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多摩の社会保障 ⑧

市町村での知的障がい者の採用を

元日本福祉大学教授
いしかわ

みつる

石川

満
市町村の取り組みが重要なことを述べまし

禁止を進めるうえで、基礎的自治体である

前回は障がいのある人の権利保障や差別

示します。

定しています。これも重要なので、以下に

第六条では国及び地方公共団体の責務を規

この法律の第五条では事業主の責務を、

すべて事業主は、障害者の雇用

（事業主の責務）

た。今回は障がいのある人が尊厳をもって
働き、地域で生活し続けるために、はどう
したらよいかを考えます。

第五条

に関し、社会連帯の理念に基づき、障害

者である労働者が有為な職業人として自

障害者雇用促進法（障害者の雇用の促進

力を正当に評価し、適当な雇用の場を与

務を有するものであつて、その有する能

立しようとする努力に対して協力する責
等に関する法律）の第一条は、次のように

えるとともに適正な雇用管理を行うこと

障害者雇用促進法と
法定雇用率について

規定されています。

によりその雇用の安定を図るように努め

リテーションの措置その他障害者がその能

できるようにするための措置、職業リハビ

がその有する能力を有効に発揮することが

の均等な機会及び待遇の確保並びに障害者

の分野における障害者と障害者でない者と

に基づく雇用の促進等のための措置、雇用

第一条

促進及びその職業の安定を図るために必

ションの措置を講ずる等障害者の雇用の

障害者の特性に配慮した職業リハビリテー

その他の関係者に対する援助の措置及び

理解を高めるとともに、事業主、障害者

の雇用について事業主その他国民一般の

第六条

（国及び地方公共団体の責務）

なければならない。

力に適合する職業に就くこと等を通じてそ

要な施策を、障害者の福祉に関する施策

（目的）

の職業生活において自立することを促進す

との有機的な連携を図りつつ総合的かつ

この法律は、障害者の雇用義務等

るための措置を総合的に講じ、もつて障害

効果的に推進するように努めなければな

国及び地方公共団体は、障害者

者の職業の安定を図ることを目的とする。

らない。
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以内に〇・一％改定されることとなってい

改正後の雇用率については、さらに三年

されます。

（二〇一八）年四月から表１のように改正

この法律による法定雇用率は、平成三〇

市町村は二・四三％と、数値上は法定雇用

率は二・四五％、都道府県は二・六一％、

は四八・八％となっています。国の実雇用

民間企業では一・九二％、達成企業の割合

日）により、雇用率の達成状況を見ると、

であると考えます。

と精神障がい者の公務員採用を進めるべき

から、率先して多くの障がい者、特に知的

国民一般の理解を深める役割があるのです

２．０％

２．２％

国、地方公共団体

２．３％

２．５％

都道府県等の教育委員会

２．２％

２．４％

雇用数と障がい種別を見ると、身体障がい

次ページの表２より民間企業の障がい者

サイト」で検索することができます。「絞

については、ウエブ上の「公務員試験情報

都道府県・市町村別の障がい者採用試験

精神障がい者四万二〇二八人（八・九％）

障がい者対象の採用試験の実施状況を見る

と入力することで、知的障がい者も含めた

かはわかりませんが、それでも知的障がい

となっています。最近の特徴として、精神

産業別にみると、「医療、福祉」が実雇

者を含めた採用試験を実施している地方公

ことができます。このサイトで日本中のす

用率二・四三％及び達成企業の割合六一・

共団体（自治体）は四八に上ります。東京

障がい者の伸び率が比較的高くなっていま

六％とも第一位となっています。第二位が

都内では青梅市だけがリストアップされて

べての公務員試験をカバーしているかどう

障がい者一〇万四七四六人（二二・一％）、 り込み検索」の「その他」で「知的障害者」

者三二万七六〇〇人（六九・一％）、知的

自治体で知的障がい者等の採用を

率を達成しています。教育委員会は二・一

法定雇用率の現在と改正後の数値

八％となっています。

ます。

障がい者の雇用実態

改正後
現在

す。

「農、林、漁業」で実雇用率二・一四％、

いました。このリストにはありませんが、

東京都でも今年度から障がい者採用試験の

達成企業の割合六一・六％です。
地方公共団体や教育委員会の雇用する障

のが特徴です。とりわけ知的障がい者につ

知的障がい者と精神障がい者の比率が低い

企業と比べ、身体障がい者の比率が高く、

験および口述試験に対応できることが必要

格者はいません。活字印刷文による筆記試

験の実施状況を見ると、応募者は一名、合

青梅市における昨年度の障がい者採用試

枠を知的障がい者まで拡大しています。

いて、民間企業に比べ相当に低いことが指

で、一次試験で一般知識・一般知能を問う

がい者雇用数と障がい種別を見ると、民間

摘できます。地方公共団体の役割として、
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「平成二八 年 障害者雇用状況の集計結

一般の民間企業

果」（厚生労働省、平成二八年十二月一三

表1
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子どもたちの教育にとっても、

精神障がい者（％）

民間企業

327,600.0（69.1％）

104,746.0（22.1％）

42,028.0（8.9％）

都道府県

8,130.5（95.9％）

111.5（1.3％）

232.0（2.7％）

市町村

24,110.5（92.2％）

699.0（2.7％）

1,330.0（5.1％）

教育委員会

13,342.0（92.3％）

408.5（2.8％）

698.0（4.8％）

試験があり、二次試験では職場適応性検査、 必 ず し も 良 き 公 務 員 採 用 と い

このように見ていくと、知的障がい者ま

同様です。知的障がいを持つ

知的障がい者（％）

えない側面もありますので、
ぜひとも多摩の各市町村で実
自治体職員として知的障が

で対象者を拡大したとしても、教養試験や

仲間たちにとっても、大きな

身体障がい者（％）

小論文および面接試験が実施されます。
東京都における今年度の障がい者対象の
別では精神障がい者二三人、身体障がい者
い者等が働くことは、必ずや

施してほしいと思います。

一二名、知的障がい者は〇名です。一次試
その地域の住民や職員に良い

試験結果では、合格者は三五人、障がい種

験は教養試験と作文、二次試験はグループ

小論文があるなど、知的障がい者にふさわ

励みにもなります。知的障が

影響をもたらすと確信します。

しくない、さらに言えば実質的に排除して

い者等の一般就労が進まず、

討議、個別面接となっています。

いることがわかります。地方公共団体（自

低賃金以上を支払う事業所）

就労継続支援Ａ型事業所（最

ような試験方法を変えていく必要がありま

における様々な問題点（最低

治体）みずからが障がい者間の差別をする
す。なお、東京都でも今後知的障がい者の

賃金を支払うことが困難なた
適用除外申請をする、労働能

試験方法等の再検討がされる可能性があり
例えば、職場実習・インターンシップや

力の低い障がい者を差別・解

め、時間を短縮する、最賃の

お試し（トライアル）雇用なども検討すべ

雇する、など）がある中で、

ます。

きと考えます。このほか、非常勤（短時間

このような知的障がい者等

地方公共団体が率先垂範して

見て正規採用にすることが考えられます。

の雇用について、障がい者の

や短期の雇用も含め）として雇用を優先的

このような採用形態は、一般職採用にも良

差別禁止や障害者優先調達推

ほしいと思います。

い影響をもたらすこととなります。人事委

進法による「調達計画」とと

に実施すべきであり、それらの勤務実態を

員会や人事当局が行うペーパー試験重視が

表２
障がい者の雇用数と障がい種別
注（1） 重度身体障害者又は重度知的障害者については、１人を２人として計算します。

（2） 障害者である短時間労働者

重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者については、１人を１人として、それ以外の
短時間労働者については、１人を0.5人として、計算します。
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る「障害者計画」及び「障害福祉計画」の

もに、現在策定（見直し）が進められてい
成）

行登記となりました。（以上ＨＰから作

市障害者事業団」として認可を受け、移

及びその実践活動を展開し、障害者の職

ための調査研究活動や障害者の就労支援

当 法人 は、障 害者 に適 した 職種 開拓 の

市民や障がい者団体も寄付をよせ、障害

化の高揚を図り、もって市民福祉の向上

事業を通して基本的人権の尊重と市民文

業的、社会的自立を促進するとともに、

者事業団を設立しました。なお、設立前

に寄与することを目的とする。

設立当初の事業は、リサイクルセンター

研究及び相談支援

（１）障害者の雇用促進を図るための調査

次の事業を行う。

当 法人 は、そ の目 的を 達成 する ため 、

にも一定のモデル事業を実施していたと

一九九〇年に箕面市が一〇億円を出資、

中で、ぜひとも進めていただきたい事項で
す。

箕面市の障害者事業団による取組み

〇一七年一〇月時点での人口は一三万七七

運営事業や緑化推進事業でしたが、その

のことです。

六六人）における障害者事業団の取り組み

後、「喫茶るうぷ」及びフラワーショッ

大阪府北部の住宅都市である箕面市（二

について、簡単に紹介します。

援センター開設等事業拡大をしてきまし

箕面市リサイクルセンター清掃業務

開拓事業

（２）障害者の職域拡大を図るための職種

た。この事業団の特徴として、事業団が

箕面市立総合保健福祉センター内アー

プ 「グ リーン るう ぷ」 の開 店、雇 用支

雇用する障がい当事者に対して、最低賃

トショップ「グリーンるうぶ」運営

箕面市障害者事業団ＨＰに掲載されてい

（沿革）「どうして障害者は、学校を

金を保障してきたことがあげられます。

る内容をもとにまとめたものです。

卒業しても働く場がほとんど無いんだろ

当初、基金の運用収益は八〇〇〇万円

行政が力を合わせて、五年の歳月を費や

くりの取り組み、市民と障害者団体と市

財団の基金運用益も相当に少なくなって

が起こり急激かつ長期的な低金利の中で、

程度ありましたが、すぐにバブルの崩壊

害者の雇用を目的に設立された障害

障害者雇用助成事業（職業的重度障

事業及び職種開拓育成事業

事業

そんな疑問から始まった働く場づ

し ま した 。

しまいました。このほかにも様々な経済

者事業所に対して、助成を行う）

う」

への就労、でもまずは自分たちの手で実

社会情勢の変化や障がい者福祉や財団を

職種開拓育成事業

（３）障害者の職域拡大を図るための助成

践してみよう」と思いを一つに、事業団

取り巻く関係法改正を踏まえ、財団の在

大阪府の認可を受け、

そして「ベストは一般企業

を つ くり ま し た 。

り方を検討する「経営改革計画」、「新

大を図るための受託事業

（５）障害者の就労の場の確保及び職域拡

関する事業

（４）障害者問題並びに人権問題の啓発に

平成二（一九九〇）年六月一日に公益法

経営改革計画」などにより、様々な課題
（法人の目的と事業）

を乗り越えて今日の姿となりました。

人として発足したのです。
平成二四（二〇一二）年四月一日に関
係法令の改正に伴い「一般財団法人箕面
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緑化推進事業（公園花壇等）
公共施設内緑化推進事業
リサイクル事業（箕面市立リサイクル

二〇一六年度決算書の概要
箕面市障害者事業団の決算書・事業報告
書等はＨＰ上で公開されています。二〇一

センター）
総合保健福祉センター建物清掃業務

六年度決算についての主な特徴は、以下の
貸借対照表（二〇一七年三月三一日現在）

通りです。

（６）ジョブコーチ（職場適応援助者）に
よる支援事業等就労支援事業
（７）障害者就業・生活支援センター運営
（８）障害者の日常生活及び社会生活を総

財政調整積立資産は五七九六万円です。退

このほか運用財産積立資産二億五〇〇万円、

を見ると、法人の基本財産は八億一千万円、

合 的に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く

職給付引当資産や減価償却引当資産も相当

事業

障 害福 祉 サ ー ビ ス 事 業 （ 箕 面 市 障 害

億一六〇二万円（そのうち退職給付引当金

する額が準備されています。負債合計は一

（９）障害者の日常生活及び社会生活を総

八一二七万円）、正味財産合計は一三億三

者雇用支援センター）
合 的に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く

八万円、対前年一四二万円増となっており、

）障害者の就労の場を確保するための

費についてみます。基本財産運用益（債権

正味財産増減計算書により、年間の運営

）児童福祉法に基づく相談支援事業
喫 茶店 運 営 事 業 （ 箕 面 市 総 合 保 健 福

にて運用）は九五三万七九〇五円となって

）障害者の就労の場を確保するための
物品販売事業

）その他前各号の事業に付随する事業
（以上ＨＰから作成）

1951年生まれ。筆者は東大和
市役所を経て、1999年日本福
祉大学赴任。専門分野は社会
保障・社会福祉の行財政、介
護保険制度、地域保健福祉計
画など。社会活動として、社
会福祉法人えいぶる理事長、
阿智村保健福祉審議会委員等
で活動。介護保険制度改革等、
多くの提言を行っています。
現在は、当研究所理事として
活躍中。

経常費用計は三億六四〇五万五五二一円と

経常収益計は三億六八七一万五六〇九円、

ります。

石川 満（いしかわ みつる）
億七二万九〇〇〇円、障害者就業・生活支

ほか、市からは雇用助成事業費市補助金一

三万五〇〇〇円で、前年と同額です。この

法人運営費に対する市補助金は、一七四

パンハウスワークランド」二〇〇三万三千

ター」五四八九万九千円、「障害者の働く

助成をしています。「豊能障害者労働セン

箕面市の補助金を得て、四事業所に対して

平成二八年度決算書から具体的に見ます。

障害者雇用助成事業について、事業団の

援センター運営費市補助金二五〇万円があ

相当な努力もしているとのことです。

います。このような運用益を確保するため、 なっています。

祉センター内るうぷ）

健全経営です。

相談支援事業
（
（

（
（
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円、「箕面市障害者協働事業所たんぽぽ」

円、「つながり工房ふるる」八八一万五千
月額六万四九四一円）があれば、生活保護

基礎年金（一級月額八万一一七七円、二級

経済的に見ても、最低賃金に加え、障害

を受けることなく、アパート等でも一人暮

一六九八万二千円がその内訳です。
これら四か所の働く場は、いわゆる共同

障害と障がいの表記について

法律用語等で規定される際は「障害」の

りません。事業団が実際に支払う補助金は、 仕事をすることに誇りをもっていました。

す。様々な労働規制もクリアしなければな

最低賃金以上の報酬を払うこととしていま

がいを持つ人と一般的な雇用契約を結び、

私たちに自分で働き、自分で生活すること

がいを持った）が本当に生き生きと働き、

ことがあります。ひとり一人の働く人（障

私も箕面市のこれらの働く場を訪問した

当事者が社会で暮らす中での様々な障壁に

当事者個々の心身機能の「障害」ではなく、

問したことがありますが、事業団としては、

としています。これについて、事業団に質

団ＨＰ・決算書などを引用した際は「障害」

表記しています。なお、箕面市障害者事業

表記を、私の見解を示す際は「障がい」と

彼ら・彼女らが働いて得た給料に対して、

の喜びを語ってくれた姿が印象的でした。

よる生きにくさを示す概念として「障害」

らしをすることができます。

最低賃金の四分の三となっています。

私は、このような理念に基づいた施策に、

作業所的な運営ではなく、知的や様々な障

このことは、きわめて大きな意味を持ち

を捉えている、という趣旨の回答でした。

多摩の市町村でも、どのような「職業的

心から敬意を表します。しかし、残念なこ

ますが、これら四か所の働く場では、一人

重度障害者」であっても、ひとり一人が尊

ます。就労継続支援Ｂ型で働く人の平均工

の労働者としてふさわしい賃金（最賃程度

厳をもって働き、みずからの選択で主体的

とに、全国的にはこのような実践例はほと

ではあるが）が保障され、様々な労働規制

に生活できるよう、高い志をもってこれか

賃は一万五千円程度で、労働法規上もグレー

で守られるのです。事業団では、直接雇用

らの施策を進めてほしいと願います。知的

んど見られません。

する障がい者にも、市内の四つの働く場の

障がい者や精神障がい者などが行政現場や

ゾーンとなっていることが多いように思い

障がい者にも、すべて最低賃金を保障して

地域内で尊厳をもって働けるような状況を
ます。

つくる先導役になってほしいと心から願い

いるのです。
このような考え方が日本中に普遍化すれ
ば、これまでの「作業所」という概念がな
くなり、「職業的重度障害者」でも差別な
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く一人の「働く人」となることができるか
らです。

豊能障害者労働センターにて
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― 三多摩地域で活動する市民団体の活動と学びの交流集会 ―

主権者として今を生きるリポート

「主権者として今を生きる」
交流集会を企画し、参加して
後藤祥夫
社全協三多摩支部運営委員

はじめに
二〇一七年一二月三日（日）、日野社会
教育センターにおいて、多摩住民自治研究

私自身も今回の交流集会で初めて知った事

例があり、あらためて気づかされた事例も

多くあった。

調提案で始まった。一〇件の事例報告は、

事例発表の内容

議会 以
(下「社全協」 三
)多摩支部の共催に
よる、三多摩地域で活動する市民団体の活

それぞれ一五分程度の時間を割くことしか

交流集会は、午前一〇時から池上氏の基

動と学びの交流集会「主権者として今を生

できなかったが、ここでは、発表された一

所 以
( 下「多摩研」 と
)社会教育推進全国協

きる～自由に学び、共に生きる平和な明日

〇件の事例の内容を、短文ではあるが私の

感想を含めて紹介したい。

を拓く！」を開催した。
この集会の提案者は池上洋通氏。多摩研

◆

◆

◆

と社全協双方の会員となっている方は私自

檜原村「湯久保宿」のとりくみ

（一般社団法人湯久保宿代表理事）
丸山美子氏

身を含め多くいらっしゃるが、池上氏もそ
のひとりであり、この近くて遠いふたつの
団体の人脈によって多摩地域で活動する多
様な団体や人の広範な交流を図ろうという

実態は、一部の人間への富の集中が一層加

「豊かな先進国」であるはずのこの国の

おこし、人おこし、産業おこしの実践報告

保集落に居を構えた丸山氏を中心とした村

み、同じ檜原村の御前山の一角にある湯久

の教員住宅に転居。ドイツでの生活をはさ

区部で生まれ育ち、一九七三年に檜原村

速し、平等であるべき私たちの暮らしに、

ものであった。

さらなる格差を生み出している。平和は脅

集落の伝統となりわいを尊重しながら、

である。
れ去られて、「もの言う人々」が逆に中傷

次世代へつなぐ新しい村の姿を求めるエネ

かされ、戦後のあの反省の時代はすでに忘
される世の中が形づくられているのが今日

ルギーをその発表から感ずることができた。

てつ

の状況である。戦前の轍を踏まんとする世
の中に、もの言う人々の活発な活動は、む
しろ多摩地域に根付いてきた伝統でもある。
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三多摩図書館研究所のあゆみ
（三多摩図書館研究所）
戸室幸治氏
調布市立中央図書館の委託計画に反対す
るメンバーを中心に一九九四年に設立した
三多摩図書館研究所の経緯を紹介していた

て、調布の事例に学び、学習することの必

の紹介があった。

野市社会教育センターの全国でも稀有な例

ろ

の難しさがあることを吐露されていた。

と

続けられる一方で、人件費を含む財政運営

そして、その多彩な事業運営への努力が

要性を強調されていた。

障がい者をめぐって、
今起こっていること

立場から障がい者の活動に関わってきた。

公民館に勤務する松田氏は、社会教育の

えたリーダーを中心に、高校一年生のメン

この講座を一年前に自主的に開こうと考

自由の森学園高校の高校生たち

高校生の憲法講座の学び

調布の委託が見送られたことを踏まえ、い

都内及び多摩地域の障がい者青年学級の

バー一一人全員の参加により、憲法条文と

（町田とびたつ会支援者）
松田泰幸氏

ま多摩地域でも具体化している公立図書館

状況を紹介し、とびたつ会の結成以降の経

各々の感想を織り交ぜた朗読によって活動

だいたうえで、結果としてその活動により

の指定管理者制度導入に対抗する方策とし

緯を紹介したうえで、二〇一六年七月、津

小さなｆｌａｇ

発表であった。

うた

に力強い未来を感じ、一縷の望みを抱いた

いちる

日本国憲法を高らかに謳いあげる高校生

こと。

出向いて、池上氏の指導を仰いでいるとの

現在では月一回、多摩研事務所に全員で

を紹介してくれた。

い者本人たちが話し合い、学習した実践の
紹介をしていただいた。

日野社会教育センター
九〇年のあゆみから
（日野社会教育センター館長）
島崎成利氏
（同センター副館長）
阿部和広氏

年間の一九二五年に設立された社会教育協

た平井氏は、引き続き「市民の声を市政に

二〇一六年六月の狛江市長選挙で惜敗し

（小さな声を聞く狛江代表）
平井里美氏

会（現在は公益財団法人）と日野市が共同

生かす」いういわば至極当然な行政運営の

「社会教育」の言葉が使われ始めた大正

して一九六九年七月、現在地に開設した日
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久井やまゆり園で起きた凄惨な事件を障が
憲法条文を朗読する高校生達（撮影：事務局）
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「普通の人々」「弱者」の声を集めて、行

実現を訴えて活動を重ねている。
方的に提案されている。

じめ、指定管理者制度に移行する計画が一

直しが進められ、ふたつの地区図書館をは

多摩住民自治研究所からの提起

の設立から始まる多摩研の歴史と諸事業の

一九七一年の「三多摩自治体問題研究所」

（多摩研事務局長）
近澤吉晴氏

公務職場を奪おうとするこうした行為に、

紹介があった。

◆

◆

行い、交流集会を終了した。

井文昭首都大学東京教授と池上氏の総括を

スカッションを行い、多摩研副理事長の荒

一〇件の事例報告終了後、質疑応答やディ

◆

る発表をしていただいた。

根幹であると同時に他の九つの発表に通ず

治を学ぶのか？」という、多摩研の活動の

最後に、あらためて「いま、なぜ地方自

職員団体としての危機感や怒り、労使交渉

多摩地域における社会教育活動、公民館

（社全協三多摩支部委員長）
霜島義和氏

社全協三多摩支部からの発信

た。

の発表が希薄であったことが少々残念であっ

の具体事例の報告を期待したが、その部分

しかし、多摩地域の各自治体で進行する

政に反映させる地方政治を狛江から発信し
ようとする姿勢に、力強い信念を感じた。

市民活動センター・
アンティ多摩から見えること
（アンティ多摩代表）
山家利子氏
一九七二年に開館した都立立川社会教育
会館（後に「多摩社会教育会館」）に開設
された市民活動サービスコーナーは、二〇
〇二年に廃止され、従事していた非常勤職
員も解雇された。これを機に設立したＮＰ

活動の豊かな実績を紹介し、こうした実践

結果として、参加者総数は二二人と小さ

Ｏ法人として継続的に活動している。

のうえに三多摩支部が結成されたことや、

が、初めて共催した試行的な交流集会とし

設立当初からの市民活動資料センターの

ては、内容も充実して成功したのではない

な規模にとどまったが、これまで共同する
また、その役割が決して過去のものでは

かと企画に参加した者として自己評価した

社会教育を取り巻く危機について紹介して

なく、様々な地域課題の学習と解決のため

設立運動や、現在も続く市民活動団体との

に社会教育施設や諸事業、人的資源を活用

い。今後、二回目、三回目とこの交流集会

ことのなかった多摩研と社全協三多摩支部

し、多摩地域における豊かな学びを住民の

を開催することを参加者全員で確認しあっ

いただいた。

力で継承し、発展させていくことを訴えて

て、終了することができた。

協働や支援事業を紹介していただいた。

各地で進む
公共施設再編問題の今
～東大和市を例に～

いた。

摩地域における市民活動をさらに両者の手

（東大和市職員組合執行委員長）
安岡信幸氏
東大和市では行政内部の「公共施設あり

で発掘し、また今回の事例のその後の状況

今回は取り上げることのできなかった多
方検討委員会」で決められた施設の直営見
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たい。

による学びあいへと発展することを期待し

を学習できるよう、より多くの会員の参加
これに対し、多くの団体が異議を唱え、同

名称が文部科学省から消えることになる。

画が出された。これにより「社会教育」の

を示している。

全国集会」の参加者数の実績が顕著な数値

社全協が毎年開催している「社会教育研究

である社会教育局が生涯学習局に名称変更

政策の導入に備えて社会教育課の上部組織

さかのぼれば、一九八八年には生涯学習

が五百人余りにとどまる結果となっている。

として行われた第五七回集会では、参加者

ものの、二〇一七年八月に相模原市を会場

生など全国から千人を超える参加があった

ピークの頃には市民、研究者、職員、学

され、組織の改正があった。この時、全国

三多摩支部の会員も減少と高齢化の状況

省に対し要望書を提出している。

交流集会終了後、施設内で簡単な懇親会

の自治体の社会教育行政が混乱し、社会教

懇親会での高校生に
またもや驚き！

を持った。参加者の自己紹介のあと、高校

で、現政権の「社会教育」を消滅させよう

を示しており、学生や若手の職員の新規加

単に名称だけの問題と考える向きもあろ

とする「たくらみ」に押し切られつつある

育と生涯学習との定義上の誤解を生んだま

うが、大正期に生まれた「社会教育」の言

と言ってもよい。

生のコーラスの披露などもあって、様々な

私が最も驚いたのは、会場のあちらこち

葉が、当時の文部省の課名として使われる

入は皆無に等しい。いわば手詰まりの状態

らで、高校生がそれこそ祖父母の年齢の大

ようになり、その後局名ともなったものが、

ま、今日に至っている。

人たちと一対一で会話を交わしていたこと

戦時下の一九四二年には「教化局」として

課題を抱えた大人だけの宴席とは明らかに

である。一本筋の通った一〇代半ばの若者

改組された歴史上の事実と符合する現在を、 大学研究者が理事会の多くを占め、そのつ

違う華やかさを感じた。

たちに誰もが希望を見出したのではないか

皆さんはどう解釈するのだろうか。

出入りする実態を見れば、まだ未来は明る

ながりのなかで大学生、大学院生が事業に

るが、発表してもらった高校生の存在や、

同様の状況は多摩研にも存在すると考え

と思う。

住民の純粋な学習と、その学習成果を結

れている。そして、社会教育活動の基盤的

去のもの、不要なものとする主張まで生ま

置いた生涯学習の登場によって、もはや過

日本においてはとりわけ教育産業に軸足を

るところである。

後も続けていけたらすばらしいと考えてい

集会を契機としたさまざまな連携事業を今

として、今後も両者が共同して、この交流

多摩地域の住民活動、住民学習の拠り所

集した地域づくりの基盤である社会教育が、 いのではないだろうか。

社全協三多摩支部の霜島委員長の発表に

施設である公民館が全国で廃止され、減少

社 会教育 と社全 協三 多 摩支 部の
現状を知っていただくために
～まとめに代えて～

もあったように、現在の「社会教育」は危

の一途をたどっている。
当然、社会教育に携わる職員も減少して

後藤 祥夫

東大和市役所職員・都留文科大学非常勤講師）

（多摩研会員・社全協三多摩支部運営委員・元

機的な状況にある。文部科学省が二〇一七
年八月に発表した二〇一八年度に向けた機

いる。その具体的な事例のひとつとして、

ご と う よ し お

構改革で、同省の社会教育課を改変する計
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