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はじめに 

〇 栃木と私とのつながり 

最初に栃木と私とのつながりで少しお話をし

たいと思います。実は私の父は栃木の生まれで

下都賀郡野木村でした。明治 38 年生まれで

す。野木村の尋常小学校を出たあと東京・浅草

の傘屋さんに丁稚奉公に出ました。３年くらい

働いて 15 から国鉄に勤め、東京・田端機関区

で定年の 55 まで働き、そのあともいろいろ働

いて 89 で亡くなりました。今も父の墓は古河

から少し行った光明寺というところにありま

す。母は群馬県の渡良瀬川流域の邑楽郡海老瀬

村というところの出身でした。父は足尾鉱毒事

件の話をよくしてくれて、よく覚えておりま

す。ということで私と栃木というのは深いつな

がりといいますかありまして、今回このような

機会を与えていただいて、大変うれしく思っているところです。 

それからもう一つは、私は千葉大学教育学部の学生の時に恩師の福尾武彦先生の研究室

で社会教育を学びまして、そのあと名古屋大学の大学院に７年程いて、その後母校に戻

り、昭和 59 年から 33 年間千葉大学に在籍しました。その福尾先生が亡くなられた後、ご

自宅から本だとかいろんなものを奥様からいただいた中に、栃木県小山市の公民館につい

ての手書きの分厚い原稿が出てきたんです。私はそれに大変関心を持ちまして、亡くなら

れた後でしたけれども、福尾先生の遺志を継いで何とかこれを公刊したいということで、

印刷にだしたものが今日持って来ました「小山市公民館の成立と展開 1958」という冊子

です。1958年（昭和 33 年）ですので、今から 60 年近く前ですけれども、福尾先生が当

時学生と一緒にこの小山に入って調査をされた非常に興味深いもので、公民館というもの

が地域のいろんな運動と結びついて展開されていったということがよく書かれています。

私たちが社会教育を考えるときに、市民の運動とか市民の活動と施設が繋がっていくとい

うことがすごく重要だと思います。 

ご存知のように教育委員会は最初は公選制でした。1948 年の旧教育委員会法というの
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は公選制でしたが，それが 1956 年に、国会に警官隊を導入して強行採決をして，任命制

に変えたわけです。ですからこの段階で教育委員会制度の生命というものは奪われたとい

うくらいの出来事でした。そして３年前，2014 年にさらに地方教育行政法が改悪されま

した。首長が議会の同意を得て教育長を任命する、それから首長と教育委員会から構成さ

れる総合教育会議がその自治体の教育大綱を決めるというものに改悪されました。今まで

は、教育長は教育委員会が任命していたわけです。委員会制度というのはどんな委員会で

もトップは委員長です。だから教育委員会を代表するのは教育委員長だったわけです。そ

れが 2014 年の法改正で教育委員長と教育長を合体して、新教育長制度を作り、その教育

長は首長が任命するということで、教育への首長の支配といいますか、影響力を非常に強

めるということをやったわけです。大変な問題だというふうに思っています。さらに新し

い制度の教育長の任期が３年間なんです。首長は４年ですから、首長は自分が選んだ教育

長を自分の任期の間に１回交代させることができるんです。だから教育長が首長の言うこ

とを聞かなければならないみたいな仕組みをつくられたんです。 

私は 1951 年生まれですから、当時の公選制の教育委員会というのは一体どういうもの

だったのかというのはよく分らないんですけれども、この福尾先生の調査で初めて知りま

した。この本に第1回の公選制の教育委員会の名簿があります。昭和 28年ですけれども、

５人の委員の方が出ているんです。生まれが明治 32 年、明治 41 年、大正 8 年、明治 23

年、明治 22 年とかです。改めて思ったんですけれども、最初の公選制の第 1 回の時の教

育委員ってやっぱり明治生まれの方が多かったんだと、つまらないところに感動していま

す。こうやって公選制という住民が選んで教育を進めていこうとした歴史を私たちはいろ

んな方達に伝えていくことが必要だと思います。 

それで図書館、博物館というのは戦前からあるのはご存知かと思いますが、公民館とい

うのは戦後生まれの社会教育施設です。岩手県の現在の奥州市の水沢というところでは戦

前から公民館という建物がありましたけれども、基本的には戦後の生まれです。昭和 21

年から公民館がずっとできていきます。大体 3 万 5000 ぐらいまで行くんですけれども、

今公民館はどんどん減ってきていまして、全国では 1 万 4000 を切っているくらいに減っ

ています。ピークは 1999 年だったと思います。 

戦後公民館が生まれてきたとき、昭和 27 年に全国で最初の公民館大会というのが福島

県の飯坂温泉で開かれました。昭和 28 年の第２回大会は栃木県の日光で開催されました。

ということは、栃木県というのは日本の中でも公民館活動が大変盛んであったというとこ

ろです。そういうところで非常に力のある職員の方達も沢山いらっしゃったというような

ところだったと思います。 

○ 日本国憲法施行 70年･教育基本法 70年･文部次官通牒｢公民館の設置運営について｣71年 

今年は日本国憲法が施行されて 70 年という節目の年になります。そして教育基本法も

施行されて 70 年です。それから文部省が公民館の設置を呼びかけた文部次官通牒「公民

館の設置運営について」というのがありますが、これは昭和 21 年でしたので 71 年達って

います。今年はそういう大変節目の年だと思います。 

○ ＮＨＫ首都圏ネットワーク「公民館と憲法」（2017年 5月 2日放送） 

ＮＨＫが今年の５月２日に「首都圏ネットワーク」というところで「公民館と憲法」と

いう番組を放送しました。これは６分くらいの番組ですけれども、今でもインターネット
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で見ることができますので、私もちょっと出るんですけども、是非見ていただければと思

います（※１）。それから 11 月３日にはＮＨＫ「持論公論」という解説委員室の番組です

けども「いま国民が憲法を議論する場は」というのを放送しました。これもインターネッ

トで見られます（※2）。今ＮＨＫの中でも良心的な人達がいろいろ頑張っているというこ

とがあります。 

【事務局注】 

※１ https://www.nhk.or.jp/shutoken/miraima/articles/00771.html 
※2 http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/283369.html 

○ 憲法普及に果たした公民館の役割 

公民館と憲法はどういう関係にあったかということです。憲法が昭和 21 年に公布され、

翌年施行されるわけですけれども、公布されて以降文部省は公民館をもとに憲法普及をし

ていこうというふうにやるんです。文部省は昭和 22年１月 20 日、憲法が公布されている

けれどもまだ施行されていない段階で「新憲法発布記念公民館設置奨励について」という

を文書を出しています。ここで「・・今般、本省に於ては、新憲法公布の目的を達成せる

ために、全国各町村に、新憲法精神普及講座を委嘱開設して、一般国民に対して強力にそ

の精神の解明浸透を計ると共に、尚この機会に、町村民に対し新憲法の精神を日常生活

に具現するための恒久的施設として特に適当なる町村を選んで、公民館の設置を促進し、

之が活動を積極的に助成することとなり・・・」（＊長澤成次稿「「新憲法の精神を日常生

活に具現するための恒久的施設」としての公民館」（『月刊社会教育』2017年 5月号）と、

公民館を「町村民に対し新憲法の精神を日常生活に具現するための恒久的施設」と定義し

ているんです。公民館というのは憲法の精神を日常生活に具体化するための施設なんだと

いっているんです。その精神というのを私はもう一回そこに立返り，公民館のあり方とい

うものを考えていくことが必要だと思います。 

ところがご存知のように今大変な事件が起きています。埼玉県の三橋公民館というとこ

ろで、３年前の 2014 年 6 月ですが、その公民館で活動している俳句会が毎月秀句として

１句を選んで公民館だよりに載せていたわけです。ちょうど集団的自衛権が議論されてい

たその時期に三橋俳句会が選んだ句は「梅雨空に『９条守れ』の女性デモ」というもので

した。それを出したら公民館職員がこれを掲載しませんでした。公平性中立性の問題或い

は世論を二分するようなものは掲載できないということでした。皆さん公務員というのは

憲法を守るのは義務ですよね。公民館職員が９条守れの女性デモと詠んだ句を公民館だよ

りに掲載しないなどということは本来ありえないことなんですけれども、そういう事が実

際に起こりました。それから 1 年間、その句を詠んだ方も公民館運営審議会も市民もいろ

いろな取り組みを行ったのですが、結局らちがあかなくて、２年前にその句を詠んだ方が

さいたま市を訴えて裁判を起こしたわけです。 

その判決がこの間 10 月 13 日にありました。原告の方は表現の自由や公民館の学習権と

いう憲法で規定されている権利の侵害であるということを訴えて争いました。さいたま地

裁判決は「・・・したがって、三橋公民館及び桜木公民館の職員らが、原告の思想や信条

を理由として、本件俳句を本件たよりに掲載しないという不公正な取扱いをしたことによ

り、法律上保護される利益である本件俳句が掲載されるとの原告の期待が侵害されたとい

うことができるから、三橋公民館が、本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことは、国

家賠償法上、違法というべきである。」という違法判決を出したわけです。 



 

４ 

 

国家賠償法上の掲載されなかった事に対する賠償を求めている裁判だったので、賠償額

は 200 万という要求にしていたんですが、結局認められた額は５万円でした。５万円でも

思想信条を理由に不公正な取扱をしたということを裁判所が認めたということは意義深い

ことだと思っています。思想信条の自由というのは正に憲法で保障されている基本的人権

です。ですから思想信条を理由にというその背景には、基本的人権の侵害というものがあ

るかと思います。こうやって三橋公民館の行った行為について違法であるということを明

確に裁判所が認定したわけです。 

ところがその 1 週間後の 10 月 20 日にさいたま市議会が自民・公明・民進系の賛成で控

訴しました。私が聞いた範囲では、首長部局ではなくてどうも教育委員会が控訴を決めた

という話しも伝わっています。でも、やはり何故教育委員会があるのか、これは一般行政

から独立した行政委員会ですので、どんなに制度が後退させられ地方教育行政法が改悪さ

れたとしても、一般行政から独立した行政委員会であるという基本的な性格は無くなって

ないんです。そういう中で教育委員会が控訴を決めたというのは、本当に世の中はここま

で来たのかと思いました。さいたま市長が市議会に出した議案の中には「判決は容認でき

ない」と書いてあるんです。ということは思想信条を理由に不公正な取扱をしたことが認

定されたことを容認できないということです。暗たんたる気持ちになりましたね。結局、

東京高裁にさいたま市が控訴すると、それに対して原告の側はそもそも公民館だよりへの

俳句の掲載を要求を出していたわけですが、掲載しないのは違法であるということは認定し

て５万円の損害賠償を認めたわけですけれども、掲載して欲しいという要求は認めていないも

のですから、そういうことで原告も控訴しました。だいたい 1 年くらいで東京高裁の判決が出

るのではないかと思います。 

こういうことが全国各地の公民館や社会教育施設の場で起きているわけです。例えば東

京のあきる野市というところでは、ある市民団体のチラシに戦争法という言葉が書いてあ

って、これはけしからんといってチラシの掲載を拒否されたということがあります。これ

は市民の方たちが相当運動して撤回させましたので、これは大変な運動で成果がありまし

た。長野県の池田町では政党の公民館使用をいったん認めながら教育委員会が取り消しを

するということが起きています。だからこそ私たちは公民館というものが学ぶ自由といい

ますか、社会教育の自由というものを憲法に従って保障していく大事な機関として今後も

そういう場にしていくことが重要だと考えています。 

 

１．あらためて公民館の原点に立ち戻る 

そういう意味で、あらためて公民館の原点に立ち戻るということで、昭和 21 年に、寺

中作雄さんという戦前の内務官僚ですが、戦後公民館を構想して、「公民館の建設」（寺中

作雄「公民館叢書」第一編 1946 年 12 月）で、こう言っているんです。「・・第一に民

主主義を我がものとし、平和主義を見についた習性とする迄にわれわれ自身を訓練しよ

う。・・第二に豊かな教養を身につけ、文化の香高い人格を作る様に努力しよう。・・第三

に身についた教養と民主主義的な方法によって、郷土産業を興し、郷土の政治を立て直し、

郷土の生活を豊かにしよう。」非常に大事な平和と民主主義というものを訴えているわけ

です。 

そして文部省は昭和 21 年に文部事務次官通牒「公民館の設置運営について」というの
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を出します（1946 年 7 月 5 日）。ここでは、公民館の趣旨及目的として「これからの日本

に最も大切なことは，すべての国民が豊かな文化的教養を身につけ，他人に頼らず自主的

に物を考え平和的協力的に行動する習性を養うことである。そして之を基礎として盛んに

平和的産業を興し，新しい民主日本に生れ変ることである。その為には教育の普及を何よ

りも必要とする。・・公民館は全国の各町村に設置せられ，此処に常時に町村民が打ち集

って談論し読書し，生活上産業上の指導を受けお互いの交友を深める場所である。それは

謂はゞ郷土に於ける公民学校，図書館，博物館，公会堂，町村集会所，産業指導所などの

機能を兼ねた文化教養の機関である。それは亦青年団婦人会などの町村に於ける文化団体

の本部ともなり，各団体が相提携して町村振興の底力を生み出す場所でもある。この施

設は上からの命令で設置されるのでなく，真に町村民の自主的な要望と努力によって設置

せられ，又町村自身の創意と財力とによって維持せられてゆくことが理想であ

る。・・・・」と書いてあります。「町村振興の底力を生み出す場所」であるといっている

んです。公民館というのは、地域づくりまちづくりといいますか、そういうところの拠点

の施設、或いはそういう地域づくりまちづくりの住民・市民の底力を生み出していく施設

であるというようないい方をして、平和と民主主義を一番大事にして公民館を作っていこ

うということで全国に呼びかけたわけです。 

「公民館運営上の方針」では、①公民館は町村民が集って教えあい導きあい互いの教養

文化を高める為の民主的な社会教育機関 ②町村自治向上の基礎となるべき社交機関 ③

郷土産業活動を振い興す原動力となる機関 ④民主主義的な訓練の実習場 ⑤中央の文化

と地方の文化が交流接する場 ⑥青年層こそ新日本建設の推進力となるべきもの ⑦郷土

振興の基礎をつくる機関 ということが書いてあります。                 

「民主的な社会教育機関」であるということをいっています。それから「町村自治」と

いっています。住民自治、住民の自治能力を高めていくというところが公民館の役割なん

です。住民が学習を通して自治能力を高めていく、或いは自分達の地域づくりまちづくり

の力を付けていくというところが重要な社会教育施設の役割であります。 

「自治」という言葉が実は社会教育施設を考えるときのキーワードであるということを

私は改めて考える必要があると思います。 

それから「郷土産業活動を振い興す原動力となる機関」というのも大変重要で、社会教

育施設というのは地域経済という問題とちょっと距離が置かれていて、どちらかというと

やや教養的な趣味的な実技的なものに社会教育の学びがシフトしているのではないかとい

う批判はずっとあるんです。本来社会教育にどんな課題を取り上げるかということにタブ

ーはないわけです。特に郷土産業、今でいうと地域経済をどうやって活性化していくのか

ということは重要な課題です。図書館は図書館なりに様々な事業を展開していますし、公

民館も様々な郷土の産業に関わった取り組みを進めていく必要があります。戦後初期の場

合には必然的にそういう問題に向かわざるを得なかったということもあります。例えば九

州の今は久留米市になっている水縄公民館は、戦後初期の公民館の中で生産公民館と言わ

れたんです。村の生産と結びついた公民館活動があったんです。今私が住んでいる船橋市

高根公民館では、農業新聞にも取上げられたことがあるんですけれども、枝豆まつりとい

うのをやりました。船橋は農業が盛んなところで、公民館が地域農業を支えていこうとい

うことで、枝豆というとビールなのでサッポロビール千葉工場も実行委員会に入ってもら
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ったりして、学校とも連携しながら枝豆を使った様々な料理をやりながら、千葉と埼玉と

輸入した枝豆を食べ比べてやっぱり地元で採れたものが一番美味しいということになるん

ですけども、そういう地域の農業と繋がった事業を実施して、農業関係者の中でも評価を

された事業が展開されました。 

それから４つ目は「民主主義的な訓練の実習場」ということです。５番目は「中央の文

化と地方の文化が交流接する場」、６番目の「青年層こそ新日本建設の推進力となるべき

もの」というのがあります。なかなか社会教育の場面に若い人達が来ないということがず

っと課題になっているんですけれども、しかしそれは努力をしていないだけで、努力すれ

ば結構青年たちって集まることもあります。一つの事例をいいますと、福井市は公民館が

小学校区ごとにあるんです。市長さんが特に若者に関心を持ったということもあるんです

けれども、それぞれの公民館ごとに青年のグループを作ろうなどということで、公民館が

主体となって地域の青年グループが生まれ始めたりということもあります。７番目が「郷

土振興の基礎をつくる機関」です。全体として公民館というのは地域づくりまちづくりという

ことです。 

もう一つ、昭和 21 年は占領下でありますので、公民館政策についてもＧＨＱがＯＫし

なければ通りません。多分それとの関係もありまして、公民館を誰が運営するのかという

時に、公選制公民館委員会が構想されるわけです。議員選挙と同じように住民が選挙して、

選ばれた方たちで公民館を運営する。その公選制の公民館委員会構想を受けたのが現行の

公民館運営審議会です。社会教育施設というのは住民が運営に参加するという考え方をず

っと持っているわけです。公民館には公民館運営審議会が、図書館には図書館協議会が、

博物館には博物館協議会があるわけです。そういうふうにして住民参加で社会教育施設を

運営するという考え方というのは当初からあるんです。 

昭和 21 年に公選制の公民館運営委員会を呼びかけて、昭和 23 年に教育委員会の公選制

が始まるわけです。教育委員会の公選制が始まるので公民館の公選制の運営委員会という

のは屋上屋を重ねるようなところもあったものですから、昭和 24 年に社会教育法ができ

ますけども、そこでは公民館運営審議会という形になりました。公選制の公民館委員会よ

りはシステムとしては後退したというふうに思いますけれども、住民参加で公民館を運営

していくんだということを考えたわけです。 

昭和 24 年に社会教育法ができて公民館が規定されるんですけれども、公民館長さんを

任命する時にはあらかじめ公民館運営審議会の意見を聞かなければいけないという条文が

ありました。今はありません。1999 年の地方分権一括法の時に社会教育法の公民館長任

命に当たってあらかじめ公民館運営審議会の意見を聞かなければいけないという条文が削

除されたんです。そのほかにも、公民館運営審議会は必置制で、図書館協議会と博物館協

議会は置くことができるという任意設置でした。そういう差があったんですが、1999 年

の法改正で公民館運営審議会も任意設置になり後退しました。自治体ではいまお金がない

とか、行財政改革が進められている中では審議会というのは置いても置かなくてもいいん

だということになったら、当然、設置しないと判断する自治体がどんどん増えて行ったわ

けです。 

ですから 1999 年の地方分権一活法というのは、権限を国から自治体に降ろして、確か

にいくつかの部分では大事な改正もありました。しかし、住民の自己決定権の拡大が地方
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分権一括法の趣旨だったのに、特に社会教育関係の法律、社会教育法、図書館法、博物館

法がそうですけれども、住民が持っていた住民自治の権限がほとんど廃止させられました。

地方分権一括法の名のもとに住民の自己決定権や住民参加、住民の意思反映の機関という

ものが著しく後退させられたということがあるわけです。そういうことがずっと系統的に

やられているというふうに思います。 

 

２．権利としての社会教育を憲法・教育基本法・社会教育法との関連構造において捉える 

私たちは社会教育を権利として捉えるということをずっと言ってきました。社会教育を

考えるときに、考え方として憲法と教育基本法と社会教育法というものを３つ一緒に考える

ということがすごく重要だと思います。社会教育法は教育基本法の精神に則り制定されている

と書いてあります。教育基本法は日本国憲法の精神に則りと書いてあります。 

2006 年に教育基本法は第１次安倍政権で改悪されました。一番の論争点は愛国心の問

題でした。その改悪された教育基本法も日本国憲法の精神に則りという言葉はもちろん書

いてあるわけです。当時の文部科学大臣は、私たちはこの教育基本法を自民党の憲法改正

草案と整合するように変えたと国会で答弁したことがありました。私はそれを聞いた時に

耳を疑いましたけれども、現行憲法があるにもかかわらず自民党が変えたいという改正草

案に沿って教育基本法を変えたんだということを言ったわけです。ですから現行の 2006

年の教育基本法を読むときに自民党の憲法改正草案との関係で読まないと本質が見えてこ

ないわけです。何故 1947 年の教育基本法を変えたのかというと、自民党の憲法改正草案、

要するに憲法改正のために教育を変えていくわけですから、教育というのはいつもそうや

って手段化されるわけです。憲法を変えるために教育が変えられたということです。自民

党の憲法改正草案には国防軍が書いてあったり、前文を読むと明治憲法かと思うような内

容が書いてあります。でもあれを読むと、国や郷土を愛するということが中に入ってくる

というのがよく分かります。明らかに若者に国や郷土を守るという気持ちを植え付けよう

というようなところで出てきているんだと思います。ですから今大変な瀬戸際にあります

けれども、憲法、教育基本法、社会教育法、この関係の中で権利としての社会教育という

ものを考える必要があります。 

日本国憲法第 26 条は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、

ひとしく教育を受ける権利を有する・・・。」と書いてありますが、「すべて国民は」と書

いてあります。教育を受ける権利というのは別に子どもや若者だけではありません。すべ

て国民はということです。考えてみますとこの第 26 条は生涯教育、生涯学習という考え

方を持っているといえます。最高裁判決の中でも、国民が学習する固有の権利、私たちは

学習権という言葉を使いますが、教育を受ける権利というのは何となく受動的ではないか

という人がいるんですが、確かにそういう部分もあるので、「教育を受ける権利」という

のを「教育への権利」といったりとか、それから、もっと積極的に学習権といって、この

学習権という言葉も最高裁の判決に出てくる言葉でありますので、地域住民の学習権或い

は生涯にわたる学習権保障ということが実は社会教育施設の一番の軸になるということです。 

それは憲法でいうと、11 条、12 条、13 条にあります。第 11 条は、「この憲法が国民に

保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民にへ

られる」とありますので、教育を受ける権利というのは基本的人権として永久の権利であ
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る。侵すことのできない永久の権利だといっているわけです。ところが後でお話しします

ように、今教育を受ける権利というのはどんどん商品化され、市場原理の中にどんどん入

れられているわけです。だから、学ぶということは基本的人権であって、これは侵すこと

のできない永久の権利なんだという、ここのところが本当に私たちは社会教育を考えると

きに一番大事なところだと思います。そして第 12 条では、「この憲法が国民に保障する自

由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」と。です

から権利としての社会教育を私たちが守るための不断の努力というのをしていかなければ

ならないということだと思うんです。そして 13 条では、「すべて国民は、個人として尊重

される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない

限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」幸福追求権ですね。 

ですから改めて権利としての社会教育というものを憲法上の基本的人権の中に位置付け

てみるということがすごく重要だと思います。そういうことがどんどん崩されている例と

して指定管理者制度の問題があると思います。 

３．千葉市公民館への指定管理者制度導入で問われたもの 

私は千葉市で指定管理者制度の問題についても導入については慎重審査をずっと求めて

きましたので、その経験も紹介しながらお話をしたと思います。 

政令指定都市(以下「政令市」)は全国で 20 あります。政令市というと大都市というイ

メージがありましたけれども、今はどんどん変わって、人口が 70 万人以上で政令市にな

ります。政令市になると区行政というのが出来ます。区ができるとだいたい社会教育施設

というのは区をレベルに合理化されるんです。今千葉市には中学校区ごとに 47 の公民館

があります。千葉市は 1992年に政令市に移行しましたが、政令市になる前は 45 の公民館

全部に公民館運営審議会があったんです。1つの公民館に 10人いますから 450人の委員が

いたんです。ところが政令市になって区ができると、区ごとにまとめられるわけです。財

政改革といいますか合理化で区ごとに中核公民館ができ、中核公民館の職員を厚くして、

地区公民館から職員を引き上げたりというようなが行われます。 

そういうことは合併市でも行われます。東京の西東京市は保谷市と田無市が合併したと

ころです。保谷市には３つの公民館があり、田無市にも３つの公民館があり、全部独立し

た公民館だったんです。それが合併してどうなったか。柳沢公民館というのが西東京市の

中央館になりました。中央館と分館で差別化されて、さらにある分館を分室というふうに

してしまったんです。ですから今中央館があって、中央館のもとに１つの分室があり、後

は分館という体制になりました。公民館体制というものが合併を通してどんど崩されてい

ったということです。 

実はさいたま市もそうなんです。さいたま市の三橋公民館で何故あんな事件が起きたの

かというと、市のトップに生涯学習総合センターが出来ます。今区が 10 区ありますが、

区ごとに拠点公民館というのがあり、その下に地区公民館があって、中央館、拠点館、地

区館というヒエラルキー構造が政令市になって作られたんです。権限が地区館から奪われ

ていくわけです。住民に一番身近な地区館の公民館体制というのが弱められる。地区公民

館の自己決定権というのが後退させられるわけです。そういう構造が出てくるんです。 

千葉市もそういう中核公民館体制に移行しました。公民館運営審議会の委員が 450 人い

たのに、千葉市はいま６つの区ごとに公民館運営審議会を置くように合理化したので、１
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つの審議会が 15 人で 90 人になりました。 

指定管理者の問題というのは 2003 年の地方自治法の改正以降ずっと出ていました。「千

葉市公民館を考える会」というのを作ったのは、指定管理の前に実は有料化問題というの

が出ていました。公民館有料化問題というのも今各地で問題が噴出してきていますが、最

近ですと神奈川県の相模原市が有料化を決めました。千葉県ですと木更津市がこの間の９

月議会で有料化を決めました。先程権利としての社会教育といいいました。学ぶというこ

とが人権であって、権利であって、公共的な性格を持っているということになれば、当然

教育の権利性や公共性というところから無償性という考え方が出てくるのは当然だと思い

ます。それがどんどん社会教育の世界では崩されているわけです。図書館法は第 17 条で

無料規定というのをもっています。博物館法も無料規定をもっています。ただ、博物館法

はただし書きがあるから有料になっていますけれども、無料の博物館もあります。図書館、

博物館が無料規定を持っているのに公民館は法律に無料規定がないんです。これはいろい

ろな歴史的な経過で公民館は無料であるという歴史が作られてきたというふうに私は思っ

ているんですが、残念ながら法律に無いんです。図書館法は 17 条があるので、これがあ

る限り公共図書館の無料制というのは崩れないと思います。しかし可能だったら 17 条も

無くそうという動きはずっとあります。特に地方分権がらみの規制緩和も含めていわゆる

義務付けだとかというものを無くしていこう動きの中で、図書館法 17 条なども課題とし

て挙げられているということがあるわけです。ですから今の有料化問題というのは非常に

大きな問題を私たちに投げかけていると思います。 

・千葉市公民館を考える会 

千葉市もそういうことをやってきたので、「千葉市公民館を考える会」というのを作っ

たんです。ずっと議論してきてその後に指定管理者問題というのが出てきたので、それに

ついて私たちはずっと考えてきました。千葉市には「としょかんふれんず千葉市」という

のがあって、住民の方たちが図書館についていつも政策的な提言をするんです。全国で図

書館友の会みたいなものが沢山あるかと思うんですが、「としょかんふれんず千葉市」は

凄いグループだと思っています。というのは、千葉市には生涯学習センターと中央図書館

がありますが、生涯学習センターは指定管理で財団に委託されるんですが、中央図書館は

同じ建物にあるんですけれども教育委員会直営なんです。どうしてか、当時、市民の方た

ちの図書館のグループは「千葉市図書館を考える会」というのがあったんです。この会は

ずっと運動していて、その運動の成果で図書館は直営として残ったんです。常に市民が政

策的な提言を行政にしていくというのは凄く重要なことです。 

私は千葉大学に来た時に「千葉市公民館を考える会」みたいなものをずっと作りたいと

思っていたんですが、なかなかできなかったんですけれども、有料化を契機に「千葉市公

民館を考える会」ができて、随分いろんなことをやりました。それで指定管理者制度の問

題が出てきてからも、図書館関係者と一緒になって指定管理の問題を考えようということ

でした。千葉市には現在 47の公民館があるんですけれども、そのうち 21の公民館に公民

館図書室というのがあるんです。この公民館図書室は千葉市の図書館ネットワークの中に

入っているわけです。元々図書館だったのに公民館の側に移されてしまったというので、

図書館関係者は公民館図書室を図書館分館にしろとずっと要求しているんですけれども、

今回公民館の指定管理者制度が問題になってきた時に公民館図書室も指定管理に移行して
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しまうわけですから、図書館の方たちと一緒に３回フォーラムをやりました。そのうちの

２回目は片山義博さんを呼んで学習会をやりました。230 人くらい集まりました。この時

は県議会議員や市議会議員の方も随分来てくださいまして、そのくらいインパクトを持っ

た集会にして指定管理を止めようと考えたんですけれども、片山さんは、図書館について

は指定管理には馴染まないと明確にハッキリ言いますが、公民館については指定管理制度

は馴染まないとは言わないところがあります。でもとてもいい講演をしてくださいました。 

この間、公民館を考える会では、12 回公民館フォーラムをやりました。いつも千葉市

の市民に向けて一緒に公民館の指定管理の問題を考えようということでやってきました。

市長、教育委員会に４回の要望書を提出して、２回陳情を出しました。私たちは反対とい

うとなかなか議会で多数を占めることは出来ないので慎重審議をして欲しいという陳情を

出しました。2016 年６月議会に出した時には継続審議になりました。共産党、市民ネッ

トも含めてずっと継続審議になっていたんですけれども、去年の 12 月段階で自民党が賛

成して採択されたです。ところが、この間の６月議会で指定管理者制度導入の条例改正案

が通ってしまいました。自民党は慎重審議に賛成しておきながら、結局最終的には指定管

理に賛成したんです。丁度その間に市長選挙があったものですからそういう政治的な動き

をしたのかなと思います。 

・社会教育委員会議の在り方 

私は実は千葉市の社会教育委員会議の副議長やっているんですけども、社会教育委員会

議で指定管理に疑問を出し続けたのは表立っては私 1 人でした。社会教育法というのは教

育委員会が社会教育委員会議に諮問すると書いてあるんです。私が諮問しろといってもな

かなか教育委員会は諮問しません。指定管理についてどう考えるのかということについて

教育委員会が諮問すればみんなで考えるということになるんですけれども、一切そういう

ことをしないで、教育委員会事務局が指定管理の案を出し、それに委員が意見を言うとい

うパターンでした。 

ある時は信じられないことに、議題の３番目に公民館のあり方というのがあって、1 番

目２番目は公開しているのに、３番目になったら、何と情報公開条例を盾に非公開にした

んです。それで市民を追い出してしまったんです。私は副議長なので議長の隣にいて、非

公開にするのはおかしいじゃないかと言い続けたんですけれども、結局非公開となりまし

た。 

それから去年の３月に指定管理の案が出るんですけれども、３月に社会教育委員会議に

案が出て、６月議会、９月議会、12 月議会とどんどん進んでいくんですけれども、その

議会に出す指定管理の案が３月の社会教育委員会議に出た案と違う案が出されます。要す

るに社会教育委員会議にかけられないで事務局で修正していくわけです。私はそれはおか

しいんではないかと何度も言っているんですが、教育委員会事務局はこれは市民に分かり

易く伝えるために変えているので基本的な事柄は変わっていない、というんですけれども、

私から言わせれば大変な問題を文言の中に抱えているということを言ってきました。これ

も本当に問題で、今度日本公民館学会というところの紀要に千葉市における指定管理者制

度の導入についてその問題点を書きましたので、ご参考にしていただければと思います。 

それからもう一つ、指定管理というのは、まず公民館条例を改正して、その次に指定管

理者を議決します。６月議会の時に公民館の条例を改正するんですけれども、公民館条例
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を改正する前に当然教育委員会にかけます。その教育委員会に条例改正案を出した時に、

教育委員会はその議案を非公開にしたんです。そして６月の議会に出た時には市民は何も

知らない段階で議会に条例改正案が出て、議決されてしまうという本当に非民主的なやり

方だと思うんですけれども、そういうことを教育委員会自体がやったということです。 

ですから私は千葉市の指定管理の問題を指定管理そのものも大変な問題があるんですけ

れども、指定管理にしていくそのプロセスという中で市民参加も否定され、そして民主主

義的な手続きも全部壊されて決められていくということがあります。議会の教育未来委員

会が慎重審議を議決して、その採択されたものは当然千葉市長のところに行って、市長は

教育委員会に慎重審議を付託するのは当たり前のことです。ところが慎重審議が委員会で

可決されても千葉市教育委員会は千葉市民に対して指定管理導入を前提に説明会を続ける

んです。議会の意思として「慎重審議」を表明しているのに、教育委員会事務局は市民に

導入しますといって説明会を続けるんです。6 月 12 日の非公開になった教育委員会の前

日 11 日までその市民への説明会を続けるんです。市民に説明会をしたら市民がどんなこ

とを言ったとかいろんな意見が出てくるではないですか、そういうのを精査して教育委員

会が考えなきゃいけないのに、6 月 11 日までぎりぎり説明会をやって、6 月 12 日の教育

委員会で条例改正案を決めているんです。市民に聞くというのは全くのアリバイということ

が分かります。まともにきちんと意見を聞こうなんて考えていないことが分かります。 

 

４．習志野市で何が起こっているかー習志野市大久保地区公共施設再生事業 

習志野市は公共施設再生計画で全国トップの自治体だとかいわれていますが、本当に酷

い状況になっています。 

2008 年に「公共施設マネジメント白書」が出て、2014 年 3 月に「習志野市公共施設再

生計画」が出され、そして 2016 年 9月に PFI の公募プロポーザル方式というのをやるん

です。４グループから公募が出てくるんですが、そのうちの３つがなぜか辞退します。提

案審査委員会では 1 グループのみ審査して決めるわけです。これでは公募プロポーザル方

式の意味はないと思います。習志野市の PFI 導入指針では５つの原則というのがあるんで

す。公共性・民間経営資源活用原則・効率性・公平性・透明性の５つです。透明性は事業

の発案から終了に至る全過程を通じて透明性が確保されることといっています。 

ところが、提案審査委員会での第 1 回の会議で非公開を決定するんです。そして 2017

年 3 月に PFI の事業契約を締結します。72 億 3000 万で 23 年間です。そしてその契約締

結後にホームページで公開するんです。ホームページを全部見て、公民館、図書館とか体

育館とかいろんな関連施設を全部大久保という地域で壊して新しい建物を造るんですけれ

ども、何とそこに単身者用のマンションを造るんです。公共施設再生計画なのにマンショ

ンを造るんです。何でマンションを造るのか意味が分かりません。何故かというと PFI 

を受けた中心事業者はスターツという不動産関係の会社です。ですから、駅前の一等地に

自分達で造る。習志野市から１年 500 万円で土地を借りて 50 年間と言っていました。習

志野市というのはそうやってどんどん土地を民間に売ったりしています。PFI というのは

民間事業者が民間付帯事業というのができるんですが、公共施設再生計画なのでその計画

と関係のある事業でなければいけないんです。この間、８月の市民説明会に行ったときに、

行政は３、４人しかいないで、事業者が 10 数人いるわけです。PFI っていうのはご存知
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のように中心事業のほかに沢山の企業が関係してやりますので、SPC という特別目的会社

というのをつくりまして、その中心がスターツです。なぜこんなマンションを造るのだと、

そうすると事業者は、いや習志野市で若者にボランティア活動をやってもらうんだという

んです。ボランティア活動をやっている若者を優先的に入れるというんですけれども、な

んかよく分かりません。そしてそこに入ってくる若者に地域貢献活動をやってもらいたい

と。このようなことをマンションに入る条件にするなんていう事は普通では考えられない

と思いませんか。そういうことが現実に起こっているんです。 

委員会の議論の中では「住居の提案だが、駅前の一等地をワンルームマンションに使う

メリットがあるのか」と委員が聞いているわけです。それから社会貢献を求めるというの

には「若者に社会貢献を求めるのは非常に難しい」と委員長が言っているんです。「利用

者から得る収入は・・民間事業者の収入となる」、「公民館についてはコミセン的な空間だ

け・・」これも委員長が言っています。「複合化についてのメリットが説明文になかった」、

「全体として何をするのかという方向性についての記載が全くない」、「要は言葉だけで何

も提案がない」、「図書館でロボットが案内するというところが少し疑問」、「提案内容につ

いて構想・計画とも全て標準以上をつけることはできない」、「図書館に関する部分での質

疑は最低点よりも低い」、結局、委員会の議事録を全部読むと「やらないよりやったほう

がいい」と書いてあるんです。これで税金を何十億と掛けるんです。 

８月の市民説明会では、「図書館とマンションのバルコニーが向かいあっている。これ

が基本設計とは情けない」「公民館の事務室がない」（総合エントランスで対応）、「統合さ

れる屋敷公民館・ゆうゆう館・などからは遠くなる」屋敷公民館というのが廃止されるん

です。習志野市というのは中学校区に７つ公民館があったんですが、これが公共施設再生

計画で２つしか残らないんです。あとの５つは統合されたりとかで無くなるです。こうや

って住民に身近な公民館が公共施設再生計画という名のもとに廃止されていくわけです。

屋敷公民館というのは実によい公民館だったんですが、この計画の中で無くなっていくん

です。それから市民の方から SPC の電話番号がよく分らないと聞いたら、SPC のスター

ズの人が「電話はこれから引く」と言ったんです。「一等地を民間に貸すのではなく市に

ふさわしい施設にしてほしい」「大久保の踏切では５人が亡くなっている」「『誕生！！み

んなが集い交わる生涯学習と市民活動の拠点』といいながら説明会になぜ教育委員会がき

ていないのか」というような意見が出てきたんですけれども、聞いていてちょっと悲しく

なってしまいます。こうやって民間に全部丸投げして進められていくわけです。 

私は今日この後、西東京市の柳沢公民館に行くんですけれども、柳沢公民館は、何と設

計段階から市民参加の建設委員会を作っています。カーテンの色は何色にしようとか、床

はどうしようかとか、そうやって市民の方たちが議論しながら作ったんです。それが本当

の公共施設再生計画だと皆さん思いませんか。住民と職員と専門家が一緒になって施設を

造っていくという、皆んなで知恵を出し合って造っていくというのが当たり前だと思うん

ですけれども、それを全部民間に PFI・PPP の名のもとに流し込まれていっているわけ

です。 

 

５．地域住民の学習権保障に果たす地域・自治体の課題 

自治体の社会教育行政というのは、人権としての学習権保障の重要な場なんだと、それ
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から、社会教育委員会議とか公民館運営審議会、図書館協議会、博物館協議会とかそうい

う市民参加の委員会もあるわけですから、そういう委員会を活用すること、社会教育を考

える会・公民館を考える会・公民館を守る会・・・など市民による社会教育を学ぶ公共の

広場づくりを進めていくことが大事なのかなと思います。 

暮らしと生き方を支え、地域の課題と向き合う学びの構築がいまこそ求められていますし、

その土台に公民館での憲法学習を位置づけていくことが求められていると思います。 

 

＊1963 年の「枚方テーゼ」（『社会教育を全ての市民に』枚方市教育委員会）「1.社会教育

の主体は市民である。2.社会教育は国民の権利である。3.社会教育の本質は憲法学習で

ある。4.社会教育は住民自治の力となるものである。5 社会教育は大衆運動の教育的側

面である。6.社会教育は民主主義を育て、培い、守るものである。」 
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