
第２０期東村山市社会教育委員会議（第２回）次第 

日時 平成２５年９月１１日（水） 

   午後７時から 

場所 いきいきプラザ教育委員会室 

 

都市社連協統一テーマ 「我がまち意識」を次代に育む社会教育 

 

１．開会（議長・課長あいさつ） 

 

２．研修会 

「社会教育委員の役割」 講師：辻 浩氏（日本社会事業大学教授） 

 

 

３．協議事項 

（１）これまでの提言書の調査・検証 

 

 

４．報告事項 

（１）東村山市保健福祉協議会専門部会児童育成計画推進部会 

 

 

５．その他 

（１）平成２５年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第４ブロック研修会 

日時 平成２５年１０月２１日（月） 於；東久留米市 

出席確認（                               ） 

 

（２）第４回会議日程 

 平成２５年１１月  日（  ） 午後７時から 教育委員会室 
 

６．閉会（副議長あいさつ） 

 

第３回会議日程 

日時：１０月１６日（水）午後７時から 

教育委員会室 



社会教育委員会提言書一覧（目次のみ）（平成 24年 5月作成） 
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平成 9年（1997年）6月 平成 13年（2001年）7月 平成 15年（2003年）7月 平成 17年（2005年）7月 平成 19年（2007年）7月 平成 21年（2009年）7月 平成 23年（2011年）7月 

人材バンク設立への提言 
―東村山市の学習体系の整備

充実に向けてー 

子どもに視点を当てた生涯学

習の推進 
―完全学校週５日制への対応― 

21世紀を拓く子どもを育てる社
会的支援の在りかた 
―家庭･地域の教育力の再生を図るため

の社会教育の役割― 

世代間の交流を図る地域交流

活動の推進 
―地域教育サｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ― 

生涯学習のなかでの社会教育

のあり方 
地域の教育力支援に向けて 
～子どもたちのために社会教育

は何ができるか～ 

社会教育における諸課題に対

し、その解決方法を探る 
～アンケート調査結果から読み解く～ 

１東村山市の生涯学習体系の整

備・充実に向かって 

(1) 生涯学習の基礎づくり 

(2) 地域活動の活性化 

(3) 生涯学習を支援する体制の整備  

２生涯学習体系整備に係る諸問題 

(1) 学習方法と学習内容 

(2) 学習者に対する情報提供 

(3) 学習者に対する学習機会の提供 

３ 人材バンク設立への提言 

(1) 人材バンク設立の趣旨 

(2) 人材バンク設立の手順 

① 登録 

② 人材バンク申請書 

③ 人材バンク要綱 

(3) 人材バンク活用の方法 

(4) 指導者についての養成と確保 

東村山市生涯学習人材ﾊﾞﾝｸ要綱（案） 

４ 今後の課題 

(1) 学習成果の活用として、ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱの指導者養成 

(2) 多様化する学習ニーズに応える 

①多様で総合的な学習機会を提供する 

②新しい学習課題への取り組みと対応 

③学校施設ｺﾐｭﾆﾃｨ開放委員会と地

域の生涯学習構 

(3) 東村山市の機改革にともなう今後

の生涯学習体制づくりへの提言 

①生涯学習を支援する体制の整備 

②東村山市の生涯学習に関する全庁

的な理念の構築と具現化に向けて 

ａ庁内検討委員会の設立 

ｂ生涯学習審議会の設立 

１ はじめに 

２ 調査内容 

３ 小学生、中学生を対象にした調

査の結果 

４ 平成 14 年度に向けての方策―

提言 

(1) 現行制度の見直しと改善（既存

の学習機会・施設の有効活用 

① 土曜開放の仕組みへの転換 

② 既存の学習内容、施設・設備の

活用 

③ 開放する施設・設備の拡大と責

任の所在 

(2) 週休を活用した小・中学生に対

して新しい学習機会の創出 

① 小・中学生によるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の

推進 

② 親子でできる学習 

(3) 13 町に文化活動推進委員（仮

称）の設立を目指して 

① 生涯学習部とｺﾐｭﾆﾃｨ開放推進委

員会 

② ｺﾐｭﾆﾃｨ開放推進委員会 

５ 本提言を具現化するに当って、

予想される問題 

(1) 行政の課題 

(2) 地域社会の問題 

(3) ｺﾐｭﾆﾃｨ開放推進委員会 

(4) 学校の問題 

(5) 児童生徒の問題 

６ まとめ 

７ 資料 

Ⅰ はじめに 

Ⅱ 本提案に至る社会教育委員会

議での検討経過 

Ⅲ 教育力を高め、実効性のある子

育て支援の体制づくり 

―中学校区を単位とした各地域で

の子育てサポート制度づくりー 

１ 地域子育てサポート協議会の設立 

２ 地域協力で子育て支援の充実を図る

ための基本的な方策 

(1) 関係機関・諸団体と家庭を結ぶ

つなぎ手としての役割を果たす 

(2) 「子育てひろば」を発展させた

パートナー構想 

(3) 土曜講座の発展的充実を図る 

(4) 親に役立つ情報の提供 

Ⅳ おわりに 

 

Ⅰ 主題の背景 

地域教育サポートネットワークの構

成図 

Ⅱ 本提言の概要 

１ 地域教育サポートネットワーク

について 

２ 地域教育サポートネットワークの

支援対象 

３ 課題解決のための地域教育サポ

ートネットワークのあり方 

Ⅲ 支援施策の具体化 

１ 参加型交流（アクションネット

ワーク） 

２ 活用型交流(学校人材バンク) 

３ 学校教育外支援（青少年対策地

区委員会を中心として） 

Ⅳ 資料 

人材バンク活動内容 

学校人材バンク登録書(申請書) 

Ⅰ 課題の背景と生涯学習の目指

す方向 

１ 課題（Ⅰ）の背景 

２ 生涯学習と社会教育に関する基

本的考え 

４ 中期基本計画（平成 13 年～17

年）の施策と評価 

Ⅱ 生涯学習推進のための組織及

び学習内容について 

１ 東村山市の社会教育の変遷 

２ 変遷を通して見える現在の社会

教育が抱えている課題 

Ⅲ 「地域課題」に焦点化した生涯

学習の推進 

１ 今後の社会教育の基本的な立場 

２ 行政がかかわる生涯学習のなか

での社会教育 

３ 予想される成果 

４ 予想される課題 

Ⅳ 地域の要請や課題を解決する

ための生涯学習と地域課題の関

連を図った学習体系 

１ 地域課題と市民の学習ニーズ 

２ 当面する地域課題 

≪国際的課題とのかかわりのなかで

生じた地域課題≫ 

≪市民的課題とのかかわりのなかで

生じた地域課題≫ 

≪家庭・地域・国際を加味した地域

課題≫ 

Ⅴ 今後の社会教育の方向性 

Ⅵ 社会教育関係者にかかわる望

ましい組織のあり方 

はじめに 

Ⅰ めざす社会と子ども像 

１ 本市の現状 

２ 地域社会における課題 

３ めざす社会へ向けて 

４ 郷土資源の活用 

Ⅱ 家庭と地域の教育力の向上 

１ 現状と課題 

２ 家庭に望むこと 

３ 地域社会へ望むこと 

Ⅲ 学校教育と社会教育 

１ 現状と課題 

２ 生涯学習社会に向けて 

３ まとめ 

序 

１ 課題設定経過及び背景 

２ 本書の構成 

第 1章 団体への提案 

１ 日頃の活動を外から眺めてみる 

２ 解決の手法を応用してみる 

３ 団体活動のめざすものを確認す  

る 

４ 他団体と比べてみる 

５ 団体発足当初の理念を振り返る

（原点回帰） 

６ 人を育てる（人材育成） 

７ まちを活性化させる（ﾈｯﾄﾜｰｸ） 

第 2章 行政に対する要望 

Ⅰ 指導者養成講座の復活 

２ 社会教育専門委員の配置 

３ 活動施設の拡充 

４ 広報活動の充実 

第３章 今後の研究テーマ（提案） 

 

用語解説 

アンケート様式 

アンケート調査にご協力をいただい

た団体 
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第２０期東村山市社会教育委員会議（第２回） 研修会 

社会教育委員の役割 
講師：辻 浩氏（日本社会事業大学教授） 

 
日時 平成 25年 9月 11日（水） 

午後 7時から 
場所 いきいきプラザ教育委員会室 

 
１．戦後教育改革と住民参加 

  社会教育委員は、戦前から存在した。戦前の社会教育は「国民強化」を目指しており、戦争に国

民を駆り立てるという役割を果たしていた。これは、社会教育委員も同様であり、戦前の苦い歴史

であると言える。 
 そうしたことや学校教育も含め、戦後教育改革は行われた。「戦後教育改革はアメリカの占領軍

が押し付けたものなのではないか」というような主張をされている方もいらっしゃるが、通常、教

育行政の研究者のなかでは、戦後の教育に関する方針について考える「教育刷新委員会」という日

本人で作っている組織と、GHQの教育改革の担当とが協議をして作ったものであるとされている。 
 

 ○近代公教育原理の実現 

  近代公教育原理は、大きく分けて二つある。 
学習の自由＝環境整備に徹する教育行政、教員の身分、政治的中立 

 一つは、「学習の自由」である。教育は、古くは宗教的権威に縛られていた。たとえばキリスト

教社会では、地動説は「けしからん」と否定され、天動説でなければいけないとされた。ガリレオ

は、「計測の結果、地球の方が動いていると考えれば説明がつく」と言ったことが神への冒涜とみ

なされ、火あぶりにされた。このように、宗教的権威が教育や学問に圧力をかけるということがあ

った。 
 しかし、近代市民社会になるにつれて宗教的権威は徐々に無くなっていき、それにかわって国家

権力というものが登場してくる。教育がこうした力によって牛耳られると、政権を握った政党にと

って有利な教育がなされるという、あってはならないことが起きてしまう。だからこそ、学習は自

由でなければならないのである。 
 1947年に生まれた教育基本法の第十条（改正前のもの）では、教育行政の役割は「環境整備を
すること」だとされている。教育基本法では、教育の内容や目的というものを教育行政や総理大臣

が定めるということはいけないということ、教員が堂々と自らの信念や研究してきたことに基づい

て教えられるように教員の身分が保障されなければならないということ、政治的に中立であること

が教育には必要であるということが盛り込まれた。 
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教育の機会均等＝中学の義務教育化、奨学制度、男女共学 

 もう一つの近代公教育原理は、「教育の機会均等」である。「全ての人が等しく教育を受けられる」

という提言的なものが、中学校を義務教育化した。現在では当たり前のことだが、戦前の中学校と

いうのは、ごく一部の家が裕福な子どもでなければ「行きたい」と思っても行けなかったため、全

ての子どもが中学校に行けるようこうした動きがあった。高等学校等についても、経済的な事情に

より行けない人が出ないように奨学制度などが設けられた。 
他にも、今の教育基本法では無くなったが、以前の教育基本法では「男女共学」という項目があ

った。この項目は、戦後改革の時代は何もしないでいると女子が学校に行かせてもらえなかったた

め、性別による差別をなくし、教育機会均等を図るために設けられたのである。 

 
 ○住民参加の仕組みとして登場した教育委員や社会教育委員 

 こうした二つの原理があるなかで、社会教育委員や教育委員会制度などが住民参加の仕組みとし

て登場する。教育において住民参加がなぜ必要だったのかというと、二つの理由がある。 
権力（政治的、宗教的）による教育統制への対抗 

 一つは宗教的、政治的な権力による教育統制に対抗するためである。住民が参加をすることが有

効であるということが謳われた。 
専門家の横暴への対抗（レイマン・コントロール） 

 もう一つは、教育専門家の横暴に対抗するためである。教育というのは学校の先生が専門的な力

をもっているが、「レイマン・コントロール」―つまり、素人による統制という側面が重要なのだ。

教育については何も分からなくても、「家業をどうするのか」「地域産業をどうしていくのか」とい

った観点から、教育について物を言うことがもう一方で必要だということで生まれたのが、教育委

員会や社会教育委員の仕組みなのである。 
 
 ○社会教育委員の職務 

 皆さんが就任された時に自治体から配られたのではと思うが、社会教育委員の職務としては「社

会教育に関する計画の立案」「教育委員会からの諮問への意見」「調査研究をする」「必要に応じた

教育委員会への出席」―こういうことが、1949年の社会教育法が制定された時に盛り込まれてい
る。 
その後、1959年に行われた改正は、社会教育の世界では大変大きなものだということで議論を
呼んだ。この改正で社会教育委員の職務には、「青少年教育に関する助言・指導」ということと、「社

会教育関係団体に補助金を支出する場合には社会教育委員に意見を聞かねばならない」ということ

が盛り込まれた。東村山市でも社会教育関係団体へ補助金を出す際、皆さん方にお諮りしていると

先程伺った。これに関しては、うっかり見落していてお諮りしていない自治体もあるが、皆さん方

は「その団体は補助金を出してもいいんじゃないか」ということをされたかと思う。 
補助金支出については、社会教育委員の項目の条文のなかではなく、補助金に関わる第１３条に

書いてある。社会教育法が生まれた当初は、「社会教育関係団体に補助金を出してはならない」と

なっていた。これはなぜかというと、俗に「ひも付き補助金」と言われるような、「行政にとって

都合のいい団体にだけは補助金をあげるけれども、都合の悪い団体にはあげない」という、学習の

自由が補助金によってコントロールされるということがあってはいけないという考えがあったた
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めである。アメリカ占領軍が強くこだわったことで、「補助金は一切駄目」となっていた。 
しかし、日本の関係者のなかでは「なんとか補助金をもらいたい」という考えがあり、その上 1964
年の東京オリンピック開催に向けて体育協会に補助金を出さなければ回っていかないという事情

もあった。学習の自由は守らなくてはならないという大前提をクリアするため、「社会教育委員の

方に意見を聞いた上で出したらどうか」ということになり、団体に補助金を出すということが許さ

れるようになった。 
とにかく、住民の方々が学習を自由に行え、また、あまり専門家ばかりで教育を進めるというこ

とがないようにということで社会教育委員があるのである。現在では自治体で色々なことを決めて

いく上で、住民参加の仕組みとして色々な委員があるが、1949年からあるというのは非常に早い
と言えるだろう。戦後改革のなかで、それくらい住民参加が大事だと思われた、そうした重要な委

員なのだと思っていただければと思う。 

 
２．社会教育の本質 

 ○社会教育の３つのとらえ方（宮原誠一） 

 戦後の社会教育を理論的に打ち立てた人物として、宮原誠一という人物がいる。戦前は NHKの
仕事をし、放送教育にも関わっていたため、「戦後は民主的な教育をしなくてはならない」という

ことで抜擢され、東京大学の教育学部で社会教育の講座を担当する教授になった。今社会教育の世

界で研究している者は、宮原誠一先生の―私でいうと孫弟子ぐらいの歳なのだが、もっと若い人で

いうと、それ以降第四世代くらいの人まで育っている。 
宮原先生は社会教育に対して、三つの捉え方をされた。 

  ①一般的なとらえ方＝広く世間で行われている教育 

 一つ目は、一般的な捉え方である。誰でもすぐ思いつくような、「広く世間で行われている教

育」とか、「大人がやっている教育」といった、そうした次元のことがこれにあたる。 

  ②法的なとらえ方＝正規の学校教育を除いた組織的な教育 

 二つ目は、法的な捉え方である。教育基本法や社会教育法の言葉を短くすると、「正規の学校

教育を除いた組織的な教育」と言える。 
そのため、全く組織的でない「隣近所の方が道で危険なことをしている子に説教をする」と

いうことは社会教育には該当しない。逆に、学校教育のなかでやっているが正規の教育ではな

い活動などは、社会教育であるということになる。そのように考えると、法的には、子どもの

社会教育もある一方で大人の社会教育もあるということになる。 

  ③歴史的なとらえ方＝近代学校の補足、拡張、以外の教育 

  最も重要なのは、三つ目の歴史的な捉え方である。歴史的に捉えなければ社会教育の本質は

見えないということで、宮原先生は「社会教育というものは、近代学校が発足した後、それを

補足するか、拡張するか、それ以外の教育をするところとして生まれてきた」と提起をされた。 
補足→学校外教育 

 今、いわゆる「学校教育」というものをイメージした時に、「補足すべき、学校で子どもの教

育をするのに欠けているものは何だろう」と考えると、例えば地域のなかでの「遊び」を組織

化するということが考えられるだろう。 
もちろん、学校でも休み時間に子どもたちが遊んでいるということはあるだろうが、「大人と
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一緒に何かをやる」とか「自然体験をやる」といったことは、学校教育では十分できない部分

がある。そういった部分を補うのが社会教育ではなかろうか、ということが「補足」にあたる。 
拡張→成人教育 

 学校教育の拡張とは、学校の対象者としては 6 歳から、高校までなら 18 歳、大学までなら
22歳までの人たちがあたるが、そうした対象を広げるということである。 
義務教育は皆が受けているはずなので拡張のしようがないと思えるが、何らかの事情で義務

教育を終えられなかった人もいる。そうした、小・中学校の勉強を受ける機会のなかった人た

ちが、夜間中学などで勉強をするというのは、まさに拡張するという形になるだろう。 
もう少し分かりやすいところで言うと、大学には 50％の人しか行っていないのだから、残り
の 50％の人に大学教育の機会を拡張する余地は色々考えられる。ではその余地として何がある
かと言うと、公開講座や通信教育のほかにもテレビで「市民大学講座」というものがあるし、

東村山市なら公民館で高卒の若者でも学べる機会の提供がある。そのような、「学校教育を受け

られない人たちにそれを届けていく」といった面があるだろうと考えたわけである。 
以外→自己教育運動 

  宮原先生はもう一つ、どう見ても学校とは関係のないような、「以外」にあたるものもあるの

ではと提起をされた。これは思いつきで言ったわけではなく、アメリカとイギリスの社会教育

の様子を研究した上で、「社会教育の本質とはこういうものなんだ」と提案をされたのである。 
「学校教育の補足」は「学校外教育」といった言い方をすると比較的今のイメージになって

くるだろう。「拡張」は「成人教育」―つまり大人の教育だとか、あるいは「継続教育」―学校

が終わった後も継続をするということを考えればイメージしやすい。「以外」というのはどこか

奇妙な感じがするが、一般的に我々の世界では「自己教育運動」という風に呼んだりしている。 
 
 ○世間と学校の間で組織化されつつある教育（小川利夫） 

  宮原先生の捉え方のなかでも、特に学校教育の「拡張」というところに目を付けて理論提案をさ

れた方で、小川利夫という方がいる。小川先生は宮原先生に教わり社会教育を引き継いだ方だが、

私はこの小川先生に習っていた。小川先生は、学校を拡張し、学校に行けなかった人たちに対して

教育をやっていくということを、歴史的にはっきりさせた人である。 
 1920年代の大正時代に、文部省のなかで社会教育課が生まれる。それまでは、きちんとした行
政的ポジションはなかったのである。ノリスギカズという人物（※１）が社会教育課長を務めてい

たのだが、かなりやり手の人だったようで、学校教育以外の何でもかき集めたようなものを社会教

育の所管事項にしていった。そのかき集めたものの結果が、「学校教育を受けられてない人たち」

だったのである。 
学校教育に達する前の子どもたちは学校教育を受けていないわけだから、社会教育の所管には

「幼児保育」がある。当時幼稚園というのは上流階級の子どもだけが行くものだったので、幼稚園

に行けない一般の子が、親が働かなくてはいけない時に保育を受けるというのも、最初は社会教育

に含まれていたのである。 
その流れから、6歳という学齢期の子どもであっても学校に行けない子どもたちがいるというこ
とで…代表的には「貧困のある子ども」「障害のある子ども」「病気の子ども」―こういう子どもた

ちの教育をやっていくのも社会教育だということになった。今では貧困な子どもも普通の学校に行
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っているし、障害のある子どもも学校教育を受けているし、病気の子どもは少なくなっているが―

当時は相当多くの子どもが結核にかかっていて、長い間転地療養などをしなければならないため、

病児教育が非常に重要だった―このような今では学校教育のなかで教育を受けられているような

子どもたちも、当時はとりあえず放っておくわけにもいかないし、学校のようにちゃんとした教育

システムのなかに位置付けるわけにもいかないという状態だったのである。 
 裕福な子は中学校に進学していき、もっと裕福な子は帝国大学に進学していくわけだが、村に残

った青年たち（そうした青年たちは田舎青年と呼ばれていた）は夜学会や青年団を設ける。当然男

女は席を同じくしない時代だったため、女の子は女子青年団などに入った。それからもう少し時代

が進んでくると、青年学校というものが生まれ、戦後になると、青年学級といったところで勤労青

年の教育を行っていた。 
要するに、正規の学校教育―高等学校や大学の教育を受けられない若者に対して、教育をやって

いくというようなことが社会教育ということになった。また、今は「婦人」ということはあまり使

わないので資料には「女性教育」と書いたが、一般的には「婦人教育」とずっと言われていた部分

―女性なので教育を受けられないという立場の方が多かったため、そういう方の教育もやっていく

ということになった。 
 以上をまとめると、社会教育の大きな役割とは、「学校教育を受けたい」という向学心はあるけ

れども、家庭の経済的事情あるいは家柄などが原因で勉強ができない子どもたちに教育を与えると

いうことなのである。国家の側から言うと、そうした子どもたちに教育を受けさせないで放置する

と、社会が不安定になることが考えられるので、教育を受けさせたいという面はあるが、きちんと

した学校教育まで保障するだけの財政的余裕はないため、代わりになるような教育を提供していく

というのが、社会教育の役割だったのだ。 
 こうしたことを今日的なところまで引っ張ってくると、教育を受ける上で困難な人の教育を考え

るというのが、社会教育のかなり大きな柱になると思われる。例えば、公民館で学習されている方

や図書館で本を読んでおられる方の経済状態の階層を考えると、どちらかというと豊かな方が多い

のではないかと私は思う。もちろんもっと裕福な方はもっとお金のかかるところへ行っているかも

しれないが、生活保護を受けておられるような方が図書館で本を借りているだとか、公民館の講座

に来ているかと言うと、おそらくあまりないだろう。こうしたことが、歴史をひも解いて考えてみ

ると、今の社会教育が抱えている問題なのではないかとよく言われるところである。特にわたしは

社会福祉学部で社会教育を語っているため、特にそういう思いが強くなるのかもしれないが―とに

かく、歴史的な事実として紹介させていただいた。 
 
 ○地域課題を解決するための学習（藤岡貞彦） 

  次に藤岡貞彦という先生―この方は宮原先生のお弟子さんで、一橋大学で長くおられた方だけれ

ど、小川先生よりも少し若く、後輩であるという―そんな先生だけれども、この方が「社会教育と

いうのは地域課題を解決するための学習として生まれてきたのではないか」と唱えた。これは、宮

原先生の捉え方で言うと「以外」という部分にあたるが、「自己教育運動」というものに注目して、

藤岡先生はずっと物を言われていた。 
 戦後すぐの時代には、「地域がとても封建的で困る」ということが出てきた。特に若者たちは上

の世代に対して不満をもっているので、そうしたことを青年団のなかで、「どうすればこの封建的
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な地域を変えられるのか」というようなことを考えていた。女性たちは「家事がもっと合理的にで

きないだろうか」と台所の改善などを考えたりといったことがあった。 
 やがて高度経済成長期に向かうという時に「農業基本法」というものが生まれ、日本はできるだ

け農業をなくし工業の方にシフトするという農業政策がとられた。そのようななかで、農民の人た

ちは「農業はどうなっていくのか」というようなことを考えた。 
藤岡先生が一番目をつけた問題は、高度経済成長期の公害問題である。四日市や北九州などで大

気汚染に困っている住民たちが「なぜこんなに喘息が起きるのか」ということを学習したり、静岡

県の三島や沼津のコンビナートが造られる時に「環境は大丈夫なのか」ということを住民が学習す

るという―そうした環境問題などを地域から課題を考えるといったことが、「自己教育運動」とい

うことで進められた。 
 これを今日的なことに引きつけて言うと、すぐお分かりのように「高齢社会をどうしようか」と

いうことになる。この地域課題を解決するため、住民の学びということが必要になってきている。

もともと介護保険はそれだけで十分生活が成り立つようには設計されてなかった上に、最近は高齢

者―特に 75歳以上の高齢者が増えてきて、このままでいくとパンクしてしまう。そのため、「介護
予防だと言われていた人を介護保険から外します」という風になってきているため、「その人たち

をどうするのか」ということは地域で考えていかなくてはいけないのである。 
子育ての問題ももちろん地域課題の大きな問題であるし、環境や伝統、地域産業をどう守るかと

いったことも重要である。過疎地域の社会教育は「地域づくりなくして社会教育なんて意味を成さ

ない」というような状態になっている。 
 このように「自己教育運動」という面で言うと、地域課題を採り上げながらそれをどう解決して

いくか、こんな学びを検討していくことが必要だという、そういったことになっている。 
 今の社会教育は先程も言ったように、別に教育を受けるのに困難がある人が増えているわけでは

ないし、地域課題とは関係なく学習や文化活動ができたりしているが、そういったことが根幹なの

ではと思う。 
 
３．社会民主主義の実現と社会教育 

 ○グローバル化する世界の中で 

  ヨーロッパの国々も含めて、社会教育というものが何を目指しているのかについて、お話しした

いと思う。資料にある図は、私がヨーロッパの国々の社会教育について、日本人が研究しているも

のなどを色々取り込んで『現代の貧困と社会教育』という本のなかで書いたものである。 
ヨーロッパの国々では、社会教育―向こうでは「社会教育」という言葉はなく、「成人教育」と

か「継続教育」といった言葉なのだが―そういうなかで行われていることの目標や理念は、「参加

民主主義ということを打ち立てていく」ということである。 
どうしてそのようなことが必要なのかというと、経済がグローバル化するというのは、「国内市

場への配慮が不要になっていく」ということだからである。日本はその典型と言えるが、高度経済

成長していくために何が重要だったかというと、「いきなり外国にものを売れない」ということな

のである。まだまだ発展途上で商品の質も良くないので、ものがあまり売れない。だからこそ、国

内市場でものを売るということが重要なのだ。 
国内市場で売る時に一番重要だったのは農器具である。農器具を売りつけると、若い人が労働力
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として農村に留まっている必要がなくなるので都会に出てくるようになる。そんな風に、農器具を

国内の農家に売るということが始まりだったわけだ。 
同じように家電製品なども最初から外国に売るということがなかなかできず、まず国内で売ると

いうことを考えたわけである。そのために何が重要かというと、「日本国民が豊かになる」という

ことである。だからこそ所得倍増計画も策定されたし、とにかく日本で働いている人たちを豊かに

しなければ企業もものを買ってくれないという力学があるため、従業員をそれなりに大事にすると

いうことにつながっていた。 
 ところがグローバル社会になると、作ったものは日本で売れなくても、世界中で売れればいいの

である。だからこそ「日本の従業員たちに高い賃金を払う必要はない」ということになって格差社

会が生まれ、非正規労働の人たちは本当に貧しい生活になっているわけである。 
昔ならば「そんな人たちがいると国内市場が冷え込む」となってそういう人たちは生まれなかっ

たが、今は「国内市場が冷え込んでも、外国に売れればいいんだ」という社会になってしまったの

だ。だから失業者や不安定雇用が増えていく。 
これはアメリカやヨーロッパも同じ状態にあるので、こうしたなかで社会教育は何をすればいい

かということが大きなテーマになっている。そのなかで、資料の図のようになっているわけである。 
 下の方から説明させていただくと、経済がグローバル化して産業社会が発展をするということは

良いことかもしれないけれども、その一方で右隣にあるような社会的排除が生まれたり、地域を再

生する必要があるという問題がある。「この問題を解決しなければ」ということで、真ん中のとこ

ろにあるように、「継続教育」と「ノンフォーマル教育」という二つの柱が存在するのである。 
継続教育というのは、経済の発展に貢献できるように―要するに人が就職できるために学ぶとい

うことが重要だということである。そこに「中等後教育としての職業教育」―日本でいうと高等学

校が終わった後、職業教育が社会教育でなされなければいけない。 
 
 ○ＥＵの動向にみる現代成人教育の構造 

 EUの国々は今色々な統合が進んでいるため、そこに来た人たちが文字を読むことができないと
いうことが大きな課題になっている。 
例えばドイツは経済的に発展しているので、ポーランドなどからドイツに働きに来る人が多くい

る。ポーランドではかなり高い学歴があって看護師さんだったりする方が、出稼ぎには来たけれど

もドイツ語は全く分からないのでドイツ語だけを勉強する、そういったことがヨーロッパでは重要

なテーマになっているのである。そういう意味での、識字を含む成人教育といったことを社会教育

でやり、就労を通じて社会参加をしていくというということが重要なことの一つの面なのである。 
こうしたことをどこがやっているかというと、大学や専門学校のような高等教育機関と企業がイ

ンターシップなども含めて協力をしている。また、「大学と企業だけが手を結んでいると労働条件

をあまり考えてくれないのではないか」ということで、労働組合もそこに絡んでくる。こうして三

者が一緒になって、社会教育をやっているのである。 
日本ではこうした動きはほとんどないように感じられるが、例えば失業したり、ひどいことを言

われて家に引きこもりニート状態になった若い人たちが働きに行こうとして「どうすればいいか」

と考えた時に、企業が協力して職業教育を提供してくれるところが必要になった場合、社会福祉の

勉強はずいぶん役立つと思う。社会福祉は人手不足なので、心に傷を負った若者がもう一回社会に
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出て仕事をするという時に他と比べるとまだ就労しやすいし、老人ホームが大きな目で見守ってく

れ、大学が通信教育などで資格を出したりすると非常に助けになるだろう。社会教育の皆様方は自

治体の委員さんなので、それを後押しする―例えば東村山市で、「東村山市は若者支援をします」

と言ってうちの大学と東村山の福祉事業者を結び付け、ニート状態にある若者を就職させたという

社会教育をやったら、日本中の社会教育関係者が注目するだろう。 
今、日本では福祉などがやりやすいかなと考えたが、ヨーロッパでは大工や靴職人などの職人の

世界に入るための訓練が、企業と職業教育の機関が協力し、そこに自治体も絡んで行われている。

日本の社会教育はここが決定的に弱い。 
替わって右側の「ノンフォーマル教育」は、日本の社会教育に近い部分がある。これは、「型に

はまっているわけではない」、あるいは「講義形式でやるってわけではない」―そんな学習の機会

を作っていくということなのだ。 
 そのなかの「アウトリーチによる相談と教育援助」とは、学習の場所に来てくれる人だけを相手

にするわけではなく、引きこもっているような人にも向かっていく―アウトリーチしていくという

ことである。これはイギリスやドイツでは盛んである。 
 日本の社会教育はあくまでも待っていることが多い。特に都心部の公民館や図書館などではそれ

が顕著である。どうしても社会的に弱い立場の人たちというのはそういった場所になかなか来ない

ので、積極的にアウトリーチをかけるというようなことをやっていくことが必要になる。 
 次の「地域課題の発見と解決」だが、これは日本の社会教育はかなりやっていると思う。先程出

た、地域づくりや子育て支援、環境問題といったことを、公民館に集まったり、図書館で本を読ん

で勉強されたりしてる方はかなり多いと思う。 
それからもう一つは―これも日本の社会教育は位置付けを変えればもっとやれるのではと思う

のだが―「精神の活性化をめざす社会文化アニマシオン」ということである。このアニマシオンと

いうのは、「心が浮き立つ」「ワクワク・ハラハラ・ドキドキする」ということなのである。 
楽しいことをやってる方というのは心が浮き立っているわけで、そういう人は「ちょっとボラン

ティア活動をやっていただけませんか」と言えばやってくれる確立が高い。なかには自分だけ楽し

んでいて地域に全く還元しようとしない人もいるかもしれないが、楽しいことがなくて淀んでいる

人の方が「ボランティアに来ていただけませんか」と言っても、めったにやってくれないだろう。

心が浮き立っているから「いいよ」となるわけで、災害などの時でも、心が活性化している人の方

がよく動いてくれる。 
アニマシオンという言葉からお分かりのように、ドイツやイギリスではなく、フランスやスペイ

ン、イタリアという地中海沿岸諸国のラテン民族といわれる人たちがやっている成人教育では、非

常にここが強い。日本の社会教育ではよく「趣味活動をやっている人たちからお金をもっと取って

いいんじゃないか」という話があると思うが、アニマシオンの考え方から言うと、そうやって楽し

んでくれている人は何かあった時に協力してくれる可能性が高いから、社会的な投資として意味が

あるのである。 
これらの事柄は、コミュニティ施設や市民団体、学習サークルという、日本の社会教育と似たよ

うなところでやっている。日本と違うところは、日本はかなりアウトリーチという点が弱く、また

アニマシオンという考えがあまりないので、趣味活動をやっている方をうっかりすると敵視し、「あ

あいう人からお金取ればいい」という話になりがちということである。このアニマシオンという考
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え方を入れてみてはどうだろうか。 
こんなようなことをやっていくことにより、さらに上の段階に行って、職業教育と一般教養を結

び付ける、あるいは受け入れられる関係と社会問題を認識していくことが可能になるのではない

か。人は、「誰かに受け入れられているな」とか「誰かに認められているな」と思えると、とても

強くなれる。逆に、「自分のことを誰も必要としていない」というほどつらいことはない。例えば、

サークル活動のなかで会計を担当していて、その責任だけは果たさなければということがあって、

人は生きていけるのだと思う。 
こうした「受け入れられる関係」というのをノンフォーマル教育のなかで培い、それらが一緒に

なって参加民主主義を作り、市民社会を強化していく。これによって、グローバル化が進んでいく

なかで失業や不安定雇用で生きがいがなくなる人たちが増えることを防止していくということが

社会教育の務めなのではないか―そうしたところに今ヨーロッパの国々の社会教育は向かってい

る。日本の社会教育も、税金で社会教育の事業をやる上で重要なのはそうしたことをやることなの

ではないか。 
 

 

※１ 研修会内では「ノリスギカズ」となっていたが、検索した結果該当する人物がヒットしなか

った。 
これはおそらく、1919年に文部省学務局第四課課長に就任した「乗杉嘉壽（のりすぎよしひ
さ）」のことであると思われる。就任当時、文部省では社会主義を連想させる「社会教育」とい

う言葉を忌避し「通俗教育」という言葉を用いていたが、乗杉はあえて「社会教育」という言

葉にこだわり、自ら初代「社会教育課長」と名乗ったという。 
彼は社会教育主事を設置しただけでなく、社会教育研究会を組織するなど、社会教育の普及

と「学校の社会化」に尽力した。 
 


