる機会に区民によるITの活用をうながす。

生涯学習部（生涯学習センター・真砂中央図書館）

　互いに教えあい、学び合える地域を創り上げることが、「文の京」の生涯学習を推進し
ていくことにつながる。ITの活用はそのための手段であるが、いつでも、どこでも、だれ
もが学ぶことができるためには必要不可欠なものとなっている。今後、区は生涯学習の推
進に当たって、ITの活用を広く図っていく様々な施策を展開していく必要がある。

　インターネットによる生涯学習施設の予約、図書の検索等、区所蔵美術品等の検索、生
涯学習講座の受講などがいつでも、どこでも可能となるシステムを構築する。

 インターネットによる施設予約や図書の検索・予約、区所蔵美術品等の検索など今後、
導入するシステム数を平成16年度現在のシステムの稼動数で除したものを指標とする。

　情報通信技術の発展により、日常生活の中でパソコンやインターネットを利用する区民
が急増している現状を踏まえ、区が実施する様々な生涯学習施策においても、ITの活用を
拡充し、時間的・空間的な制約を越え、いつでも・どこでも・だれでも学べる生涯学習環
境を整備する。

　平成16年5月に図書館ホームページを開設するとともに、インターネットによる蔵書検
索・予約を開始した。生涯学習施設の施設予約システムの導入については、15年度に検討
委員会を設置し、スポーツ施設等も含めた施設予約システムを平成17年度から導入する予
定である。

　今後、ITを活用する機会がさらに増えていくことが予想され、区民の生涯学習活動を支
援、充実していくためには、日常生活のなかで容易に、必要な情報が入手できるようにす
る必要がある。このため、パソコンなどに接する機会の少ない人々を対象にしたパソコン
教室の拡充やNPOとの協働、IT推進リーダーの育成が課題となる。

施策評価シート１①



Ⅱ１(２）地域の教育・文化〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 18 22

指標 6 校 6 校 9 校 12 校 16 校

（達成度） (37.5%) (37.5%) (56.3%) (75.0%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

地域の教育・文化資源を活かし、学ぶ心を支援する

②区内の大学などと学習のネットワークをつくる。

資源環境部（環境対策課）・学校教育部（指導
室）・生涯学習部（生涯学習センター）

　区内には１６の大学がある。これは、区の生涯学習の推進にとって大きな力となるもの
であり、区民にとって誇り得る地域の財産となるものである。現在、各大学においても生
涯学習センターを設置して社会人等を対象にした講座を開設するなど、大学の地域への開
放を進めている。こうした動きに呼応して、大学や教育研究機関などとの学習のネット
ワークを構築していくことは、今後の生涯学習推進に大きな弾みをつけるものといえる。

　大学の特色ある講座や国家資格講座の開設を円滑に進めるため、情報交換や連絡調整を
日常的に行う拠点づくりを検討する。

　平成２２年度までに区内１６の全ての大学と連携事業（区民大学、学長講演会、連携講
座等）を実施する。（各年度の連携大学数÷目標連携大学数<１６大学>）

 これまで実施してきた区内大学の学長講演会、大学公開講座、区内大学連携講座などの
連携事業に加え、構造改革特区申請による国家資格の取得要件を緩和する講座を区内の大
学等教育機関と協働運営するほか、これらの機関の施設や多様な人材交流を取り組んで行
う生涯学習のネットワークを構築する。

　生涯学習センター所管の事業としてこれまで、学長講演会、大学公開講座を実施してき
たが、平成16年度からは新たに区内の大学と連携して区民大学連携講座を実施し、大学の
専門性を活かした講座を実施している。他方、大学図書館の区民への開放を開始するな
ど、より連携を密にして生涯学習の推進に努めている。

　これまでの趣味・教養に関する講座から国家資格の取得やその時々の社会経済問題にア
プローチできる講座等、区民の生涯学習に対する新たなニーズに対応するため、大学が有
する人的資源の活用、施設開放を積極的に進めることが求められている。そのためには、
区内の大学等の教育機関及び区の生涯学習施設との恒常的なネットワークを構築する必要
がある。

平成16年度文京区施策評価表

生涯学習部生涯学習セン
ター

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

年度見込

16

(37.5%)

7 校

(43.8%)

6 校

年度実績

13

施策評価シート１②



Ⅱ１(２）地域の教育・文化〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 20

指標 14 件 15 件 19 件 22 件

（達成度） (63.6%) (68.2%) (86.4%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

地域の教育・文化資源を活かし、学ぶ心を支援する

③図書館のIT化を進めるなど、図書館サービスを充実する。

施設管理部（施設管理課）、生涯学習部（真砂中央
図書館）

インターネットによる図書館資料の検索・予約システムの導入により、区民は図書館に来
館しなくても資料の検索と予約ができるようになり、効率的に資料の貸出しを受けること
ができるようになった。また、レファレンスサービスについては、専用のカウンターや
コーナーを設けることにより、より的確な対応が可能になった。今後は、情報化社会の進
展を視野に入れながら、さらにITを活用した図書館サービスを推進していく必要がある。

　近年の情報技術（IT）の飛躍的な発達により、パソコンやインターネットなどが急速に
普及している。このITを積極的に活用することにより、さらに図書館サービスの充実を図
る。

図書館サービスを充実することにより、図書館資料の貸出数が増加することが考えられ
る。区民1人当たり図書館資料貸出数の１５年度実績からの５０％増加を図る。

図書館オンラインシステムを運用し、図書館資料の検索・貸出・返却等をコンピュｰタで
処理することにより図書館業務を正確かつ迅速に遂行するとともに、さらに、インター
ネットにより図書館資料の検索や予約ができるシステムを導入するなど、図書館サービス
を充実する。

図書館オンラインシステムの運用により図書館資料の貸出・返却等を効率的に処理すると
ともに平成１６年５月からインターネットによる検索・予約システムを導入し、一段と図
書館の利便性が向上した。一方、図書館資料の充実を図るとともに、レファレンスサービ
スや各種行事、展示の実施などにより、読書相談や資料紹介にも力をいれ、情報の提供を
積極的に行っている。

現在、図書館には趣味や教養のための資料の提供のほか、生活に必要な情報を提供する情
報センターとしての役割が求められるようになっている。情報サービスを展開していくた
めには図書館のIT化を推進していくことが不可欠である。ITを活用したレファレンスサー
ビスの充実やデジタル資料の収集が求められ、また、インターネットによる検索・予約シ
ステムの導入により図書館の利便性が向上したが、さらにITの効果がすべての人に行き渡
るように、インターネットへのアクセスの機会のない区民でも区立図書館に来館すれば利
用でき、インターネット上の多様な情報源にアクセスできるような環境の整備が必要であ
る。

平成16年度文京区施策評価表

真砂中央図書館

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

年度見込

16

(63.6%)

18 件

(81.8%)

14 件

年度実績

13

施策評価シート１③



Ⅱ１(２）地域の教育・文化〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 18 22

指標 29 回 35 回 45 回 47 回 53 回

（達成度） (54.7%) (66.0%) (84.9%) (88.7%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

地域の教育・文化資源を活かし、学ぶ心を支援する

④区内の多彩な人材を活かす。

総務部（総務課）、区民部（区民課）、資源環境部
（環境対策課）、学校教育部（指導室）、生涯学習
部（文化振興課・生涯学習センター）

少子化による学校間競争、国立大学の独立行政法人化などの時代的な背景もあり、従前と
の比較でも大学からの協力は得られやすい状況にある。また、区民の生涯学習への関心も
高まっていることから、区民参画型の講座企画も積極的に行うべきである。したがって、
行政が明確なプランを示し、大学、ＮＰＯ、区民等との協働を一層推進すべきである。

区内には１６の大学をはじめ教育機関が集積していることから、今後はあらゆる機会を通
じて大学や区民等との連携を深め、区民の多様なニーズに即応した講座、講演会などの事
業を展開していく。
区内大学や各種文化団体等との協働による講座や大会、区民提案型講座及び、区職員や官
公庁の職員を地域に講師として派遣する「お届け講座」の実施回数を１５年度実績に比し
て50％の増加を図る。

生涯学習施策等をより推進するためには、文京区の地域資産としての人材を有効に活用す
ることが求められている。また、このことにより区民との一層の協働を図り、「生涯学習
都市・・文京」を実現を目指すものである。

他自治体と同様に、地域の大学との協働による公開講座等は行っているものの、区民ニー
ズを的確に反映した講座の開設、大学間でのテーマの調整等が必ずしも行われていない。
また、区民参画による講座運営の一層の推進、派遣件数に減少傾向が見られる「お届け講
座」の充実が課題となっており、今後は行政がより積極的に関与し、調整機能を重視した
ネットワークセンターとしての役割が求められている。

各大学間で地域自治体への協力体制については温度差もあり、現在は連携を果たしていな
い大学も存在している。しかし、大学においても地域貢献や生涯学習に対する一定の姿勢
が求められ、また国立大学においても独立行政法人化による柔軟な執行が可能になったこ
とから、今後は積極的なアプローチによる連携の強化を図る必要がある。
また、区民参画のさまざまな形態での可能性を探るとともに、「お届け講座」については
区民への周知が不足ぎみであるためPRの工夫が必要となっている。

平成16年度文京区施策評価表

文化振興課

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

年度見込

16

(52.8%)

42 回

(79.2%)

28 回

年度実績

13

施策評価シート１④



Ⅱ１(２）地域の教育・文化〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 10 講座 11 講座 15 講座 30 講座

（達成度） (33.0%) (37.0%) (50.0%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

年度見込

16

(33.0%)

13 講座

(43.0%)

10 講座

年度実績

13

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

平成16年度文京区施策評価表

生涯学習部生涯学習セン
ター

地域の教育・文化資源を活かし、学ぶ心を支援する

⑤区民が区政などを学習する機会を増やす。

生涯学習部（文化振興課・生涯学習センター・真砂
中央図書館）

 最近の社会情勢の変化のなかで、生涯学習の振興に関して留意すべき事項として、家庭
や地域の教育力の低下、高齢化、地域社会の活力の低下が指摘されている。このため、学
校、家庭、地域の教育力向上に向けて、様々な機会や場を整備して生涯学習の基礎づくり
が求められている。こうした状況を踏まえ、区民が主体的に地域の課題等に積極的に係わ
る様々な講座を提供していくことは、これからの生涯学習推進の大きな柱となるものであ
る。

　区民の生涯学習ニーズの多様化に応えるため、従来の区民大学講座の見直しを図り、地
域の課題解決を目指した区民大学院講座の充実を図るとともに、新たに区民提案型講座や
区内の大学等の教育機関などと連携した現代的課題を考える多様な講座を実施して区民が
区政などを学習する機会を増やしていく。

　区民が区政などを学ぶ講座として「文京学」及び「区民提案型講座」を平成24年度まで
に倍増させる。（各年度の講座数を目標講座数で除する）

 区民の生涯学習に対するニーズの多様化に対応して、従来の趣味・教養中心の講座から
身近な環境問題や地域が抱える高齢化など現代的な課題を学習する機会として、区民大学
院講座、区内大学による専門性の高い講座などを計画的に開設する。

　平成13年度から民間教育事業者と連携した多彩な講座を開講するとともに、区民大学企
画運営委員会を設置して区民レベルの視点から区民の学習要求に沿った講座や講師を選定
する体制を整備した。さらに、14年度からは区民自らが地域の課題について自主的に学習
する場として区民大学院講座を開設した。

　区民が生涯学習施設を拠点にして区政などを学習する機会を増やし、地域の教育力を高
めていくためには、区の生涯学習施設だけではなく、学校や家庭、企業などが連携して
様々な学習機会や場を整備していく必要がある。このため、区が積極的に地域に働きかけ
て、生涯学習活動の機会と場の拡充を図っていくことが課題となっている。

施策評価シート１⑤



Ⅱ１(２）地域の教育・文化〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 18 22

指標 1 3 4 5

（達成度） (20.0%) (60.0%) (80.0%) (100.0%)

現状

課題

方向性：

年度見込

16

2

(40.0%)

年度実績

13

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

平成16年度文京区施策評価表

文化振興課

地域の教育・文化資源を活かし、学ぶ心を支援する

⑥その他全般に関わる施策

区民部（区民課）、施設管理部（施設管理課）、生
涯学習部（文化振興課、生涯学習センター、真砂中
央図書館）

時代に適応した施策をより効率的に実施するかが行政の課題である。このため、地域資源
といえる大学等との連携やを強化していくことは、「日本一の教育のまち」を実現するた
めにも必要である。

「日本一の教育のまち」を生涯学習の分野においても実現するため、１６年度内に「生涯
学習推進計画」を改定し、キャリアアップや資格取得などの講座も開設する先進的な生涯
学習施策を展開する。

施策を確実に進行させるため、以下のステップにより管理し、向かうべき姿が実現された
ことをもって100％の達成とする。1.生涯学習推進計画の改定作業　２．推進計画の策
定、アカデミー構想推進委員会の設置　３.新たな組織・拠点施設等の検討、特区事業の
実施　４.新たな組織の設置　4.大学・NPO等との新たな連携事業開始　5.構想に掲げた全
てを実現

生涯学習に求められるニーズを的確に把握し、時代に変化に即応した施策が求められてい
る。このことから、今後の生涯学習推進の向かうべき方向性を示す「文京区生涯学習推進
計画」を改定するとともに、推進計画を確実に実行に移すための具体的プランを検討する
ための委員会を設置する。

文京区における生涯学習施策、とりわけ区民大学等の講座については、23区でも質・量と
もに誇れるものであり、かつ民間カルチャーとの連携を図るなど改革もなされてきてい
る。しかし、社会環境の変化、多様な区民ニーズに対応するためには、新たな施策が求め
られている。このことから、１５年度には最先端の生涯学習を展開する「まるごとキャン
パス特区」を構造改革特区提案として提出し、情報技術関連化国家資格の緩和措置を獲得
している。

高度化する生涯学習施策への区民ニーズに応えるため、区民大学院等の試みも開始してい
るが、さらに全ての事業に変革が求められており、従来からのきっかけづくりのための初
級者向け講座からの脱却が必要である。したがって、「文京区基本構想」や改訂予定の
「生涯学習推進計画」を実現するための方策として、組織の見直しも含めた検討を早急に
行い、大学、ＮＰＯ，企業等との協働による事業展開をしていく必要がある。

施策評価シート１⑥


