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【要旨】

社会教育は戦後の足跡を大切にしながら今日新たな発展を遂げるべき時期に来ている。それは

従来のそのままの延長ではなく，健全な経営感覚を基調とするものでなければならない。言うべ

くして達成しがたい課題であるが，これなくしてはこれからの社会教育の発展もましてや生涯学

習社会の構築も困難なものとなろう。特に，青少年教育施設は青少年の成長発達に関わる使命に

鑑みその公共性を主張しかつ実証すべき立場にあるが，それは関係者が健全な経営感覚を持つこ

とによってのみ可能となる。
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� はじめに

最近，社会教育の世界において経営という言

葉が使われるようになった。公民館の経営，図

書館の経営，博物館の経営等々。青少年教育施

設においても同様である。

昭和５４年発行の「社会教育の経営」（１）では「経

営という表現を前面に打ち出した社会教育関係

の出版物は本書をもって嚆矢とする」と述べ，

昭和６１年の社会教育審議会は社会教育主事講習

の講義に「社会教育施設の経営」を加えること

を提案するなど，この言葉は徐々に使われてき

たものの，久しい間，一つの考え方あるいはあ

りうべき観念論として受け止められる程度に過

ぎなかった。ところが近年は，行政改革と軌を

一にするように急速に現実の課題となってき

た。それにはそれなりの理由があるのであろ

う。冷静に受け止めるとともにこれを克服し，

よい方向に生かしていかなければ，社会教育は

生涯学習社会の実現という大きな目標を抱えな

がら，方途を見出せないままにいたずらな混迷

に陥る可能性がある。

「経営」という見慣れない言葉を強調する時，

そこには二つの刃がある。一つは，行政改革に

おける経営観は突き詰めていけば民間事業と限

りなく近似して行き終には公的社会教育の危機

を招きかねないということであり，一つは，こ

の言葉のよい意味で健全な経営感覚を施設運営

に取り入れることができれば，使命達成の信念

に強く影響し社会教育を活性化するということ

である。後者に成功すれば社会教育は広く国民

に受け入れられ，公的社会教育の危機をも乗り
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きることができる。青少年教育施設は青少年の

成長発達を学校と共に支える教育機関として特

に高い公共性を備えているものであるから使命

達成の責任は重くそのためにも経営感覚を施設

運営の要としなければならない。

� 行政改革と公共性の考え方

今日，行政改革が進捗中である。そもそも行

政とは何か，改革の基本的な理念は何か，それ

らについて触れたい。行政の概念については国

家作用のうちから立法作用と司法作用を控除し

たものという説（控除説）が多数説といわれて

いる。現実にも行政には諸事百般，雑多なもの

が含まれているが，行政学は目的によってこれ

を二つに分類整理している。すなわち，社会公

共の秩序維持を目的とする作用と福祉の増進を

目的とする作用とである。前者は権力をもって

国民に命令し調整したりするものであるから警

察行政といわれ，後者は精神的，物質的なサー

ビスを行うものであるから助長行政あるいは福

祉行政といわれている。教育行政は教育の振興

に対してサービスを行うものであるから助長行

政にあたる。行政部門の行うサービスは公共性

を持つものでなければならないが，その度合い

は分野毎に異なる。この点について社会教育の

最も大きな問題は，教育分野においてサービス

の公共性が学校教育に比して希薄に受け取られ

がちであることに加えて民間分野に同種の事業

が多いために，行政改革においてはとかく弱い

環の一つとして俎上にあげられることである。

行政改革において社会教育はなぜ弱い立場に

立つのだろうか。これを今次改革の考え方に

そって考察すると以下のようになると思われ

る。

これまで行政部門は上述の控除説を証明する

かのように諸事百般を引き受けて肥大化してき

た。この状況に対して，今日ではその適正規

模，つまりどこまでの範囲を行政部門がカバー

すべきかということが財政状況の悪化とともに

急速に人々の関心を引くようになってきてい

る。これが行政改革着手の端緒であるが，その

ために今次行政改革が基本的なコンセプトを，

肥大化し，硬直化した組織を改革し，簡素，効

率的，透明な政府を実現することとしたのは自

然である。しかもその際の切り札として公共性

の見直しを行ったことは重要である。その見直

しとは，公共性は中央の「官」の独占物ではな

いということ，公共的な事務・事業であっても

民間に委ねてかまわないという考えである。つ

まり，公共性と事業主体に関する見直しが行わ

れたのである。

そのうえで行政機能の減量・効率化が進めら

れ，この考えに基づいて具体的に創設されたも

のの一つが独立行政法人制度である。

独立行政法人通則法第２条によると，独立行

政法人は「国民生活及び社会経済の安定等の公

共上の見地から確実に実施されることが必要な

事務及び事業であって，国が自ら主体となって

直接に実施する必要のないもののうち，民間の

主体にゆだねた場合には必ずしも実施されない

おそれがあるもの又は一の主体に独占して行わ

せることが必要であるものを効率的かつ効果的

に行わせることを目的として設立される法人」

と定義されている。

つまり，国の行政を政策の企画部門と事務・

事業の実施部門に整理し，実施部門のうち，国

が自ら主体となって直接に実施する必要のある

もの（警察，防衛等の警察行政）と直接実施す

る必要のないもの（助長行政）とに整理する。

まず，国が主体となって直接に実施する必要の

ないものは基本的には民間に委ねられるべきで

ある。しかし全て民間の主体に委ねればよいか

といえば，なかには公共的な見地からどうして

も実施されなければならない事務・事業である

にもかかわらず，民間にゆだねた場合には必ず

しも実施されないおそれがあるものがある。そ

２４４ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第３号，２００３年



れらについては，民間には委ねないものの効率

的，効果的に事務・事業を実施させる必要があ

る。そのための実施機関として特別に設置され

たのが独立行政法人である。少なくとも論理的

にはそのようになっている。

我々はこれまで公共性というものは「官」が

行う営みそのものであり，裏返してみれば，行

政機関が行うから公共性がある，と思ってきた

きらいがある。しかし，ここでは，上述のよう

に公共性は官の独占物ではなくて民間の事業に

も備わっているものであり，これまで官が実施

してきたものを民間にゆだねることは不思議で

もなく自然であるという考え方を採るのであ

る。つまり事業主体から公共性を判断せず公共

性の内容から事業主体を選択するというものと

いってよいだろう。

このことを教育についてみれば，事柄は簡単

である。教育は国民に共通に必要であるからそ

れ自体公共性を有する。一定の枠組みがあると

はいえ教育は私立学校が実施している。誰がそ

の事業を行っているかという事業主体によって

この公共性は判断されないことは明らかであろ

う。

しかし，この考えが行政の改革論理として徹

底されると，公立社会教育機関にとっては重い

課題となる。社会教育には民間の実施団体が多

く，同種の事業は企業でも行っている。とすれ

ば社会教育において公的機関が存在する特別の

理由がなければならず，そのことが論じられる

のは当然であり，今後地方自治体レベルで具体

的に行政改革が進捗するほどに顕著な問題とな

るのは明らかなように思われる。

また，行政の減量，効率化と同時に実施され

ようとしている政府の規制緩和，地方への権限

委譲は減量，効率化に合わせて複合的に働き，

地方社会教育に大きな影響を与えることが懸念

される。

� 公共性と経営感覚

学校教育は学習指導要領などの公的基準に依

拠して行われるが，社会教育にはそのような基

準がない。それは社会教育の特質である。社会

教育はそれを行う行政，団体等の自由と創意に

委ねられている。そのことはそれでよいのだ

が，ともすればそれ故にこの点について公共性

が問題とされるのである。

公共性がその事務・事業の性格（使命）に由

来することは言うまでもない。しかしそれは必

要条件であってそれだけでは十分ではない。

ニーズとして住民に支持されていなければ条件

を完備しないのである。そして多くの場合特に

重要であるのは，住民に必要とされるニーズの

高さであるといってよい。たとえば道路はそれ

自体に公共性があることは疑われないが実際に

利用されていなければ公共性があるとは言えな

いということと同様である。それゆえに使命に

即してニーズを呼び起こし，さらにニーズに応

える努力をすることこそが真に公共性を生み出

すのである。

そのために最も大切なことは，使命を明確に

掲げて外に向けてわかりやすく説明し，実体と

しても住民にとってなくてはならない「不可欠

の施設」となることである。士魂商才とも言う

べき経営感覚が，結局は住民に対して貢献する

ことになるだろうし，その結果住民に必要とさ

れた施設には，公共性があると考えるべきであ

る。

付言すると，社会教育においては自由な領域

といって担当者の個人的な裁量で行われること

があった。「施設は人なり」といわれ，自分た

ちの施設の使命を十分考えずに行ってきたきら

いがないとはいえない。たしかに「施設は人な

り」なのであるが，自分が所属する施設の使命，

その中で果たすべき自分の貢献が考えられては

じめて「施設は人なり」というべきであること
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はいうまでもなく，実はこのことが「社会教育

を経営する」第一歩となるのではないか。

� 運営と経営

行政における経営感覚に関連して言葉の問題

について考えてみたい。周知のように，行政の

世界では，「経営」という言葉は使わずに，「運

営」という言葉を多用する。たとえば，文部科

学省の通知などでは「公民館の設置及び運営に

関する基準」，「公立図書館の設置及び運営上の

望ましい基準」などとされていて，経営に関す

る基準などとは言わない。

これは詮索するに運営という言葉には色がな

い。無色であってプラスもマイナスもない。上

級官庁が決めた統一的な基準を前提として，そ

の下にあやまりなく遂行していけばそれでい

い，プラスアルファーさえいらないといった

ニュアンスを含むように思われる。これは国の

場合は特にそうで，行政府たる政府は立法府た

る国会で定められた法律を忠実に執行していく

ことが第一に求められているのであるから，法

律や予算の範囲内で仕事を行い，逸脱できない

仕組みになっている。その気持ちは行政内部に

おいては，その管理下にある施設は，上級官庁

の指示の範囲内で業務を行うものだという前提

を生んだ。行政は足しもしない，引きもしな

い，杓子定規などと批判されるわけであるけれ

ども，行政にはそういうメンタリティがあっ

て，経営という起伏の多い言葉を使わずに，穏

やかな運営という言葉を使うことが多いのだと

思われる。

ところがこれに対して経営という言葉には色

がある。個性的で彩りがある。目標をはっきり

させて，それをどのように達成するかは各個別

機関の独自性にゆだねている。さらに，独自性

に基づく競争を促している。でき不出来が明確

に問われる仕組みであるから今後はこちらの方

が多用されることになると思われる。

この言葉遣いについて岡本包冶はすでに前掲

の「社会教育の経営」において次のように述べ

ている。すなわち「社会教育経営とは，社会教

育行政や施設の作用を，自分が目標を設定し，

自らがその目標への到達度を自己評価する一連

の還流作用として捉える考え方。いうなれば，

「目標管理」の発想なのである。とすれば，も

はや「運営」ではなく，「経営」と表現するほ

かないはずである。社会教育経営というものを

このように考えておきたい。�目標設定�計画

立案�計画実践 �自己評価の四つのステップ

が，社会教育経営の内実であるといってもよ

い。」（１）

今日それが実質の課題となっていることが認

識されなければならない。

� 戦後社会教育における公共性の問題

経営感覚を持つということの出発点はその組

織の使命を自ら担うという気持ちを持つことで

ある。ところで，社会教育に携わる人間が自ら

の施設の公共性に自信がもてないようでは使命

感を持つことはできない。使命感なくして経営

感覚も生まれない。そこで戦後社会教育におい

て公共性がどのように認識されてきたかについ

て振りかえってみたい。

１ 戦後の社会教育

戦後社会教育は終戦がもたらした新たな状況

の中で，戦前社会教育の在りようを厳しく問う

中から再出発した。最も特色的なことは，社会

教育の内容について国は地方自治体や実施団体

に対して指導したり誘導的なことは行なわず条

件整備にあたるということであった。かくして

出発した社会教育は，教育基本法７条（社会教

育）において「家庭教育及び勤労の場所におい

てその他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。�国及び地方公共団体は，図書館，博物
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館，公民館等の施設の設置，学校の施設の利用

その他適当な方法によって教育の目的の実現に

努めなければならない」と規定され，人々の学

習活動に対する奨励・支援，条件整備に重点が

おかれたのである。また，社会教育法における

社会教育の定義は，同法第１条において「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。）をいう」とされている。両法律を合

わせ読めば，場所的には広く社会において，内

容的には正規の学校教育の課程を除く組織的な

教育活動の全て，ということになる。これは行

政の定義における控除説にも似て，学校教育以

外の全てを社会教育は引き受けるわけだから，

結局はなにも定めていないのと同じようなもの

とも言える。そのため社会教育では個々の事業

ごとに公共性を一々問われることになるのであ

る。社会教育の公共性についての説明の煩雑さ

を生み出した原因の一つには，戦後社会教育関

連法規が社会教育の場と領域のみに触れ，社会

教育の目的については規定しなかったことがあ

げられる。たしかに教育基本法第１条には全体

的な教育の目的が示されているが，これを受け

て社会教育関係法規に社会教育活動の人間形成

に関わる意義が明示されていれば，公共性の説

明はよほど容易になっていたはずである。社会

教育法などにおいて公民館など施設ごとの目的

は示されている。これは学校教育法も同じで，

目的は小学校，中学校など学校段階ごとに示さ

れている。施設中心の学校と違って活動が中心

の社会教育においては全体を貫く社会教育の目

的規定が欲しかった。

それでも，昭和３０年代，東京オリンピックの

頃までは社会教育の公共性は疑われることはな

かった。それは一言でいえば，当時は，学校教

育が普及の途上にあり，「水平的」にも，「垂直

的」にも学校教育の残余の部分は多く，した

がって社会教育の活躍の場面は多かったからで

ある。いわば，学校教育の不足のゆえに社会教

育が最も盛んな時代であった。社会教育の公共

性をあえて問題としなくてもよい状況が続いた

のである。

ところがそれ以降，学校教育の補完・残余部

分は次第に小さくなり，それにつれて公共性が

次第に疑問視されるに至り関係者は，新たな飛

躍のために局面を転換していく必要にせまられ

た。かくして生涯学習を改革理念とするにいた

るまでの間の長い模索の時代が続いたのであ

る。なお，上記目的規定については生涯学習に

関する法律ができた時にも生涯学習なり，生涯

教育の意義はついに法律上規定されなかった。

学校が先行し，残余の領域あるいはその補完が

社会教育であるというだけでは公共性は次第に

薄く感じられる。積極的にその意義，目的を規

定した法律の整備が望まれる。

２ 「社会教育の終焉」

戦後社会教育が次第に袋小路に入る中で，都

市社会学者の松下圭一が昭和６１年に「社会教育

の終焉」（３）を発表し，次のような論旨を述べて

一石を投じたのは，ある意味で当然だった。

同書は「社会教育に意味があったのは市民が

学校教育を経験せずそれを補充する時代のこと

であった。学校教育が普及した今日，もはや社

会教育は不要であり，終焉すべきものである。

今，基礎的な教育は普及し，市民は成熟したの

だから，市民を未成熟と見る現在の社会教育は

必要がない。市民の学習活動は教育活動ではな

く，文化活動であるべきであり，社会教育は関

与すべきではない。」と，社会教育の公共性を

明らかに否定したのである。

学校教育をもって学習は終わらないとする教

育改革の理念からすれば，生涯にわたる学習を

支える社会教育が不必要とは観念のうえの操作

であって無意味だと思われるが，社会教育関係
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者の中にはグラッと来た人たちもいた。それ

は，市民の成熟と文化というフレーズに惑わさ

れたのである。しかし，市民は教育によって成

熟するのではなくそれ自体成熟した存在である

し，文化は学習なくして成り立つものではな

い。充電なくして放電・発散がないように，文

化の基礎には学習という充電が必要である。

ただし，この種の議論をかわすために教育の

代わりにあまりに学習を強調すると，住民の自

主的な学習のみが必要とされ，教育のない「学

習支援体制づくり」行政にいよいよ傾斜するこ

とになるが，その場合には公共性がどこまで認

められるかという議論を呼ぶのは必然である。

この点に関していえば，同書が指摘した問題は

なお今後に続く問題である。我々は生涯学習社

会形成に向けての努力の中でこのことについて

応えることになるだろう。

３ 生涯学習体制への転換

生涯教育の意味するところは，「実体」では

なくてある種の一連のアイデア・原則であると

いわれるように教育改革をすすめる際の一つの

理念であって，具体的な盛り付けをどうするか

は各国の状況によって異なることは言うまでも

ない。したがってその発展の方向には，ユネス

コ主導の社会教育や継続教育を拡充していくも

の，OECD提案のリカレント教育を発展させる

もの，万人のための教養教育を進めるロバー

ト・ハッチンズなどによるアメリカ流の理想主

義的な考えなどがある。日本ではこれら全てを

多かれ少なかれ取り入れておりそのため改革の

焦点がボケてしまうことがある。この言葉は昭

和４０年代半ば頃から文部省審議会の各種答申に

現れる。昭和５６年の中教審答申「生涯教育につ

いて」は鮮明，簡潔にその意義を示し，生涯教

育と生涯学習を区別して生涯教育を生涯学習の

実現を目指す教育理念とした。臨教審は昭和６３

年に生涯学習体系への移行を提言し，生涯学習

社会形成に向けて全ての教育体系を編成するこ

とを求めた。文部省においても組織の改革が行

われ，平成２年には生涯学習振興法が制定さ

れ，生涯教育センターや生涯学習推進センター

が設置されるようになった。もちろん大学等の

生涯学習への対応，民間の教育文化事業の推進

など，生涯学習環境の整備が進められるように

なった。

問題は，戦後社会教育が学校教育の補完とし

て，あるいは戦後民主化等への要請を背景にし

て公共性が疑われることがなかったものが次第

にその両方の基盤の実質を失って，その役割に

ついて模索の状況が続いていた時，一方では社

会教育の終焉を指摘する声が出る中で，社会教

育が生涯教育ないし生涯学習にそのミッション

を確立しようとする試みが，成功するかどうか

である。しかもその改革が順調に進捗したとし

ても，社会教育が拡散して各教育資源の中に埋

没することがあっては，独自の公共性を証明す

ることは困難になるだろう。だが，いわば公共

性の概念が上から下へのものではなく下から上

へ，自分たちの問題を自分たち自身で解くとい

う新たな公共性の概念が形成されてきている中

で，地域住民とともにある社会教育はその蓄積

されたノウハウをもって独自の貢献が主張でき

るはずである。しかしなおこれらは今後の問題

である。

ドラッカーが近著（４）において確言しているよ

うにネクスト・ソサエティにおいては継続教育

が成長分野になる。その際に日本では公的社会

教育が果たす役割がいうまでもなく大きいはず

であり，学校，民間団体等とともに人々の学習

活動の便宜に貢献するだろう。公的社会教育は

以前にもまして学習支援，奨励の立場に立つこ

とになるだろうが，自分たちのポジションを定

め，人知を尽くして学習社会形成の中での最も

ふさわしい役割を果たし，公共性につながるよ

うに道を切り開いていくだろう。そのことが可
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能であるとすればそれは戦後社会教育への決別

などによって行われるものではなく，まさに，

戦後社会教育の努力の成果の上に積み上げられ

るべきであると思われる。

� これからの社会教育施設の経営上の

課題

行政改革が推進される中で，今までにはな

かったような経営上の課題が起こっている。こ

れらについて述べることにしたい。

１ 評 価

今次行政改革の特徴の一つは，評価の重視で

ある。特に独立行政法人についてはこの評価が

厳しく求められている。それは法人自体の存廃

に関わる仕組みとされているからである。独立

行政法人評価の仕組みについて法人の事業展開

に即して見ると次のようになる。

まず，独立行政法人には共通的な事項を定め

る独立行政法人通則法がある。この通則法のも

とに各法人ごとのいわゆる個別法があって各法

人の設置目的等が示される。たとえば，文部省

の直轄施設であった国立青年の家は，現在は独

立行政法人国立青年の家法によって設置された

法人によって設置運営される施設となった。そ

の設置目的は集団宿泊訓練を通して青少年の健

全育成をはかることであるが，その業務の遂行

内容についてはこの法人を所管する文部科学大

臣から法人理事長に対して中期目標として示さ

れる。中期目標の中期というのは期間のことで

国立青年の家の場合は５年間である。法人は期

間中に中期目標に示された業務をどのように達

成するかについて中期目標に対応する中期計画

を作成し大臣の認可を得る。法人はこの計画に

よって業務を遂行し，業務の実績については文

部科学省に置かれた独立行政法人評価委員会の

評価を受けることになっている。

評価委員会は，専門的，実践的な知識を持つ

第三者によって構成され，年度ごとに中期計画

の達成状況について業務実績を評価し，個別の

項目ごとに評定を行うとともに総合的な評定を

行っている。さらに中期目標期間終了時には，

国民に十分な納得が得られるような様々な改

善，場合によっては組織の廃止縮小なども含め

た評価が行われることになっている。

この評価システムは，これまでの事前審査

（予算獲得）から事後審査（評価）に重点を移

行させたものであり，法人の自立性を可能な限

り認め弾力的に業務を遂行させる一方，事業実

施後はその成果を厳しくチェックするというも

のである。またその結果は広く情報公開されて

いる。

ところでこの評価の実施は必ずしも簡単では

ない。特に教育は評価基準とそれを測る指標の

設定が大変で，教育効果として人間がどの程

度，変容，成長したかなどについて量的に示す

定量的判定を行うことはかなり難しい。このた

め，事業内容について定性的な判定を行わざる

を得ない部分が少なからず生ずる。つまり，事

業実施の一連の経過の適否をもって教育効果を

推定せざるを得ないということもありうるので

ある。そういう時には評価を受ける側は，目標

に即してどのような努力を払い，その成果とし

て期待した教育効果はどのようなものであった

かについて明確に説明しなければならない。そ

のためには業務全体を目標管理的に行う経営感

覚が以前にも増して必要になる。

２ 効率性，質の向上，透明性

これからの行政においては効率的な行政サー

ビス，質の高いサービス，そしてこれらを担保

する透明性の確保が求められる。効率性等の問

題は古くて新しい問題であり，精神論では不十

分であるのでこのたびの行政改革ではシステム

的に実現されるような措置が講じられている。

すなわち，独立行政法人については自由な裁量
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を可能な限り許容しつつ，その結果についての

評価の実施，企業会計原則の適用，情報公開の

徹底などにより，適切に業務が遂行されるよう

に仕組みが整えられている。

効率性といえば，直ちに連想することは経費

の節減である。しかし一方で新たな事業も起こ

されてそのための経費は措置されるのであるか

ら問題は費用対効果である。要するに経費が有

効に活きているかどうかの問題である。この中

には，職員がムダな動きをしていないか，時間

をムダにせず事務が「ジャスト・イン・タイム」

で行われているか，事務が不必要に煩瑣になっ

ていないかなど，全てに対してムダがあったら

それを省く「ムダ取り」が大事な要素として含

まれることは言うまでもない。

３ 新たな設置形態と運営

社会教育施設において新たな設置形態が生ま

れている。今までは行政が直接運営することが

多かったが，行政のスリム化等のため財団法人

等に運営をゆだねる公設民営という方式が生ま

れている。またPFI方式といってプライベー

ト・ファイナンス・イニシアチブ（民間資金主

導）の略であるが，社会資本整備，公共サービ

スの運営を民間事業者の資金と経営ノウハウで

実施する行政手法も生まれている。この方式は

イギリスではじまったものとされるが，日本で

は平成１１年に「民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律」（PFI推進

法）が成立して財政難に悩む地方公共団体や事

業機会の拡大を狙う総合商社，ゼネコンなどが

取り組みを始めている。これらは公共施設等の

広範な領域において行われているものである

が，社会教育施設はちょうど戦後施設の建て替

えの時期にあたり，この方式を採用するところ

も出てきている。普通には建物の整備やその維

持管理にこの方式が利用されるが，中には当該

施設の事業運営までもPFI事業者に委ねる場合

がある。教育施設にあっては基幹的な指導系職

員の確保などに問題も多く疑問である。

また，近年急増するNPO法人は非営利であ

るけれどもビジネス活動もできる。企業や行政

はアウトソージングを行ったり，コスト削減な

どを行うためNPO法人を活用できる。現に，

公立図書館の運営を委託されるNPO法人が登

場するなどの動きが出てきた。

これらPFI方式やビジネスNPOが公的社会教

育施設に参入することについてどのように対応

すべきか。一番のポイントは，それが安上がり

のものにならないようにすることである。たと

えば，図書館の場合，ライブラリアンという専

門職がしっかりしていれば，こうはならないの

ではないか。一つの図書館に一人二人の司書が

いる状況を見て，あの程度なら我々にも出来る

と安易に代わられては図書館は問題である。ア

メリカでは，ライブラリアン，クラーク，ボラ

ンティアの役割がはっきり決まっている。ライ

ブラリアンは専門職である。専門職としての力

量が確立していないと，外の人々に，あの程度

なら自分たちも出来ると思われるかもしれな

い。そこに安上がりの行政が結びついていくと

問題なのではないか。

また加えて収益を上げるために使用料が安易

に取り扱われやすいという問題もある。

以上の諸点に十分配慮されないままに行政か

ら民間へのいわゆる丸投げという事態は万一に

もあってはならない。

４ 受益者負担

設置形態の変更とは無関係でも財政が窮屈に

なると，受益者負担の問題が起こる。まして民

間に似た活動施設が多くある場合，その均衡か

らも使用料などの問題は生じる。これに対して

社会教育施設無料の原則などといっても始まら

ないだろう。そもそもそのような原則はない。

無料の原則がうたわれているのは図書館法によ
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る図書館だけである。

ところで図書館が無料であるのはなぜか。書

籍を購入すれば費用がかかる。その費用を公費

が負担しているわけだから使用料を徴収しても

よいように思われるが，それでは貸本屋と変わ

らないことになる。図書館が付加サービスを加

えて無料であるのは，有料とすれば，人々は図

書館に寄り付かなくなり，有料とすることに

よって得られる財政的プラスに比して，それに

よってもたらされる知的停滞のマイナスの方が

はるかに大きいとみるべきである。他の理由と

しては，有料にしてもごく少額に留まるので使

用料徴収のための人件費等を勘案すれば，会計

上かえって経費がかさむということもあるだろ

う。

要するに図書館が無料であるのは全国民に

とって不可欠の施設であり，知的基盤あるいは

知的くつろぎを確保することに高い公共性を認

めたからというべきである。

これに対して，公民館は無料とは限らない。

博物館は有料が多い。

公民館は，かって住民に非常に密着し共同体

の一部をなす住民のプラザのようなものであっ

た時代，使用料は無料であった。しかし，今

日，施設使用を一部有料とするところも多く

なった。これは利用者の層が偏ったからとみる

べきであろう。当該地域の多くの人々に以前の

ように活用されていたら，以前と同じように今

日も無料であったかも知れない。

博物館が有料であるのは資料の収集，保存等

に費用がかかるうえに必ずしも万人の日常生活

に必須のものではないからともいえるだろう。

結局，このようにみれば，使用料を決定する

ものは基本的にはその施設が提供しようとする

サービスに対するニーズの強さであると思われ

る。住民多数のニーズが強ければ無料に近づ

き，弱ければ有償の度合いが高く廃止縮小の対

象にさえなるということである。

５ 情報通信技術の発展と社会教育

情報通信技術の進展は，学習機会を多様化さ

せ，個人の条件に適合する選択の幅を広める。

その結果，人々が生涯にわたりより主体的に学

習に取り組むことを飛躍的に可能にする。社会

教育施設においては，手法的にはこれら情報通

信技術の発展を有効に活用することによって施

設内外で効果的で効率的な教育・学習をいっそ

う推進する可能性を広げる。

また，内容的には情報化に対応すること自体

が欠かせない学習課題になるのであるから情報

リテラシーを身につける学習環境を飛躍的に整

備できれば，住民の信頼も深まるだろう。

６ 社会教育における人々・団体の新しい関わり

社会教育行政あるいは社会教育施設は基本的

には地域における学習活動を教育的に高めるこ

とによって成立するものである。これまでも多

くの人々の協力を得て実施されてきたが，学習

の高度化等のため今後益々その必要性が高まる

だろう。それはその人たち自身の学習の機会と

なり，施設にとっては新たな人財を得ることに

なる。なかでもボランティアからは今後いっそ

う質の高い協力を得られるであろうし，市民グ

ループもまた，有力な社会教育の推進者，協力

者となるだろう。

市民グループのうちでも近年急増し注目され

ているのはNPOである。NPOは捉え方によっ

て広義であるが，普通には１９９８年に制定された

特定非営利活動促進法（通称NPO法）によっ

て法人格を与えられた非営利組織（Non―Profit

―Organization）を指して言われる。この法人

格を取得できるのは，保険，医療・福祉，社会

教育，町づくり，文化，芸術，スポーツなど１２

分野の活動で不特定多数の利益の寄与を目的と

するものである。認証は内閣府，都道府県が

行っていて現在８，０００を越えるNPO法人が設立

されていると言われる。社会教育関係団体のな
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かにも取得するものが出てきている。これらの

活動は社会教育及び社会教育に関係する分野が

多いので，NPO法人として社会的に認知され

ることが人々の学習活動の支援にどう貢献して

いくのか今後の動向が注目される。

ところで，今後，NPOにより行われる学習

事業が公的社会教育の提供する事業と変わらな

いという事態は当然生まれる。内容，方法が同

じで，行政が主体で行えば教育であり，民間が

主体で行えば教育ではないということにはなら

ない。加えて従来から社会教育関係団体等の同

様な活動があることにも配慮しなければならな

い。それぞれに異質で多様な組織を繋ぎ良好で

円滑な関係のもとに連携協力の枠組みがつくら

れることが期待される。

それを可能にするのは一にも二にも施設の持

つ専門性であり職員の力量であることは言うま

でもない。そして社会教育施設が今後人々との

関わりを強く持つほどに，益々その力量が問わ

れることになるというべきである。

７ 連携・ネットワーク

教育基本法にいう社会教育は「社会において

行われる教育」とされているのでその範囲は社

会教育法における行政領域としての社会教育よ

りも広い。この点から見れば，自治体が実施し

ている各種の事業のなかには教育委員会や公民

館等の教育部局が実施するものに加えてほぼ同

程度の首長部局の事業があるし，他にもカル

チャーセンターや各種法人等による学習機会等

も多数あって，いずれも「社会において行われ

る教育」と言える。

従来，これらは教育行政サイドには見えにく

い部分であったが，臨教審答申以降は顕在化し

ハッきりと見えるようになった。これは，内閣

におかれた臨教審が文部省以外の省庁にも関連

する生涯学習をテーマとしたことに遠因すると

も言える。この審議の結果，各省庁の教育類似

事業，施設は生涯学習のための教育学習資源と

してあるがままにすべてが認定されることに

なったからである。

ちなみに，各省庁の所管する教育類似施設の

多くは集会，宿泊型の施設である。コミュニ

ティセンター，児童館，勤労青少年センター，

働く婦人の家，福祉会館，休暇施設，環境関係

の学習施設などには行政目的は別としてその内

容，手法は教育施設とほとんど変わらないもの

も多い。また，行政が行う事業についてみて

も，事業主体による境界は薄れつつある。特に

社会教育行政の重点が自ら直接実施する教育活

動よりも学習の「支援」活動を強調する方向に

あるので，この傾向はさらに進むだろうと思わ

れる。学習者の立場からすれば，行政組織がど

こであっても同じであろうが，行政の効率性と

いう観点に立てば，費用対効果，重複などの面

から見て問題がないとは言えない。また，生涯

学習に対して責任を持つのは教育行政であるこ

とは言うまでもなく，行政上の目的が違うだけ

で行われていることは教育施設と同じあるいは

きわめて近似している施設が多くなって本来の

教育機関の役割が相対的に低下するようなこと

はあってはならないし，そのために生涯学習社

会への移行の道筋を付ける教育行政の役割が損

なわれることがあってはならない。

たとえば，公民館とコミュニティセンターと

の関係などはあるいはそのことが危惧される一

例である。今後の市町村合併によっていずれか

の施設に収斂されるかもしれない。地方分権の

名のもとに補助金が縮小され交付税措置が拡大

すると公民館は難しい局面を迎えるかもしれな

い。

このように教育機関でない機関が固有の行政

目的の下にと言いながら教育分野に進出，ある

いは教育分野を圧迫しているのは否めない事実

である。だが，これらも総体としてみればやは

り学習機会の拡充には違いなく生涯学習の観点
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に立てば喜ばしいことである。そこで当面求め

られることはこれらの施設間に無駄のないよう

にすることである。生涯学習社会においては，

関係の施設，行政，民間の活動は個別に実施さ

れると同時にネットワークを通して相互に連携

しあうことが重要である。そのためには広範な

領域で行われる学習活動に対して様々な立場か

ら協調，連携する仕組みを不断に構築していく

必要がある。またそのような機関の努力を刺激

する方策も積極的にたてられるべきである。

� 青少年教育施設の経営上の課題

青少年教育施設の経営上の課題が社会教育施

設一般と取り立てて違いがあるわけではない。

ただ，この層は活動領域が広く教育行政以外に

も関係する行政分野が多いのでいっそう課題も

多く，今後どのような方向に進むべきか，体験

活動の重視が指摘されながら関係者の間には迷

いが多いことも事実である。また，青少年教育

は戦後学校教育の補完から，今日では青少年の

発達成長に学校と同等の位置付けで寄与する教

育機関として，学校に劣らぬ公共性があること

を証明するという課題もある。

これらに関連して以下にとりあげることとし

たい。

１ 青少年教育施設の状況

青少年教育施設に定義があるわけではない。

青少年健全育成施設といっても定義があるわけ

ではないがこの括りで青少年白書に記載された

公立施設は，青少年教育関係施設，公立学校体

育施設，公共スポーツ施設，農山漁村青少年教

育施設，勤労青少年福祉施設，児童福祉施設，

都市公園レクリエーション施設などが含まれ

る。このうち青少年教育施設とされるのは，主

には文部科学省関係の青年の家，少年自然の家

である。他に児童文化センター等がある。青年

の家，少年自然の家は主に宿泊型の研修施設で

あるが，青年の家には宿泊を伴わない都市型の

施設も多い。青年の家は昭和３０年代から，少年

自然の家は昭和５０年代から設置されていて現在

の施設数は平成１１年の文部省社会教育調査によ

ると，青年の家が宿泊型２２９，非宿泊型（都市

型）１７６，少年自然の家３１１である。近年，青年

の家は統計上減少しつつあるが，純粋に減少し

たものと衣替えしたものとがあり，名称のうえ

では減少しているが実質的には形をかえて存続

している場合も多い。

青少年の自然体験，集団生活体験などの不足

が指摘され，これらの施設は近年重要な役割を

担っている。青年の家については，当初主とし

て勤労青少年に対する集団宿泊訓練施設として

設けられたが，今日ではすべての青少年のため

の発達成長に寄与する研修施設として機能して

いる。少年自然の家は野外活動体験に重点を置

いている。

２ 評 価

青少年施設の事業評価は，他の社会教育施設

と同様にあるいはそれ以上に，重要である。な

ぜなら学校教育と同じく成長発達過程にある時

期を扱うものであり，善ければよいなりに，悪

ければ悪いなりに人間を形成させることになる

からである。

各施設における評価にあたっては，当然のこ

とながら自らの使命が明らかになっていなけれ

ばならない。青少年は我々のフィールドにおい

てどのような活動を行った場合に最もよく刺激

され健全に成長するか，そのことを第一義に考

えていくことが大切である。

施設全体の評価は個別項目ごとに行われ，そ

の上で総合的な評価が行われることが多いと思

われる。個別評価は主催事業，受入れ事業など

の領域ごとに細かく，できるだけ区分化して行

うことになる。その結果自らが下した評価に失

望することはない。自己評価は次のチャンスの
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ためにある。改善に結びついてこそ評価の意義

があり，必要なのは迅速さである。迅速な改善

に結びつかない場合は評価倒れとも言うべき

で，意味をなさない。評価の結果は次の事業で

ある。どのような反省に基づいて新たな事業が

意図されて，どのような組み立てによって行わ

れたか。計画立案の意図が特に重要になる。外

部評価もまた次第に企画段階に焦点が当てられ

るようになると思われる。自ら評価を行い，あ

るいは外部評価を受けて事業は充実し，青少年

の健全育成への貢献が深まるのである。

３ 設置形態

公立青年の家は昭和５５年年頃をピークにほぼ

横ばいで近年は減少気味である。一方，公立少

年自然の家は増加傾向にある。青年の家で廃止

に至ったケースは，組合立等の施設が老朽化に

伴い新築に至らず廃止となったもの，統合され

て一部が廃止になったもの，大規模な再編整備

に伴って既存施設が閉所になったものなどであ

り，中には設置条例そのものが廃止されるもの

もある。

昭和３０年代から４０年代にかけて開設された青

年の家は築後３０年以上経過し，建て替えの時期

に至っている。新しい設備機能もなく利用者の

ニーズに十分応えられなくなっている施設も多

い。しかし改築等の大規模な改修には財政難で

手がつかない。一方この種の青年の家に対して

は青少年の自然体験，生活体験の不足が指摘さ

れるなかで，その必要には対応しなければなら

ない。そのため，新たな展開を図ろうとして，

施設整備の新たな手法の導入，その後の運営の

外部委託等の措置が講じられつつある。このこ

とは早晩少年自然の家においても同様の事態に

なるかもしれない。

現にPFI方式への転換が，東京都では青年の

家が，千葉市では少年自然の家において行われ

ている。建物の新築にこの手法を用いるのは問

題ないとしても，その後の運営を建築にあたっ

た企業を中心とする事業者に全面的に委ねるこ

とには問題点は少なくないと思われる。職員の

移動・交流人事が少なくなると経営が独りよが

りにならないか，収益を上げるために利用者の

安易なニーズによりかかることはないか，必要

な教育的ニーズを創出していくべきであるが経

費節減のためその責任を果たす意欲を持ちつづ

けられるか，民営とされて抵抗なく使用料の値

上げ問題が起こってくるようなことはないか，

等々。

公設民営ということになるとこれまではいわ

ゆる第３セクターといわれる財団法人などが経

営していたが，今後はこれにNPO法人の参画

も予想される。これらについては�―６に述べ

たとおりである。青少年教育施設においては野

外活動などの特別の一部領域を事業委託するこ

とはあっても，その委託を適切にコーディネー

トできる専門的職員が当該施設に置かれている

ことが必要である。

４ 受益者負担

受益者負担の問題はまさに当該施設の公共的

使命との相関関係の問題である。青少年教育施

設においてはその使命は青少年の健全育成であ

り，その健全さのなかには個人性，社会性の双

方を含み，社会発展の基礎となる人間を育成す

るものであるから，学校教育と並び立って公共

性は極めて高く，基本的には無料とされるべき

ものである。しかし一方には設置者の財政負担

力の問題もある。この兼ね合いをはかるもの

は，実際に，その施設がどれほど多くの青少年

にとってなくてはならない［不可欠の施設］と

して，現実に機能しているかということであ

る。無料であるには，それに値する高い教育的

効果が示されなければならない。高いサービス

の対価として高い受益者負担が求められるのは

経済原則であるが，公共性の世界では，全ての
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青少年にとって必須の高い教育が提供されると

いう教育を提供する側の対価が示されてはじめ

て無料・廉価であることが説明されるのであ

る。

５ 情報通信技術の活用

社会教育施設においてみたとおりである。大

自然の中にあるからといって情報通信技術の発

展の成果を活用すべきではないという理由はも

とよりなく，青少年の生活実態に即した情報機

器活用による事業展開は当然あってよいし，こ

とにホームページ等を活用した利用の広報や受

付けなどは積極的な情報化が図られるべきであ

る。

６ 人々，団体との新しい関わり及び施設間の

結びつき

青少年教育施設においては専任の指導系職員

のほか非常勤の指導者がいて利用団体の要望に

応えている。ボランティアの青年たちや地域社

会の人々の協力もいただいている。

今後はこれらの人たちからさらに大きな協力

をいただくとともに，NPOなどの各種の団体

との交流，協力関係を適切に図っていくことが

課題となる。その際には，施設側が主体性を

持って，その中で大いに活躍していただくとい

う関係になければならない。青少年の人間形成

に関わる業務であるから何もかもお願いしてし

まい施設の主体性も専門性も何もなくなってし

まうということではならない。青少年の活動に

有効にその力量を活用させていただくことに

よって，協力いただく方々の満足度も高くな

る。もとより野外活動などの特定分野で特にレ

ベルの高い技術習得のための研修などにおいて

は，外部関係者の力を企画段階から借りること

は大いに推奨されるべきである。

青少年に係る施設は各省庁にわたり，その種

類も多い。行政目的こそ異なるが看板を取り外

せばどこの省庁が所管するものか分からない施

設もある。青少年のための施設であるからこれ

らは全て学校教育に対置する施設であるといっ

てよいが，行政目的別に個々に存在していて相

互不知の状況があれば残念である。また，同じ

種類の施設でも活動の活発さに違いがあり，学

校のように全体的に粛々とは進んでいかない。

もしこうした青少年関係施設が足並みをそろえ

ることができたら，青少年の健全育成にとって

学校と並ぶ大きなベースがあることを国民は認

識するだろう。青少年関係の施設について質

的，量的な姿を描き，これを学校教育に対置さ

せることができれば，学校５日制の実施などに

際しても，多くの国民はもっと安心もし，納得

もいったと思われる。

教育部局所管の青少年教育施設は，青少年の

発達の機会を拡充するために関連の諸施設とも

連携，協調していくことが必要である。また，

同じ教育施設である公民館などでは青少年が

もっと気軽に立ち寄って活用されるようにした

い。今日の公民館の利用者には高齢者，婦人が

多いが，かつて公民館は青年たちのたまり場で

あったのである。学校との連携が公民館などの

学校近隣の施設で行われるようになれば，教員

の日常的な協力も可能である。青少年教育施設

はそのための橋渡しの貢献ができるはずであ

る。

以上のようなことを行うには，関係者が青少

年教育は学校教育と同じ水平軸にあり，青少年

の発達成長のうえで同じ目的のために存在する

ということを，また，それゆえに学校外の教育

が適切になされないならば青少年の発達成長に

大きな欠陥を残してしまうという認識と確信を

持たなければならない。人間形成に対して学校

教育では得られない体験を与えることは青少年

と彼らが担う次の時代に対する我々の貢献であ

る。
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� おわりに――Ｐ・Ｆドラッカーに寄

せて（使命，成果，機会）

経営にこだわった説明をしようとしたが，背

景説明が多くなって，経営のイメージが十分に

浮かばなかったことを危惧する。最後に，

NPO関係者のバイブルと称されているドラッ

カーの著書「非営利組織の経営」（５）等を借りて，

経営感覚の重要さ，それに照応しての自戒に触

れておきたい。以下は筆者の私感をドラッカー

に寄せてまとめたものである。

まず，経営感覚とは何かといえば，岡本包治

が述べるごとく還流の中で仕事を進めるという

ことであるが，このことについてドラッカーは

印象的な表現で次のように言う。

「ある成果をあげるには，計画・企画がなけ

ればならない。計画・企画はその組織つまり自

分が属している職場の使命（ミッション。与え

られた任務。成し遂げなければならないつと

め）から始まる。使命からスタートしない限り，

成果をあげることはできない。というのは，使

命が，成果が何であるかを規定し，成果を評価

するからである」

我々は，このようなことを施設運営の基本に

おきながら挑戦を継続していくことが必要であ

るにもかかわらず，みすみすチャンスを逃すこ

とがある。変化こそチャンスであるのにしり込

みしてしまうことが少なくない。その場合に原

因は三つあるように思われる。

一つはしり込みして，なんでも物事を小さく

小さくまとめてしまおうとする気持ちである。

ドラッカーはこのことについて次のように言

う。「技術革新を成功させる第一の要件は，変

化を脅威としてではなく，機会・チャンスとし

てとらえることである。変化に遭遇したら，こ

の変化は，自分たちにどのような貢献の機会を

与えてくれるだろうか，と自問しなけければな

らない。新しいことにはトラブルがつき物であ

り，その新しいことに自分を賭けるという情熱

を持たなければならない」と。

もう一つは，見て見ぬ振りをしてしまうこと

である。ドラッカーは言う。「そんなこと，誰

にでも分かっていることだといってそのくせ何

も吟味しないまま過ごしてしまい，そのう

ち，２０年も遅れていることが明らかになってく

る」と。

さらにもう一つ，我々はともすれば，内向き

になりがちだということである。我は内向きで

はなく外向きに挑戦しつつ仕事をしていかなけ

ればならない。予算を消化してことが足りるの

ではなく，予算をどのように生かしたか，その

成果を外に向けて説明し納得をいただかねばな

らない。その成果はどのようにして上がるか。

「成果をあげるためには貢献に焦点をあわせな

ければならない。手元の仕事から顔を上げ，目

標に目を向けなければならない。ところが我々

は目を下の方に向けて，難しくない下の方に焦

点を合わせたがる。貢献に焦点を合わせるとい

うことは，責任をもって成果をあげるというこ

とである。貢献に焦点を合わせることなくして

は，やがて自らをごまかし，組織を壊し，とも

に働く人たちをまた利用者を欺くことになる。

当てるべき焦点に焦点を合わせることにより，

初めて良い人間関係がもてるのである。そうす

れば人間関係は生産的なものとなり，まさに生

産的であることが良い人間関係を作るのだ。」

とドラッカーが言う時，誰が異議をさしはさむ

ことができよう。このようにして築かれた施設

というものは「必ず人々の施設に対する心の共

有，愛情の共有を呼ぶことができる」のである。

我々は，人々の関心や愛情を高め，サービスを

提供すべき人たちとの連帯感をより緊密にして

いきたいものである。この連帯感を生み出すも

の，それこそが経営的感覚というものではない

かということを，確認して本稿を終えたい。
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