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論議の前提 ＮＰＯとは何か  (東邦学園大学 岡部一明氏の資料参照) 

1. アメリカでは事業型ＮＰＯのタイプが一般的 

 非営利活動の中にビジネスを取り入れたＮＰＯ 

 ビジネスにより社会問題に対応するＮＰＯ⇒日本の社会的起業と類似 

実現できる背景 

 非課税、税制控除、予算などの行政のバックアップ 

 市民が行政よりもＮＰＯやマーケットを信頼している 

 

日本では、「ボランティア≒ＮＰＯ＝ピュアな存在」という誤解から、例えば福祉

や介護の分野で活躍する事業型ＮＰＯに対して「障害者を食いものにして」という

反発の声があがってしまいがちである。そのため、新たな世論形成を行うことで、

対社会的な誤解を解く必要がある。 

また、最近では欧米と同じように日本においても「社会的起業」の風潮が強くなり、

ＮＰＯとの類似性が論議を呼んでいる。 

 

⇒社会的企業（しゃかいてききぎょう、Social Enterprise, Social Entrepreneurship）とは、

社会的課題の解決を目的として収益事業に取り組む事業体のことである。こうした事業

を創始することを社会的起業と呼び、こうした事業を創始した人間のことを社会企業家・

社会起業家と呼ぶ。（出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』） 

 

 ＮＰＯと社会的企業の比較 

社会的課題の解決を目的とする事業体という点では、社会的企業はＮＰＯと類似してい

る。社会的企業もＮＰＯも有料のサービス提供活動による社会的課題の解決を目指す。

社会的企業が提供するサービスや製品は市場において充分な競争力を求められる為、

成功した社会的企業においては、商品開発や商品・サービスの品質のレベルは高い。

また企業からの人材の調達も活発である。 

従来の公益法人は公的な補助金・助成金に大きく依存していた為、資金の出所である

国や自治体の事業内容への介入が事業展開に様々な制約を与えていた場合も少なくな

いが、社会的企業は主な資金源が自らの事業である為、より柔軟でスピーディーな事業

展開が可能である。⇒大きく異なる部分は「利益の分配」 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6


2. アメリカのＮＰＯは包括的な概念  

 NPOの種類と団体数 １６３万団体 

アメリカの NPO法人の数は総数で約 163万団体あり、これは日本の株式会社数

(164万社、96年)にほぼ匹敵。ただし、「教会」(354,000)と主にメンバー内

の福利を目的とした「共益的」団体(399,000)などもＮＰＯに加える。 

 

3. 政府に匹敵するアメリカのＮＰＯ（第三セクター）  

 多くのＮＰＯが営利の子会社をもっている。 

税控除団体の資格を維持するため、大きくなり過ぎた収益事業部門を、新たに

営利の子会社を設立して移行させている。 

 

 アメリカのＮＰＯセクターの総収入は 1997年に 6648億ドルを超え、2000年に

入って 8000億ドルに達し、国家予算を 2010年には超えると予想される。 

 

 雇用数は全労働力の１０．８％ 

ＮＰＯセクターに雇用されている有給スタッフはフルタイムに換算して 1090

万人であり、これは連邦、州の公務員 752万人よりも多い。行政セクターに匹

敵する規模をもつことになる。ＮＰＯ雇用者数はアメリカの全労働力の

10.8%(有給スタッフのみだと 7.1%)を占める。ＮＰＯは有力な雇用創出源であ

る。2007年段階での総合的な数値は出ていないが、15％前後という報告もある。 

 

NPO 役職員の平均年収 -メイン州と全米平均の比較-(2003 年) 

  
メイン州内の NPO の予算規模別 

(単位:万ドル) 
全米平均 

20-50 50-100 100-500 500-1000 1000 以上 

平均年収 
(単位:ドル) 

役員 52,187 52,250 73,195 90,272 109,699 90,903 

プログラム 
担当部長 

39,042 35,630 47,050 56,222 62,858 53,782 

コーディネーター 27,768 - 23,774 - 30,992 - 

 

 活発なＮＰＯビジネス 

一般的にＮＰＯがビジネスを行なう場合、次の３つの形態がある。日本では非

営利活動法人の営利事業についてはきわめて厳しい目があるが、このことと比

較してみるとおもしろい。 

 

4. ＮＰＯのビジネス活動に対する優遇税制  

 本来非営利目的事業に関連した収益活動が課税されないし、本来外の収益

活動についても「相当な活動(Substantial Activities)」にならない限り

認められている。また、「相当な活動」（本来目的外ビジネス）を行った

場合は、その収入には一般法人税と同率の税金が課される。 

 ＮＰＯも一定の限度内で収益活動が認められている。問題はその収益がど

う処理されるかである。配当などでその団体成員に収益が分配されると



NPOではなくなる。NPOであるからには、あくまで収益がその NPO事業に再

投資されなくてはならない。逆に言うと、内部分配しなければ収益をあげ

ても NPO性を否定しない。「非分配の原則」 

 役職者も含めて NPOスタッフへの給与はこうした「利益の分配」にはあた

らない。事業を行うには NPOでも有給スタッフが必要であり、その人件費

は正当な NPO活動費である。もちろん、これが不当に高いと倫理的な問題

にはなる。例えば 1990年に、共同募金会の全米組織であるユナイテッド・

ウェイ・アメリカのアラモニー会長が、年間計 46万 3000ドルの高額給与

など奢侈生活が批判され辞職に追い込まれた。 

 内国歳入法５０１条ｃ３の認定団体（申請すればほぼ認定される。日本の

厳しい制度と異なる）への寄付金は、寄付をする企業や個人は税控除を受

けることが出来る。 

 日本でも 2011年６月にＮＰＯ法が改正され、認定ＮＰＯの基準が緩やかに

なり(3000円以上の会費を払っている会員が 100人以上)、税控除が受けら

れるようになった。 

 

5. ＮＰＯと社会的企業の関係  

社会的企業が注目を集めるようになったのは、1980 年代以降である。レーガン政

権下やサッチャー政権下で社会保障費が大幅に削減されると、それまで公的な助

成金・補助金に大きく依存して運営されてきた英米のNPOは深刻な資金不足に陥っ

た。そうした中で、従来のような内部補助（事業体のコア・ミッション以外の分野で展

開される収益事業、例えば障害者施設が開催するバザーなど）としての収益事業で

はなく、事業体のコア・ミッションそのものを収益事業とする事業モデルが有効な選

択肢の一つとして浮上した。社会的企業は、営利企業の形を取るもの、NPO の形を

取るもの、複数の企業や NPO を組み合わせたポートフォリオ形態を取るものなど、

形式は様々である。社会的企業の中で株式会社形態を取るものも、一般的な株式

会社と社会的企業の範疇に含まれる株式会社の違いとして、常に利潤最大化行動

を採るかどうかという点がある。 

社会的企業は社会的課題の解決をミッションとして持っている為、単なる営利企

業とは異なり、自社の利潤の最大化ではなくミッションの達成を最優先する。こうし

た点は社会的企業の弱点ともなりうるが、逆にその社会的企業の掲げるミッション

がステークホルダーの共感・賛同を得た場合には、ステークホルダーからの支援が

得られる為、こうした弱点は補われる。 

 

   ⇒以上のことを前提にしてＮＰＯを議論しないと必ず不毛な議論となる 

Nonprofit Organization ではなく 

Not-for profit Organization 

米国の大学生就職人気ランキングベスト 10 
1 位 Walt Disney Company 2 位 United Nations 3 位 Teach for America NPO 

4 位 U.S. Department of State 5 位 Google  6 位 Peace Corps NPO 

7 位 FBI   8 位 Apple  9 位 Central Intelligence Agency 

10 位 Facebook 

（2011 年 Humanities/Liveral Arts 系専攻 Universum 調べ） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/NPO
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%82%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC


別途資料⇒平成 25年度 特定非営利活動法人に関する実態調査参照 

日本のＮＰＯの状況 

 特定非営利活動促進法（これまでの経緯） 
平成 ７年 １月１７日阪神・淡路大震災発生 

平成 ８年１２月 「市民活動促進法案」国会提出（議員立法）以後、継続審議 

平成１０年 ３月 衆議院にて「特定非営利活動促進法」（以下、NPO法）が可決成立 

平成１３年１０月 認定特定非営利活動法人制度（以下、認定NPO法人制度）の創設 

平成１４年１２月 改正NPO法の成立（翌年５月１日施行） 

平成１５年 ４月 認定NPO法人制度の大幅拡充（平成１５年度税制改正） 

平成１６年１２月 「今後の行政改革の方針」（新行革大綱）を閣議決定 

平成１７年 ４月 認定NPO法人制度の認定要件の緩和（平成１７年度税制改正） 

平成１８年 ４月 認定NPO法人制度の認定要件の大幅緩和（平成１８年度税制改正） 

平成２０年 ４月 認定NPO法人の認定要件の大幅緩和（平成２０年度税制改正） 

平成２３年 ６月 改正NPO法の成立（翌年４月１日施行） 

平成２３年 ６月 認定NPO法人の認定要件の大幅緩和（平成２３年度税制改正） 

平成２４年 ４月 改正 NPO法の施行 

平成２５年 ７月 認定 NPO制度の見直し論議開始 

 定款に記載された特定非営利活動の種類(複数回答) 2013/03/31 現在  

号数 活動の種類 法人数 割合（％） 増加数 

第 1 号 保健・医療又は福祉の増進を図る活動 25420 56.3 -194 

第 2 号 社会教育の推進を図る活動 21116 46.8 471 

第 3 号 まちづくりの推進を図る活動 19268 42.7 602 

第 4 号 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 15979 35.4 1018 

第 5 号 環境の保全を図る活動 13449 29.8 742 

第 6 号 災害救援活動 3709 8.2 756 

第 7 号 地域安全活動 5265 11.7 605 

第 8 号 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 7444 16.5 290 

第 9 号 国際協力の活動 8769 19.4 140 

第 10 号 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 3919 8.7 168 

第 11 号 子どもの健全育成を図る活動 18590 41.2 -98 

第 12 号 情報化社会の発展を図る活動 4293 9.5 71 

第 13 号 科学技術の振興を図る活動 2401 5.3 64 

第 14 号 経済活動の活性化を図る活動 6972 15.4 -7 

第 15 号 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 9626 21.3 -20 

第 16 号 消費者の保護を図る活動 2691 6.0 -16 

第 17 号 
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連

絡、助言又は援助の活動 
20399 45.2 -266 

(注)一つの法人が複数の活動分野の活動を行う場合があるため、合計は 100%になりません。 

(注 2)第 12 号から第 16 号までは、改正特定非営利活動促進法施行日（平成 15 年 5 月 1 日）以降に申請して

認証された分のみが対象。 

 



Ａ．今日のテーマの論点の整理 
１.「公共」とは何なのか 

［public (公の)］ 人民・大衆に関するさま。 公共的, 公衆に関するさま。社会全体

に関すること。おおやけ。社会一般の人々（公衆）。関係性。 

［private (隔てる)］ 個人的(私的)であること. 内密であること。 

［public space］(ホテル, 旅館などで)会議室, 食堂, バー, ダンス-ホールなどの呼称 

［pub＜public house ］大衆酒場. 特にイギリスの大衆的な飲み屋。 

［public school］ (1) (米国で)公立学校。(2) (イギリスで)上流階級の子弟のための

私立学校。 1種の大学予備校で,イートン校, ハロー校などは, 代

表的なもの。 

 

⇒慶応義塾の「義塾」はパブリックスクールの訳語と推定されている 

 

 広辞苑によると、日本では「公的」は【おおやけであるあるさま】という意味。「公」

の意味を調べてみると、定義は、【①天皇】、【②朝廷、政府、官庁】とあり、【③国家・

社会または世間】の順で説明されている。つまり、主役は「一般人」ではなくて、「象

徴」や「統治者」。 

 中国古典専門家によると、中国古代の「公」の意味は、「ム」の部分が「私的に囲い込

む」という意味で、「ハ」の部分は「背く」という意味 

 

２．パブリックということ 

 「官」と「公」、「公」と「私」の関係を整理する必要がある 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

分類 「public」とは？ 

所属・立場 公・官 私 

実質・精神 公 私 公 私 

イメージ 公的 役人 市民 利己 



３．公の概念の変化 

 国に対する人々の意識は２１世紀に入って変ってきている⇒「戦後教育の功罪」 

近代における２つの社会観・国家観 

 枢軸国〔後進国〕型⇒「崇高なるものとの一体化としての共同体国家」 

共同体指向・一体化的愛国心 

 

 連合国〔先進国〕型⇒「市民社会の発展としての参加型国家」 

  参加指向・自己責任と権利 

 

 

 

国家テーマ 高負担型のグローバルスタンダード構築に向けた社会改革 

膨らみ続ける財政赤字 

課題例⇒年金問題・消費税問題 

 社会的動向 2000 年代末からの「社会的起業」という言葉の一般化 
   政権交代が求めたものが達成できない不満からの政治の混乱 
 
 
４．そして、「新しい公共」とは何なのか 
 「新しい公共」の歴史 

①古代国家の成立⇒「律令国家」 
行基の活動＝集団を形成して貧民救済・治水・架橋などの社会事業活動を行う 

⇒行基の東大寺建立に向けた「勧進」活動 
 
 ②「結」⇒中世以前から存在 

〔「ゆい」「もやい」とも言われ、目的によって自普請・無尽など〕 
小さな集落 や自治単位における共同作業の制度。一人で行うには多大な費用と期間、

そして労力が必要な作業を、集落の住民総出で助け合い、協力し合う相互扶助の精神

で成り立っている。 

 

 ③「座」⇒中世に普及した民による産業振興 
商工業者や芸能者によるこの同業者組合は統制力を持つようになり、楽市・楽座政策

という新自由主義政策により、衰退。 

⇒中世には一人ひとりの趣味趣向や課題共有から生まれた「連」、「講」も登場し、当

時は「新しい公共」の時代が姿を現した。この流れが近代に「社（中）」として登場。 

 

 ④「組」⇒近世に普及した危険なものへの取り組みとして発達した特殊組織 
  これから「株仲間」が登場する……株式会社へ 
  

⇒以上のような歴史的なこうした「新しい公共」の流れは、近代の中央集権国家体制や昭和の戦

時体制の中で徹底的に崩壊させられ、それは戦後の高度経済成長へつながった。 

※「新しい公共」の精神は「共助・相互扶助」で、その意味では「なつかしい公共」 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E8%90%BD


Ｂ．社会変化の対応方策 
１．日本の国際化・グローバル化への対応方法の確認 

 最初の国際化⇒無文字時代に入ってきた文字文化 

対応方策 音読みに対する訓読みによる文字の自国文化化 

 

 唐の成立期⇒古代国家の基本となった律令文明と文化 
対応方策 律令文化の全面導入（科挙と宦官制度は導入せず） 

・・・・・→「知らないふりという不真面目な態度」内田樹氏「日本辺境論」の解釈 

 

その後、元寇⇒室町期倭寇⇒南蛮貿易期⇒朝鮮出兵・・・・⇒幕末へ 

 

 黒船来航⇒帝国主義と西洋近代文化（文明開化と富国強兵） 
対応方策 西洋近代文明の全面導入（和魂洋才の掛け声の中で日本文化は守られた） 

しかし、後の帝国主義から国際協調時代への流れには対応できなかった 

 

 グローバル化⇒２０世紀の近代社会の終焉 

「インターナショナリゼーション」は国家と国家の間で生じる現象 

「グローバリゼーション」は地球規模で生じるものであり、国境が消滅 

 

どうする・・・・「民主主義」というわかりにくい理念 

 

２．変化する「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 

 社会の 4つの形 

意 思 的（主体的・対自的） 

共

同 

態 

交響体 
個々人の自由意志に基づき 

人格的に結び合う 

連合体 
限定された利害や関心の共通性 

会社や協会や団体 社

会 

態 

共同体 
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 

集列体 
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 



Ｃ．社会教育系ＮＰＯは何を変革するのか 
1. 経済優先から生活優先へ、経済大国から生活大国へ向けた社会教育の創出する 

項目 ２０世紀型 ２１世紀型 

産業・経済 

規格化と大量生産・大量消費 

工業生産社会・技術主導 

製造業人口が人口の半数以上 

多様化と効率的な生産・必要消費 

職業・職種の多様化・ニーズ主導 

知識労働者が人口の半数以上 

行政・政治 

中央集権的行政 

強権国家・公務員主導 

地方分権的行政（地域主権） 

参加国家・市民主導 

社会・生活 

同質化・標準化・同一目的 

物質的生活水準の向上 

多様化・個性化・多目的 

精神的生活水準の向上 

教育・文化 

マス教育・一元的価値・集中型 

学校教育を主体とした教育制度 

選別入試・単線的学校制度 

知識尊重・論理思考中心 

受験・進学実績による評価 

小集団教育・多元的価値・分散型 

生涯学習を基本とした教育制度 

リクルート入試・複線型学校制度 

情報検索・総合化・イメージ思考 

受講者による評価 

 
⇒「小さな政府」で「大きな社会」の創出へ 

 
2. 新しい時代と社会の出現に対応した社会教育を確立する 

 社会変化のしっかりとした認識 
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１３％で、農業人口は３％になっている。

しかし、各産業とも生産額は３倍を超えている。 
 米  国 日  本 

 1990 2000 差 2006 1990 2000 差 2008 

全  産  業 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 

農 林 水 産 業 3.9 3.6 -0.3 1.5 9.5 6.8 -2.7 4.5 

鉱     業 0.9 0.5 -0.3 0.5 0.2 0.1 -0.1 0.0 

製  造  業 16.7 13.2 -3.4 11.3 25.1 20.2 -4.9 18.0 

建  設  業 6.1 6.6 0.4 8.1 10.4 11.0 0.6 8.2 

電気・ガス・水道業 0.8 0.6 -0.2 0.8 0.7 0.7 0.0 0.5 

卸売・小売業 25.1 24.2 -0.9 14.8 18.6 19.4 0.8 17.4 

金融・保険業 5.8 5.8 0.0 5.0 3.6 3.2 -0.4 2.5 

不 動 産 業 4.7 5.1 0.4 12.5 6.1 6.5 0.4 1.4 

運輸・通信業 4.7 5.1 0.4 4.3 6.1 6.5 0.4 8.2 

サービス業 32.7 37.0 4.2 38.4 24.3 30.5 6.1 38.0 



 時代に対応した価値観の確立 

人間の関係性の回復 

• 「地域」の喪失  新しい関係作り＝「地域づくり」 

• 「一人前」ということの意味の確認⇒「稼ぎ」で半人前、「務め」でもう半人前 

⇒しかし、昔の共同体に戻ることは無理 

⇒参加型社会は自己責任・自己負担を前提とした社会 
これによって、従来型の高コスト・高リスク社会からの脱却を図る 
ただし、無前提の自己責任は危険！ 
 

今後の社会教育のテーマ 

「関係性」をどのように実現するのか⇒学校外教育が社会教育などという定義は？ 

 

新しい時代の仕事に対する価値観の転換 多摩大学・田坂広志教授の提案 

• 目に見える二つの報酬（これまでの報酬） 

「稼ぎ」と「地位」 

 

• 目に見えない二つの報酬（これから求められる報酬） 

「人間としての成長」と「社会の役割」 

 

行き詰った資本主義とその克服 

• 近代資本主義は「自己利益の最大化」が社会の成長をもたらすことが原則 

⇒これが行き詰まり、世界金融危機を引き起こした 

 

• 新しい時代の成長戦略 

⇒江戸期の商い道・・・「自分よし、相手よし、世間よし、三方一両得」 

 

江戸時代に生きた近江商人の経営精神 

「利益とは世間に貢献したことの証、利益を得たことはその利益を用いて世間にさら

なる貢献をせよとの天の声」 

 

 

 

新たなる公共の成立へ 
 

結果として 
19 世紀的共同体社会から 

参加と自己責任、自立と相互貢献を基本とした共生社会へ 
 

 

 

 



Ｄ．行政とＮＰＯの協働について 

協働（Coproduction、collaboration、partnership、cooperation）とは、複数の主体が、

何らかの目標を共有し、ともに力を合わせて活動すること。 

協働という言葉は、米国インディアナ大学 の 政治学教授ヴィンセント・オストロムが、

1977年著作“Comparing Urban Service Delivery Systems”の中で主要概念として、

Coproductionという用語を用いたことで生まれた。英語でCoは「共同の、共通の…」と

いう意味をなす意味があり、これをProductionと結合させて生まれたものであり、これ

が協働と訳されたことで、日本語として定着した。 

(ア) 協働の概念: 

地方自治の分野で、まちづくりの取り組みに不可欠なものとして唱えられている概

念のひとつで、地域の課題解決に向けて、行政単独では解決できない問題がある場

合、または市民だけでは解決できない問題などがある場合に、相互にお互いの不足

を補い合い、ともに協力して課題解決に向けた取り組みをすること。 

        ⇒補完性の原則 

(イ) 協働の主体:  

協働の主体は市民であるが、一般的には行政と市民という表現もなされることも多

い。但し、市民とは必ずしも地域住民に限定されるものではなく、NPOをはじめ、

企業などの企業市民も含まれ、地域の一員という意味では行政もまた行政市民とい

う名の市民である。 

(ウ) [協働の具体的事例]阪神・淡路大震災 

日本では、1970年代から神戸市などを中心に行政と市民の協働によるまちづくり

が推進されたてきたが、協働の意義が改めて確認されたのが、阪神・淡路大震災で

あった。警察や消防機関による被災者救助が中々追いつかず、要救助者 35000人の

うち、27000人は市民自身により自力または隣人の力を得て救助された。この震災

を契機として神戸市では地域全体の自律と連帯が不可欠であるという認識が拡が

り、自助・共助・公助による防災まちづくりが推進されることとなった。即ち、市

民が行政とともに地域の問題解決に向けて取り組む協働の意義が再確認され、その

他の多くの市町村においても協働のまちづくりが一層波及するきっかけともなっ

た。 

(エ) 協働と生涯学習・社会教育のあり方 

近年では行政とNPOや行政と市民などとの間での協働によりまちづくりをしていこ

うという取り組みが盛んであり、この考え方は「新しい公共」として知られている

が、これが生涯学習の理念を支えている。そして、そうした新しい公共の動きや生

涯学習活動を作り出すために社会教育が必要なのである。 

「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 

1992 年、学校教育を月に 1 日の土曜日を休みと決め、その後、学校教育の時間を

ゆっくりと減らし、21世紀を迎えた 2002年に学校教育を週 5日とした。これは地

域社会での教育 2日制度の始まりであり、社会教育の力に期待し、我々の社会は世

界先進諸国とともに学校教育中心主義を止め、「生涯学習」を基本理念として社会

を再構成することを決めたのである。 

土曜学習と土曜教育 参加と自治 ボランティア 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%8A%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%A0&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E6%B0%91
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A3%9C%E5%AE%8C%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%89%87&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E3%83%BB%E6%B7%A1%E8%B7%AF%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/NPO


◆ 「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） 

 

現代社会で、職業における倫理観・責任意識の欠如は人間の本源である「働く喜び」を完全に崩壊さ

せた。このような危険な社会において、ボランティアの意義は、まだ職業に倫理観・責任意識があたり

まえに存在した時代において、その純粋さの証明とされた「無償性」より、「社会参加性」に置かれる

べきであるのは当然のことである。 

（ニューズウィーク平成１１年５月版：「ボランティアの危機」より） 



参考資料① 

 
函館新聞より（8／30から３日間の特集 記者：今井正一） 

 

【ふくしまキッズ「笑顔の夏」上】放射能に負けない力を  
 「明日からこうして草の上で遊ぶこともできないのか」− 。約３週間の滞在を終えて福

島市に帰郷する前日の８月１１日、小学６年生の桜庭丈君（１２）は名残惜しそうに話し

た。激しい揺れを経験した東日本大震災、そして、福島第１原発事故…。あの日から５カ

月が経過していた。「福島では公園も立ち入り禁止だった。マスクをしなくても遊べる北

海道は楽しかった」と日焼けした顔をほころばせた。 

 

 この夏、福島の子どもたちを対象に放射線からの解放を目的としたさまざまな支援活動

が全国各地で行われた。中でも「ふくしまキッズ夏季林間学校」はいち早く始動した最大

級の事業。放射線に対する強い懸念を持った保護者の関心が集まり、参加者は当初予定の

２００人から約４８０人まで膨れあがった。 

 

 実行委員長の進士徹さん（５４）＝福島県鮫川村、ＮＰＯ法人あぶくまエヌエスネット

理事長＝は「８割の子どもは、親に言われて参加しただけ。本当に来たかった子は少ない」

とする。１〜５週間と滞在期間の違いはあるが、道内各地の海や山でさまざまな体験をし

た。「普通に外で遊べる喜びを知った子どもたちは、次第にその気になり、本気になり、

元気モードになった」とし、子どもたちの笑顔が何よりの成果だ。 

 

 福島市から小５の長男（１１）と小２の長女（８）とともに３週間を過ごした母親（４

４）は「伸び伸びと過ごすことができ、すごく楽しそうだった。帰りたいけれど、帰りた

くない気持ちはある。これからの現実は心配です」と涙をぬぐった。県内は、避難対象区

域外でも、局地的に放射線値が高い場所が数多く点在する。生活の基盤がある地元を簡単

に離れることはできず、この母親のように懸念を抱えつつも現実と向き合い、暮らしてい

る人は多い。 

 

 進士さんと同じＮＰＯの三瓶稔さん（５７）は「震災前や自然界の放射線値より県内の

数値が高いのは事実。放射線を浴びる量の１年間の積算を考えれば、この夏に１週間でも、

１カ月でも福島を離れることができたのは大きい」と話す。進士さんは「北海道で過ごし

た時間は子どもたちの大きな自信になり、逆境をはねのけるパワーを与えることができた

はず」と自負する。 

 

 ４週目まで帰郷する子どもたちを送り届けた副実行委員長の吉田博彦さん（５９）＝Ｎ

ＰＯ法人教育支援協会理事長＝は福島の各駅で、親との再会を喜ぶ笑顔がマスクで覆い隠

されてしまったことにやるせなさを感じた。「福島の問題は１年や２年で解決しない。最

低でも５年間は続けなくては意味がない」とする。 

 

 ふくしまキッズの目的は福島県の現実と、子どもたちに対する継続した支援の目を向け

てもらうこと。既に冬休みや規模を拡大した来年の夏に向けての取り組みが始まっている。 

 

 



【ふくしまキッズ「笑顔の夏」中】子どもの歓声 地域に活力  
 １６０世帯、住民約３３０人の小さな漁村、松前町の西の端の原口地域に、久しぶりに

子どもたちの笑い声が響いた。ふくしまキッズに参加した子どもたち約３０人が６日から

１１日まで同町に滞在し、海を元気に泳ぎ、町の中を歩き回った。「子どもの歓声が響く

と、地域の人たちも喜び、笑顔になったのが印象的」と町商工観光課の佐藤祐二主幹（５

２）は振り返る。 

 

 松前だけではなく、子どもたちは、弟子屈、むかわ、下川など道内各地を旅した。実行

委が事業継続を見据え、大沼を拠点に全道各地をつなげる「ゲートウェイ構想」。各自治

体との関係を深める試金石となった。行く先々で温かく迎えられ、その土地でしかできな

い経験を重ねた。少子高齢化が進む地域も多く、子どもの笑顔が活力を与えた。 

 

 松前町は昨年、地域活性を目的に旧原口小学校（２００８年閉校）を宿泊施設「原口交

流の里づくり館」として整備。農漁村体験や民泊受け入れの体制づくりに着手し、都市部

から移住した２人を「地域おこし協力隊」として常駐するなどの準備を進めた。 

 

 今回のふくしまキッズが民泊受け入れの第１号。準備のかいがあり、１２軒の一般家庭

が手を上げたほか、住民も食事の用意などに加わり、地域を挙げて迎え入れた。近江武さ

ん（６２）は「何も変わったことはしてあげることはできないが、松前の自然を空気を十

分に吸って帰ってほしい」と男子児童３人を家に招き、楽しい時間を刻んだ。 

 

 道内各地で行われた民泊は、親元を離れた経験が少ない子どもたちに家庭の温かさを再

確認させ、好評だった。実行委は「多くの大人と接することが社会教育になる」と位置付

ける。活性化の手応えをつかんだ佐藤さんは「楽しい思い出を作ったのは子どもばかりで

はない。地域も笑顔と希望をもらった」と話す。 

 

 一方、七飯町大沼地区では、１１日に十数年ぶりとなる盆踊りが復活。地元有志が協力

し、子どもたちを喜ばせようと、やぐらを組み、準備に汗を流した。大沼地区連合町内会

の若松時彦会長（６４）は「長く途絶えていたが、昔ながらの地域の絆や良さを確認でき

た。住民から継続を望む声も届いた」と喜んだ。 

 

 七飯大沼国際観光コンベンション協会堀元会長（５９）も「大沼地域のパワーを実感し

た。子どもたちも好印象を持ってくれたようで、福島との縁ができたことは将来、きっと

いい影響をもたらしてくれるはず。もうひとつの地元として２度、３度と遊びに来てくれ

たら」と話す。 

 

 東日本大震災と原発事故という未曽有の災害、悲しみが事業のきっかけとなっているが、

大勢の子どもたちの輝きは、この夏、道内各地の人たちと福島の気持ちを結びつける確か

な絆となった。 

 

 

 

 

 

http://www.hakodateshinbun.co.jp/(Empty%20Reference!)
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【ふくしまキッズ「笑顔の夏」下】事業継続へ新組織発足  
 ふくしまキッズの活動と並行して、「子どもを守ろうプロジェクト協議会」（札幌）が

８月１日に発足した。実行委に参画した道内外のＮＰＯが中心となり、「ＮＰＯ教育支援

協会北海道」（帯広市、安江こずゑ代表理事）が事務局機能を担う。この夏の成果を今後

の活動につなげるための組織作りがスタートした。 

 

 今年の冬休みには、「ふくしまキッズウインターキャンプ」として、七飯町大沼など道

内で１００人、愛媛県、神奈川県横浜市と合わせて計４００人の子どもたちの受け入れを

計画する。副実行委員長の吉田博彦さん（５９）は「短い冬休みの福島で要望がどの程度

あるかは分からないが、全国各地に活動を広げる。来年の夏は北海道の自然体験をベース

に、２０００人規模の事業としたい」と話し、引き続き、大沼を拠点に道内での活動を模

索する。 

 

 今回の活動を支えたのは全国の個人や企業、団体から寄せられた多くの支援金だ。８月

中旬には当初計画の倍額以上の５５００万円近く集まった。１０００万円程度は次回に繰

り越すが、震災直後で社会的関心が高かったことも大きく、継続して資金が集まるかは不

透明だ。１０月には会計決算をすべて公表し、活動継続への理解と協力を求めたい考えだ。 

 

 町の予算から９１０万円をこの支援金に充てた七飯町の中宮安一町長（５７）は「福島

の子どもたちから普通に生活を送れることの大切さを改めて学んだ。震災復興や原発の問

題は長期の支援が必要」とする。宮田東総務課長（５６）も「協力した地元関係者、大沼

の地を舞台に選んでもらった実行委関係者に感謝している」とし、今後の協力にも前向き

だ。ただ、「長いスタンスで無理のない支援を検討したい」とし、側面支援に重きを置き

たい考えもある。 

 

 吉田さんは「２０００年の三宅島の全島避難では、支援活動が１年でしぼんでしまった。

５年間継続できる資金や組織作りが必要」とする。その受け皿となるのが札幌に立ち上げ

た新組織で、福島に限らず「３・１１」で被災したすべての子どもたちを対象とする事業

展開も検討している。 

 

 大勢の子どもたちを受け入れる上で、学生ボランティアの資質向上や移動時間のロスな

ど、今夏の事業で見えた課題も多い。一方で、保護者からは、インターネット上などで好

評価の声が広がり、来年の問い合わせも関係者には寄せられている。 

 

 実行委員長の進士徹さん（５４）は「北海道で子どもたちが元気になれた姿を報告し、

継続した支援をお願いしたい。いずれは、〝オールジャパンキッズ〟と言われる事業に成

長させたい」と話す。原発問題が収束し、福島県の安全が確認される日まで、関係者の挑

戦は続いていく。 
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参考資料② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料③ 

地域の教育力はなぜ失われたのか（月刊社会教育 2007年 11月号） 
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）教育支援協会 

代表理事 吉田博彦 
1. 近代以前の教育の形 

今、日本の教育が「学校中毒」に侵されていることは間違いない。今となっては過去の遺物のように

なってしまった安倍内閣の設置した「教育再生会議」ではあるが、この会議での教育論議も「学力が落

ちているから学校の授業時間を増やせ」とか、「公徳心が足りないから学校で徳育の時間を作れ」とい

うように、そのほとんどの論議は学校教育の話へと集約されていった。そして、それをマスコミが論評

する時も、その内容は学校教育の話に終始し、その時に専門家として登場する人間もほとんどが学校の

教員出身者であった。こうしたことは「学校中毒」の病理現象に他ならない。 

近代以前に「学校」という社会システムを持たなかった日本社会であるが、江戸期の日本社会が、当

時のアジア諸国だけでなく、欧米の社会と比べても、かなり高い教育力を持っていたことは良く知られ

ている。記録によれば、日本社会は当時の世界でトップレベルの識字率を誇っており、算術力において

も、全国に広がる商業市場を支えるだけの算術力を持っていたし、日米通商条約の交渉において日本と

の通貨交渉に当たった米国使節団が交渉相手の日本人の算術力に恐れをなしたことも歴史に残ってい

る。 

もちろん、近代以前の社会と近代社会では、職業を得るために必要な知識量や技能の多様さにおいて、

比べることができないほどの差があるため、時代を超えた教育力の比較が難しいことはわかる。しかし、

近代以前の日本社会では、学校はなくても地域社会におけるさまざまな教育力によって子どもたちは社

会人として成長し、今とは比べものにならないほどの高い公徳心を持った地域社会の一員となり、全体

としては世界トップレベルの基礎学力を保持していたことは歴史的事実である。 

確かに、江戸期には幕府や藩が作った学問所や藩校のような「公立学校モデル」も存在した。また、

江戸期の後半には商業活動の発達・広域化、都市文化の振興などもあり、学塾や私塾形式の専門性を備

えた地域の教育機関が作られていたこともよく知られている。しかし、それら専門的な教育機関の力が

あったことを認めても、そうした「公立」の学問所や藩校、学塾や私塾で教育を受けた子どもたちは限

られており、大半の子どもたちの教育を主に担ったのは、その地域社会が保持していた多様な「地域の

教育力」であることはまちがいない。 

その後、農村地域から流出した農民を工場生産労働者として都市部に吸収した近代社会において、そ

の社会を維持するために発生した大量の教育ニーズにこたえる形で学校制度が生まれ、近代の教育が学

校を中心に発展したことは事実である。効率と効果を求めてさまざまな教育システムを明治政府は採用

し、その一つ一つは優れて科学的で、効果的ではあったことも間違いない。しかし、こうした近代の学

校教育で採用されていったものだけが明治国家を作った教育力ではなく、学校教育以外の、近代以前か

ら引き継がれていた地域社会の教育力やその遺産が明治国家の成立に貢献したことも忘れてはならな

い。 

2. 「地域（社会）の教育力」とは何なのか 

ここでいう近代以前の「地域社会の教育力」というのは「形」のあるものだけではない。つまり、目

に見える実体として地域社会に存在した私塾や寺子屋などの「教育機関」だけではなく、そうした「教

育機関」以外に存在した人と人の関係性を基盤とした「空気のように形が見えにくい教育機能全体」を

「地域の教育力」という。 

たとえば、それはお寺の坊さんの説教、村の長老の叱責、親のつかいでの行った他人の家での大人と

のやり取りにおける会話訓練、駄菓子屋での買い物における計算、地域の職人の仕事をじっと眺める中

でのさまざまな気づき、異年齢の子どもたちの間での遊びなど、人との関係や生活の中に存在する多様

な教育機能も含めてのことである。「学校中毒」に犯されている人にはなかなか見えないかもしれない

が、こうした人と人の関係性や生活の営みには多様で豊かな教育力が存在するのである。 

学校がなかった時代、つまり「地域社会の教育力」で次世代を育てていた時代には、地域のいたると

ころで出会いと会話があり、そのような中で子どもたちが遊びまわりながら、大人世界の仕事をも見聞

きして育つということが地域での教育活動の底辺としてあり、地域によっては私塾や寺子屋が、地域に

よっては青少年教育組織（薩摩などでは「郷中
ごちゅう

」と称する）があり、そうした教育機関が補助機関（全

員が参加したのではない）として機能し、その時代に生きていくのに必要な知識や技能、社会生活を営

む能力などを身につけていったのである。こうした第三者の大人の声かけや世話を受けて育つ営みを基



盤とし、地域社会が運営にかかわる補助的な教育機関を柱とした教育のあり方を「地域（社会）の教育

力」というのである。 

そこにあるのは学校が得意とする教育ではない。学校教育は、学校を設置する社会（日本においては

国家）としての統一的な教育目標を持ち、合理的で効率的に「与える教育」であるが、地域が担う教育

は、教育目標が生活の中から生まれ、個々の必要性から内容が設定され、時には偶発的（非効率）な形

で発生し、一人ひとりが「学びとる教育」である。誤解を恐れずにいえば、現在言われる「生涯学習」

のテーマである「いつでも、どこでも、だれでも」を基本とした教育の原型ともいえるものである。 

もっと対比的に言えば、学校教育が社会目標・国家目標としての「真・善・美」を基本とする「建前

としての教育活動」であるのに対して、「地域教育」は実態社会を反映するため、俗悪で低俗なものを

も含んだ「生々しい教育活動」であり、こうした「二つの世界」「二つの価値観」の中で人は育ち、社

会人として一人前となっていくことが必要なのである。そのため、学校の教育力だけで子どもを教育す

ることには無理があることを理解する必要があるのだが、「地域の教育力」のような形のないものに対

して、学校中心主義者はなかなかその価値を認めようとしない。 

ただ、考えてみればわかることだが、社会学者の宮台真司氏が指摘しているように、「地域教育」と

違って、「学校」というシステムは生物としての人間の生理としてかなり無理のあるシステムである。

幼い子どもが朝早くからある建物に集まり、何時間も机の前に座って大人の話を聞くということがかな

り異常なことだという感覚は大切である。こうした異常なシステムが社会に定着したのは近代社会の

「豊かさ」が背景にあり、「学校に行けばいいことがある」という社会通念が定着したからであり、そ

れが近代社会の特色でもある。これを異常だと感じないとすれば、その感覚がすでに「学校中毒」に犯

されている。 

3. 「地域の教育力」の消滅過程 

では、現代の我々の社会において「地域の教育力」はなぜ消滅してしまったのだろうか。まず、それ

を地域の「教育機関」の消滅過程を踏まえながら見ていきたい。 

前にも述べたように、江戸期の日本では地域社会における「教育機関」が発達しており、それらの多

くは地域の自治会組織を基盤とした青少年教育組織であり、資金・人材の両面において地域社会がそれ

を負担していた。また、江戸期のこうした地域教育機関とは別に、「私塾」も多く地域に存在したが、

適塾（主宰者：緒方洪庵）や咸宜園（かんぎえん：主宰者：広瀬淡窓）などの「私塾」が地域社会から

支援を受けていたことから見ても、こうした私塾の多くは地域教育機関のひとつの形であった言える。

もちろん、こうした著名な「私塾」は少数だが、当時の日本の地域社会には１０万を超える多様な私塾・

寺子屋が存在していたという記録が残っていることからも、地域教育機関は多様な形で地域社会に根付

いていたことが理解できる。 

こうした私塾・寺子屋の大半は 1872 年の学校令以降に徐々に姿を消していくこととなる。「適塾」が

後の大阪帝国大学へと発展していったように、いくつかの私塾・寺子屋は後の公立学校や私立学校の基

となったが、日本の子どもたちの就学率が９０％に達した 1900 年頃までには、地域教育機関に対する

地域社会の関与は弱くなり、昭和に入ると行政が主導する「学校」が教育に大きな位置を占めるように

なり、戦後へとつながっていくのである。 

こうして、地域社会の教育機関は学校へと吸収され、発展・解消し、日本社会では子どもの教育に学

校が大きな影響を持つ時代へとなっていった。しかし、1945 年の戦後まもなくの頃から 1960 年前後ま

では、まだ地域社会が持っていた教育力を学校がすべて代行する時代とはなっていなかった。なぜなら、

1960年前までは、１５歳以後に高校（後期中等教育課程）へ進学する子どもは大都市部以外では３０％

以下であり、農山村部ではもちろんのこと、地方都市部においても子どもたちの大半が初等教育か前期

中等教育で学校教育を終了しており、学校教育にかかわっている時間は限定的であったからである。 

こうした地域では、地域社会の教育力は「祭祀の準備」や地域の共同作業、農繁休業における協働な

どに発揮され、異年齢間のガキ大将組織、青年団組織、子ども会などの組織的な活動を通して多様な形

で一定程度維持され、1960 年代後半までその力は地域社会を支えていた。その地域社会の教育エネルギ

ーが日本の社会教育の栄光の時代を支えていたといっていいだろう。 

その後、1970年までには地方都市部ではもちろんのこと、農山村部においても高校進学は当たり前と

なり、高校進学率は 1960 年代に５０％から９０％へ達し、こうした学校教育の発展は戦後の高度経済

成長を支え、日本社会を「豊かな社会」にしていった。この事実は日本社会において学校の教育独占を

助長し、社会の教育機能は学校に集中されるようになり、日本人の中に「学校神話」を確立させること

となる。 

そうした学校の教育独占の中で子どもたちの教育適応期間である 6歳前後から 18歳までの 12年間の
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時間が学校の独占となり、残された放課後という時間も学校教育の延長である「宿題」と「学習塾」に

ゆっくりと侵食されていき、「地域の教育力」は力を発揮する時間を失い、姿を消していったのである。 

4. 地域社会の崩壊と地域の教育力の消滅 

ここまで述べた「地域の教育力」の大雑把で表面的な消滅過程の背景には、戦後日本社会の劇的な変

化がある。重複するかもしれないが、ここでは「地域の教育力」の消滅過程をそうした社会の変化との

関係で見ていきたい。 

実は、学校はそれだけが単独で自己肥大したのではない。これは家庭制度の変化や地域社会の崩壊と

表裏の関係にある。別の言い方をすれば、家庭教育力や地域の教育力の低下の結果が学校教育への期待

としてしわ寄せされ、「学校神話」の拡大となっていったといえる。 

特に家庭教育については、この言葉が社会に登場する 1900年前後には、「家庭教育の重要性」という

ことが政府の公報にも掲載されていることを見ても、その時代から家庭の教育力の低下は問題とされて

いたようである。 

ところが、「地域の教育力」という言葉は戦前にはまったく使われていない。この言葉が登場するの

は戦後のことであり、特に 1980 年代に入って盛んに使われるようになる。そこには戦後の高度経済成

長を背景とした社会の変化が大きくかかわっている。 

第二次大戦の前後、まだこの時代は地域社会における職業価値は多様であり、大都市圏であっても「家

を継ぐ」「職人になる」という生き方もあり、学校の成績だけが社会での価値ではなかったため、地域

社会の中で「学校の成績が良いだけでは生きていけない」ということがある程度共通に理解されていた

社会でもあった。 

そのため、学校でダメでも生きていく選択肢は地域社会に多様に用意され、その意味では「学校に合

わない子ども」にも地域社会で生きていく選択肢はあった。こうした「学校に合わない子ども」を「社

会に合わせる」ことができたのは学校教育の成果ではない。それは「家業を継ぐ」という形での「家庭

教育」であっただろうし、徒弟関係という形での「地域社会の教育力」であった。 

日本の「貧しくても幸せになれると信じられていた時代」は 1960年代の後半には終わりをむかえる。

それまであった非合理で非効率な地域社会のさまざまなシステムは、高度経済成長期に強力な中央集権

国家が成立し、国家的な目標であった効率性と合理性の追求の中で一元的に整理され、家業を継ぐこと

や徒弟制の職場は前近代的なシステムとして姿を消していくこととなる。そして、それと並行して村落

共同体は崩れていき、大都市圏だけでなく、地方都市にも新たに生み出された新興住宅地へと人が移動

していく中で、地域社会の解体は進んでいった。 

この時代、「よい学校を出れば幸せになれる」という学歴信仰はピークを迎え、高校進学率は 1960年

代に５０％から９０％へ達し、「学校の成績は子どもの人生を保障してくれる」というとんでもない誤

解が社会に蔓延して行ったのである。そうした中では「地域社会の教育力」が担っていた教育機能は「勉

強の邪魔」と感じられるようになり、「家庭の教育力」は学校教育の延長である学習塾に外注され、徒

弟制は専門学校へと姿を変えていった。 

5. 家庭の変化と「進学神話」 

1980 年代に入り、ようやく「学歴社会は終わった」と言われはじめる。1984 年から議論を始めた中

曽根内閣の臨時教育審議会でもそのことは盛んに議論され、1987年に出された臨教審答申では「生涯学

習」という考え方が提示され、学校教育中心主義に対する見直しを提言した。 

しかし、「学歴社会は終わった」、「生涯学習の時代」という提言はなかなか一般化しなかった。その

原因は「学校神話」が社会に根強く残っていることもあるが、その第一の原因は日本社会で顕著になり

つつあった「家庭制度」の変化にある。 

戦後まもなく、戦争への反省から家族主義的な家庭のあり方が問題にされ、戦後の家庭は大きく変化

した。しかし、そうした変化以上に 70 年代に入ってからの日本の家庭の変化は急速で、従来の家族主

義的な「家庭」はほとんど姿を消し、「ニューファミリー」といわれた核家族からも大きく変質し始め

る。 

この時代に家庭は共同体としての「労働力の再生産・生活の営みの場」から、個的な集合体としての

「個的な享楽の場」へと変質していく。ここではそのことを論証することが本旨ではないので、これ以

上の言及は避けるが、その中で配偶者同志は「家庭の幸せ」ということに出始めたほころびを修復する

ことなく、それを親としてよりも男と女という自分をより強く意識する方向に向け、家庭はバラバラな

個人の場となり、家庭から生活の営みは急速に「外注」されるようになる。 

こうした中で、子どもとの関係においては「学校幻想による幸せ」によって親子関係を埋めようとし

て、わが子を自分の手で育てることや地域社会で地域の子どもたちと一緒に育てることから、利己的な



進学を第一の目的と考え、学習塾などの教育機関にその教育をゆだね、受験戦争の勝利を「幸せの形」

と考えるようになる。その中では、地域のお祭りや地域の活動に子どもが参加していくのは受験の邪魔

と考えられ、原っぱで遊んでいる子どもは姿を消していく。 

小学校低・中学年までは地域の活動に積極的に送り出す家庭も、高学年になれば消極的となり、中学・

高校生では「祭りに参加しない」「外で遊ばない」子どもにしようと親は望むようになり、部屋に一人

でいる子どもは「優秀な子ども」となっていくのである。 

こうして、近代初頭に登場した立身出世を動機付けとした学校教育を家庭と地域社会が受け入れ、社

会全体が「学校」というものの価値観に組み込まれていく中で、学校と学習塾にお任せの「子育てシス

テム」が成立していく。 

こうした流れをまとめると、戦後の高度経済成長期にそのシステムはピークを迎え、そして、厄介な

ことに、その「いい学校、いい会社、いい人生」という図式が崩壊しはじめても、学校の地位は揺るが

ず、それどころか、家庭・地域社会の崩壊が同時に進み、家庭や地域社会の教育機能が一気に低下した

ため、相対的に学校が社会にとって一元的な価値になり、利己的な進学のプロセスが子どもの育成の基

本プログラムとなって行ったということになる。 

こうした時代の変化を多少大げさに表現するとすれば、近代以前の地域共同体社会が近代中央集権国

家へ吸収されていく過程で、地域社会の関係性を基礎として成立していた「地域の教育力」が担った地

域社会の維持に必要な人材育成は、中央集権制度を背景とした学校教育へと吸収され、中央国家や国家

経済社会に必要な人材育成システムが成立していったといえる。そして、近代日本の「富国強兵」政策、

戦後の「経済大国」政策がここに来て終息し、「経済大国から生活大国へ」、「中央集権から地方分権」

へと国が大きく舵を切ろうとするとき、「地域の教育力」が再評価されるようになってきたのである。

しかし、それが「ないものねだり」であることは、残念ながら事実である。 

6. 今後の「地域の教育力」 

では、どうすればいいのか。この設問に対して容易に答えは出てこないが、現在さまざまな回答がそ

れぞれの地域で作られつつあるのでその動きを、これまでの論証を振り返る形でまとめておきたい。 

社会は単なる人の集まりではなく、人と人の関係性の中にある。かつての村落共同体を基礎にした地

域社会にはその共同体の関係性が存在し、その関係性が教育の基盤となった。そこに人為的な学校シス

テムが持ち込まれたが、その学校も初期においては地域共同体の関係性に支えられていたのである。こ

の時代において、学校はその機能を見事なほどに十分に発揮できたことはよく理解しておく必要がある。 

戦後、世界に例を見ない経済成長のために中央集権制度が社会の隅々まで徹底され、効率と利便性が

何よりも優先され、地域独自の地域政策は軽視された。そうして生み出された「豊かさ」は国民の価値

観の多様化を生み出し、地域社会における共同体としての共有価値、関係性は崩壊したのである。 

しかし、21 世紀に入って、こうした流れはゆっくりと変化し始める。それは社会のレベルでは中央集

権制度の行き詰まりであり、あまりにも行き過ぎた経済効率性への反動であり、環境破壊に対する警戒

感でもある。個的なレベルでは、人が「孤独」を引き受けることに耐え切れなくなったといっても良い

だろうし、人と人の関係性の欠如により社会が成り立たなくなってきたという不安感でもあるかもしれ

ない。 

日本人の多くは、一度は捨てた社会における関係性の意味を問い始め、経済効率優先主義に疑問を持

ち始めている。「共生社会」や「経済大国から生活大国へ」というスローガンはその表れでもある。そ

れが教育活動では「地域の教育力の再生」という形であらわれ、地域社会の再構成とともにさまざまな

取り組みが始まったのである。 

ただ、そうした地域社会の再構成へ向けた政策や活動の一部には、かつての「一元的な共同体社会」

への回帰志向がある。「昔遊び」がもてはやされ、昭和 30年代への回帰が「地域の教育力」の復活とし

て登場するのもそのあらわれである。しかし、こうした政策や活動は決して新しい「地域の教育力」時

代を生み出さないだろう。ノスタルジーに基づいた教育や、「昔はよかった」という形での徳育・公共

心の育成などはある種の思考停止である。 

今、我々の社会に必要な教育政策は、一人ひとりが自立した市民として参加していく中で、ともに支

えあう「共生社会」を基本とした関係性を目的とし、多様で多層な関係性の構築を目標としたものでな

ければならない。個人尊重が利己主義にならないためにも、そして、自立が孤立とならないためにも、

相互の貢献を基本とした市民の社会参加を促す教育政策でなくてはならない。そのひとつの形態がテー

マ型のＮＰＯの拡大だろうし、「新たなる公共」といわれる市民の意思決定へのかかわり方だろう。そ

れは学校教育への依存意識をできる限り薄め、「地域の子どもは自分たちが引き受ける」＝「地域の教

育力の再生」という手段による市民の主体意識・参加意識の育成である。 

残念なことにこうした動きがまだまだ限定的であり、経済優先主義や学歴尊重社会が変化を見せてい



ない現代において、こうした意味での新しい「地域の教育力」を再興するのは並大抵のことではないと

いうことは明らかである。しかし、時代は確実に変化しつつあることも明らかなのだと思う。 
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