
 
 

第 57回東京都公民館研究大会基調講演          

 

コロナ時代に向き合う公民館―新しい生活様式と公民館 

―三多摩における人権としての学習権思想と公民館実践から学ぶー 

 

           放送大学千葉学習センター所長・千葉大学名誉教授 長澤成次 

 

はじめに 

〇 コロナ危機が私たちに問うているもの：グローバル化、地球の環境破壊、気候変動、格

差と貧困、公衆衛生の危機、効率性と「選択と集中」をすすめる新自由主義政策等の諸矛

盾があぶりだされている。 

＊旧保健所法（1937年）、保健所法（1947年）、1994 年：地域保健法（1997年施行） 

保健所の統廃合：848 か所（1989）⇒469か所（2020） 

＊2020 年 12 月 17日午前 10時：世界 74140841人、死者 1647108人、 

日本 187704人・死者 2623人。        

〇 日本学術会議任命拒否問題：戦前の天皇制教学体制を深く反省して「学問の自由」の保

障を定めた日本国憲法（1946 年公布 1947 年施行）と日本学術会議法（1948年）の精神を

根底から否定するもの。公民館における学問の自由や学びの自由の保障とも深く関連。 

 ＊2020 年 11 月 6 日、日本学術会議第 25 期推薦会員任命拒否に関する人文・社会科学系

学協会「共同声明」（115学協会、日本社会教育学会も発出主体２８学協会のひとつ） 

 ＊日本公民館学会「日本学術会議第 25期会員候補者任命に関する声明」（2020年 10月 30

日）「・・「学問の自由」への侵害であるとともに、「すべての人々の生涯にわたる学習

権」の抑圧まで及ぶことが危惧される・・」 

〇 「このように社会情勢や公民館を取り巻く環境が大きく変化していく中で、公民館が地

域にとって「なくてはならない存在」であり続けるためには、新たな公民館のあり方を考

えなくてはなりません。正解がない社会教育だからこそできる、地域に寄り添い、その地

域のポテンシャルを引き出すような「問いをつくる学び」を、いかに提供できるかどうか

が問われています。」（「開催要項」より） 

〇 4つの課題別集会が提起したキーワードに注目したい。 

第一課題別集会 「誰も取り残さない」社会教育⇒人権としての学習権保障   

第二課題別集会 人と人との新たなつながり、離れてつながり、静かにつながる 

 第三課題別集会 ⇒コロナ禍における新しい学びの可能性     

 第四課題別集会 公民館の基本活動の本質を求めて：⇒公民館の原点と学習の自由 

  ＊ ⇒印は、私なりの受けとめた言葉・概念。 

 

１．三多摩における学習権思想の戦前的遺産―憲法創造の学習運動と五日市憲法草案  



 
 

 1880(明治 13年)年 11月：国会期成同盟第 2回大会「来る大会（十四年十月）には各組憲

法見込み案持参研究す可し」 

＊明治十二年ごろ：五日市「学芸懇談会」という学習結社（毎月 3回程度の討論会を）

＊千葉卓三郎が起草した日本帝国憲法（私擬憲法草案。五日市憲法草案。1968 年 8 月

27 日、都下西多摩郡五日市町深沢の深沢家文書中に発見）全文 204 か条で、国民の権

利は第二篇第一章の 42～77までの 36か条。 

〇 「子弟ノ教育ニ於テ其学科及教授は自由ナルモノトス、然レドモ子弟小学ノ教育ハ

父兄 タル者ノ免ル可ラサル責任トス。」（第 76条）  

＊国家ではなく明確に国民の権利として教育の自由を規定。 

〇 「府県令ハ、特別ノ国法ヲ以テ其綱領ヲ制定セラル可シ。府県ノ自治ハ各地ノ風俗

習例ニ因ル者ナルカ故ニ、必ラス之ニ妨害ス可ラス、其権威ハ国会と雖モ之ヲ侵ス

可ラサル者トス（第 77条）        ＊ 地方自治 

〇 国会が制定すべき法律として 

   「医薬の法律及伝染病、家畜疫疾防護の法律を定む」（第 139条） 

  「憲法起草の時期に、毎年伝染病で数万人から数十万人がなくなっている」（新井勝紘

『五日市憲法』岩波新書、2018 年 6月 5日第二刷より。） 

＊宮原誠一：自由民権期学習運動：「青年の教育要求と国民的な中等教育要求の芽ぶき」 

＊三多摩の公民館職員集団を中心に五日市憲法草案づくりを描いたビデオ映画『轍』 

（東京都公民館連絡協議会、第 37回東京都公民館研究大会企画委員会、1999年） 

＊三多摩の公民館・社会教育職員集団の共同の力 

 

２．戦後公民館の原点と学習権思想の地域的結晶としての「三多摩テーゼ」 

（１）寺中作雄『公民館の建設』（公民館協会、1946年） 

「われわれの為の、われわれの力による、われわれの文化施設―それが公民館の特徴であ

り、公民館の本質である。民主政治の本質が民衆の為の、民衆による、民衆の政治である

様に、われわれの公民館はわれわれの町村に於いて民主主義を実践しようとする新しい

公民精神の修養場なのである」 

（２）文部次官通牒「公民館の設置運営について」（1946 年 7月 5日） 

「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。・・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。・・」 

「公民館事業の運営は公民館委員会が主体となって之を行うこと。公民館委員会の委員

は町村会議員の選挙の方法に準じ全町村民の選挙によって選出するのを原則とするこ

と。」＊公民館運営審議会のルーツ。公民館運営における住民参加・住民自治。 



 
 

（３）憲法・教育基本法・社会教育法における教育権・学習権規定と公民館 

1946年 11月 3日：日本国憲法公布（施行は 1947年 5月 3日） 

第 11条（基本的人権の享有）第 12条（自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止）

第 13条（個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉）第 14条（法の下の平等、貴族の禁

止、栄典）第 19 条（思想及び良心の自由）第 21条（集会・結社・表現の自由、通信

の秘密）第 23 条（学問の自由）第 24 条（家族生活における個人の尊厳と両性の平

等） 

第 25条（生存権、国の社会保障義務）「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障

及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 

第 26条（教育を受ける権利、教育の義務）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。・・ 

＊教育権・学習権・「大人の学習権」（九条俳句訴訟：東京高裁判決 2018 年 5月 18日） 

＊日本社会教育学会編『日本の社会教育第 64集 「学習の自由」と社会教育』（東洋館

出版社、2020年 9月 30日）参照。 

1947年 3月 31日：教育基本法   

第 7条（社会教育） ① 家庭教育及び勤労の場所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つて奨励されなければならない。② 国及び地方公共団体は、

図書館、博物館、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つ

て教育の目的の実現に努めなければならない。 

第 10条（教育行政）「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責

任を負って行われるべきものである。２ 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目

的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない」  

                   ＊2006年第 1次安倍内閣教育基本法「全部改正」 

1947年：文部省発社第 6号「新憲法発布記念公民館設置奨励について」 

「新憲法の公布を機として国民の一人々々はよく新憲法の真意義を理解して、新憲

法に示された原則に基づき、相互の人格を尊重し、自由と平等の立場に於て各々その

義務を尽し、以て平和国家の建設に寄与せねばならぬ。・・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・・」 

1949年：社会教育法 

第 3条（国及び地方公共団体の任務）「国及び地方公共団体は、この法律及び他の法

令の定めるところにより、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、

資料の作製、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。・・」  

第 12条「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不



 
 

当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」 

第 20条（公民館の目的）「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に

即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健

康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目

的とする。 」 

 

1950年：CIE 映画「公民館」（法制化前の優良公民館表彰を受けた公民館を描く） 

   ＊長澤成次「ナトコ映画と CIE映画「公民館」（1950）」『月刊公民館』2020年 8月号 

1954年：全国視聴覚教育連盟第 1回企画作品「公民館物語」 

（東京都西多摩郡瑞穂町公民館協力） 

   「さて、映画の前半では、川で洗い物をするシーンや、子どもが家でハエがたかって

いるお菓子を平気で食べるシーンなどが挿入されていて、後半部分の展開を暗示し

ているのですが、後半は、一転して子どもたちが疫痢におかされ、地区の人々が不安

と恐怖におののく姿が描き出されます。公民館主事は、保健所と打ち合わせをして、

県庁の社会教育課に行き、県のライブラリーから伝染病に関するフィルムと映写機

を借り出し、衛生課からは、展示物やパンフレット、医務官の派遣を要請します。地

区では、環境衛生の急を知らせるために、伝染の経路と予防手当の仕方を教え、地区

のあちこちで「絵ときポスター」の展示会を開きます。「疫痢予防映写会」が開かれ、

いつもは映画が終わるとすぐ帰ってしまうのに、ひとりも席をたたずに座談会に移

っていく場面が映されます。医務官の「ハエの発生する場所をことごとく消毒するこ

とです。どうかみなさん協力して消毒していただきたい」、公民館主事は「みなさん

共同作業として立ち上がっていただきたい」と発言します。」 

  ＊長澤成次「郷土を疫病から守る公民館を描いた映画「公民館物語」（1954年）」『月刊

公民館』2020年 8月号より） 

 

（４）「新しい公民館像をめざして」（東京都教育庁社会教育部、1974年 3月） 

〇 「三多摩テーゼ」の精神 

  「・・わたしたちは、公民館こそ多くの施設の中で最も創造性を持つ学習・文化機関で

あり、常に新しい文化を創造する施設であることをこれまでの実践の積み重ねの中か

ら確信し、誤った固定観念をなくすために、新しい公民館像をうち立てていこうと考え

たのです」「ところで、この資料の根本を貫いているものは国民の学習権思想、つまり、

憲法、教育基本法、社会教育法の理念です。それは、公民館は住民が学習、文化創造活

動を通じて自分たちの権利を自治的に守り育てる拠点であり、行政はそれを誠実に保

障するのが役割であるという考え方です。その基本に立脚し、これまでの実践をふまえ

ながら役割や運営原則をうち出しました・・」 

社会教育推進全国協議会常任委員・三多摩支部長 進藤文夫「“新しい公民館像をめざ



 
 

して”解説」（『社会教育・4つのテーゼ』社全協資料委員会、1976年）より。 

〇 公民館とは何かー四つの役割： 

１．公民館は住民の自由なたまり場です。2．公民館は住民の集団活動の拠点です。

3．公民館は住民にとっての「私の大学」です。4．公民館は住民による文化創造のひ

ろばです。 

〇 公民館運営の基本ー七つの原則： 

1．自由と均等の原則、2．無料の原則、3．学習文化機関としての独自性の原則、4．職

員必置の原則、5．地域配置の原則、6．豊かな施設整備の原則、7．住民参加の原則 

〇 公民館主事の宣言(提案) 前文（略） 

１．公民館職員は、いつでも、住民の立場に立ちます。 

２．公民館職員は、住民自治のために積極的に努力します。 

３．公民館職員は、科学の成果を尊重し、地域における文化創造をめざします。 

４．公民館職員は、集会・学習の自由を保障し、集団の秘密を守ります。 

５．公民館職員は、労働者として、みずからの権利を守ります。 

 

3．社会教育の自由・学習の自由と公立社会教育施設の首長部局移管問題  

2017年 12月：閣議決定「平成 29 年の地方からの提案等に関する対応方針」：「公立 

博物館については，まちづくり行政，観光行政等の他の行政分野との一体的な

取組をより一層推進するため，・・地方公共団体の長が所管することを可能と

することについて検討し，平成 30 年中に結論を得る。」  

2018年 2月 9日：中央教育審議会生涯学習分科会内に WG設置を決定（公立社会教育施設・・） 

2018年 6月：名張市から規制緩和を求めて内閣府地方分権改革推進室へ提案を提出。                               

2018 年 12 月 21 日：中教審答申「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振

興方策について」 

「・・社会教育においては、個人の要望や社会の要請に応じた多種多様な学習機

会が整備されることが重要であり、行政による学習機会の提供に当たって、行

政的な視点が優先され、学習に関する住民の自主性・自発性が阻害されること

のないよう、地域住民の意向の反映に留意することが重要である。」「以上の検

討を踏まえ、社会教育に関する事務については今後とも教育委員会が所管す

ることを基本とすべきであるが、・・」 

 

   12月 25日：閣議決定「平成 30年の地方からの提案等に関する対応方針」 

        一括法案の提出等 （地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律案：第 9次地方分権一括法） 

        6 義務付け／枠づけの見直し等 文部科学省「（６）社会教育法（昭 24 

法 207）、図書館法（昭 25 法 118）、博物館法（昭 26 法 285）及び地方教



 
 

育行政の組織及び運営に関する法律（昭 31 法 162） 公立社会教育施設

については、社会教育の適切な実施の確保に関する一定の担保措置を講

じた上で、地方公共団体の判断で条例により地方公共団体の長が所管す

ることを可能とする。」 

2019 年 3 月 8 日：法案の「概要」：「教育委員会が所管することとなっている博物館、図書

館、公民館などの公立社会教育施設について、社会教育の適切な実施の確保に関

する一定の担保措置を講じた上で、地方公共団体の判断により首長部局へ移管

することを可能とする。これにより、移管された当該地方公共団体においては、

観光・地域振興分野やまちづくり分野を担う首長部局で一体的に所管できるよ

うになり、社会教育のさらなる振興はもとより、文化・観光振興や地域コミュニ

ティの持続的発展等に資する。」（施行日：公布の日） 

2019年 4月 17日：衆議院文部科学委員会での文部科学大臣答弁： 

「昭和 23年の旧教育委員会法案提案理由における「地方教育行政改革の根本方針

の教育行政の地方分権、住民の意思の公正な反映、教育委員会の首長からの独立性

は、現行も変わらない」「教育委員会が首長に提出する意見に法的な拘束力はない。」

（「首長と教育委員会の意見が対立した場合に教育委員会が首長の意向を変更さ

せたり、抑制させたりできるのか」という畑野議員の質問に対して） 

2019年 5月 30日：参議院内閣委員会 田村智子議員：「（名張）市の複数の担当者が「私の

方から要望を出したのではない。国が名張市の先行事例を知っていて成功事例と

してのヒアリングが欲しかったのではないか」「国からの要請を受けて提案した。

借りをつくった。何かの時に返してもらうこともあるだろう」。 

2019 年 6 月：第 9 次地方分権一括法による地方教育行政法・社会教育法・図書館法・博物

館法「改正」施行。公立社会教育施設の首長部局移管を可能。 

＊ 参議院附帯決議から（五の最後の 2行は参議院段階で新たに加わった） 

五 地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管する場合にあっては、社会教育の

政治的中立性、継続性・安定性の確保、地域住民の意向の反映、住民組織やＮＰＯ

などの運営参加の促進、学校教育との連携等により、多様性にも配慮した社会教育

が適切に実施されるよう、地方公共団体に対し、適切な助言を行うこと。特に、図

書館、博物館等の公立社会教育施設が国民の知る権利、思想・表現の自由に資する

施設であることに鑑み、格段の配慮をすること。 

＊ 寺中作雄「・・第三の教育行政の一般行政からの独立という点については、・・こと

に社会教育においては学校教育におけるよりも、いっそう政治の不当支配による悪

影響をうける危険は多いものであるというべきものであって、その意味で教育委員

会が一般行政からの悪影響を排除し、ある程度行政の独自的分野を守って社会教育

を推進することは望ましいことである。・・しかしながら、社会教育の特殊性から見

て、一般行政と全く無関係に独歩することは不可能であり、又望ましいことではな



 
 

い。社会の教育であり、社会の実生活の上に立った教育である社会教育の行政と一

般行政とは多くの協力すべき分野を持つものというべきである・・」 

（寺中作雄「教育委員会と社会教育」（文部時報 855、1948年 3月、横山宏・小林文人  

 編著『社会教育法成立過程資料集成』昭和出版、1981 年に所収） 

 

４．コロナ禍における新しい学びの可能性―「東京提案：都市社会教育・公民館実践の未来

像―東京多摩地域からの発信」（東京提案検討メンバー：東京都公民館連絡協議会/たま

社会教育ネットワーク、第 56 回関東甲信越静公民館研究大会兼第 52 回東京都公民館

研究大会、2015 年 11 月 14 日）から学ぶ 

〇 「持続可能性」という観点から考える７つのコンセプト 

Ⅰ．持続可能社会のための共同学習、 

Ⅱ．学習と行動が循環する実践、 

Ⅲ．市民・地域・行政をつなぐ協働のネットワーク、 

Ⅳ．まちづくりの学びと対話のプラットフォーム 

Ⅴ．「学習支援者」「コーディネーター」としての社会教育・公民館職員、 

Ⅵ．学びあいの関係性がつくる運営基盤と計画 

Ⅶ．社会教育・公民館の成果評価と社会的発信 

 

〇 地域課題や社会状況の変化に向き合う都市公民館実践の展開事例 

（１）子ども・若者の「生きづらさ」に向き合う 

（２）孤立しない子育てネットワークと家庭教育支援 

（３）超高齢社会を支える人のつながり 

（４）学習機会保障と共生に向けた交流と学習 

（５）持続可能な自然・環境の保全に向けた循環する体験学習 

（６）持続可能なまちづくりに向けた学びのネットワーク 

（７）市民の自由な学習と表現活動 

（８）住民・学習者をつなぐ場づくり 

 

〇 「持続可能な社会」とは、地域におけるさまざまな「小さな実践」を紡ぎ合わせ、折

り重ねて地域社会を再構成していく社会教育・公民館実践（≒ESD）によって、つくら

れていくのではないでしょうか」 

 

おわりに 

 


