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「地域重視型J 公民館における社会教育実践の現段階

一一相模原市を例に一一

内田和浩

はじめに~課題と方法~

1980年代は r物の豊かさ」を求める時代から「心の豊かさJVこ人々の関心が移行した時代といわ

れている。一方 r産業構造」の急激な変化による「国際化J r高度情報化」や「地方行革J による

「合理化J と「民活Jo r回全総」にみられる「東京一極集中」や「高齢化社会」から「高齢社会Jの

到来。そして，後半には臨教審答申にみられる「生渡学習体系への移行Jから 1990年に艇定された

「生涯学習振興整備法」に集約される「生涯学習政策Jの進行など。まさに「生活文化を創造し，主

権者としての学習を求める国民にとって危機的状況を生み出しJ(りた時代といえる。

しかし，一方では「生涯学習政策J の中で唱えられる「現実諜題への適応」や「発達課題的アプ

ローチ」などとは異なる「環突をきりひらく主体形成J (討へ向かう社会教育実践も数多く見られ，

「生護学習政策」が地域に本格的に進められつつある現在，これら 1980年代の社会教育実践研究の

意義は大きい。

筆者の問題関心はまさにここにあり，本論文での課題もこの問題意識から生じている。しかし，

「社会教育実践」と一口にいってもひじように広範閥に渡っており叫すべてを同様に論ずることは

むずかしい。ょっτ本論文では，いわゆる狭義の「社会教育実践J(引としての「公民館」における

社会教育実接に限定して論じたい。なぜなら，公民館は地域におりる「総合的社会教育施設」とし

て，まさに「環実課題への適応J r発達課題的アプローチ」と「現実をきりひらく主体形成Jの攻め

ぎあいに位置しているからである。

筆者は，昨年度の臼本社会教育学会において，公民館の歴史的変遂の中から，これまでの「農村

型J r都市製」という分類例とは異なる 1980年代段階における公民館の類援化を試みて報告した。

それは「教養護視援J r地域重視裂J r章者舘還模型」の三つの類型だった。

ここでそれぞれの類型の特徴と限界をまとめるならば，次のように整理することができる。

「教養護視型J 1.独立し充実した施設設備を持っている。 (r地域」及び「住民自治」のとらえ方

が弱い)2.主催事業の柱は「実際金活に郊する教養」である。(特に教養が重視され，その中味が

地域課題・生活課題と遊離している) 3.主催事業の実施には企画の段階から学習者が参加し，学

習内容自主繍成が取り入れられている。(学習者は「新中間層Jに限定されている)4.施設利用者

の公民館運営への参加システムが重視されている。 (r参加J の内実は，施設中心主義) 5.複数の
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専門的職員が，主催事業から運営管理までを「教育的視点」をもって援助している。(職員の専門性

と援助の中味の問題)

「地域重視蛮J l.独立した施設を持っているが，当該自治体内における施設の重層構造(たとえ

ば本館一分館一地域集会施設)における学習構造も，公民館の実態として位置づいている。(自治の

単位として「地域」を位置づけ，その拠点、としての施設)工事業では「生活課題・地域課題」が

中心。「地域組織」等との関係で，体育・レクリェーション活動が位聾づいている。(生産・労働，

生活と結びつくことにより「地域づくり」を支える学習としての可能性をもっている。)3.公民館

運営に「地縁組織J の代表が「地域住民」の代表として参加している。個別の事業にも企磁の段構

から住民が参加している。(地域全体の意見が公民館に反映される可能性と実擦の活動との遊離の危

険性もある) 4.利用サークルが公民館運営に参加するシステムも整僚されてきている。 5.公民

館職員は，住民への積極的な働きかけ(住民の学習重要求の抱援・掘り起こし)の中から「専門性」

を磨き，集団的にカ重量を高めている。

「貸館蓑視裂」いわゆる公民館が自主事業を行う「教育施設」から，実質的に貸館のみを行う施設

に媛小化されたことによって出現したものである。全国的にみて 80年代に公民館(本籍)での専任

職員O人の増加が町村部で顕著となっている。 (6)このことから「貸館重視型」公民館の増加が予想、

される。

このように現状の公民館を三つに分類したよで，筆者は 80年代におげる公民館の到達点として

「地域重視獲J公民館を位置づけたのである。

たしかに， 70年代の「三三多摩テーゼJ に代表されるいわゆる「都市整」公渓館の全国的な京がり

は，公民館にとって麗期的な出来事であり， 70年代後半から 80年代にかけての「臨調行事Jによる

激しい「合理イ七」攻勢のさ中においても，公民舘の設置が増加していったという事実 (7)は，そのこ

とを物語っている。しかし，佐藤信一氏の「カルチャーセンター化の方向をたどることになったJ

という発言{叫に見られるように r三多摩テーゼJから学んだ各地の公民館づくりは，その「教養護

視J r施設中心主義Jを貫徹することによって，地域住民の支持を失いその存在意義を問われること

になったのではなかろうか。

それでは，公民舘の存在意義とは何か。別の言葉でいえば公民館の公共的性格とはなにか。

…言でいえば「地域づくり J にどうかかわるか，ということになるであろう。しかし，この「地

域づくり」という言葉がくせ者である。 80年代は正に「下から」も「上からJ もこの「地域づくり」

が叫ばれた時代であり，特に 1987年のリゾート法(総合保養地域整備法)を境に，リゾート開発と

いう名前の「外発的地域づくりJが各地で進められており，自治体による「生涯学習のまちづくり J

や「一村一品運動J も進められている。

このような中で「地域重視型J公民館が学習・教育として支える「地域づくりJ とは，地域住民

が主体的に進める「内発的地域づくりJ を意味している。それは， 60年代・70年代に「社会教育実
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践」が培ってきたことと，社会教育の理論研究の成果である社会教育法体系の「国民的解釈」の結

合である「住民の『参加』と f自治』による f愈j造』という原理」仰を貫徹することによって可能

となり，そのことを異現化できるのは正に「地域重視型J公民館に他ならないのである。

本論文では， 80年代の公民館の到達点、として位置づけた「地域重視型J公民館が，具体的にどの

ように経過を経て成立し，そこでは現設階においてどのような社会教育実践が展開しているのかを，

神奈川県相模原市における公民鎮の社会教育実践の分析から明らかにしていきたい。

2 相模原市における r社会教審実践J の変遷と公民館

1 公民館の変遷

棺模原市は，神奈川県の中央部に位置する首都留のベットタウンであり，内陸工業地域でもある。

市域の 5%がアメリカ箪の居留地などとなっており，西部の相撲川沿いでは野菜や果物，養鶏・養

豚・酪農の農家も残っている。面積は 90.77平方キロで，人口は 1991年に 54万人を超え，さらに

増えつづけている。

現在の公民館体制は， 21地思(行政区を慕本に)にそれぞれ並立の地区銀と全市をエリアとした

広域公民館の雨文化センターの 22公民館が整備されでおり，職員は各館に専任が3名配寵されてい

る。「相模様子容公民館整備基本計薗J r同実績計画」には，職員のうち 1名以上を社会教育主事叉は

有資格者としており，公的自主運営の「公民館職員研修会J の実施など，一応の「専門性」が位置

づけられている。各公民館には，それぞれ指名以内の公民館遼営審議会が置かれ，事業の企酒・運

営・実施を行う専門部(体育部・文化部・広報部等)とともに，住民主体の活動がめざされている。

各公民館の施設はそれぞれ約千平方メートルあり，施設使用の無料の原票日や保育室・密警護・エレ

ベーターの設置など充実した施設が整備されている。活動の内容・中味については，地域組織を母

体にした体育・レクリェーション活動や「地域課題・生活課題Jfこ密着した「公民館事業の構造化J(10) 

をめざした事業が実施されている。

このような栢模原市における公民館体制は，もちろん初めから形成されていたわけではない。戦

後直後からの歴史的変遷の中で確立されてきたものである。

以下，時代を追って毘ていきたい。{日}

全国的な公民館の歴史が示すように， 1946年の「寺中構想J による「初期公民館J の理念は，当

時の相榛原町にも伝えられ，各地区ごとに結成された青年間の活動と結びつき， 1947年には大沢・

上清のニ地区で公民舘設置の動きが起こり，地元の寄付を受け16援軍の施設を転用するなどして地

元運営による公民館が建設された。

1949年に「社会教育法」が施行されると，町当局による公民書官設麓の体制づくりが行われ，同年

10月21臼に「相模原町立公民館設置条例」が制定された。これによって大沢・上溝両公民館は町立
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公民館となり，未設費地区からの公民館設置望書望が強まり，当初は役場支所単位，その後小学校区

ごとに公民館の設援が進み， 1958年には 15の公民館体制ができあがった。

当時の公民館は，独立した施設を持たず，小学校の講堂や役場分室(後に市役所出張所)の会議

室に公民館の看板をかけただけの「組織公民館」と呼ばれるものだった。そこには専任の職員はも

ちろんおらず，学校の教師や出張所の職員が公民館主事・著書記として発令され，地元の非常勤館長

とともに地域住民中心の活動を支えていた。活動の中心は，条例に基づく公民館運営審議会委員(25

名以内)と各公民館独自の専門部(例えば相原公民館には，体育部・文化部・産業部・婦人部が，

上溝公民館には，教養部・図書妻都・産業部・社会部・文芸部・編集局があった。)であり，映酒会・

講演会・町民運動会・文芸発表会・差是畜産物品評会・社会学級・広報紙の発行などが行われていた。

このような「組織公民館」体制は， 1969年に上溝公民館が市内第一号の独立公民館として開館す

るまでの 20年間金地区で続けられ， 1985年の光が丘・横山商公民館の独立公民館開館まで残ってい

た。

ここまで見てくると，相模原子容における公民館の歴史的変遷は，全国的潮流とかなりちがってい

ることに気がつく。

全国的な 50年代の公民館の特徴は r町村合併促進法」による公民館の再編・統廃合によって公

民銀の「中心化，センター化」による「集権イLが進むことであったが，相模原では町村合併は行

われず，かえって地区ごとの分権化が進んだともいえる時期であった。(相模原は，戦前(1941年)

に国の軍都計画によって 1町7か村が合併して誕生した町であり， 1953年に市制を施行した。)

60年代は，公民館の建物や体制のデラックス化・近代化が晃られ出した時代であったが，相模原

ではやっと 1969年に「公民館整備基本計画(第一次)Jが策定され，公民館施設整備へ向けてのス

タートを切った。(上溝公民館が地元の寄付などで独立公民館を完成させたことが，計画策定への契

機ともなった。)しかし，その後人口急増により第一次計商(小学校註に I公民館設置)が実状に合

わなくなり， 1974年に「公民館整備基本計画(第二次)J及び「公民館援備実施計爵」を策定(中学

校区に 1公民館の設置，後に行政区に変更)し，実際の公民銀施設整備は， 70年代後半から 80年代

に進められた。

60年代から 70年代にかけての相模原は， 1958年の「首都霞整備法」により急激に都市化が進み，

激しい人口増を生んだ。1960年には人口 101，655人が，1970年には 278，326人，1980年には 377，398

人と増加しており，市当局は小・中学校の新設に悩殺されていた。そのことが相模原市における公

民館建設を遅らせた原菌の一つであろう。しかしまたそのことは，市当局にとっては「組織公渓館J

を混存させ，激増する人口流入の中で地域の連帯を喚起し，地域支配を貫徹するための手だてとなっ

たと考えられる。(たとえば，公民館対抗による「市民体育祭J の実施は，市昔話施行以来で40屈を

迎えている。)

こうして，棺模原市の公民館は「激しい都市化」という洗礼を受けつつも，地域組織を義盤とし
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た「一定区域内」を館区として， 70年代後半から 80年代にかけて独立施設及び専任職員を有する「地

区銀並立方式J の公民銀体制が完成していくのである。

2 婦人の学習活動を中心とした r社会教育実賎J の変遷と意義

相模原市における公民館の歴史は，公民舘自体の変遷だけでは明かにすることはできない。なぜ

なら，もしそれだけであれば独立施設における公民館の活動は，地域組織の活動の下請げ的なもの

となり，専任職員は単なる行政による地域支配の先兵にすぎなくなってしまうからである。又，も

しそうだとしたら， 70年代後半以降の留のコミュニティ政策に乗っかり，公民館など存在していな

かったかもしれないし，行政改革の「合理化」の中では三人もの専任職員などあっというまに引き

上げられていたにちがいない。

その秘密は， 1955年以降の「婦人学級Jを中心とした婦人の学習活動とそれを支えた社会教育職

員(当初は教育委員会社会教育課の社会教育主事，後に公気館主事)の「社会教育実践」の展開に

あるといえよう。

1955年から始まった相模原市における「婦人学級」は，約10年にわたる国や燥の補助をはなれて，

1966年より市独自の予算による「委託」学級という形で行われるようになった。その時の緩緯につ

いては r教育委員会が単に住民に学習の機会を与えるとか，提供するとかいったものではなし住

民が自ら学級を組織し計簡を立て実施することを公的に保簿しようとした制度であり，婦人の学習

活動が，自らのかかえている生活課題を自らのカで解決し，自らの日常生活をより豊かなものとす

るために，地方自治体としての相模原市はいったい何をすべきかが真剣に関われ，そして生みださ

れたのがこの制度である。J (12) と位置づげられており， 70年代に一般化する「穣利としての社会教

育」に基ずく「学級・講座の自主化運動とよぶべき運動J (13)の先駆V7ともいえよう。

こうしてスタートした婦人学級は r組織公民館」の館区内の婦人障体(婦人会や PTA)を「委

託J語体として，新たに専門職(社会教育主事)として採用された職員等 (14)の援助を受けて充実・

発展していく。

婦人学級だけでなく，全市的には 1966年より「婦人学級・家庭教育学級研究集会J が。又学級終

了後に生まれた自主グループの研究集会として 1970年から「婦人ゼミナール研究集会(のちに婦人

学習グループ研究集会)Jが開催され，情報交換や学習の深化が計られるようになっていく。

これらの制度は，年々改善そして充実していき，その中で社会教育職員と住民との育ちあいが積

み重ねられていった。 1972年には r婦人グループ連絡協議会」が結成され，婦人たちの学習に対す

る権利意識も高まっていく。

又， 1967年には役会教育職員の自主的研究組織として「相模原市役会教育研究会」が発足してお

り，後には住民の参加を得て職員と住民の共間研究の場となっている。そして，これらの職員・住

民は民主的社会教育を進める全国組織である「社会教育推進さ長関協議会(社会協)Jにも積極的に参
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力目していた。

「公民銀整備基本計額」は，正にこういった婦人の学習の権利意識の高まりとそれを支える職員集

団の自覚的形成が，市当局の「公民館建視路線J と結び付いた中でで誕生してきたのである。

70年代後半以降の「婦人学習グル}プ研究集会」の学習テーマが r地域に根ざす社会教育の創造

をめざしてJ を一貫して掲げ「公民館」や「公民館と住民自治J r公民館職員」を取り上げているこ

とからも r婦人学級J r婦人グループJ そして各種「研究集会J での学習の積み上げ，それを支え

る職員集毘の存在が，自分たちの重量かな学習活動を保障しうる「権利としての社会教育」の自覚へ

と発展させ，それらを自らの手で具体的に保障していく場としての公民館を再確認させてきたとい

えよう。

こうして，相模原市における 80年代の公民館体制は，地域組織と結びついた「初期公民館Jの理

念を，急激な都市化・人口の急増の中での地域支配の糞徹に利用しようという側面を持ちながら，

婦人を中心とした学習の積み上げによる権利意識とそれを支える社会教育職員集簡によって確立し

てきたといえる。

放に 80年代の相模原市の公民館は r自治」と「支配J・「内発的」と「外発的」との攻め気合い

の中に成り立っており，その対立・矛盾を存在弱体に抱えた公民館職員(社会教育専門労働者)の

自己形成及び集団的カ嚢形成が r住民の F参加』と f自治』による r鍛造』という原環J を貫徹さ

せるに不可欠なのである。

こうして 80年代に入り相模原市の公民館は r地域蚤視型J 公民館の典型として展開していくの

である。

3 1980 :年代の相模原市の公民館事業における学習課題の変遷と特徴

80年代の公民館におげる成人の学習課題の特徴を整理するために，相模原市教育委員会が毎年発

行している『公民館資料』を利用した。入手したものは 80年度から 89年度までの資料であるが，

便笈上 80年度・ 85年度・ 89年度の 3年間のみ分析の対象とした。

まず 80年度は市内に 20公民館があり，主催事業総数は 555事業，うち青少年のみ対象事業を除

く429事業が成人対象(高齢者・成人男子・婦人)事業でる。 20公民館のうち 10公民館は，独立施

設を持たない「組織公民館Jであり r独立公民館J10館のうち 1舘は 80年度中に， 3館は 79年度

に開館した公民館である。他の 6館も 78，76， 75， 74， 72， 69年度にそれぞれ開館した。いずれに

せよ， 80年度のこの段構は「地域重視裂」公民館の必要書充分条件(施設・職員)が整えられつつあ

る段階といってよいだろう。

さて，分析からは 80年代の学習課題の特徴して次のことがわかる。

仁子育て中の母親による「子ども」を課題としたものが多い。
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2.個人的・個別的な学習要求に答えるものが多い。

このことは，新しく建てられた「独立公民舘」において，それまでの地域組織中心ではなく，施

設を中心とした学習活動への取り組みを重視したことによると怒われる。「ミ三多摩テーゼ」の影響を

受けて建てられた「独立公民館Jには，若い母親のための保育蜜や料理実習室(講習室)，お茶室(和

室)，ダンスもできるホール(大会議室)などがあり，それらの施設設備をふるに利用した活動が組

織されたのである。公民館職員もこの時期{閉鎖1'"'-'3年ぐらい)には，積極的に主催事業からの

館利用サークルの育成を行っている。

3.学習主体は，ほとんどが家庭の主婦震である。

1・2とも関連するが r独立公民館J が建てられていく過稜においては，これまでの「組織公民

館」では手薄だった学習・文化事業において，いわゆる「都市型」の事業が震関していく。したがっ

て学習主体も，自ら進んで参加することができる一部の階層(家庭の主婦層)に集中してしまう。

4.体育事業は，地域組織との共催・協力による事業が圧倒的に多く，種目が認定している。

体育事業については r組織公民館」時代からの地域組織との密接な関係が続いており，年中行事

的に罰定化されているものが多い。 3と関連して，体育事業に参加してくる「成人男子」が学習・

文化事業に，まだ蕊接的に結びついてきていない。

次に 1985年度であが，この生存にすべての公民館が「独立公民館」として開館しており r組織公

民館」はすべて姿を消した。しかし， 81年から 85年は年に 2公民館ずつの建設が行われており，正

に飛躍的に公民館が整備された時期といえよう。そのことは公民館事業の増大をも引き起こし， 85 

年度中の主僕事業の総数は 733事業となり，うち成人事業は 566事業となった。

この段階では，半数以上の公民館が「独立公民館」として 5年以上の経験を積んでおり r地域重

視裂」公民館としての特徴が現れてきたように見える。

85年度の学習課題の特徴は次のとおり。

1 r地域課題」や「地域J そのものを学習課題とした事業が増えてきた。

2.個人的・備期的な課題をみんなの課題として交流しあえる場ができてきた。たとえば rつど

いJ r公民館まつりJ などの開催による。

3. r父親」や「男J を冠にした事業が増え，成人男子が学習主体に登場してきた。

これらのことは初年度の学習課題との大きな違いであり r組織公民館J といういわゆる「農村

型」と「独立公民館」の「施設主義・教養主義」といういわゆる「都市型J との融合の中から「地

域重視型」への転換がみられる。

最後に 1989年度であるが，すでにすべての公民館が「独立公民館」となり，新たに 2地区に「独

立公民銀」が新設されている。これらの公民館は，館区の分割として設寵されており，地域組織を

基盤とした「地域重視型」公民館であることは，他の 20公民館と変わらない。公民館の数が増えた

ことによって事業数も増加しており，主催事業総数は 818事業，うち成人事業数は 625事業となっ
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た。

89年度の学管課題の特徴は次のとおり。

1. r地域課題」や「地域」そのものを学習課題としたものがさらに増加した。

2.みんなの課題として交流しあえる場がさらに増え，文化創造をめざすものになっていている。

3.学習主体がさらに成人全体に広がっている。

4.体育事業において，新しい経スポーツが積極的に紹介されるようになっている。

これら学管課題の変遷を還して， 1980年代の「地域重視型」公民館の成立と弼達点として次よう

な仮説をたてることができる。

まず r地域重視獲」公民館への移行は r施設主義・教養主義」と「地域組織依存主義」の主催

事業におげる有機的結びつきから始まる。その際，公民館職員の果たす役割は重婆である。なぜな

ら，そこには「住民の F参加』と『自治』による『鋭造』という原理」が費徹していなければなら

ず，そのためにはそれらを自覚的に学んだ職員の存在が不可欠だからである。そのことによって，

学習課題は偲人的・個別的課題→地域全体の課題へ変化していく。そして，学習を通じた萩しい人

と人との結びつき(交流)が進み，文化創造的な活動へと発展していく。それは，新たな自分の発

見→新たな私たちの発見→新たな地域の発見への筋道であるo そのことは学習主体として一部の

人々のみに担われるのではなし地域組織との望ましい結びつきや関口の拡大によって，地域住民

議階!替に広がっていく(学習主体の広がり)。そして，それらのことによって住民主体の「地域づく

りJへの意識が展開していくのである。相模原においては r公民館事業の構造化J(15)という視点が

このような展開を推進していく上で不可欠であったといえよう。

次に，これらのことを棺模原市立麻溝公民館での具体的な実践から明らかにしていきたい。

4 麻溝公民舘における「地域J 学習の取り組み

1 概要と経過

相模原市立麻溝公渓館は，相模原市の西海部に位置し，戦前の合併前の!日麻溝村の大部分をエリ

ア (8.45平方キロ)とする地区公民館である。 1960年代から 1970年代にかけて急激な人口増と開

発による都市化を迎えた相模原市の中にあって，この麻溝地援は相撲川沿いの下段と呼ばれる低い

地域に位寵しており，交通も不便だったため開発から遅れ，現在でも横山丘陵の自然やわき水，梨

や薬などの果実・野菜や酪重量・養鶏・養蚕などの農家も多く，生産・生活における地域組織の結び

つきが強く残る地域である。しかし，近年大規模な区画整理事業が終わり，地臨内を走る JR相撲線

の電化・活性化が進み，訳前広場の獲備やスーパーの進出など急激な都市化が進んでいる。

そんな麻溝地区に「組織公民館」が設置されたのは， 1950年であり市役所出張所(当時は町役場

の分室)に事務局が讃かれ，活動の拠点は小学校の講堂だった。
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当時の主な公民館活動は，集落(後の自治会)対抗の地区レクリェーション大会(町民運動会)，

盆踊り大会や農産物品評会，文化展，芸能大会等であり，活動の中心は，当初は青年盟・婦人会で

後に自治会に移っていった。 1958年には，運営審議会が正式に置かれ，合わせて専門部(教養・体

育・産業・婦人・青年)が発足し，地域組織(中心は自治会)を基盤とした住民主体の公民館活動

が燦関されていた。

その後「公民館整備基本計厨」に基づき， 1979年に「独立公民館」が鵠館し，専任職員が配置さ

れるようになり，さまざまな主催事業が行われるようになった。

しかし，前述のように相模原市内でもっとも開発の遅れた地域であり，農村型の社会がかなり残っ

ており，当時の磯員の努力にもかかわらず学習・文化事業への参加及び館利用サークルの数は偽の

公民館に比べて極端に少なかった。 1986年4月現在のサークル数もわずか 17サークル，学習・文化

事業においては，事業自体が成立しないことがしばしばだった。

以下， 1986年度から 1990年度までの取り組みの概婆及び経過について，職員の記録をもとに概観

していく。(16)

表 1は，麻溝公民館における 1986年度から 1990年度における主催事業の構造をまとめたもので

ある。 1986年度の事業からもわかるように，当時はほとんどの事業が何の関連性もなく実施されて

おり，開催時間も平日の午前中がほとんどであり，一部の人たちにしか梼かれていなかったといえ

る。

しかし，旧来からの地域組織(特に自治会)との共催・協カ事業(特に体育事業)には，かなり

多くの人たちが参加し，各自治会の公会堂(自治会集会所)での地域活動も，かなりの人たちが参

加し活発にこなわれていたのである。

公民館に人が集まらないことに心を痛め，どうすれば「集められるか」に悩んでいた職員たちは，

「学習の援助者としての自覚」とともに，体育事業終了後の住民との臼常的な交流を通じて，生活と

結びついた学習の展開を模索しはじめていく。そこで公民館職員は次のことを次年度に向けて取り

組んでいく 0

・各地域の公会堂を会場に「出前公民館J (17)を実施する。

.だれもが参加しやすい夜間に公渓館事業を多く実施する0

.館利用サーク1レを積極的に育成していく。

こうして 1987年度には， 3地区で「出前公民館」が笑施されていく。そして準備会を進めていく

中で，参加者からは「生活課題・地域課題」が語らるようになり，それが共有され学習課題となっ

ていくプロセスがあった。又，主催事業からのサークル化が積極的に計られ，職員もいっしょになっ

て(一会員として)活動そもり立てていった。その他，地域をフィールドとした事業(地域の康史・

自然を湾発見するためのウオークラリー等)も実施していった。

これらのことをふまえて，公民館職員の意識の中に公民舘事業を「構造化J していくという視点、
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表 1 麻溝公民館におげるt986~1990 年度事業の構造(子ども対象事業を除<)

1 1986年度 1987年度 1988年度 1989年度 1990年度

婦人学級婦人学級婦人学級来 実 施 rー婦入学級

(生き方地域で学ぶ意義(3支部ClI!とくらし)

高齢者学級一一也高齢者学級一了一高齢者理学殻……高齢者学級一十一高齢者学級

(小学校参観自分史異世代交流異世 代 交 流 C l I ! と く ら し )

文 学 謙 虚 苦…一文学講座;一地域 se講座一一地域史講座ー斗ーJIIとくらしの誘康

(議義，識査マップづくり)

書 道 教 室 尉子が共に寄っための霧車~--;'-1!1 t子が共に警つための諸島ω十--s!C干が共に育った時の純

・サークル誕生 (若い輔防職制トワイ ・サークル誕生

アートフラワ司教室E ・サークル誕生 γ働きざかりの健康講獲 ?一地域福祉講座トートーベ福 祉 言健 康

・サ}クル誕生

料 理 教 室主…ー郷土料理教室主一÷一郷土料漣教室長→一郷土料護教室ートー郷土料理教家

その他(川柳，マ

ジック，ビデオ)

コーラス教室

・サークル誕生

英会話教室

・サークル誕生

野鳥観察教室

;健康料護教室

j手 話 教 室Zいあさみぞカルタづいi教安ートーカルタのつどい

・サ~クル誕生 ; 

iマジック教窓 i野外活動教室ートーあさみぞ採検隊

・サ}クル誕生 i あさみぞ探検隊 i
: しめなわづくり : しめなわづ<1) 

j交流ハイキングー←時交流ハイキング…交流ハイキング

トー車霊登山教:!:

各種講習会 各穣講習会 i各穣議習 会: 各穣 講習 会 i各穣講習会

鍛紘量おどり，ルイサ4

バウンドテニλノfトミントン}

社会見学一一社会見学--'---社会 見学→一社会見学 i
(ふるさと神奈川)

主地也区文化祭-一…-…匂

F一守 (遺量跡事展遺跡展 (100年写真湊他地区交流)

; ~号 I 1支部商(健康)---i 4支 部(健康)ーベ 6支部(地域h J-7支部(地域課緩)

i東12支 部(健康)---i 5支部北(地域)… 1支部北(地域)-; ~-- 1支部商(地域議題)

i詰i3支 部(地域)---: 5支部商(地域)--_:一一一一←-2支部(地域課題)

1磁~-. 3支部(地域課題)

峠-->あさみぞ発見綾子、i、 あさみぞ発見綾子、3、 役員研修会

れあいウォクラリー れあいウォクラリー (まちづくり計童話)

広報紙づ〈り教室主…司手づくり新聞教室 ミニコミづくり教室?ーホタルのタベ

第 l額公民館 > l第 2回公民館 LU第 3回公民館

利用者まつり ~ ~利用者まつり 5 ~利用者まつり

(サークルの発表 (地域課題と結びついた文化創造の場)

・自治会

地区レクリェーション大会

ソフトボール大会

'"'?'"'?さんバレーボール大会

卓球大会

パトミントン大会

健康まつり

と交流の場)

公民館の共遜

テ}マ

盆踊り大会一--~-------一一一一一一…十朱実施
.地区青少年健全育成協議会

青少年鍵全育成講演会

-蘇溝小学校PTA

-麻溝小PTA
麻溝 100年学潔

・地区社会構祉協鶏会

議祉映商会

青少年健全育成映画会一一---------------~--PTA 映酒会 …ー米実施

編集実務教釜---命ーー

*銀事費あさみぞ地域紹介特集

・野鳥、ホタル、当麻ナシ、遺跡、地域施設等 *r住民意識調査J
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が生まれていった。それは，・生活の場での学習一公民館で行う系統的な学習という構造と・傭人的，

趣味的学習一地域文化の創造という構造であった。

1988年度にも 3地区で「出前公民館Jを実施した。ここでも準備会を進める中で r生活課題・

地域課題」が諮られ共有され学習課題となっていった。この 2年間の「出前公民館」での学習課題

は r健康問題J と「地域を知る」ことであり，構造化の視点からこれらの「出荷公民館」の中でと

りあげられた学習課題を公民館で講座として実施した。又，これまでの地区文化祭の発展的分化と

して，新たに「公民銀利用者まつり」を実施した。このような取り組みを通して，より深く「生活

課題・地域課題」を把援し，棄に「地域住民J が抱えている公民館への期待や学習要求を知り，そ

れに見合った公民館事業を構築していかなければならない，との職員集屈としての自覚が高まり，

次年度に「公民館住民意識調変」を実施することになったのである。

また， 1989年は， 18 r麻溝村Jが誕生して 100周年となることがわかり，次年度は「麻溝 100年」

を公民館活動の共通テーマとして，地域を知る事業を積極的に進めることにした。

1989年度も 2地区で「出前公民館Jを実施した。やはり準備会を進める中で r生活課題・地域課

題Jが語られ共有され，学習課題となっていった。それはやはり「地域を知る」ということだった。

又，地区文化祭での「麻溝 100年写真渓」を中心に，年間を通じて「麻溝 100年」関連事業を実施

した。人口の一割りにあたる 1，000人にアンケート形式で「公民館住民意識調査」が実施され，生

活要求と学習要求が結びついていないことが明かになった。このことから，戦員たちは，これまで

以上に地域住民の学習活動参加のための多様な間口をつくっていかなければならないことを確認し

あうのである。これらをふまえて， 3月に実施された「第2回公民館利潤者まつり」では，日頃の

文化活動の発表の場としてだけでなく r地域文化の鍛造」という点で，何かテーマを設けて利用サー

クルとまつり参加者がいっしょに綴っていけるまつりにしていくことが確認され，テーマを rJlIJ

として取り組んだ。この時の公民館職員の意識の中には r生活・地域課題」を「学習課題J r学習

要求」へ結び付けるキッカケとして「まつり」を位鷺づげようという視点があったのである。(新た

な構造化の視点)

1990年度は，年間事業の統一テーマとして， rJl 1とくらしJ を掲げて取り組んだ。「講座」や「利

用者まつり J はもちろんのこと，特に「婦人学級」では，実験・見学・観察・識変などの科学的な学

習を積み上げ，その中から，自分たちの地域を自分たちで創る主体者としての意識が芽生えていった。

「出前公民館」は二煩自に入り，より身近な学習の場として定着し，地域の身近な課題が気軽に学

留される場となっていった。 (r出前公民館」と銘打たなくとも，自発的な学管活動が各地箆・各公

会堂を会場に行われるようになってきていた。)

前年度の「公民館住民意識調査」の結果をもとにして，運営審議会での議論を経て「麻溝公民館

基本方針J が策定された。そこでは，憲法・教育基本法の理念に義づく社会教育法の目的にのっと

り「まちづくり J に役立つ学習・文化・スポーツ活動を進めることが掲げられており，それは「地
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域」学習の深化から地域住民一人一人が主体となる「地域づくり Jへの方向を示したものであった。

2 なぜ「地域」学習なのか

それではいったいなぜ麻溝公民館での学習が r地域J学習へと向かったのであろうか。なぜ三多

摩のように「教養」学習に展開しなかったのだろうか。

ぞれを明かにしていく前に r地域」学習とは何かを私なりに定義しておきたいと思う。次の 5点

が寅かれて始めて「地域J 学習であると考えたい。

1.地域で(場所)学ぶコごしたがって，学習者棺瓦は日常設簡を共有している。

2.地域を(課題)学ぶ=したがって，学習者は身近に接することができる。

3.地域によって(方法)学ぶ=したがって，学習者は世界的普遜的な課題をも身近に感じるこ

とができる。

4.地域住民が(学習主体)学ぶ=したがって，学習したことは生産・労働，生活の中で生かさ

れる。

5.地域へ向けて(実践)学ぶ=したがって，学んだことは地域に広がり r地域づくりJに反映

する。

これらを踏まえたよで rなぜ」を明かにしていく。

つまり，前述したように相模原市の公民館の歴史は「地域経織依存主義Jへの「施設と教養学習J

の乗り入れの康史であった。したがって，そこに配聾された職員が三多摩的な「教養J学習をやれ

ばやるほど r地域組織依存J の事業(特に体育事業)とのギャップは広がり r住民主体J といっ

てもまったく別の事業実態が出現するのである。たとえば r学習・文化」事業では「一部の意識の

痛い自ら参加できる住民J であり r体育・レク」事業では「地域組織によって動員的に集められた

人々J となるのである。

職員自体がこのことを喜多しとするか惑しとするか，そこが別れ道であり，そこにおける職員の自

覚と自己形成，そして職場の職員集団としての力量形成がもっとも重要となる。麻溝公民館の職員

は r学習の援助者としての自覚」のもとに，まずは「地域組織によって動員的に集められた人々J

に視点をあて r(自主的に)集まるJ人々に変えていこうとした。それは r対等な人関としてJ の

「出会い」としての「出前公民館」から始められた。{叫

こうして意識的に設定された「出前公民館J だが，そこでは個人的・個別的課題は共通の学習課

題とはなりえず，共通の「生活課題J r地域課題」がとりあげられ，特に「地域」を知り共有するこ

とがまず学習課題とされていった。そしてその積み上げの中で，職員集団の共通意識として地域住

民の「生活課題J r地域課題J把握の重要性の自覚へと発展し r公民館住民意識調査J の笑施へと

つながっていったのである。又 r出前公民館」では「地域で(場所)学ぶJ と「地域を(課題)学

ぶ」そして「地域住民が(学欝主体)学ぶ」が統一され r地域」への関心は高まり r私」の問題
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としての自覚から「私たち」の問題への発震が期待された。

次に r出前公民館Jでの「地域」学習から学んだ職員集団は r私J から「私たち」へのより深

い道筋として「公民館事業の構造化」を意識し r年間学習テーマJを設定することによって「地域J

学資の事業の構造化を試みるのである。それは各種「つどい」や「講座J r学級J，そして「文化祭J

T利用者まつり J として展開していく。そこでの「地域」学習は r地域によって(方法)学ぶ」を

中級として r地域で(場所)学ぶ」と「地域を(課題)学ぶ」そして「地域住民が(学習主体)学

ぶ」との統一がめざされたものであり r私」の問題としての自覚から「私たちJの問題への発展へ

とつながり r地域へ向けて(実践)学ぶ」の視点が加わることで，新たな地域の発見と「地域づく

りJ の主体者へ，そして「地域づくり J 実践安志向する契機となるものだといえよう。

3 r地域J 学習から r地域づくり J へ(ある学曹者の例から)

次に，このような「地域J 学習から「地域づくりJの主体者へと向かう学習活動が，一人一人の

住民の「認識の発燥に沿って」どう展開されていったかを，ある一人の学習者の「主体形成」にお

ける「学習過程」と，そこでの公民館職員の援助の内実(社会教育専門労働)から明かにしていき

たい。

その際 r学習過程J とは r現代的人格」として地域住民(商品・貨幣関係における「自己疎外J，

資本・賃労働関係における「自己疎外J 及びそれらと関わって地域社会全体における伝統的・人為

的支配関係〔自治の否定として]における「自己疎外」状況に驚かれている。)が，その「自己疎外J

状況を克服し，主体形成を遂げていく過程において，必要不可欠の条件として個別的・集団的・組

織的に展開する「社会的鞠治」と「自己教湾活動」における「学習過程」であり，それは「学習の

主体化→棺亙教育ご自己決定学習→自己教育主体」と展開する。又，社会教育専門労働はこの全過

程に関わって教育的「援助」を行うものであり，その過程もまた社会教育専円労働者としての「自

日形成」過穏に他ならず，学習者からの絶え間ない「検証J と「教育労働の総合的性格J(叫にかか

わり r援助」の質的高まりが必然化ずる。又社会教育労働者は r地方自治を住民の手で確立する

ことを課題とする自治体労働者J(20)でもあり，それらを統一的にとらえることによって往民の「主

体形成」を真に展望することができるのである。

Yさん=42才 (1991年9月現在)女性。家族構成…・・・子ども 2人(高 2・中 2)義母・夫(公

務員)性格・…ぃ控え呂。

*替ながらの出家の嫁で，専業主婦として義母に遠慮して自分の好きなことができな

いでいた。験番でまわってくる PTAの地誌委員程度の社会参加しかしていなかった。

現在=コーラスグリーン代表・婦人学級運営委員(前年度委員長)
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Yさんの学習過程 公民館職員の援助

87年 5月i嫁としての遠慮から，参加したかったが/コーラス入門教室開催

出来ず。 サークル化……コーラスグリーン結成

(ー参加者として参加)

7月i義母が学級に参加。/高齢者学級でコーラスグリーンがコーラ

自分もコーラスをしてみたいが，義父の ス指導。

病気の看病のため断念。義父の看病が続

く。義父の死去。

88年 8J'3 I i義母といっしょにコーラスグリーンに入/再び高齢者学級でコーラスグリーンが

会(近所のEさんの勧誘がある)

88年 11月

コーラス指導。

/第 1回利用者まつり実行委員会への各

サークル参加の呼びかけ

891f: 3月|第l閤利用者まつりへの参加

(他サークJレとの交流)

4月i三二之ゑ之立ニと虫怨烹広怠ゑ

はさんそ推薦したが，仕事もあり忙しい

ので「お義母さんとニ人で一人分の代表

にじと推薦され受けた。……名前だけ

の代表のつもりだった)

10 J'3 I自分の地区の出前公民館開俄であり，地/出前公民館の実施引岬びかけ

域の歴史にも興味があり，顔見知りの公

民館職員に声をかられたので参加した。

その時のYさんの気持ちの変化

・公民館をより身近に感じることができた。

-地元の古老の話の中に rわき水」の話があり督

はいっぱいわいて飲み水にしていたが，今は嚢

も滅り飲めなくなってきたことを知り，川iや水

に興味を持つようになった。
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90年 1月

3f3 

r地域重重視型J 公民館における社会教育笑践の現段階

そのころの職員の気持ちの変化

-出前公民館を進めていくやで，地域課題として

の111・水の問題を意識するようになる。

コーラスグリーン代表として，第2間利/第 2図利用者まつり実行委員募集今年の

用者まつり実行委員会へ参加 まつりのテーマを rlllJとして取り組む。

利用者まつりの全体企画でつ11の健康

チェック」を担当。 (Eさんもいっしょに)

* JlIの変化に興味があり，近所の111の汚/事前学潔として，市役所環境保全課を訪

れ異合を知りたかった。 ねてはどうか。(職員も同伴)

他の拐さ当者とともに市役所を訪ね， JIIの

汚れ状況や環境行政について説明を受け

る。

利用者まつり本番で，実際に実験してみ/実験の結果を公民館報に掲載し，地域全

て， JIIの汚れに対する不安を自分の自で 体の問題としてアピールする。

見て実感することができた。

その時のYさんの気持ちの変化

.MさんやKさん等新しい人たちと出会い，広い

視野で見れるようになった。

-このまま終わらせないで， もっと調べて見たい

という意欲が沸いてきた。

/せっかくの川についての学習の高まりを

このまま終わらせたくない。

rlllJ の担当者の痩談会を開く。

検討か i

， ;Jv-r凪Vj'"""il町内皿uノ T 習テーマと ; 

して rlllとくら
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4 月~5 月 i 婦人学級準備委員となる。 / r)llとくらしJをテーマとした婦人学級準

(EさんMさんKさんも) 備委員への呼びかけ

準備委員とともに，学級の導入部分で使

用するビデオ(麻溝を流れる 5つの111の

上流を録画)を作成する。

;=その時のYさんの気持ちの変化一一一一一一一

-これまであまり深く考えてこなかったが，今飲

んでいる水はいったいどうやって自分たちの口

までくるのか。地区内にはさまざまな開発計闘

があるが，本当はどうなっていくのかくわしく

知りたい。そのことで自分たちのくらしは将来

どうなっていくのか等を深く知りたい，学習し

たい。

6131婦人学級遼営委員長となる。/最初からかかわってき時として，学級

10月

*時間はあるし，義母の応援も受けられ の運営委員長をやってみてはどうかと助

るようになった。 言。

あいかわらず人前で話のは苦手だが，少/学習に必要な密警の購入や情報の提供な

しはなれてきた。 ど，学習の深化への積極的援助

/学級終了後の活動について，どうするか

検討してほしい。まとめ誌の作成など。

rr==その碍のYさんの気持ちの変化

・公民館の方からやってきて，自分はそれに乗っ

かつてきたという感じだが，自分の興味・関心

のあることに参加しやすい機会・雰囲気を公民

館が与えてくれたと思う。

-婦人学級を遇して，学習を計画するのが好ぎに

なったので，これまでの学習をもっと組織して

広げていきたい。たとえば，地元の川をみんな

で歩いてみたい。特に子どもたちに知ってもら

いたい。 111の再生に向けて何かやっていきたい

11月i婦人学級終了…・・・まとめ誌作成 /まとめ誌作成の技術的指導
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12月 i婦人学級OBで地元の川を下流から上流/ハイキングに同伴し， 111のようすを写真

へハイキングする。

~91 年 i 学級生会員がこの摺 2 度集まり「これか

1月|らの麻溝のまちを考えよう!J をテーマ

に康談会を聞き，そのテープおこし，ま

とめを自ら担当する。

その時のYさんの気持ちの変化

にとり公民館報で特集。

・学習の成果を地域社会の中で，役立てていきた

むミ。

3F.11利用者まつりに婦人学級OBとして参

加。「水質実験jでは講師役として指導す

るo

/利用者まつりへ婦入学級OBとしての参

加依頼

市婦人学級研究集会実行委員会への派遣

を進める。 (Mさん参加)

市婦人学級研究集会にレポーターとして/ー参加者として研究集会に参加

参加(偽に 6名参加)

テーマ『私たちが環境問題の学習を通し

て学んだこと』

その時のYさんの気持ちの変化

・「この地域をどんな地域にしたいのかを頭に搭

き，そのようになるように努力しましょうりと

研究集会で発言する。そこからも地域づくりの

主体者としての自覚と意識をしっかりと身につ

けていることがわかる。 (21)

4月 i前年度の婦人学級のメンバーとともに婦/新年度学級準備の呼びかけ

入学級準備会を綴織。

* r横山丘陵から地球の環境を考える』をテーマに 7月から 11月にかけて学級開催。

このようにYさんの約 4年にわたる実践には，まさに「学習の主体化→相互教育β 自己決定学習
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→自己教育主体」という過程が展開しており，それは，地域社会の中で労働者の奏であり(資本・

賃労働関係における「自己疎外J)，二人の子どもの母であり(商品・貨幣関係における「自己疎外J)，

!日家の嫁(地域社会全体におげる伝統的・人為的支配関係(自治の否定)における「自己疎外J)で

あるという「自己疎外J状況の克服の過程であり r主体形成」過程であった。

麻灘公民館での「社会教育専門労働」は r地域重模型」公民館への成立過程を進みながら，職員

としての「自己形成」を含みつつ展醸し「援助Jの質を高めていった。 (22)それはまさに「地域によっ

て(方法)学ぶJ を中核として r地域で(場所)学ぶ」と「地域を(課題)学ぶ」そして「地域住

民が(学習主体)学ぶ」との統一がめざされ r地域に向けて(実践)学ぶ」を志向したものであり，

そのことがYさんの「学習過程」の中に積極的に取入れられ，意識の変革をうながし r私」の問題

としての自覚から「私たち」の問題への発展へとつながり，新たな地域の発見と「地域づくり」の

主体者への自覚へとつながっていったといえよう。

5 今後の課題とまとめ

これまで述べてきたように， 1980年代は公民館の康史にとって新たな可能性としての「地域重視

製」公民館の成立の時代だった。それは， 50年代後半から 70年代に渓関した「農村型J公民館と「都

市型」公民館の「社会教育専門労働」を軸とする有機的結びつきの中から誕生してきたものといえ

る。いや，会関的に見ればそういった方向への遂を歩みだしたばかり，といった方がよいのかもし

れない。しかし，前述したような 80年代の新たな社会教育再編の危機に蓬面しながら，このような

方向性が模索されてきた歴史的意義は大きい。

なぜならば， 90年代の現在すでに「生渡学習振興整備法」の制定により，国民の「権利としての

社会教育」が否定され，そのよりどころとしての「市町村主義」も否定されてようとしている。そ

して「生涯学習」という名の下で「民構事業者」による「商品・貨幣」関係が直接国民(地域住民)

の前に主登場しようとしている。公民館も好むと好まざるにかかわらず，その中に著書き込まれようと

しているのである。そのことは r自己疎外J克服の場であるはずの「学習・教育活動J が，新たな

「自己疎外J を増殖する場に化すことを意味しているo

しかしそうならないためには，地域住民一人ひとりが「地域生涯学習計画」の計画主体とならな

ければならないし，実施主体にならなければならない。そのためには「地域重視型」公民館がめざ

す「内発的地域づくり」への「主体形成J が，生産・労働・文化・消費などの広範屈な活動・運動

と結びつき，別の意味の「渓問事業者J (住民自身による非営利団体)として「地域生渡学習計蘭J

に登場する必要があり，それは可能ではなかろうか。

したがって， 90年代においても r地域重視裂」公民館の充実と発展を進めていくことが，特に室主

主要となるであろう。
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その際，もっとも嚢要なのが社会教育専門労働者の蒋在であるが，近年全国的に克ても公民館職

員の短期築動と専門性の低下が顕著となってきている。 (23)

今後においても専門的職員の充実が絶対条件であることは確かであるが rまちづくり」との関わ

りをより重視するならば，社会教育専門労働者だけではなく r教育労働者」や「協河組合労働者j，

「自治体労働者」など「地域関連労働者J を広く「社会教育関連労働者」ととらえ，地域住民のリー

ダ一層も含む幅広い「社会教育労働」の重量j習的展開の可能性を期待し，地域における社会教育実鎮

のさらなる発展を求めるべきであろう。なぜならば，そのことが「社会教育労働」の社会化を促進

し，要としての社会教育専門労働者の専門'性を高めることを必然化させるからである。

i主記

(1) 佐藤一子「生活文化の鍛造と主主渡学留J (月刊社会教育編集部編 F生涯学習の時代をひらく』密

土本土1989p. 43) 

(2) 易自修一「現代成入学習内容論の研究視角J (日本社会教育学会編『現代成入学習内容論』東洋

鯨出版社 1989p. 2) 

(3) 民間の教育間体である「社会教育推進全国協議会」が毎年開催する「社会教育研究会国集会で

は24のテーマ別分科会が開かれている。

(4) 鈴木敏正「社会教育実践論の到達点&課題j (北海道社会教育推進協議会 F大地に根をはる社会

教育Jp.72)に詳しい。

(5) たとえば，高倉嗣畠「農村における社会教育境設の位鷺と役割J (美土路達雄編著 f現代農民教

育の基礎構造』北海道大学関喬刊行会 1981p. 410)を参照

(6) 鈴木輿理・竹村洋介・棺場和彦「社会教育条件整儀の緩時変化一一『社会教育調査からJJ (小林

文人・藤間貞彦『生涯学習計画と社会教育の条件整鋳』エイデル研究 1990)参照

(7) 中央大学公民館研究会「コミュニティ政策下の公民館の変容j (f月刊社会教育J 1990 年 9~11

月号)に詳しい。

(8) これは，小JII利夫編 F生涯学習書と公民館』における「誌上金臨シンポジュウム『住民にとって

公民館とは何かJJJ の中の rr援奮』への提言」で，東北福祉大の佐藤信一氏が，東北の公民館

が「三多摩テーゼ」以降変わっていったことを表現した言葉である。

(9) 島田修一氏の議論文による

。。 拙稿「公民館事業の構造化へ向けての一考察~神奈川県棺模原子宮の婦人学級の展開から~j(1r社

会教育研究第11号』北海道大学教育学部社会教育研究室 1991)

制以下，相模原市教資委員会編『棺模原市教育史第 4巻現代通史線』及び小林良司ほか「相模原

の公民館40年一一ーその歩み・住民とともに一一つ(11"月刊役会教育 1986年7汚号』関こと校)を

参考にした。
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(12)相模原市教育委員会『学級遼営の手引きJ 1979.3 p. 39 

ω 藤田秀雄「婦人・家庭教育学級の自主化運動J (篠井正久綴『社会教育の方法』東洋館出版 1973

p.126) 

ω相模原市では， 1966年から 1971年の閣に社会教育主事として 4名が教育委員会事務局に採用

きれいてる。しかし，それ以降は専門職採用は行われいていない。

回前掲拙稿「公民館事業の構造化へ向けての一考察~神奈川察相撲E京市の婦入学級の展開から~J

を参照

ω ここで参考とする資料は，当時麻溝公民館の社会教育主事であった筆者自身のダイアリーと在

職中に文章化した以下の論文である。「地域の根ざす‘出前。公民銀に取り組んでJ (r地域にね

ざす』編集委員会編 r地域にねざす第3号J 1988.12) r社会教育は、出会い'からはじまる」

(闇土社『月初社会教育 1990年4月号.1)

制麻溝地区には，自治会の連合単伎として 7つの支部がある。「出前公民館Jは7つの支部を 9つ

の地区に分け，それぞれの地区ごとに公民館職員 2名と地震選出の公民館文化部員，自治会長，

そして公募に応じた準備委員によって内容が検討され，公会堂(自治会館)を会場に，平日の

夜間(午後8持から 10時)に開催する公民館事業である。

舗前掲拙稿「社会教育は、出会い。からはじまるJp. 77 

側 山田定子容は r人間の発達，人格形成を総体として認識し，そのうえに成立する教育労働は，そ

れ自体総合的性格を有し，その遂行のために統治的力量を求められることになる。さらに教育

労働の総合的性格にかかわって研究労働との不可分な結合についてものべておかなげればなら

ない。J (r社会教育労働・労働者論の基本被角(2)J北海道大学教育学部社会教育研究室 F社会教

育研究第7号J 1988. p.6) と述べている。

側 いわゆる「下伊那テーゼJ (長野県飯沼・下伊那主事会F公民館主事の性格と役議.11965)によるo

(21) yさんの気持ちについては，90年 10月までについては直接本人からの聞き取りによるが，90年

11月以降については「婦人学級まとめ誌」及び「栢模原市橋入学級研究集会まとめ誌」におけ

る本人の感想文・発言記録による。

似) この聞の公民館職員としての「自己形成」の過程は，撤稿「公民館主事の現状と労働内容~神

奈川県相模原市を例に~J (山宙定市・鈴木敏正編『地域生涯学習の計爾化(下)社会教育労働

と住民密治』筑波著書房 1992)を参照。なおその中では，自治体労働者としての自覚と取り組み

も紹介されている。

御前掲拙稿「公民館事業の構造化へ向けての一考察~神奈川県相模原市の婦人学級の展開から~J

に「相模原市の公民館職員の現状Jとして 88年から 91年の職員の勤務年数を掲載しているが，

90年 91年では全員 5年未満となり，他部局から異動してきて他部局へ異動している。この傾向

は r社会教育研究全頭集会』における「職員」分科会の報告からも全国的な傾向である。

-54-


