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生涯学習・社会教育に関する主要法令、答申、建議等一覧 
 

※ 参考ＷｅｂサイトのＵＲＬは、令和３年３月現在のものであり、今後、変更又は閉鎖となる場合があり

ます。あらかじめ御承知おきください。 

● 主 要 法 令 
 

 
法 令 の 名 称 公布年月日等 参考Ｗｅｂサイト・備考 

 

 

 

日本国憲法 昭和21年11月３日 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONST

ITUTION&referral=kddi 

 

 

 

教育基本法 
平成18年12月22日 

法律第120号 
https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/houan.htm 

 

 

 

社会教育法 
昭和24年６月10日 

法律第207号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000

000207 

 

 

 

図書館法 
昭和25年４月30日 

法律第118号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000

000118 

 

 

 

博物館法 
昭和26年12月１日 

法律第285号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000

000285 

 

 

 

 

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 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402AC0000

000071 

 

 

 

 

子どもの読書活動の推進に関する法律 
平成13年12月12日 

法律第154号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC1000

000154 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する

法律 

昭和31年６月30日 

法律第162号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000

000162 

 

 

 

 

 

 

子ども・若者育成支援推進法 
平成21年７月８日 

法律第 71号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000

000071 

 

 

 

 

 

子どもの貧困対策の推進に関する法律 
平成25年６月26日 

法律第64号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000

000064 

 

 

 

学校教育法 
昭和22年３月31日 

法律第26号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=32

2AC0000000026_20200401_501AC0000000044 

 

 

 

教育職員免許法 
昭和24年５月31日 

法律第147号 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_sea

rch/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000147 

教育公務員特例法 
昭和24年１月12日 

法律第１号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000

000001_20200401_429AC0000000029 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION&referral=kddi
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION&referral=kddi
https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/houan.htm
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000207
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000207
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000118
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000118
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000285
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000285
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402AC0000000071
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402AC0000000071
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC1000000154
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC1000000154
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000071
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000071
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000000064
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000000064
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20200401_501AC0000000044
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20200401_501AC0000000044
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000147
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000147
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000001_20200401_429AC0000000029
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000001_20200401_429AC0000000029
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特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法） 
平成10年３月25日 

法律第７号 
https://elaws.e-gov.go.jp/docu ment?law_unique_i d=41

0AC1000 0000 07_2019 1216 _50 1AC00 0000 0016  

 

 

 

次世代育成支援対策推進法 
平成15年７月16日 

法律第120号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000

000120_20180101_429AC0000000014 

 

 

 

少子化社会対策基本法 
平成15年７月30日 

法律第133号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC1000

000133 

 

 

 

文字・活字文化振興法 
平成17年７月29日 

法律第91号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000

000091 

 

 スポーツ基本法 
平成24年６月24日 

   法律第78号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC1000

000078 

 

いじめ防止対策推進法 
平成25年６月28日 

   法律第71号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000

000071  

 

 

 

生活困窮者自立支援法 
平成25年12月13日 

   法律第105号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000

000105 

 

 

 

青少年の雇用の促進等に関する法律 
昭和45年５月25日 

  法律第98号 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000

000098_20200330_429AC0000000014  

 

 

 

 

障害者による文化芸術活動の推進に関

する法律の施行について 

平成30年６月13日 

法律第47号 

【文化庁】 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shoka

n_horei/geijutsu_bunka/shogaisha_bunkageijutsu/14

06260.html 

 

 

 

国際文化交流の祭典の実施の推進に関

する法律の施行について 

平成30年６月13日 

法律第48号 

【文化庁】 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shoka

n_horei/geijutsu_bunka/kokusaibunkakoryu_saiten/1

406318.html 

 

 

● 答申、建議等 

   【文部科学省中央教育審議会、臨時教育審議会等】 

答申、建議等の名称 答申等年月日 参考Ｗｅｂサイト・備考 

(答申)生涯教育について 昭和56年６月11日 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chuuou/toushin/810601.htm 

(臨時教育審議会) 

(答申)教育改革に関する～第４次答申～ 
昭和62年８月７日 

https://www.niye.go.jp/youth/book/files/

items/1538/File/yojitooshin.pdf（第４次） 

(答申)２１世紀を展望した我が国の教育の 

在り方について（第一次・第二次） 

(第一次) 

平成８年７月19日 

(第二次) 

平成９年６月１日 

（第一次） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chuuou/toushin/960701.htm 

（第二次） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chuuou/toushin/970606.htm 

 

 

 

 

(答申) 次代を担う自立した青少年の育成に 

向けて 
平成19年１月30日 

 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chukyo/chukyo0/toushin/07020115.htm 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=410AC1000000007_20191216_501AC0000000016
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=410AC1000000007_20191216_501AC0000000016
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000120_20180101_429AC0000000014
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000120_20180101_429AC0000000014
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC1000000133
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC1000000133
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000091
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000091
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC1000000078
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC1000000078
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000000071
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000000071
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000105
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000105
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000098_20200330_429AC0000000014%20
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000098_20200330_429AC0000000014%20
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/geijutsu_bunka/shogaisha_bunkageijutsu/1406260.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/geijutsu_bunka/shogaisha_bunkageijutsu/1406260.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/geijutsu_bunka/shogaisha_bunkageijutsu/1406260.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/geijutsu_bunka/kokusaibunkakoryu_saiten/1406318.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/geijutsu_bunka/kokusaibunkakoryu_saiten/1406318.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/geijutsu_bunka/kokusaibunkakoryu_saiten/1406318.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/810601.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/810601.htm
https://www.niye.go.jp/youth/book/files/items/1538/File/yojitooshin.pdf（第４次）
https://www.niye.go.jp/youth/book/files/items/1538/File/yojitooshin.pdf（第４次）
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/960701.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/960701.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/970606.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/970606.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/07020115.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/07020115.htm
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(答申) 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～ 

平成20年２月19日 

https://www.mext.go.jp/component/b_m

enu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/

2008/12/18/080219_01.pdf 

 

 

 

(答申) 今後の学校におけるキャリア教育・職

業教育の在り方について 
平成23年１月31日 

https://www.mext.go.jp/component/b_m

enu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/

2011/02/01/1301878_1_1.pdf 

 

 

 

(答申) 今後の青少年の体験活動の推進につ

いて 
平成25年１月21日 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chukyo/chukyo0/toushin/1330230.htm 

 
(答申) チームとしての学校の在り方と今後

改善方策について 
平成27年12月21日 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afiel

dfile/2016/02/05/1365657_00.pdf 

 

(答申) 新しい時代の教育や地方創生の実現 

に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と 

今後の推進方策について 

平成27年12月21日 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afiel

dfile/2016/01/05/1365791_1.pdf 

 

(答申) 個人の能力と可能性を開花させ、全員

参加による課題解決社会を実現するための

教育の多様化と質保証の在り方について(概

要) 

平成28年５月30日 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chukyo/chukyo0/toushin/1371833.htm 

 

(答申) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及

び特別支援学校の学習指導要領等の改善及

び必要な方策等について 

平成28年12月21日 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chukyo/chukyo0/toushin/1380731.htm 

 
(答申) 人口減少時代の新しい地域づくりに向

けた社会教育の振興方策について 
平成30年12月21日 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chukyo/chukyo0/toushin/1412080.htm 

 

(答申) 新しい時代の教育に向けた持続可能な

学校指導・運営体制の構築のための学校にお

ける働き方改革に関する総合的な方策につい

て 

平成31年１月25日 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.ht

m 

 

【生涯学習審議会、社会教育審議会等】  

 

 
答申、建議等の名称 答申等年月日 参考Ｗｅｂサイト・備考 

 

 

 

 

(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

教育の在り方について 

昭和46年４月30日 

https://www.niye.go.jp/youth/book/files/

items/1538/File/H46.pdf 

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakush

o/html/others/detail/1318428.htm 

 

 

 

 

(社会教育文化審議会) 

(報告)家庭の教育力の充実等のための社会教

育行政の体制整備について 

平成12年11月28日 

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/112

93659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/o

ld_chukyo/old_gakushu_index/toushin/

1315212.htm 

 

 

 

 

(答申)新しい情報通信技術を活用した生涯学

習の推進方策について～情報化で広が

る生涯学習の展望～ 
平成 12年 11月 28日 

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/112

93659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/o

ld_chukyo/old_gakushu_index/toushin/

1315212.htm 

 

 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2008/12/18/080219_01.pdf
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2008/12/18/080219_01.pdf
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2008/12/18/080219_01.pdf
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/02/01/1301878_1_1.pdf
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/02/01/1301878_1_1.pdf
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/02/01/1301878_1_1.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1330230.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1330230.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/02/05/1365657_00.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/02/05/1365657_00.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/02/05/1365657_00.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/01/05/1365791_1.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/01/05/1365791_1.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/01/05/1365791_1.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1371833.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1371833.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1380731.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1380731.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1412080.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1412080.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.htm
https://www.niye.go.jp/youth/book/files/items/1538/File/H46.pdf
https://www.niye.go.jp/youth/book/files/items/1538/File/H46.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318428.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318428.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_gakushu_index/toushin/1315212.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_gakushu_index/toushin/1315212.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_gakushu_index/toushin/1315212.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_gakushu_index/toushin/1315212.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_gakushu_index/toushin/1315212.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_gakushu_index/toushin/1315212.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_gakushu_index/toushin/1315212.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_gakushu_index/toushin/1315212.htm
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【その他】 

 

 
報告、計画等の名称 報告等年月日 参考Ｗｅｂサイト・備考 

 

 

 

第９次地方分権一括法 令和元年６月７日 
（概要） 

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/
doc/09ikkatsu-gaiyoukouhu.pdf 

提案―教育改革国民会議報告 

―教育を変える１７の 
平成12年12月22日 

https://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/ho

ukoku/1222report.html 

 

 

教育再生会議（最終報告） 

社会総がかりで教育再生を～教育再生の実効

性の担保のために～ 

平成20年1月31日 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyoui

ku/houkoku/honbun0131.pdf 

 

 

 

教育再生実行会議（第十一次提言） 

技術の進展に応じた教育の革新、新時代に応

じた高等学校改革について 

令和元年５月17日 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyoui

kusaisei/teigen.html 

 教育振興基本計画（第３期計画） 
平成30年６月15日 

閣議決定 

https://www.mext.go.jp/content/140612

7_002.pdf 

 内閣府子供・若者白書（令和２年版） 令和２年７月 
https://www8.cao.go.jp/youth/whitepap

er/r02honpen/index.html 

 

子供の貧困対策に関する大綱～日本の将来を

担う子供たちを誰一人取り残すことは社会に

向けて～ 

  令和元年１月 
https://www8.cao.go.jp/kodomonohink

on/pdf/r01-taikou.pdf 

 

 

 

コミュニティ・スクールを核とした地域とと

もにある学校づくりの一層の推進に向けて 
平成27年３月 

https://www.mext.go.jp/component/b_

menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfi

le/2015/03/20/1356133_1_3.pdf 

 

 

 

 

不登校に関する調査研究協力者会議 

「不登校児童生徒への支援に関する最終報

告」 

平成28年７月 

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11

293659/www.mext.go.jp/component/b_

menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfi

le/2016/08/01/1374856_2.pdf 

 
「次世代の学校・地域」創生プラン～学校と

地域の一体改革による地域創生～ 
平成28年１月25日 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chousa/shotou/120/shiryo/__icsFiles/afi

eldfile/2016/04/04/1368860_05.pdf 

 

 

 

家庭教育支援の推進方策に関する検討委員会

「家庭教育支援の具体的な推進方策につい

て」 

平成29年１月 
https://www.mext.go.jp/component/a_

menu/education/detail/__icsFiles/afield

file/2017/04/03/1383700_01.pdf 

 

障害者の生涯学習の推進方策について―誰も

が障害の有無にかかわらず共に学び、生きる

共生社会を目指して（報告）【学校卒業後に

おける障害者の学びの推進に関する有識者会

議】 

平成31年１月 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chousa/shougai/041/toushin/1414985.h

tm 

 社会教育主事講習規程 令和２年９月25日改正 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law

id=326M50000080012 

 社会教育士について 令和２年２月22日 
https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/0

8052911/mext_00667.html 

 

● 東京都関係 

 名   称 参考Ｗｅｂサイト・備考 

 東京都公式ホームページ https://www.metro.tokyo.lg.jp/ 

 東京都教育委員会ホームページ https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/ 

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/09ikkatsu-gaiyoukouhu.pdf
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/09ikkatsu-gaiyoukouhu.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/houkoku/1222report.html
https://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/houkoku/1222report.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouiku/houkoku/honbun0131.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouiku/houkoku/honbun0131.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/teigen.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/teigen.html
https://www.mext.go.jp/content/1406127_002.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1406127_002.pdf
https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/r02honpen/index.html
https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/r02honpen/index.html
https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/pdf/r01-taikou.pdf
https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/pdf/r01-taikou.pdf
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/03/20/1356133_1_3.pdf
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/03/20/1356133_1_3.pdf
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/03/20/1356133_1_3.pdf
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/08/01/1374856_2.pdf
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/08/01/1374856_2.pdf
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/08/01/1374856_2.pdf
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/08/01/1374856_2.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/120/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2016/04/04/1368860_05.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/120/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2016/04/04/1368860_05.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/120/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2016/04/04/1368860_05.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/04/03/1383700_01.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/04/03/1383700_01.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/04/03/1383700_01.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/041/toushin/1414985.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/041/toushin/1414985.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/041/toushin/1414985.htm
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000080012
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000080012
https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/mext_00667.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/mext_00667.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/
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 東京都生涯学習情報ホームページ https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/ 

 地域教育推進ネットワーク東京都協議会 
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/schooling.h

tml 

 乳幼児期からの子供の教育支援プロジェクト 
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/nyuyoji.ht

ml 

 東京都子供読書活動推進計画 未来を支える読書 https://www.kodomo-dokusho.metro.tokyo.lg.jp/ 

 

東京都生涯学習審議会 

第１０期建議 

「地域と学校の協働」を推進する方策について」     

（平成31年２月14日） 

【東京都生涯学習審議会】 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/cou

ncil/ 

 

【第 10 期建議】 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/cou

ncil/general_conference/attached_institution/files/list/10s

hogaikengi.pdf 

 

 

 

 

東京都長期ビジョン（平成26年12月） 
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/tokyo_visio

n/vision_index/index.html 

 

 

 

「都立高校中途退学者等追跡調査」報告書 

（平成25年3月） 
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/ysw/resear

ch.html 

 

東京都教育ビジョン（第４次） 

（平成31年度～令和５年度） 

（令和元年６月） 

【都教委ＨＰ＞東京都教育ビジョン】 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/acti

on_and_budget/action/vision2019.html 

【第４次】 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/acti

on_and_budget/action/files/vision2019/gaiyou.pdf 

 

 

 

 

東京都いじめ防止対策推進条例 

東京都いじめ防止対策推進基本方針 

（平成26年７月10日） 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/files/

bullying_measures/houshin.pdf 

 

 
東京都雇用対策協定 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/koyotaisakukyot

ei.pdf 

 

 

平成30年度東京都雇用対策協定に基づく事業計画 

（令和２年４月） 
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/jigyokeikak

u_r2.pdf 

 

 

 

第三次東京都子供読書活動推進計画（平成27年２月） 
https://www.kodomo-dokusho.metro.tokyo.lg.jp/tmg/wp-c

ontent/uploads/user/keikaku/3f61a7f175f8e4a04b1e35fdc

ef3a952.pdf 

 

 

 

東京都子供・子育て支援総合計画（令和２年３月） 
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/20

20/03/30/documents/20_01.pdf 

 

 

 

東京都子供・若者計画（令和２年４月） 
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/20

20/04/30/documents/05.pdf 

 

 

 

東京都教育施策大綱（平成29年１月20日） 
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/acti

on_and_budget/action/files/action/general_principle2016.

pdf 

 
東京都におけるチームとしての学校の在り方検討委

員会報告書 （平成29年２月） 
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/20

17/02/23/11.html 

 

 

 

不登校・中途退学対策検討委員会報告書 

（平成28年2月） 
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release

/2016/files/release20160212_03/houkoku.pdf 

https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/schooling.html
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/schooling.html
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/nyuyoji.html
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/nyuyoji.html
https://www.kodomo-dokusho.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/council/
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/council/
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/council/general_conference/attached_institution/files/list/10shogaikengi.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/council/general_conference/attached_institution/files/list/10shogaikengi.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/council/general_conference/attached_institution/files/list/10shogaikengi.pdf
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/tokyo_vision/vision_index/index.html
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/tokyo_vision/vision_index/index.html
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/ysw/research.html
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/ysw/research.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/action_and_budget/action/vision2019.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/action_and_budget/action/vision2019.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/action_and_budget/action/files/vision2019/gaiyou.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/action_and_budget/action/files/vision2019/gaiyou.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/files/bullying_measures/houshin.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/files/bullying_measures/houshin.pdf
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/koyotaisakukyotei.pdf
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/koyotaisakukyotei.pdf
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/jigyokeikaku_r2.pdf
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/jigyokeikaku_r2.pdf
https://www.kodomo-dokusho.metro.tokyo.lg.jp/tmg/wp-content/uploads/user/keikaku/3f61a7f175f8e4a04b1e35fdcef3a952.pdf
https://www.kodomo-dokusho.metro.tokyo.lg.jp/tmg/wp-content/uploads/user/keikaku/3f61a7f175f8e4a04b1e35fdcef3a952.pdf
https://www.kodomo-dokusho.metro.tokyo.lg.jp/tmg/wp-content/uploads/user/keikaku/3f61a7f175f8e4a04b1e35fdcef3a952.pdf
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/03/30/documents/20_01.pdf
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/03/30/documents/20_01.pdf
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/04/30/documents/05.pdf
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/04/30/documents/05.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/action_and_budget/action/files/action/general_principle2016.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/action_and_budget/action/files/action/general_principle2016.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/action_and_budget/action/files/action/general_principle2016.pdf
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/02/23/11.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/02/23/11.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2016/files/release20160212_03/houkoku.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2016/files/release20160212_03/houkoku.pdf
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都立高校改革推進計画・新実施計画（平成31年２月） 
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release

/2019/files/release20190214_01/1.pdf 

 

 

 

東京都発達障害教育推進計画（平成28年２月） 
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/20

16/02/documents/70q2c402.pdf 

 

 

 

東京都教育委員会いじめ問題対策委員会答申 

（平成30年８月） 

 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release

/2018/release20180823_02.html 

 

 

 

 

「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」 

（平成31年４月） 
 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/osekkai/ 

 

【関連事業】 

 

 

名   称 参考Ｗｅｂサイト・備考 

地域学校協働活動推進事業（地域学校協働本部・  

地域未来塾） 
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/shien.html 

 

 

 

放課後子供教室推進事業 
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/houkago.ht

ml 

 

 

 

都立高校生の社会的・職業的自立支援教育プログラ

ム事業 
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/image/mishou1250

2-03.pdf 

 

 

 

都立高校「自立支援チーム」派遣事業 
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/ysw/index.

html 

 

 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2019/files/release20190214_01/1.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2019/files/release20190214_01/1.pdf
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/02/documents/70q2c402.pdf
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/02/documents/70q2c402.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2018/release20180823_02.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2018/release20180823_02.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/osekkai/
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/shien.html
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/houkago.html
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/houkago.html
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/image/mishou12502-03.pdf
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/image/mishou12502-03.pdf
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/ysw/index.html
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/ysw/index.html

