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  ２８社会教育主事講習（A） 
平成２８年７月２５日 

『生涯学習概論』 

～テーマ～ 一般行政と社会教育行政の連携 
濱 中 昌 志  

                        
 

１ そもそも「社会教育」って？ 
 
（１）考えてみよう 
 
（２）社会教育の定義 
 
 ・「個人の要望や個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育」 

（教育基本法第 12 条） 
 ・「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織 

的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を含む。）」 
（社会教育法第 2 条） 

 ・国民の生活のあらゆる機会と場所において行われる各種の学習を教育的に高める活動を総称する 
（昭和 46 年社会教育審議会答申） 
 

２ 社会教育の特徴を考える 
 
（１）この特徴から難しいと感じることがある 
 

◆自発性と自主性が基本 
◆実践的で体験的な活動が主軸 
◆柔軟で多様 
◆生活や地域を重視 
 

（２）学校教育は「フォーマル・エデュケーション」    
 

 学校教育 社会教育 
主体と客体は？ 主体は教師 

客体は児童・生徒・学生 
主体と客体が明確に分かれているとは

いえない 
対象は？ 原則として年齢によりきめられてい

る 
幅広い年齢 

場所は？ 学校という一定の基準を満たした施

設 
社会の至るところ 

カリキュラムは？ 法律に定められている 自由であり、修了はあっての卒業はない 
 
（３）対象、内容、方法・形態が多岐に渡る 

◆対   象：子どもから成人、高齢者まで 
◆内   容：生活・職業技術に関するもの、芸術・芸能・趣味に関するもの、 

ボランティアに関するもの、など多種多様 
◆方法・形態：講座、ワークショップ、団体・グループ活動、個人学習支援など 様々 
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３ 我が国における教育改革の歴史を振り返る 
  教育って？ 
  価値観を変えたことがあるか？ 
 
  考えてみよう 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 考え方の変化 

戦前の社会教育は、 
◆国家や社会教育団体による上からの教化・訓練 
◆社会教育の内容は既定のもの 

 ◆どのような形態・方法であっても、教化や訓練するかが中心的な関心事であった 
 
戦後の社会教育は、 
◆封建的地域社会の民主化のため、ＧＨＱより紹介されたグループワークの方法論などによる共同学 
習論として発展 

 ◆「みんなで学ぶ」という学習方法・形態論の自己目的化 
◆「何を学ぶべきか」という、関心や自覚は弱くなっている 
 
統制するという考え方 
社会教育が持つ「社会を統制する機能」 
適応するという考え方 
社会教育が持つ「個人の社会への適応を助長する機能」 
自発性という考え方 
生涯学習に見られる「個人の自発性に促され個人の興味・関心を充足」 
※３つの面から取り上げることが可能（倉内史郎氏） 
 
「個人の必要・興味・関心」か？「社会の必要や要請」か？                
「個人の要求課題」か？「社会の必要課題」か？ 
「個人の自由や自発性の重視」か？「社会の必要・要請の優先」か？               
「個人」か？ それとも「社会」か？ 

 
５ そもそも教育委員会って？ 
  文部省：1948 年（昭和 23 年）に教育委員会を設置。 

教育行政の「地方分権」、「民主化」、「自主性の確保」が理念 
とりわけ、教育の特質に鑑みた教育行政の安定性、中立性の確保という考え方のもとに、教育委員 
会法によって創設された。地方自治体の長から独立した公選制・合議制の行政委員会で、予算・条 
例の原案送付権、小中学校の教職員の人事権を持ち合わせていた。 
 
新しい教育委員会制度は？ 
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６ そもそも行政って？ 
法 令：法律・政令・省令・条例・規則・告示・訓令通達 

  組 織：行政主体（国・都道府県・市町村） 行政機関（一般行政部門・行政委員会） 
  財 政：歳入・歳出 

社会教育行政の定義 
  ◆社会教育行政とは、国や地方公共団体が人々の自発的な学習を基礎として行われる社会教育を促

進、援助して、できるだけ多くの人の教育的要求を満足させ、個人の幸福と社会の発展を図るこ

とを目的とする作用 
  ◆社会教育行政とは、社会教育を促進・支援する行政の組織、機能であり、その機能は国及び地方

公共団体に専属 
  ◆社会教育行政は、国においては文部科学省が、都道府県・市町村においては教育委員会で行う 
  社会教育行政の意義 
  ◆社会教育の特徴を十分に踏まえながら、それを支援・促進することにより、国民の教育的要求を

満足させ、個人の幸福と社会の発展を図ることができる点にある。社会教育審議会答申（昭和 46 年） 

 
７ 社会教育行政 
（１）社会教育行政の基本原理 
  ◆中立性・継続性・安定性の確保 
   社会教育行政は、教育行政の一環として、教育基本法第１条に規定されている教育の目的を遂行

するため、政治的な中立を保ちつつ、国民全体に対して責任をもち、条件整備を目標に展開され

るべきもの。 
 
  ◆非権力的な行政 
   社会教育行政は、人々の自発的・自主的な学習活動を助長・促進・援助するところに主要な任務

がある。 
   社会教育行政の作用は、強制的な命令・監督ではない。 
   
（２）社会教育行政の役割 
  ◆個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって

奨励されなければならない。（教育基本法第 12 条 1 項） 
 

◆国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利

用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければなら

ない（教育基本法第 12 条 2 項） 
 

（３）社会教育行政の任務 
  ◆社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作成、頒布その他の方法によ

り、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自らの実際生活に即する文化的教

養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。（社会教育法第 3 条 1） 
 
  ◆国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供

及び奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与すること。（社会教育法第 3 条 2） 
 
  ◆社会教育が学校教育や家庭教育との密接な関連性を有することに鑑み、学校教育との連携の確保

に努め、及び家庭教育向上に資することになるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び

地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとす

る。（社会教育法第 3 条 3） 
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（４）社会教育職員 
  ◆教育委員会事務局には、事務職員のほか、社会教育に関する専門的職員（社会教育主事・社会教

育主事補）が置かれる。 
    ※社会教育主事 
     社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。 

ただし、命令及び監督をしてはならない。（社会教育法第 9 条 3） 
 

  ◆社会教育施設の専門的職員 
   社会教育施設には、そこで展開される社会教育活動に直接関係する専門的職員が置かれる。 
   （公民館主事・司書・司書補・学芸員・学芸員補・青少年教育施設等の指導系職員など） 
 
（５）社会教育行政に住民の意思を反映させるための制度 
◆社会教育委員 

   都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。（社会教育法第 15 条） 
   社会教育委員の職務は、社会教育に関する様々な計画を立案したり、教育委員会の諮問に応じて

意見を述べたり、必要な研究調査を行ったりしながら、教育委員会に助言する。（社会教育法第 17
条） 

   ※補助金を交付する場合は、教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴かなければない。 
（社会教育法第 13 条） 
※置かれていない場合は同種の審議会等でも可 
 

  ◆社会教育施設における運営審議会等 
公民館運営審議会（社会教育法第 29 条～31 条） 
図書館協議会（図書館法第 14 条～16 条） 
博物館協議会（博物館法第 20 条～22 条） 

 
（６）サポート・バット・ノーコントロール 

※ノーサポート・ノーコントロールの原則 
改正前の社会教育法（昭和 34 年） 

  社会教育法第 13 条 
  国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、補助金を与えてはならない。 
 

◆昭和３４年の社会教育法の改正により、第１３条が削除（社会教育団体への補助金支出を禁止） 
   ※ノーサーポート・ノーコントロール から（援助もしないし、干渉もしない） 

◆サポート・バット・ノーコントロール へ（援助するが干渉しない） の原則へ 
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８ 一般行政と社会教育行政の連携 
（１）人づくり、地域づくり、絆づくり 
 
 
 
（２）社会教育による人づくりの機能にプラスして 
 
 
 
（３）そもそも公民館では 
 
 
 
（４）社会教育行政の取組 
  ◆一般行政と社会教育行政の連携の可能性 
  ⇒ 例えば総務省では？ 

地域振興（ＮＰＯ） 
情報通信技術（ＩＣＴ利活用） 
共生社会（少子高齢化対策、青少年育成、男女共同参画、食育） 
国民生活（消費者教育） 等 
 

  ⇒ 例えば法務省では？ 
人権啓発・教育等 

  例えば厚労省では？ 
健康・生きがいづくり、子育て支援、キャリア形成 等 

 
９ 集団なのか？組織なのか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ｈａｍａｎａｋａ   
28 社会教育主事講習Ａ 

6 

 
参 考、「ネットワーク型社会教育行政の必要性」 

  「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について」年生涯学習審議会答申（平成 10） 
  「第 6 期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」（平成 25） 
 
北海道の社会教育主事経験者による任意団体から「議論の整理」等に関するまとめの原稿依頼があり、

以下のように勝手にとりまとめました。 
 
～現状をポジティブに捉える社会教育主事として～ 
 
平成 25 年 1 月 21 日、中央教育審議会総会において、2 年間にわたる「第 6 期中央教育審議会生涯学

習分科会」での議論の整理が報告された。今期の生涯学習分科会は、同審議会の教育振興基本計画部会

を中心に検討されていた「第二期教育振興基本計画」の中の生涯学習・社会教育分野に、どのような方

針・政策を盛り込むべきなのかということについて幅広く検討するとともに、今後の目指すべき「生涯

学習社会の構築」に向け、その中心的な役割を担う社会教育行政の推進のあり方について集中的に審議

した。中央教育審議会で社会教育行政のあり方について集中的に取り上げたのは、生涯学習の振興方策

全般について取り上げた平成 20 年答申を除けば、前身の生涯学習審議会当時の平成 10 年答申「社会の

変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について」以来である。 
 

 この報告の中では、今後の社会教育行政の在り方についていくつかの課題が指摘されているが、その

中の一つに地縁組織の機能低下等、地域社会の環境の変化への対応がある。従来の地域社会を前提とし

てきた社会教育行政等にとっては、この指摘はマイナスのイメージと映る可能性があるが、社会教育の

振興を担う社会教育主事としては、逆にプラスに働くチャンスと捉えなければならない。全国的に見て

も、ＮＰＯやボランティア団体等、新しい地域の担い手が登場し急速にその活動の場を広げていること

や、民間企業や大学等による社会教育活動が活発になったことにより、不要とまでは言われないまでも、

社会教育主事の存在自体について検討されている状況にある。その中においても様々な指摘がされてい

るが、問題なのは、地域社会の環境の変化や社会教育行政として取り組むべき施策の変化等に社会教育

主事が対応できていないことにあるのではないかと考える。 
 
 東日本大震災以後、改めて地域の絆の重要性が叫ばれ、平時から意図的にその絆を構築する取組を行

うとともに、地域の特色に応じた実践を展開する中で、その絆を強固なものにしていかなくてはならな

いという気運が高まり、これまでも、そしてこれからも地域の人づくり、絆づくりを担ってきた社会教

育の力に今一度、注目が集まっている。さらには、学校という存在がそれ単独の機能だけでは、対応し

きれない複雑に絡み合った課題の解決のために、やはり地域の力が必要であり、それを育む社会教育の

存在に多くの期待が寄せられていると考えることはできないだろうか。 
 
その存在意義を見せるのはいつなのか？いつやるのか？「今でしょ！」 
社会教育主事としてどのようにやるのか？段取りを大切にしながら「お・も・て・な・し」の心を大

切にしながら。「じぇじぇじぇ」を引き出すために「感動を探す目」「変化に気づく目」を持ち続けなが

ら。現状をポジティブに捉え、地域住民の皆様に対して笑顔を「倍返し」していきたいと考えておりま

す。 
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10 社会教育主事に伝えたい思い 
 
■ミドル・アップダウン・マネジメント 

 
 ■PM（Performance-Maintenance）理論 
 
■私が感じるすてきな社会教育主事の特長 

 
① 恣意的な推論・・・ 
結論を支持する証拠がなくとも、出来事を客観的に判断せず、自分勝手に推論をしてしまう。「どうせ～

だろう」 
 
② ネガティブコレクション・・・ 
さまざまな出来事に目が届かず、ネガティブな事柄に注目して全体を判断する傾向。 
「ダメなところばかりに着目する」 
 
③ 「ねばならない」思考・・・ 
口癖のように「～しなければならない」と考える傾向。 
管理職は要注意。 
 
④ 過剰な責任感・・・ 
自分に無関係な出来事であっても、それが自分自身に直接関係していると考える傾向。 
「なんでも私のせい」 
 
ネットワーク３原則 
１ 自分ができることは自分だけでしない。 
２ 他人に迷惑をかけることを恐れない。 
３ 一人ではとてもできそうもないことをする。 
（せんだい・みやぎＮＰＯセンター 加藤哲夫氏） 


