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序論 本稿の自的

最近日本の内外における経済上の困難をみると、戦後三十年を経過する中で経験した ζ とのない新

しい局衝をむかえているのではないかと感ずる。

現在の危機的ともいえる状勢に正しく対処し、新しい歴史ぞ創造してゆくためには、広範な霞民の

学習活動の展開が重観されよう。そうした国民の学習活動とかかわりあう一分野として公教育として
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の社会教育がある。乙の公教育としての社会教育を展開してゆくには、行政による国民の学習の自由

の保障と条件整備がなされなくてはならなし、。社会教育専門職員は、そのにない手として存在が不可

欠であるが、それの教育にたずさむる者としての「専門性Jの存在のしかたが、真ににない手たりう

るか告かの鍵となり、社会教育職員論の中心テー?となっている。

本稿は北海道の社会教育主事を対象に行なった調査結果注1)を中心として、その震かれた立場と意

識を吟味し、社会教育主警の「専門性j形成の諸条件ぞさぐり、今後の研究課題をみいだすζ とを目

的としている。

く注〉

1) 昭和48年6-9月、道内212市町村及び、全社会教湾主事iと対して、市町村社会教育の実態と社会教

育主事まの;意識調査を行なった。郵送法によるアンケート認資で、実態調査は8896の市町村から、意識

調査は8096の社会教育主導まから問等を得た。

なお補足調査として道内全市町村の行政機構と人員配鐙を調査した。

乙れらの結果は、昭和48・49年度社会教育学会に発表するとともに、 『市町村社会教育行政機構の

実態と課題』、 「社会教育指導体制と職員数配鐙主主準試案J (道教委資料一昭和49年4月〉、及び『北

海道における社会教育主事の実態と意識梼途JJr社会教育職員論J (社会教育学会年報第18号一昭

和初年10月)Iζ発表しているo

なお、調査の本報合設を近く印刷する予定なので、詳しい表は本稿では省略した。

第 1重量 公的社会教育の役割と社会教育主事の法的立場

1. 公教育としての社会教育の役割と比重

日本の公教湾としての社会教育が法律的な裏付けを得てから四半世紀を経過した。その関、日本

の社会・経済に大きな変動があり、公的社会教育の役割も必然的に変化をとげて来た。それは主に国

家独占資本主義下における政府主導裂の変化であった@

もともと昭和24年の社会教湾法の制定の年は大西洋条約機構が縫立し米ソ冷戦が決定的になった年

であり、したがって、第 l次アメリカ教育使館朗報告の路線から一定の転換が予想された時期であっ

た。法制定は、制定時の盟会審議における政府当局者のきわめて控え目な発言にも拘らず、社会教育

の敗戦直後からの g標(民主主義の啓蒙、復興政策への協力)から、翠年iζ出された第 2次アメワカ

教育使節団報告の路線への準備段階とみないわけにはゆかない。

昭和初年の法改正による都道府県社会教育主事の制度化は、表頭上画期的意味があるが、朝鮮戦争

の影響も手伝って、前述の路線の一層の徹底化がはかられたものと解せられる.

この頃はまだまだ日本経演が充分復興しておらず、財界の求める労働力政策的な側関までも教育

委員会における社会教育に期待され、になう分野はかなり広範であった。

法制定時及び26年改正の時点でもみられ、強められて来た国民の「平和J，ζ対する観念の転換と

いう国家レベルからの指導理念が、青年学級緩興法などのかたちで具体化され、二十年代末には「改

憲、問題Jとからまって、車iζ強められて来た。

昭和三十年代に至って高度成長期に入り、経済界の資本の高蓄積に伴って、労働力政策や高度成

長へのイデイオロギ、一対策は、職業訓練事業や企業内教育、買にテレビを中心としたマス・コミ支配

による世論操作に主力が設かれ、昭和34年の法改正によって、新安保体制への留民の対応をうながす

あらたなる役割を諜せられたとはいえ、公教育としての社会教湾は、その比重を著るしく低め、わず

かに国民の文化的姿求に答えてゆく文化政策的側面にその独自性径みいだしうるにすぎなくなった。
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それとても、 34年改正における関係面体への補助禁止条項の大巾な援和を突破口として、たてま

えば nosupport no ∞ntrol → support without control をとりながら、施設・設備等の条件

整備の商はむしろ後退し、事実上、 control but no supportという現象によって、相当後退せざ

るをえなかった。

最近のオイルショックなどの影響による資本の高蓄積の足ぶみにより、経済界がコミュニティ再

編政策を基軸として、再度国民のイデイオロギー操作を行政の一部に負拐させようと期待したためか、

派遣社会教育主事制度が実現して、大きな転換期をむかえたといえるが、傾向としては、学問の自由

等の精神をつらぬかなくともよい一般行政の枠内における社会教湾的部門の充実強化の方向がみられ、

公教育としての社会教育が大きな役割を諜せられる局面とは必ずしもいい難いのである。

2. 社会教育主事の法的立場と「あるべき論J

公教育としての社会教育が既述のような比重しかもちえなかった ζ とは、それを具体的に推進す

る社会教育職員、特に社会教湾専門職員集団の制度的位讃付も高いものではなかった@現に、館書館

司書、博物館学芸員、公民館主事、社会教湾主事の四つの専門職員のうち、教育専門職員として多少

とも法的に認められているのは社会教育主事のみである。

社会教育主事は、社会教育法(以下法と省略する) 9条の 21C、 「社会教育を行うものに対して

専門的技術的な助蓄と指導を与えるJと規定されており、直接住民を相手にするのではなく、団体り

ーダーや社会教育職員をその対象としていると解釈されるが、そうした意味では指導主事に相当する

職務であると考えられている。

ζ の両者を法的に比較すると、なるほど教育公務員特例法で云う教員に両方とも規定されている。

しかし、社会教育主事の教育等門職たる根拠は ζれにつきるのに対し、指導主事は、地方教湾行政組

織立tびに運営に関する法律にその職務・資格等について規定ぢれている。更に指導主事は、その主要

ななり手である教員についても、学校教育法・教員免許法などで規定され、法的裏付が二重三重にな

っているのに対し、社会教育主事は、市町村で必遺制に ζ そなっているが、資格取得要件は社会教育

法に数条規定されているのみで、単独法はもたず、文部省令における規定が主な部分を占めるなど、

大きな相違がある。

更に指導主事の相手は学校長及び教員である乙とがはっきりしているのに対し、社会教脊主毒事は

実際上議を相手にするかがきわめてあいまいであり、特に社会教育職員のどの範囲までが指導助言の

範留なのか不明確である。

とζ ろで、社会教育主事は政府主導型で設歯され今日に至ったが、なにも政府・財界から期待さ

れている役割ばかりではなく、国民からより大きな役割ではたす ζ とを望まれている。

その最も強いものは、社会教育胞設の設置とそれに対する有効な運営(学級・講座鴎設も含めて)

であり、関係国体への指導助言であろう。特』ζ前者は、スタグフレーションなど主に最近の経済事情

の影響による、圏民のレジャーの変質(商業抱設利用主主のレジャーから公共抱設利用型のレジャーへ)

や、社会的諸矛盾の激化による住民運動の高錫・ひいてはそれにともなう学審活動の活発化が予想さ

れ、その意要性がますます注白されてくるであろう。

そこにおける社会教育行政の対応のたてまえば、伎民の学習する権利を可能なかぎり全面的に保

障してゆく ζ とと、その学醤の自由そ侵害しないという乙とである。

伎民が学習をする権利と自由を充分わ念まえた公教育としての社会教育を推進してゆくには、教

育行政と社会教育活動を分離し、学問の自由を背景にもった棺瓦に対等な討論者集留を母体とした薬事
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門職員の存在が不可欠になってくる。学校教育に例えれば教員集団K相当するものである。

社会教育の場合その専門職員は、一連の調査活動を通じて住民の学習課麹をみいだし、教育行政

と連携をとりながら社会教育計画を立案編成するとともに、住民の学習意慾を換起したり、学留活動

をより推進するための指導・助言者E行なうのがその役の大半であろう。

特に指導助言者に対しては、評価様、処分権など広範な権限をもっている学校教員ほどではない

にしても、住民から委託されたかたちでの学習内容編成権をもっていると考えられ、教育専門職員と

しての「専門性Jが求められる ζ とになる。

しかし、社会教育の場合、学校教員に相当する職務がきわめてあいまいなので F専門性jのにない手

が誰なのかについても不明確である。公民館主事がそれにあたると考えられる。だとすれば、それは

教育公務員特例法はおろか、社会教育法の中にも教育専門職員として規定されておらず、教湾的な面

で住民の要求iζ答える法的な立場にない ζ とは明確であ忍のに、 門性jを発揮することが求めら

れる ζ とになる。

実際上、匡支援住民に接しないたてまえになっている社会教育主事及びその資格取得者がその役割

をやらざるを得ない。

第2章市町村社会教育主事の鐘かれた立場

1. 分析の視点

ζれまで実路して来た調査や手記などから、社会教 をとりまく諸条件を観察すると、 「等

向性jをもっ乙とが不可欠な職務であるにも拘らず、そのたてまえとはうらはらに、その「専門性J

とは何かを論ずる以前の問題があまりに多い ζ とがうきぼりにされる。

以下、そうした観点から、客観的な実態と社会教育をとりまく人々の意識構造の二つの倶IJ耐につ

いて分析してみよう。

2. 客観的現状

悪条件は非常に多いが、大きくは三つに分かたれよう。第 1は兼務の問題、第2は養成・研修の

問題、第3は身分・待遇の関践である。

仔) 兼務の問題

北海道における市町村社会教育行政は、民E設関係、管理人を除いておよそ 1850~1900人の人によっ

てうどかされている。

指定都市を除く 15万人以上の市では平均70人いるが、全市町村の55%を占める 1万人未満の町村

においては、 3.2人にしかならなb、
今、教湾委員会事務局の他K~辺警護与を併設している公民館ぞ l 舘設費しているという社会教育行

政規模の最少の村を想定してみると、そこに必要な社会教育関係は職員の職種は、漉設管理人を除い

ても、社会教育主事、社会教育係長、係員、公民館長、公民館主事、公民館事務担当者、司書の 7種

類になる。それらを兼務なしに l人づっ配置すれば、最少規模でも 7人必要なわけである。実際は 3.2

人でカパーしているのだから、社会教育の分野において兼務が多く、複雑になるのは当然であるの

特に専任の抱設担当者は全体の47%を占めるが、極端に都市に集中しており、 1万人未満の町村

では平均0.5人しかいない。又、行政部門と抱設部内総互後兼務せねばならない人は全体の3分の 1出)

であるが、逆に l万人未満の町村に集中している。

社会教育主事、社会教育指導員、司書、学芸員、公民館主事などの指導助言担当者の数は全体の
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4分の l程度と患者つれる。注のしかしその半数は兼務をもっており‘その実質は人数通り評備する ζ と

はできない。特に可書・学芸員の大部分は都市に偏在しており、小規模町村は腐のうすさに加えて兼

務による指導助言面での質的マイナスもまぬがれえない。

乙のうち 275人が社会教育主事で、全指導助言担当者の少くとも60%近くの比震を占めている。

l市町村平均1.3人で、 1万人未満の市町村では、唯一の専門職員の例が圧倒的に多い。

その社会教育主事まに兼務がきかめて多い。本務(伺が本務かは明確にでない場合が多い)以外~[

兼務ぞニつ以上もっている者が半数近くにも達する。全体の 3分の 2は公民館号をはじめとする施設長

及び施設の職員で、そのうち抱設のみを担当する者は 3分の l、残りは教育委員会の行政部門の何ら

かの職務を兼ねている。全体の45%は係長兼

務者であり、 15銘は係員兼務者である。

社会教湾主事専任と考えられる者は15%

しかいない。しかもその3分の u工、行政部

門とは蕊接かかわりをもたぬ抱設にはりつい

た専任職員であり、一切の関係抱設をもたぬ

ために脆設の兼務からまぬがれている者(近

い将来抱設が設霞され、当然兼務しなければ

ならない立場の者)なのである。すなわち、

指導主事IC相当するような法的なたてまえに

近い社会教育主撃は 1割弱しかいないのであ

る(表 l参照)。

特tζ3分の2は、行政部門の兼務者で、

「専門性jを論ずる以前の立場にあり、あえ

て社会教育主事の現実的で積極的役割機能を

求めるとすれば、関係抱設管理運営安教育的

な配慮から行なってゆく公民館主事としての

役割である ζ とを指摘しておく。

(ロ} 養成・研修の問題

表1. 社会教育主事の兼務関係

実数 % 
社会教育主事数 275 100 
専 任 者 39 14.2 
芝草 社会教育行政のみ担当 28 10.2 
任 関係施設のみ担当 11 4.0 
兼務者 236 85.8 

教育長・次長 12 4.4 
課長・課長補佐 19 6.9 

兼 社会教育係長 112 40.7 
社会教育内他係長 12 4.4 
社会教育外係長 6 2.2 

務 係員 28 10.2 
施設の長・次長 17 6.2 
施設職員 167 60.7 

施設の管理・運営の品諮者 62 22.5 

※ 市町村内iζ有力な関係施設がないので行政のみ

を担当している者3名を含む

学校教員i立、高等教育かそれに相当する機関において養成される。社会教育主事の場合、その資

格取得要件は教員のそれよりかなり簡便ではあるが、高等教育機関で養成しうる道は存在する(法9

条4-3)。その養成する人数的な能力はあまり多くはないが、全国七十余の大学で養成コースを設

定している。しかし、その適用をうけて社会教育主著まになった者は 5%にすぎず、大部分は 1ヶ月余

の短期間に賠議される社会教湾主事講習安受講してその資格を得た者が占めている。

ζ うした簡便な養成制度は、学歴は高くないが、長年社会教育の現場で活動を経験してきたベテ

ランを社会教育主事として登用する道を開く点で大きなメリットがある。現tζ、 ζ の条件(法9条4

-4) によってなった者が44%~[達するG 又、教員から人を得る ζ とも容易にする(法 9 条 4 -2) 

現~[28絡が元学校教員で占められている。

しかし他方、悪い見方をすれば、義務設置になっているからしかたなく、たまたま社会教育係長

になっている者を講習に出して社会教育主事にするとか、教員組合活動からのがれるためや、教頭や

校長になりやすい条件をつくるために学校教員から社会教湾主導まとなってくあといったことに利用 d
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れやすく、現にそうした例は過去に数多く開いている.ζ れらの人々に社会教育主事の「専門性jを

求めるのは多くの場合無潔であるばかりか、学生時代から話題心をもち、いばらの遂ではあっても社会

教育に骨をうめようと考えている学徒遠の進出の道をはばんでいる要因は否定し難い。

以上のような養成制度の現実は、 「専門性J形成との関速において真剣に検討されなくてはなら

Tよし、。

ζ うした養成制度を採用せざるをえない背景に、社会教育主事養成の実際上の具体的な枠組が、

ζ の分野の経験や研究の浅さによって学校教育のそれよりはるかに設定しにくい ζ とがあげられるe

それだけに、社会教育の分野では研修が重要になってくる。もちろん、一般の職種にも職能があ

る限り、研修は職業人としても重要なものである。しかし、現実に専門職員の!替のうすさや、社会教

育の性格上、社会教育主警がカパーしなくてはならぬ分野はきオつめて広く、一つの分野でスベシヤリ

ストになる ζとよりもジエネラリスト注刊とならなければやってゆけない ζ と径考慮にいれるべきであ

る。

更に、社会教脊主事は地域住民と現実に接しており、地域問題や住民活動、学習意慾などに自を

むけてゆかねばならない状態をみるとき、学校教員以上に研修吾必要としている。

もちろん、法的には教育公務員特例法 (20条)によって学校教員と同様に研修が保障されている。

しかし、現実には民間の教育研究集会はもとより、歯や道が行なう研修すらも「出られないj、 「出

してくれないjという訴える者が非常に多い。現t亡、都道府県単位で行なわれている研修コースすら

も、〆切臼までに定員IL:満たず、改めてはたらきかける ζ とがあると鶴く。

その理由の第 1は、社会教育担当者が少なく、仕事に追ォつれて出られない ζ とがあげられる。しか

も多くは指導助言の仕事よりも、行政事務に追われての ζ となのである。理胞の第21-1旅費の不足で

ある。社会教育主事は、間じ経験年数や格付の一般行政織員よりも配分額が多くなるよう配慮が加え

られている例が多いが、O1Jえば先K述べた都道府県単位の研修コースでも、往復の汽車賃を都道府県

でもってくれれば出てゆけるという者があとをただず、事の深刻さと解決の闘要監さが知られる。

社会教育主事自体も、そして市町村等・教育者等の周囲も、一般に当然の権利として社会教育主

事に研修権があるという観点に乏しいようにみうけられ、研修の内容や質の問題を論ずる以前の問題

が ζ 乙でも前面に出てくるのである。

付身分・待遇の問題

先に述べた養成の擦の条件が簡便な ζ とは、身分・待遇に大きな影響そ及ぼしている。

まず任用についてみると、学校教員は専門職として主単独の任用制度号をもっているのに対し、学卒

者や民間人が社会教育主事、司警になる場合、行政職員として他の事務職員と間ーの競争試験を突破

しなければならない例が圧倒的で、任用の擦専門職としての配慮はほとんどなされていない。

しかも、必霞制であるにも拘らず、市町村の職員規程の中に何らかのかたちで社会教育主導が位

置づけられているところは60市町村にすぎないのである@注4)調査さ当時95%の市町村に社会教育主事が

皇室かれていたが、その 3分の lは侭らの規定ももたず、職務上の独立性はもとより、特殊性すら認め

られていない。

もちろん、文部省は社会教育主撃を I又は 2等級(諜長待遇) Iζ相当する格付を有する織務であ

るとして、一定の行政指導はしている。しかし、本来課長戦紹当の格付の織務として評価している市

町村は少数にすぎない。

現代は学歴社会であるといわれている。社会教育部門での指導助言担当者の資質i立高学歴だから
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らといって優秀なわけではないが、現実には公務員制度の中にも学歴社会は傑く根をおろしており、

大学卒は格付が上役tとなるようになっている。もし社会教育主導主が、学校教育における教員のように

高等教育の出身者でなければっけない職務であれば、格付問題の多くは解決するであろう。

社会教育主事の中には、高等教育の学肢を有しない者が45%いるe 本人の力震は匁りとして、 ζれら

の人が1ヶ月余の講習をうけてきたからといって直ちに教宵専門職として採用したり、課長職相当の

格付をする ζ とは、行政的常識からみて無理が多いとする一部理事者の意見もうなずけないわけでは

Tよし、。

現実をみると、係長及び係員待遇の者がそれぞれ60%、10%1ζ達し、課長待遇の者は30%にすぎ

ない。

謀長待遇号をうけている還の大部分は、元教員か、担当行政職員として年功をへた一般行政でもさ当

然課長待遇をうけるであろう人々なのである。最近課長待遇の者が除々にふえて来ているが、元教員

や年功をつんだ、者がふえて来ただけであって、社会教湾主事の職務が全体的にみなおされて来た結果

と必ずしもいえない。

課長待遇をうけているという ζ とは、主誌に給与面Ks.艮らず、旅費や勤務形態等でも一定の配慮を

うける ζ とぞ意味しており、特に研修との結びつきにおいて有利である。

とζろで、社会教育主事は先も述べたように、公務員の機構の中で一定の独立した職務体系をも

っていない。すながち、いくら年功をへても社会教育主事は社会教育主事であり、一般行政織や、学

校教員における職階をのぼってゆくという ζ とはない。それはむしろ優れた点が多いのであるが、そ

の中tζ身安鐙く者はいろいろな側面で不利な立場におかれる点はまぬがれない。すなわち、社会教湾

主事は袋小路的職種なのである。 ζの ζ とは社会教育主事ぞして、乙の分野で長く経験をつみ脅そう

める ζ とを少なからず跨踏させるのである。

ζ れは社会教育主事の職務受腰かけ的にし、 ζ の分野の一つの特色である患の長い地道な活動が

継続・伝承されてゆかない結果をまねきやすいので、社会教育主事の f専門性J形成の面からはマイ

ナスの幸喜四の方が大きいと考えられる。

3. 社会教宵をとりまく人々の社会教育主事にまつわる意識

以上見て来た社会教育主事の立場を規定する客鋭的要屈は、周囲の人々からっくり出されている

面と、それ自体が淘囲の人々に影響を及ぼしているという二重の意味あいで、周囲の人々のもってい

る意識と関連づいている。

社会教育主事の上司である教育長は、学校教育の分野を長年歩んで来た人が多く、社会教湾K関

する理解が充分ではないf1IJがしばしばみられる。特κ、社会教育抱設は社会教育の学校に担当し、そ

の管理還営が公的社会教育の中心的存在であり、決してかたてまにできるものではないという認識が

不充分といえる。意葉ぞかえていえば、社会教育における教育と行政の分離の重要性が今一つま護解ぢ

れていない。

その端的な例として、中央公民館長の70%が教育長兼務者である点在指摘したい。しかもとの状

態は ζζ数年ほとんど変化がみられない。すなわち教育長は、公民館長職について兼務者たる自分で

も勤まると思っているむきがあり、館長専任化を遅らせている大きな婆閣になっていると考えられる。

ζのζ とは、教育者自身の問題にとどまらず、教育長を兼務不感症にして、末端まで兼務関係で

つつみ込む結果となり、社会教育主事と公民館主事の未分化状態そっくり t討す助けとなっているので

はないかという ζ とである。次』ζ、 ζ の未分化状態の下で教湾長が公民館長を兼ねる ζ とは、社会敬
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育主事を行政的面のみならず教育面からも一定の行政的カでしばりつけてしまう可能性を含んでいる。

社会教宵主事Ii:対して、 「地域問題のとりあげ方等で教育長と意見が対立し調整がつかなかった

場合、原則としてどちらの意見が尊重さるべきかjを問うと、教育長の;意見が尊重さるべきとする者

が半数近くおり、社会教育主事の意見が等援さるべきとする者の中にも、現実的には無理だが……と

注釈をつけた者が籾当いたのであるeζ うした結架が、今までみてきた教育長の感覚の問題tζ のみ起

到するとはいえないが、社会教湾主著まの「専門性」形成の一つの抑在条件になっている ζ とは否めな

b 、。
市町村長についてみよう。社会教育が、住民のなまの地域問題をとりあげその綴待に答えていっ

たと仮定すると、それは部分的にせよ市町村の行政、ひいては市町村長に鉾先がむけられる可能性が

あり、それをいさぎよしとする市町村長は数少なく、多くの場合にらまれる。逆iと市町村長の隠から

みて社会教湾的な効果なしと判断されれば、みかぎられるであろう。どちらにせよ手づまりな状態に

おいやられる危険がある。特に、社会教育の分野は教育委員会専決の事項でないために、教育委員会

に力量なしとして、一般行政の中に社会教湾で本来まかされてもよい分野までをとりこんでしまう傾

向が目立っている。

社会教湾自体、巾広い学習の営なみであるから、一般行政部門で担当することをさまたげるべき

ではないが、真の学習活動は学問の自由を背景iとしてはじめて可能であり、そうした綴念に之しい一

般行政部門が担当する ζ とは一定の限界がある。 ζ うした点への市町村長の認識の不充分さを感ずる

ζ とが多い。

他方、社会教育は、その専門家がみても、きがめて広範でとらえどζ ろのない分野である ζ とを

認めざるをえないぐらいであるから、まして市町村長の大部分にとっても、そうした感じでうづるこ

とは無理からぬ面がある。しかし、未分化でえたいの知れない分野と認識される ζ とが、社会教育の

職員配置の擦花、安易K兼務関係をもち ζむ結果になっていると思われてならない。すなわち、一例

をあげれば、保健婦や農業改良普及員に保健所や改良普及所の所長や事務職員を兼務させる等の ζ と

は一般行政の常識では考えられないのに対し、社会教育の部門ではそうした水準の兼務鑓係を臨定的

に維持しているという ζ とに結びついてくる。更に、地方財政の貧国化使直化に伴う行政の合理化の

しわょせの絶好の分野としてねらわれる。 ζ のことは社会教湾主事の専任化を阻み、 「専門性J形成

にとって大きな?イナスになることは先述したとおりである。

市町村長による社会教湾主事の評備は、専門職として「できる奴Jというふりは、なんでもひき

うけてやる「使利な奴jという方がはるかに多いらしい。又そうした仕事を期待しているむきが強い。

しかし、それはどちらかというと例えば記念行事の埼会役、説明会の召集役など低次元の仕事が大部

分で、 「専門性Jをそだてるという姿勢が、市町村長の中から出てくる余地はかなりせまい。

以上教育長と市町村長の社会教育主導喜にまつわる意識をみたが、 ζ うした意識をもつに変った

を本人に求めうるま耳もあるが、社会教育の{別に求めなくてはならぬ面も多い。又、市町村長や教脊長

が、どんだに社会教育について認識か深くとも、他の行政部門の問題が山積していたり、財政カが底

をついていたりしてはどうにもならないのであって、前にみた客観的懇条件をつくりだしているのは、

市町村長や教育長の意識水準にだけに求めえない ζ とを充分留意しておく必要がある。

今まで指摘してきたような意識は、一般職員の意識にも影響を与えずにはおかない。すなわち、

一般行政中心主義的な考えから、教育委員会を低く評価し‘外局にまわされた、したがって主流から

はずされたとうけとる例もしばしば耳にする。その場合一日も阜く一般行政にもどりたいと考え、仕
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事』と充分うち ζ めず、社会教育主事の活動の有効な手足となりえない。数少ない職員がとうした状態

では、社会教育主事の「専門性j形成にとってプラスであるはずがない。

結局のと ζ ろ社会教育主事の「専門性Jを規定するのは住民である。しかし、住民の公教育とし

ての社会教育に対する対応は多織である。

第 lは学習意慾も問題意識ももっている人々であるが、更に、公教育としての社会教育と関係を

もっ必要のない入、意識的に関係者ともたない入、関係をもっ手段を知らない入、現IC関係、をもってい

る人の四つに分たれる。前 2者は、公教育としての社会教育に一定の悶定的評価号をもっており、積極

的に ζ の分野安そだてようとする考えに変る可能性はうすい。第三の亨イプは、現状でもやり方如何

によっては関係をもち、第四のタイプと並んで、公教湾としての社会教育をそだててゆく原動力とな

りうる。

しかし、現実の参加者は、学級講座においてせいぜい有権者の10必程度で数が多くないばかりか

社会教育主事にまかせっきりで主体性に問題がある例が多く、関係団体を通じて接触してくる者も数

少なくはないが、補助金など主に行政的な配慮を期待したり、教育的配慮、を求めた場合でも事務局的

役割をはたすζ とを期待する例が多く、社会教湾主事の役割の綾少化もみられる。

第2は、滋在的にはいざしらず具体的な問題意識をもたない、もとうとしない学習に対する無関

心層があげられ、 ζ れが非常に多いようにもみうけられる。

現に社会教育主喜容に最優先の地域課題を問うと、住民の学習窓慾、連平等意識の高揚や回腹をあげ

た者が最も多かった。すな者っち、社会教賢主事は、住民の学習意慾の換起という最も基本的な問題に、

その「専門性J発衝の最力点をおかなくてはならぬlまめになっているのである。

現状では、住民は教育専門職員たる社会教育主事を、使いこなそうとせず、又充分使い ζ なしえ

ないでいる。したがって、社会教育主事を専門職員として明確に位震づけようという要求が住民の中

から出て釆にくいと ζ ろに、今まで述べて来た困難な問題の根源、があるのである。

く伎〉

1) 昭和48年 9月初日現疫の住民登録人口による。

2) 公民館主事の解釈が市町村で大巾iζ奥なるので、人数を確定できない。

3) 社会教育主導まの「専門自白は、スペシヤリスト iζ なる ζ とばかりではなく、ジエネラリストになる ζ

とも含めて考えてもよい。

4) 昭和49年3月、道教委誠べ 〈前掲道教委資料参照)

第三輩社会教育主事の意識構造の中の「専門性J

1. 社会教育主事の意識の中の「あるべき論J

社会教育主事の90%は社会教育主事後いう職務は本来専門性ぞもった職務であると考えている。

(表2)。その根拠をみると、他と比較して特殊な知識技術をもっという職能簡に根拠を求める者は

少なく、教育活動を行なうとか、教育行政管理職というような教育にたずさわる点κ求めた者が庇倒

的に多かった。しかし、その中でも、社会教育をお ζ なう者に対して指導助言を与えるという点を暗

黙に意味する行政管理職的な側面に根拠を求める者よりも、最先端の教育活動にたずさがる函に根拠

を求めた者が多かった点は注目すべきである。それは、社会教育主事の「専門性」の根拠を法的な立

場よりもより公民館主事に近いという現実的な立場K求めようとする考えが強かったと解せられるか

らである。
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社会教育主事が現実犯行なっている仕事の中

から重要と恩われる22種類について、本来社会教

湾主事の職務としてやるべきだと考える項目安え

らんでもらった(表 3)

「計画の立案・編成j、 「学級講座の学習内

容編成及び青年学級主事への指導助言J、 F盟体

結成・運営援助及び語体リーダー指導助言Jを90

5ぢ以上の賓があげているのに対し、指導劫言(団

体りーダー、青年学級主事に対するものを除く)

や、臨設の管理運営をあげた者が少なく.特iζ線

設については予想外に少数であった@

表 3 職務内容

「しき一え比 選
やた

別記
るち者
ベ答の率 号

{幼※ 1 ※ 2 

公民館長に対して 60.4 ム

t長 公民館主事iζ fI 85.1 O 
司書・学主主鼠11:fI 32.7 × 

導 施設管理機員にが 71.9 

社会教育事務職員 H 75.6 

助 青年学級主事 H 91.6 O 
学級議鯨K fI 65.9 A 

古£昔コ 関係団体リーダ-f! 96.5 O 
額係団体機成長偲々グ 62.6 ム

学級箪講

学習内容編成 96.4 O 
議締選定 95.7 O 
みずから議腕になる ζ と 35.1 X 

関係盟体の選定 61.9 ム
間

補助金支出団体の選定 50.9 ム

体 関係団体結成への助力 98.5 O 

関係個体運営への効力 93.1 O 

係関施
施設運営 58.4 ム

擁設管理(袋先選Bリ〉 22.8 × 

設 B包設関連絡調整 64.6 ム

会社教育計廊

計画立案 97.5 O 
計図編成 98β O 
社会教育予算作成 53.5 A 

表 2 社会教育主事の「専門性j について

の基本的考え

総数

実数 2 
無 言己 ーー 一一泊 W 戸

% 0.9 

設にでもできるどく普遂の
実数

a 一 ーーも四回但

職務で専門性はない
費百

他と比較して特殊な知識技
実
数 15 

b 者告をもっ職務であるが専門 ~ ~-角圃 抽崎・・噂崎』

性はもっていない % 6.8 

他と比較して特殊な知故識技 実数
65 

能等をも性っを職も務っでたあ験るが にc 
門 務であ

ぬ却制一向

る %129.4 

5ミ
教育活動を行うので専門性 数 74 

d ト白山!一一一一
をもった職務である

現6133.5 

指導助言そ行う教育行政管 実
数 61 

e 潔織的磁務であるので専門

性をも習でいる %127.6 

5定
数 2 

f わからない ート時一ー『

% 0.9 

実数 2 
g その他 トー 一一}時

% 0.9 

実
数 221

計 「一 四一一ー

%n 00.0 

※ 100から ζ の数字を差引いた%が「やるべきでなしづと思う

者の比率

※2 0やるべきとする者が圧倒的な項呂 (8割以上〉

ムやるべきでないとする人が支配的な項白 (5~以上)

×やるべきでないとする人が3分の l以上いる項図

つ制司ug
A
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それは、社会教育主事，;1:本釆、それほど指導助言にかたよった職務ではない乙とを示すとともに

公民館主事とは仕事を分けるべきだとする考えも示したものである。

「専門性jぞみがくうえで学びたい ζ と(学ぶべき乙とと解釈してもふいであろう)を問うと、

教育計画策定の知識技術及び社会調査法あげた者(前者34人、後者30人)が最も多く、教育実践に役

立つ教育技術(心理学、グループダイナミックス、グループワーク、カウンセリング等号含む)をあ

げた者 (51人)をかなり上廻った。先の設問の結果とあオコせみると、主に計画立案編成者としての社

会教育主事像が、鮮明に出てくる。

とζ ろで、市町村の行政方針に反するような地域課題が住民の一部から提起された場合、原良せと

してとりあげるべきか否かという問については、圧倒的にとりあげるべきとする意見が強かった。た

だその理由安みると、 「たとえ少数の意見といえど行政はとりあげなくてはならないj とする持政上

の原則論そあげた者が4096あり、 「教育の独自性j、 「教育の舞台でとりあげる ζ とによって行政も

かえる ζ とができるjとする教育の行政に対してもつ特殊な立場安あげた者ぞ若干下廻るにすぎない

点安みると、とりあげるべき原則が「専門性JIC依拠したものとは必ずしもいい難い。

以上やや屈折した面もみられるがまとめてみると、社会教育主事は、みずから、教育にたずさわ

るが故に「専門性jぞもった織務で、計画立案編成、学級講座開設、間体指導が主にやるべき仕事で

あり、中でも計画立案編成は「専門性Jの内容の最も重要なものであるが、たとえ行政の方針iζ反す

る問題提起でもとりあげてゆかねばならないと考えている。

2 現実の不満・悩み

社会教育主事の多くが頭tとえがいている「あるべき論jは、第 2本でみた燭閣の状況の下では通

用せず、現実と大きなずれ奈生じざるをえない@

したがって、社会教育主事からは多くの踏み、不満が出されてきているが、それは具体的にどの

ようなものであろうか。

まず第 2章の末尾で見た地滅課題…それを解決するための図難点は何かという間に対する回答を

みると、 「財政の貧困J、 「職員(指導街)の不足J(各26人)、 「理事者の無理解JC14人)、

「行政機構の亨テワリ J Cl2人)など、行政面の対応のにぶさをあげた者が約4096を占め、住民の;意

識、意慾、連待感や住民の生活の変化をあげた者、更に過疎化等をあげた者を大きく上廻っている。

ζ のζ とは、最近職務遂行上やりやすくなった点、やりにくくなった点を答うた囲答の中にも現

れれてくる。

やりやすくなった点として、 「周閉の人々(住民・理事者又は双方)の理解が深まったJζ とを

あげた者が、やりやすくなった点を答えた者の約4096に達し、 u士会教育主導主・職員の増員J、「係長

(次長〉兼務の解消jなど、人員配霞面での改善をあげる者が同じく 3096、 f抱設設鐙にふる機能分

担jなど行政機織函の改善をあげた者が1596でとれにつづいている。

逆にやりにくくなった点は多様に分かれるが、 「兼務が多い(ふえた)J 、 「兼務のため行政事

務iζ追われるjなど、兼務をあげる者が約2096、 「人員不足」、 f抱設がふえ、人がふえないJなど

人員不足をあげた者が約1596、 「理事者の無理解J、 「強い行政者意識j、 「管理態勢(指揮監督)

の強化Jをあげた者が1096など、行政の姿勢や対応に不満の閤答が庇倒的に多く、 「住民要求の多様

化複雑化jなど、伎民の1ll!Jの対応、をあげた者約1596をはるかにしのいでいる.特に対理事者との関係

は、教育長との意見が対立した場合の回答状況をあわせてみると、 「専門性J形成与をとりわけ関係が

深い。
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なお、やりやすくなった点のみ回答した者43人に対し、やりにくく Uった点のみ回答した者が55

人もあり、不機の大きさをものがたっている。

学級講座の市町村加の開設率が60%以上の家庭教育学級 (85%)、婦人学級 (64%)、高令者学

級 (60%)の三つについて、社会教育主事が実際にはたしている役割安みた(表 4)。

表 4 昭和48年度開設された学級における社会教育主事の役割

社指会教育主撃は
華会寝2霊苦童事は

社開会設事教育務織主員も事含めは導・助言職のみ 習 たず 社会で教さ育長主事が
主iζ担当員が さ担わ 毒事務 て担当織と共 1人 商約iζ 開設市町村合計
行なう は が行 間で行なう お乙なう

なう

綿 入 学 級 24 17 53 19 115 
20.7% 14.8 ~ぢ 46.1 ぢ 16.5 5ぢ 1005話

家庭教育学級 18 15 60 24 117 
15.3% 12.8 % 51.2 ~ぢ 20.5 % 100% 

高令者学級 19 14 55 21 109 
17.4% 12.8勿 50.5 % 19.3 % 100% 

少くとも開設事務担当者がいて、社会教育主警は主に指導助言にあたっていればよい態勢にある

市町村は 3分の l程度しかなく、開設事務も含めて担当織員と共同でやるという例が長も多いが、 1

人で全面的にやらねばならない状況にあると ζ ろが15%以上もある。

社会教育主事的職務で本来やるべきでないと考える項目も多かったが〔表 2参照)、それにも拘

らず現にやっている職務として、ーみずから講師になること、予算作成、抱設管理を40人以上の者があ

げているα みずから講師になる ζ とは、社会教育主事の努力で克服しうる問題であるが、後のニ者は

行政の対応の弱体が、本来教湾専門職でなくともっとまる職務を負わされている ζ とになる。

そもそも社会教湾に全く鎚係のない仕事が常にある者が10%、かなりある者8傷、ときどきある
主主1

者が289杉という結巣が出ており 、分野外の ζ とまでやらねばならぬタIJが多い。その内容は、教育委員

会内の学校教育、庶務部門の仕事が最も多く、一般行政の民生・社会福祉関係といった部門がそれに

次ぐが、公用車運転、観光事業、選挙依遭難対策などもみられる。小さな組織の中で協力する ζと

は大切なととであるが、教湾委員会外の「専門性」とは無関係の仕事が相当あるとすれば特に問題で

ある。

以上のように、兼務関係や孤軍奮闘の状況をなげく反面、社会教育主事が係長職や公民館主事の

仕事と全く分離されることに対する不安はかなり根ずよい。特IC係長織との兼務は、金があってはじ

めて社会教育主撃の活動の余地があるので、それが分離されてはなにもできなくなるという意見にし

ばしば接するζ とは、社会教育の主導まの「専門性JIC対する不安を端的に表現しでいるといえる。

現に、自分で「専門性」をもっていると考えているか沓かについてみると、 3分の l以上がもっ

ていないと答えている。

本来「専門性」をもった識務であると考えている者が90%以上いたのときわめて対照的である。

ζ れは自分の力量不足を認めている以外に、潟閣の状況が、 「専門性Jをもとうにももてる条件には

ない ζ との訴えでもあるo

く1i>

1) 昭和45年11月に実施した、道内市町村社会教育主事対象を対象とした郵送法によるアンケート調査の
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結果による。(社会教育主導主Kついての基礎調査報告w一昭和46年3月、北大教育学郎社会教育研究室

報告書喜一参照)

第四章社会教育主宰の「専門性j形成の追求

1 r専門性j形成に対する懇循潔過穏と身分・待遇改善案

いろいろな角度から社会教育主事の職務上のたてまえと現実のずれを見てきた。そのずれの大部

分は、現実の側からみて「専門性J、特にその具体的内容任論ずる以前の問題としての指摘であった。

ζのずれの克服ζ そが、社会教育主事の「専門煙J形成の鍵になっているが、そこに越えるに困

難な悪循環をみる乙とができる。

それは、住民一市町村長一社会教育主事一住民の間 tとみられる厳も基本的な商での悪循潔である。

市町村長の選挙民たる住民が公教湾としての社会教育κ無関心で、その条件整備の要求が強く出

て来ず、したがって市町村長は財政の乏しさもあって、条件整備に力安入れない結果となる。そのた

めに、社会教育主事の「専門性jを形成したり、発揮したりするうえでマイナスの要国となって、社

会教育主事の活動が不充分になるため、住民が無関心』となるというプロセスである。

「専門性Jを形成したり、発揮したりするうえでの?イナスとは、社会教育主事自身、教育の独

自性や f専門性Jを柏当程度理解・修得しているにも拘らず、霞かれた状態が悪いためにそれを主張

-発揮できないケースと、寵かれた状態が悪いために、社会教 の意識の中iと教育の独自性や

「専門性jが形成されて来ないというケースが考えられる。

前のケースは社会教育.:t毒事の情熱によってきりひらきうる余地があるが、後者はそうした展望が

できない点、大きな問題といえる。実際は ζ の後者のケースも前者と麿そ並べるか、それぞ ζ えるほ

ど多いものと思われる。識王室からの一連の分析にふると、行政部門から社会教育主事になった者や、

管潔織や行政織を兼務している社会教育主奈は、教育の独自性ふりも行政的タテ関係、を重観する傾向

が強いとの結果安得ている。注1)とζ ろが、行政部門からなった者は全体の60%、管理職や行政職兼務

者は70%を点めるのである。 ζ のζ とは、養成の際の不徹底や、行政の対応の不充分さに原盟を求め

るととができる。

とζろで、社会教育主事の悩みをみると、社会教育主事の側からみた住民の対応に対するものも

さることながら、行政的対応の不充分さへの不満の方にその鉾先がむいている ζ とは前章でみたとお

りである。

その反映として、身分・待遇改養κはかなり積極的な姿勢を示す。

社会教育主事の上tζ社会教育参事職をもうける ζ とを内容とする職階制の主導入については、賛成

49%、反対42%であったし、事実上派遣社会教育主挙制度の導入を意味する社会教予言主事の人件費そ

国・遂でもち、身分を道職委にする案については、賛成田実互に対し反対は239ちにすぎなかった。

賛成の理由をみると、前者t!:、社会教育主事が2人以上いる場合、だれかが管理的役割をはたす

のはさ当然という意見と並んで、経験年数の長い者と短い者の賠iζ職階制があって当然とする考えが強

く、袋小路イむをふせぐ効果を期待している。後者は、まちまちな格付や待遇が、職員規定のしっかり

している道の職員になる ζ とによって、すっきり一元化され、従来より高い方に統一されるととぞ期

待する意見が圧倒的に多い。

他方、養成制度の改革tとついては意外に消極的な意見が多か勺た(表 5)。何らかのかたちで高
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表 5 社会教育主事養成制度の変更

について

実数
無 記

Fち
養成制度をより簡易にし関心 実数

!習をふやす 9ぢ
特lζ養成方式i亡変更の必婆性 実数

はない 芦彰

議留の受講資格婆件与をきびし 実数

くする % 
講習内容(単位数の増加等〕 実数

の充実 % 
大学の教育課程を通じての主主 実数

成を強化する 9ぢ
教員免許中lζ社会教育関係教 実数

科を導入する 予皆

教員免許主主の資格取得婆件の 実数

制度化 % 

その他
実数

% 

計
実数

5ち

総数|

10 
4.5 

3271 1 

15 
6.8 
21 
9.5 
46 

20.8 
33 

15.0 

22 
10.0 
60 

27.1 
7 

3.2 
221 

100.0 

等教湾課程の中κ養成制度をくみ乙むべきだと

考える者が過半数を ζ えるものの、簡略化派、

現状維持派、講習の枠内での改善派があわせて

40%もいる。

公民館主事の養成についても、養成制度を

別途考慮するべきだとする者が必修に達し、一

見積極的にみえるが、講習中に公民館主事コー

スの設定の配慮とか、社会教育主事まがなればよ

いとか、社会教湾主導まが適宜養成すればよいな

どの意見の方が少数ながら多いのである O

研修についてみよう。一定の経験年数を積

むと必ず研修に出られるように制度化してほし

いとの要望も多数出されていたが、民間社会教

育研究組織の結成や参加の道を求める窓見は皆

無であり、例えば、国立社会教育研修所を市町

村職員κも開放せよとか、道教育研究所の研修

を学校教育中心を改め、社会教育の間口をもっ

とひろげ、期間も延長せふという要求や、中央

研修は内容が浅く意味がないなどの批判が大部

分で、既存の研修システムの改善の域を出てい

ないという印象である。

社会教育主事は、身分・待遇改善の面tζ は

積極的であるが、養成・研修制度の改革については積極的とはいい難い。現状をみると、養成・研修

制度は改革が必要で・あり、その成否が「専門性J形成の鍵なはずである。

他方、職階制導入や道職員化は、社会教湾主事 1人 1人の専門職としての独自性を滅失したり、

国や道による中央集権化を進行させてしまう危倹が数多く指擁されているにも拘らず、賛同替の多い

点は注目すべきである。 ζ の ζとから社会教育主事の意識が低いといいはなちうるのであろうか。日

々その中iζ 身を鐙き、苦労している社会教育主主容が、一生懸命考えて、問題を感じながらも現状をれ

関する一つの手段として、みずからえらびとったのである。行政内で日のあたる部門とはいえず、し

たがって、異体的改善案も少なく、それが実現する機会の之しい ζ とに加えて、 ζれまで見て来た状

況をふまえると、 ζ うした改善案にすがらざるをえない考え方になる ζ とを、もっと卒直にうけとめ

るべきであろう。

2 r専門性J形成の条件

今まで「専門性J形成tととって惑い側面ばかりみてきたが、そうした中でふい側面もいくつかみ

いだす ζ とができる。

まず、市町村社会教育主事の自分・待遇の改善や専任化が除々にではあるが進行して来ている。

例えば、係長職兼務者や係長・係員格付者の微減がそれである。

次に、社会教育主事の中tζ、教湾専門職員としての自覚をもっ者が、 ζ の図難な状況の中にも多

数みられた ζとである。
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それは、前にみた社会教育主事の「あるべき論jの中iζ多くみられたし、教育長との意見が合む

ない場合、社会教育主毒事の意見の方が涼員Ijとして尊重されるべきだと考える者が半数存在したととは

前の評価とはやや矛盾するが、逆iζ好材料として評価するべきであろう。

更に、身分・待遇改善と「専門性J形成の関係、に対する除、剣論の中iともそれをみいだす ζ とがで

きる。

すな耳っち、身分・待遇改善を「専門性Jの確立の前提条件とする考えと、 「専門性jをあいまい

にしたままで改善しても形骸化するのみとする考え方が全く相半ばしている ζ とである@ζ の結果か

ら、専門職としての身分・待遇改喜多と「専門性jの実質化が両様あいまってはじめて、住民の学習活

動の推進にあたって専門的な役割安はたしうるとする考え方をよみとる ζ とができるのであるo 社会

教育主事が考えていながらできなかった諸々の活動上の援径やぷる突破口として身分・待遇改善を位

霞づけた人々は多かったが、それは絶対条件ではなく、あくまでも一つの有力な手段にすぎないζ と、

したがって結局は社会教育主導まの自覚と努力にかかっている ζ とを認識している人も多い。

「専門性J形成の前にたちはだかる怒循環は、社会教育主事集問、指導助言担当者集団の努力に

よってしかたち切る ζ とはできなb、
その努力の方向は、 1ケ所 K集中させるのではなく、現状では多くの方向にむけられるべきであ

る。住民や職場の向僚の支持を得、理事者の理解~求めるという身近かなと ζ ろへのはたらきかけは

基本であるが、財政的な面などは地方自治体をのり ζ えた国家レベjしに、その変革を求めてゆかなく

てはならないであろう。

周囲の人々へのはたらきかけは、思IJの言葉でいえば説得で、意識の変築後意味するものであるか

ら、この ζ と自体「専門性J形成の一つの実践の場でもある。

社会教育主事の中には、社会教育主事自身の ζ とを云々するのは私事であるとしてきし控えるむ

きもあるが、行政の役割である住民の学習する自由と権利を棄に保障してゆくためκは、その両側面

の役割を主にになってゆく者の自由と権利の保障 Cそが基本である乙とを自覚すべきであろう。

更に、自分はともかく、自分の後継者にどのような有利な道ぞ開くかをもっと真剣に考える必婆

がある。その点から、養成制度の検討を社会教育指導助言担当者集団の手によって特にすすめるべき

であろう。

社会教育主事制度が政府主導型でつくられた ζ とにより、社会教湾主事は文部行政の基本的な枠

組から脱却しにくい体質をもっているようにみえるp 住民の学習;意慾の欠除をなげく声が多かったが、実

は民間iとはいろいろな学習活動が行なわれており(例えば農協や生協における学習活動〉、それと連

携をはかる乙とを考えるべきである。その際、教育基本法第 8条、第 9条から出てくる諸々の昔話約を

のり ζ える努力をする ζ とも、怒循環をたちきり、 「専門性jを形成してゆくに重要な ζ とである。

又、社会教育主導主自身の民間学習活動の組織化や参加にも積極的にとりくむ必要がある。

更に、戦前の間体中心主義的社会教育政策が今でも尾をひいており、欧米では学習活動の基礎と

して定着している図書館活動が大きく遅れている乙とが、今日の住民の公教育としての社会教育に対

する無関心の根源、と思耳つれ、 ζζiζ重点安おく ζ とにふって怒循環をたち切る ζとができふう。

最後に、派遣社会教育主事制度は既tζふみだしてしまったが、との制度が悪循環を克服するうえ

でいかなる積極的役割をはたしうるのかが検討されなくてはならない。

「専門性J形成をめぐる悪循環は、一朝一夕にかたずく問題ではなし、。市町村社会教育主事が一

般化し、その活動がなされるようになってからまだ15年にしかならない。社会教育主事活動は他の教
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教育の営なみと開様、息の長いものである。今後の営々とした努力 ζ そが、 「専門性J形成の道を開

いてゆく原動力なのである。

く設立〉

1) 行政部門から社会教育主事になった者の意識については昭和48年度学会において、管理職や行政磁を

兼務している者の意識構造は前掲社会教育年報18号iζ発表した.

結章 従来までの社会教育職員論にてらしての課題提起

社会教育職員論が展開されるようになってからせいぜい二十余年にしかならず、社会教育研究の

主流となりえなかった。しかし、 1970年代に入って、研究が非常にさかんtとなって来たと問時κ、従

来と研究視点において一定の変化が生じて来た。

それは云うまでもむく社会教育をとりまく諸条件の変化を背景としている。その背景の一つは、地

方自治体が住民に対して行なうべき最も基本的な条件整備が、戦後四半俊紀をへてようやく最少限と

とのえられつつあり、あとまわしになっていた住民による社会教湾面での条件整備を求める声が高

まって来たことである。第二は、高度成長の歪が顕在化してきた ζ とにより、地方自治体に多くの革

新首長をうみ出す氏支ったり、従来までの行政の上下及び全分野を通じてゆきわたっていた首長与を頂

点とする行政の一元性がくずれ、相矛盾するような行政を扱うような分野(例えば開発庁と環境庁)

がでてきて、行政がニ元化してきているなど、地方自治体の変質があげられるo

ζ のζ とは、高度成長期を通じてとなえられて来たと ζ ろの、社会教育主事は結局国家権力の手

先であり、その方針に反するような住民の自主的学習活動を阻止する役割しかもちえないとする、消

極的否定的評価から‘住民の学習する自由と権利を保障する原良¥Jを行政の側で両立させうる最短距離

にある職務として、社会教育主事安積極的κ評価しようとする考え方への転換をせまるκ至った。

ζ うした中から、従来までとかく社会教育主事のみをとり出して「専門性jを論議していた姿勢

ぞ改め、社会教湾職員を広く包含した社会教育織員集聞としての次元から論じてゆこうとする方向や

社会教育主事を単に教育公務員としてではなく、その労働者性という叙1]街を加えた教育公務員労働者

として考えてゆ乙うとする方向がうち出されて来た。

これらは、職員論を今後展開してゆくうえでの新しい方向性を示すものとして評価できる。しか

し、前者についていえば、そうでなくとも多様な対象を更に広げることによる多様化をどう統ーして

論議していったらよいのかという問題が、後者についていえば、社会教宵主事のもつ労働者意識と、

それをうけいれる労働者の社会教湾主事像とがくいちがった場合の社会教育主事の孤立化の可能性の

問題など、具体化の段階で克服されなければならない諜援が多い。

他方、社会教育職員論研究者の中には、現状にはもちろん不満だが、改革も危険というある穫の

すくみの状態からくる研究の硬直化がみられる。 ζのζ とは、研究を文部省から出されてくる改革の

後手にまわりがちにした。従来までの研究は、先行的提案に乏しかったといわざるをえないの

更に、社会教育職員論の多くは、 sollenの側弱を主導草花研究してきた。 そしてそ乙で構築さ

れた sollenの正当性を例誌できるような先進的典型的地域を追うととに力がそそがれ、社会教育主

事をとりまく広範な se加をじっくり分析する姿勢が不充分であった ζ とも否定できない。

so1Jenを追求する乙とは無論研究上不可欠である@ しかし、そうした soHenなどだちど

ζろにして1隠しとばしてしまう sew が、北海道をみォったすだけで法範に存在する。 ζうした事情は、
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本州方面の多くの地方においてもあてはまる ζ とである。乙では例えば、社会教育主事の国有な

「専門技jや、下伊那、枚方テーゼなどを何百四くり返してさけんでみてもそれをうけいれる素地

に乏しいのである。すなわち、先進的実践からひき出される方向性を現実化するために、なお多くの

条件整備が必要なのである。

今までみてきた社会教育主著書号をとりまく実態と、 soJ1enをゆ心として展開されてきた研究方

向とに大きなズレを感ずるとともに、その研究方向が、社会教育主事をはじめとする関係職員の現実

の悩みをどのくらいすくいうるものなのか疑問なのである。

社会教育職員論研究は、 sollenの分析結果をふまえて、先導的な方策を究明してゆくといら視座

にたった研究をより組織的にすすめてゆくべきであると考える。
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