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寺中作雄の言葉
この有様を荒涼と言ふのであろうか。この心持を索漠と言ふのであろうか。目に映る情
景は、赤黒く焼けただれた一面の焦土、胸を吹き過ぎる思ひはかぜの如くはかない一聨の
回想。焼けトタン小屋の向ふに白雲の峰が湧き、崩れ壁のくぼみに夏草の花が戦いている。
これが三千年の伝統に輝く日本の国土の姿であろうか。
あくせくと一身の利に走り、狂うが如く一椀の食を求めてうごめく人々の群。これが天
孫の末裔を誇った曽ての日本人の姿であろうか。武力を奪はれ、国富を削られた日本の前
途は暗く家を焼かれ、食に飢える人々の気力は萎え疲れている。これでよいのであろうか。
日本は果たしてどうなるのであろうか。
抛棄（ほうき）した武力に代へて平和と文化を以て立ち、削られた国土に刻苦（こっく）
経営の鍬を振えば、再建の前途必ずしも遠しとせぬであろう。最も悲しいことは魂を毀り、
精神を損づる者の辿（たど）らんとする運命である。（中略）
われわれは熱望する。お互いの教養を励み、文化を進め、心のオアシスとなってわれわ
れを育くむ適当な場所と施設がほしい。郷土の交友和楽を培う文化センターとしての施設
を心から求めている。みんなが気を合せて働いたり楽しんだりための溜まり場の施設が必
要だ。そんな施設が各自の生活の本拠である郷土、われわれの愛する町村に一つ宛できた
らなんとすばらしいことであろう。
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参考:日本の公民館制度スタート
1946 年「公民館の設置運営について」と題する文部次官通牒と「公民館設置要綱」
「これからの日本に最も大切なことは、他人に頼らず自主的に物を考え、平和的に、
協力的に行動する習性を養うことである。」
「公民館は郷土における公民学校、図書館、博物館、公会堂、町村民集会所、産業指
導所などの機能を兼ねた文化教養の機関で、青年団婦人会などの町村における文化団
体の本部ともなり、各団体が相提携して町村振興の底力を生み出す場所であり、上か
らの命令で設置されるのでなく、真に町村民の自主的な要望と協力によって設置せら
れ、また町村自身の創意と財力とによって維持せられてゆくことが理想である。」

今日の基本テーマ
 閉塞状況の現代社会において、社会教育活動を通してどのように良き地域社会を作
り出すのか、･･････課題は何か
⇒「良き地域社会」とは何か?
⇒市民は本当に「良き地域社会」が必要だと思っているのか？

今日のサマリー
「良き社会」を作り出す方策の整理
 まず、希望の基になる、気持ち（wish）・何か（something）・実現（come true）・
行動（action）」の 4 本柱を「お互いに（each other）」という視点を忘れず作り
出す。⇒ボランティア精神と居場所の創出
 誰かに言われたり、義務的でなく、人が自然と「良きことをしたい」という気持ち
を表現できる出番を作り出す。
 「文句を言うだけで、それでいて行政に依存している」という現在社会の状態を何
とかする。
⇒これが社会教育の最大のテーマ
参考図書：玄田有史編著『希望学』（中公新書ラクレ）「希望のつくり方」 (岩波新書)
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現代社会教育の基本知識
〔１〕 「社会」ということをめぐって
Ａ．社会とは何なのか
 社会は個人の集まりか？
「高齢者」、「20 歳以上の成人」などは社会ではない
⇒個々の個人の関係行為、または行為の関係性がないと「社会」ではない

「社会」とは、相互に影響しあう複数の人間によって構成された、比較的大規模な集
団・集合体・もしくは共同体のことである。範囲を限定された小規模な集団や組織は
社会とはいわず、それより大規模な集団のことをいう。19 世紀中葉までの日本語には
「社会」という単語はなく、「世間」や「浮き世」などの概念しかなかった。明治時代
に福沢諭吉が society という英語を社会と訳して今日にいたる。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア』
 社会の 4 つの形
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個々人の自由意志に基づき
人格的に結び合う

限定された利害や関心の共通性
会社や協会や団体

同
態

社
会
態

共同体

集列体

伝統的な家族共同体
村落共同体のような人格的結びつき

市場における私的な利害関係
疎外された関係

意志以前的（客観的・即自的）
「岩波講座 現代社会学 26

社会構想の社会学」より

共同態：
「ゲマインシャフト」。個々人間の人格的な関係
社会態：
「ゲゼルシャフト」利害関係などの脱人格的な関係
テンニースは、人間社会が近代化すると共に、地縁や血縁で深く結びついた伝統的社会
形態であるゲマインシャフトからゲゼルシャフト（Gesellschaft）へと変遷していくと考
えた。ゲゼルシャフト（Gesellschaft）はテンニースが提唱したゲマインシャフトの対概
念で、近代国家や会社、大都市のように利害関係に基づいて人為的に作られた社会のこと
（近代社会）。
ゲマインシャフトとは対照的に、ゲゼルシャフトでは人間関係は疎遠になる。
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Ｂ．地域社会というもの


地縁関係に基づく集団が形成する、仕組みや関係性の総体



日本で地域社会は江戸時代に村や町のあり方が安定したことで形成された



地域社会の中心（空間的でなく、心情的な意味における中心）には神社が存在
⇒一つの地域社会の構成員は一つの神社の氏子としての帰属意識を持ち、先祖代々
の付き合いをするものとされた。
宗教的共同体



近代社会以前の地域社会の構成員はみな同じような生産活動に従事し、それによって
価値観や経験を共有する。そして、しばしば個人の幸福より、共同の幸福・集団の幸
福を優先させる力が働く。
⇒短所

出る杭は打たれる、同調圧力、閉鎖的、私生活への不必要な干渉、
不合理な義理人情の強制

⇒長所

共有資源の過剰利用を抑制、助け合い・相互扶助精神の共有、防犯に有効

〔２〕現代社会について
Ａ．現代社会とは⇒成熟社会という考え方
社会が豊かになって価値観が多様化し、「幸せとは何か」が各人各様に異なる現在の社会
⇒「成熟社会」（社会学者：宮台真司氏の定義）
その著書より
重工業中心の経済成長が終わり、サービス産業中心になるのが成熟社会。家族や地域の
相互扶助が、市場や行政に肩代わりされ、生活世界が空洞化する。それまでは、生活世界
にとって善きことが、人生や社会にとって善きことだったが、生活世界が空洞化すると、
何が善きことなのか分からなくなる。また、社会が不透明になり、上昇した利便性を支え
る仕組みが不可視で、リスクや利権が把握できなくなる。
成熟社会は物質的に豊かで情報量も多い。一見すると人々がますます自由になるように
見えるが、選択肢が増えると、選ぶ能力が必要になり、失望も増える。選択の失敗が傷の
源泉になるので、選択から退却する人もでてくる。また、選べるということは人も物も入
れ替え可能になる。自分が何者で、どこが地面か分からなくなる。
社会が不透明になれば、公共性の意味も変わる。人々の欲望に応えることと、人々の欲
望に応えるシステムを維持するために必要なことが乖離する。後者についてはエリートし
か見通せない。結局、人々は自由なつもりで、実はエリートが設計したアーキテクチャー
の枠内でしか振る舞えないようになる。人間関係一般についても「望みを持たない方が楽、
無駄なことには関わらない」という原理が拡がり、活動水準の低い植物的な生き方が一般
的となる。


ここに時代の課題が横たわっている。
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① 貧しさは一様な価値社会を構成し、豊かさは多様な価値社会を出現させる。
⇒共通価値を共有する共同体は徐々に崩れ、社会が不透明になり公共性の
意味も変わる。
② 生活世界が空洞化すると、それを支えていた生活倫理が崩壊する。
⇒「命が大切だ」
・
「勤労は尊い」
・
「やさしさとおもいやりが人間の基本だ」
などのような生活倫理が空洞化すると、実感や体験をともなわないすべて
の理念的な道徳・倫理は崩壊し、理念的な道徳教育は成り立たなくなる。
③ 自由になるように見えるが、選択肢が増えると、選ぶ能力が必要になり、失
望も増え、選択の失敗が傷の源泉になるので、選択から退却する人もでてく
る。また、人も物も入れ替え可能になる。
⇒自己の確立がなければ、他に追随が一番楽になり、選択ができない。
（卑近な例）入試における学校選択
⇒その結果「個」ではなく、「立場」「条件」が尊重される。
（卑近な例）収入や社会的立場で人を見て、条件で人を愛する
④ 「明るい未来」というものが疑われれば、明るい未来をもたらす立派な大人
という意識が青少年から消える。
⇒「これはこうだ」という大人は殺意の対象となる。「よくわからない」と
いう原点に戻ることが大切

Ｂ．我々の社会の課題「市民社会の発展における自由と平等」
 近代における「自由」と「平等」という理念⇒市民社会の成立
１９世紀～２０世紀に成立したこの２つの理念は２１世紀直前に曲がり角を迎えた
⇒ソ連邦の崩壊など社会主義国の崩壊･･･→自由と平等は対立的な概念
 「自由」という凶器
エミール･デュルケーム著「自殺論」より
社会が豊かになり、個人が自由になるにつれて、自殺が増える
⇒原因は社会の「無規制状況」
「無規制状況」とは
個人の内面に働く文化的な規制力が衰えることと、伝統社会にあった社会集団の持つ
統制力が弱まること。
伝統社会では、人は固定的な共同体に生き、特定の職業集団に属し、自分を比較する
のは身近な隣人であり、自分を計る物差しは顔見知りの間で相互に納得しあっていた
コモンセンス。⇒人は容易に自分の限界を知り、過剰な期待も抱かない
「無規制状況」がひろがることにより
⇒生み出したのは孤独で欲求不満な「個人」の群れ
⇒そして、人間評価の一元化と法律が唯一の原理
･･･→結果として人生は永遠に休息も逃げ場もない競争の場となる。
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 「健全な自由社会」の条件
アダム・スミス著「諸国民の富」
自由はものを生産し所有する自由と理解され、平等はそれを等しく分配すること
⇒生産が拡大し、経済が成長するうちは二つは両立する
人には他人による評価を期待する感情があり、尊敬を求める欲望がある。そのため、
自由な市場があればそれが社会に公正をもたらす。
条件⇒「しかるべき人間関係があること」

 結論

社会は成熟社会へと移行し、
「公」の意識は変化している。地域共同体〔ゲマインシ
ャフト〕は「個」の確立から〔ゲゼルシャフト〕へ移行する。そうすると、「地域」
志向が強くなってきている中であっても、従来の地域共同体の再生は意味がない。
※ 問題はどうすれば、
「しかるべき人間関係」をつくり出すことができるのか！

〔３〕 社会教育の役割
Ａ．地域の見つめ直し⇒めざすべき地域社会像の確立
① 地縁に基づく「村落共同体」ではない地域社会のあり方を確認する
⇒「昔はよかった」という懐古主義は何も生まない
② 現代社会へのしっかりとした理解
⇒テレビなどの情報に振り回されないで、自分の頭で考える
⇒「これはこうだ」という前に「よくわからないから学ぶ」が原点

Ｂ．【例】地域に誇りを持てる企画⇒そのために必要な社会教育を作り出す
 地域財産を活かした企画により「健全で元気な地域社会を創りだす」
このテーマの「社会教育」内容を整理する
⇒時代の変化に対応した地域社会を作り出すためには多様な社会教育が必要

「個の要望」に基づく生涯学習、「社会の要請」に基づく社会教育
① 地域課題を設定する
⇒高齢化問題に関する医療問題など、「自分の問題」を設定し、その解決に
向けた「新たな公共」を構成する
〔例〕福島県矢祭町での行政への住民参加
6

北海道大樹町での「元気村構想」を基本とした交流プロジェクト
横浜市での協働ネットワークづくり
山形県発祥の「だがしや楽校」運動
各地で行われている後期高齢者医療問題に対する勉強会
② 必要に応じて公民館などで基礎講座を作り出す
⇒できれば講義企画を市民参加で行う
⇒ＮＰＯなどに企画参加をよびかける
③ 共有できる価値観を確認する
⇒町の歴史はアイデンティティーや共有価値に役に立つ

 社会教育の使命
かつての共同体は崩壊し、環境問題が危機的な中で経済成長はないという困難な時
代に「健全な社会」＝公正で自由な社会を実現すること。
⇒人の不安の原因が個人の自己評価にあり、その評価基準が一元化されているので
あれば、必要なことはその評価基準を多元化することにある。←学校教育の改善
⇒そのためには必ずしも古い閉ざされた共同体の復活は必要ではない。
←美しい国という復古主義的な風潮の危うさ
⇒共生と相互貢献を基本として、相互信頼と相互尊重の関係で人が結ばれることで
あり、そのためには「純粋な社交（交流）の場」があれば十分
「純粋な社交（交流）の場」
人が目的にために集まる場所ではなく、人と会うことを目的として集まる場所で、
人間が相互に認め合う場所。
結論
これが社会教育の使命！
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参考：社会の変化
〔例〕就業人口の変化
１９５０年代 米国では５０年前に人口の９０％を超えていた肉体労働者の半数
以上が工場労働者となった。
２０００年代 米国の製造業人口は全体の約１１％で、農業人口は約１％になって
いる。しかし、各産業とも生産額は４倍を超えている。

全

産
林 水

業
農
産 業
鉱
業
製
造
業
建
設
業
電気・ガス・水道業
卸売・小売業
金融・保険業
不 動 産 業
運輸・通信業
サービス業

1990
100.0
3.9
0.9
16.7
6.1
0.8
25.1
5.8
4.7
4.7
32.7

米
2000
100.0
3.6
0.5
13.2
6.6
0.6
24.2
5.8
5.1
5.1
37.0

国
差
0.0
-0.3
-0.3
-3.4
0.4
-0.2
-0.9
0.0
0.4
0.4
4.2

2006
100.0
1.5
0.5
11.3
8.1
0.8
14.8
5.0
12.5
4.3
38.4

1990
100.0
9.5
0.2
25.1
10.4
0.7
18.6
3.6
6.1
6.1
24.3

日
2000
100.0
6.8
0.1
20.2
11.0
0.7
19.4
3.2
6.5
6.5
30.5

本
差
0.0
-2.7
-0.1
-4.9
0.6
0.0
0.8
-0.4
0.4
0.4
6.1

2008
100.0
4.5
0.0
18.0
8.2
0.5
17.4
2.5
1.4
8.2
38.0

〔例〕社会の原型の変化
項目

産業・経済

行政・政治

２０世紀型

２１世紀型

規格化と大量生産・大量消費

多様化と効率的な生産・必要消費

工業生産社会・技術主導

職業・職種の多様化・ニーズ主導

製造業人口が人口の半数以上

知識労働者が人口の半数以上

中央集権的行政・公務員主導

地方分権的行政・参加国家・市民主導

同質化・標準化・同一目的

多様化・個性化・多目的

物質的生活水準の向上

精神的生活水準の向上

学校教育を主体とした教育制度

生涯学習を基本とした教育制度

知識尊重・論理思考中心

リクルート入試・複線型学校制度

社会・生活

教育・文化
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参考：教育支援協会の考え方
NPO の活動が活発な欧米では、その活動を支え、産み出す源になっているのが「市民社
会」といわれる、自立した個人を基本とした社会です。人は社会の中でさまざまな組織に
属していますが、NPO はそうした組織を超えた個人が市民として集まって、行政に対して
様々な問題を提起し、自らそれを改革していくことを目的にしています。
ですから、ピーター・ドラッガーはＮＰＯを「人と社会の変革を目的とする組織」と定
義し、「何らかのミッションないしは社会的使命を実現したいという、個人の思いや志を社
会的な力に変えるしくみであり、また、市場では提供できない社会サービスを民間で供給
する仕掛け、ないし事業を行う団体」と説明します。これが NPO というものへの国際的な
認識です。
つまり、募金活動や奉仕活動を中心に置く団体はチャリティー団体ととらえ、厳格な意
味では NPO と区別しています。日本ではチャリティー団体が欧米に比べて少ないため、今
回の NPO 法の中でも幅広く NPO を認めています。行政においても NPO を社会奉仕活動系の
ものと社会改革系の２つがあると分類し、欧米に多い社会改革系の NPO との協力関係を模
索しているところです。
教育支援協会は、現在の教育に市民が主体的に参加し、市民の力で教育を改革進めてい
くことを目的に設立されました。
日本は「市民社会」としての基盤が弱く、様々な問題において「お上意識」が強く働き、
その裏返しが「たかり体質」と言われる現代の日本社会の特質となっています。これが現
在６００兆円を越える国家赤字を抱える国を作り出してしまったのです。
協会は一人一人の市民が声を上げ、市民の力で教育を改革していこうと考えています。
そして、その活動を行うとき、活動の精神を「ボランティア」に置いて活動を進めていく
ことが大切だと思っています。
 「ボランティア」とは
英和辞典「volunteer」
語源ラテン語の voluntas「自由意志」
意味名詞「志願者」「篤志家」「義勇兵」動詞「自発的に申し出る」「進んで事に当たる」
類語 voluntary 自発的な、任意の、有意の（研究社：新英和大辞典）

国語辞典 「ボランティア」
（義勇兵の意）志願者。奉仕者。自ら進んで社会事業などに無償で参加する人。
ボランタリーチェーン
中小小売業者が資本の独立を保ったまま結集し、営業活動を共同化して、大規模小売業者
の進出に対抗する組織。自由連鎖店。反対「チェーンストアー」（岩波書店：広辞苑）
書物から
ボランティアとはひたすら人のために自己犠牲に基づいて行うものであるから、「ボランティアをす
ることによって見返りを求めることは不純なこと」となる。とくに、ボランティアに経済的要素をから
ませることは、ボランティアの純粋さを壊すものとして極度に毛嫌いされる。
このような議論は、閉鎖的で、魅力に乏しいボランティア像を描いてしまう。自己犠牲こそがボラン
ティアの本質だと聞けば、ほとんどの人はそんなことは私にはとうていできないと思うだろう。「その
ように心から思える聖人のような人は滅多にいないから、ボランティアはたいていが偽善者なのではな
いか」と思う人がいてもおかしくはない。（中略）
個人がさまざまな社会問題に関心を持ち、心を痛めたとしても、結局の所、一人では何もできないと
いう無力感や焦燥感につつまれている現代社会の中で、ボランティアは、新しいつながりをつけていく
ためのひとつの具体的で、実際的な方法を提示するものであるということだ。（岩波新書：
「ボランティ
ア」著者金子郁容、慶応大学教授）
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