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COVID-19対応に伴う社会教育職員(公民館・図書館・博物館等)の 

雇用・勤務状況への影響に関するアンケート調査 回答集計結果〈概要版〉 

2020 年 8 月 18 日 

■調査の概要

実施団体：社会教育職員労働・雇用問題研究会 

回答期間：2020 年 6 月 16 日～7 月 17 日 

回答者数：173 人 

※回答件数 176 件のうち、同一内容の回答が 3 組あったため重複とみなし、回答者数 173 人として集計した。 

対 象 者：全国の社会教育職員(社会教育主事・社会教育指導員・公民館主事・司書・学芸員・文化財調査員・青

少年指導員および関連職員等／非正規・正規いずれも含む) 

周知方法：SNS（Twitter・Facebook・LINE）、社会教育推進全国協議会（社全協）メーリングリスト、研究会会

員からのメール転送、社会教育施設へのメール、呼び掛けチラシを印刷しての配布等 

回答方法：Google フォームを用いた WEB 回答 原則無記名（希望者のみ所属・氏名・連絡先の記入可能） 

■調査実施の目的と留意事項について

2020 年 2 月以降、国内での新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴い、公民館・図書館・博

物館等の社会教育施設を含む多くの公共施設・民間施設と関連事業が休館・休止状態となった。 

特に、地域住民が気軽に利用する学びの拠点である社会教育施設においては、施設の特性や地域性、市民との

関係性により他の施設とは異なる課題に直面した職員も多いだろう。そして、感染症対応にかかる職員自身の労

働環境、雇用環境の変化について、専門職としての立場や非正規雇用偏重など元々課題の多い社会教育職員から

は、切実な声が上がっている。さらに、2020 年 4 月から施行された会計年度任用職員制度によって、非正規公務

員の労働・雇用環境が大きく変化したことも重なり、多層的な課題を明らかにする必要がある。 

今回のアンケート調査では、感染症対応の混乱の中で、社会教育の現場の職員が直面している課題、特に社会

教育に関わる職場特有の課題を明らかにすることに重点を置いた。また、本アンケートは非正規公務員として社

会教育施設に勤務する当事者が中心となり作成することにより、非正規雇用の比率が特に高いとされる社会教育

職員の労働環境・雇用環境の実態と変化を、現場の実感から可視化していく意図を持っている。 

 なお、4 月 8 日から出されていた緊急事態宣言の全面解除（5 月 25 日）以降、施設利用や事業が順次再開され

ていく時期と調査時期が重なり、状況が日々変化したことこと、また実施団体メンバーの活動拠点がある東京都

および神奈川県在勤の回答者の比率が高いことなどから、単純比較できない設問がある。 

また、以下に示す回答集計結果では、無回答は回答数から外した。割合は小数点以下第 2 位で四捨五入してい

る。そのため、割合の合計は 100％にならない場合がある。 

■実施団体について

社会教育職員労働・雇用問題研究会は、2018 年の社会教育研究全国集会で全国に呼びかけて発足した。現在

は、東京・千葉・埼玉・神奈川のメンバーを中心に運営しているが、オンライン参加を含め広く全国からの参加

を呼びかけている。また、本研究会は社会教育推進全国協議会の研究活動として位置づけられている。 
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■設問および回答集計結果 

 

【表題】COVID-19 対応に伴う社会教育職員(公民館・図書館・博物館等)の雇用・勤務状況への影響に関するア

ンケート調査 

【リード文】COVID-19(新型コロナウイルス感染症)拡大防止のため、多くの社会教育施設(公民館・図書館・博

物館等)で休館および事業の中止・延期の措置が取られました。 

各施設に勤務する社会教育職員(社会教育主事・社会教育指導員・公民館主事・司書・学芸員・文化財調査員・青

少年指導員および関連職員等／非正規・正規いずれも含む)の雇用・勤務状況への影響、現場の声を集めて可視化

するため、アンケート調査にご協力ください。 

 

調査結果は、所属・個人を特定しない形で集計し、社会教育職員労働・雇用問題研究会の Facebook・Twitter お

よび社全協(社会教育推進全国協議会)WEB サイト等を通じて 7 月末を目途に発信していきます。 

 

実施：社会教育職員労働・雇用問題研究会 

(2018 年の社会教育研究全国集会で全国に呼びかけて発足しました。現在は、東京・千葉・埼玉・神奈川メンバ

ーを中心に動いていますが、広く全国からの参加を期待しています。また、この研究会は社会教育推進全国協議

会の研究活動として位置づけられています。) 

 

Facebook https://www.facebook.com/syakaikyouiku.syokuin/ 

Twitter https://twitter.com/syakyou_syokuin 

メール syakyou.syokuin@gmail.com 

 

 

設問１．あなたが勤めている社会教育施設を選択してください。  回答数 170（択一式） 

項目 回答数 割合（％） 

公民館および類似施設(生涯学習センターなど) 70 41.2 

図書館・図書室 51 30.0 

博物館など(美術館・資料館・文学館・動物園・植物園・水族館などを含む) 30 17.6 

劇場・ホールなど舞台芸術関連施設 0 - 

コミュニティセンターなどの集会施設 0 - 

青少年施設(青少年センター・児童館・青少年の家などを含む) 3 1.8 

男女共同参画センター・女性センター 0 - 

教育委員会事務局および首長部局生涯学習関連部署 12 7.1 

その他 4 - 

その他内訳：「大学図書館」、「公益財団法人の本部事務局」、「教育委員会事務局兼公民館」、「複合施設(体育系含む)」

各 1 

 

回答者の勤務先は、公民館および類似施設(生涯学習センターなど)が 70 で全体の 40％強を占め最多であった。

以下、図書館・図書室 51（30.0％）、博物館等 30（17.6％）、教育委員会・生涯学習関連部署 12（7.1％）、青少

年施設 3（1.8％）と続いている。劇場・ホールなど舞台芸術関連、集会施設、男女共同参画施設の回答は 0 だっ

た。 
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設問２．勤務先のある都道府県を選択してください(必須)。  回答数 173（択一式） 

 ※この設問についてのみ、１件も選択がされなかった県名は表外に付記した。 

項目 回答数 割合(％) 項目 回答数 割合(％) 項目 回答数 割合(％) 

北海道 11 6.4 青森 1 0.6 岩手 1 0.6 

宮城 3人 1.7 山形 1 0.6 福島 1 0.6 

埼玉 4 2.3 千葉 8 4.6 東京 68 39.3 

神奈川 53 30.6 新潟 1 0.6 富山 1 0.6 

長野 1 0.6 愛知 5 2.9 京都 1 0.6 

大阪 3 1.7 兵庫 1 0.6 奈良 1 0.6 

岡山 1 0.6 広島 1 0.6 福岡 1 0.6 

佐賀 1 0.6 長崎 1 0.6 宮崎 1 0.6 

鹿児島 2 1.2       

回答なし…秋田、茨城、栃木、群馬、石川、福井、山梨、岐阜、静岡、三重、滋賀、和歌山、鳥取、島根、山口、徳島、香川、

愛媛、高知、熊本、大分、沖縄 

 

回答者の勤務先所在地の上位３自治体は東京都 68（39.3％）、神奈川県 53（30.6％）、北海道 11（6.4％）だっ

た。他の府県は、回答数１のところもあり、必ずしも全国的な状況を反映した結果とはいえない。 

ただ、これを平成 30 年度社会教育調査(政府統計)における施設等別職員数をもとに、都道府県ごとの社会教

育関連職員数を独自に試算した結果と比べると、その職員数上位 3 自治体と本調査回答の上位３自治体は一致し

た。 

 

 

設問３．勤務先のある自治体について、当てはまるものを選択してください。 回答数 170（択一式） 

項目 回答数 割合（％） 

市 133 78.2 

町 8 4.7 

村 1 0.6 

政令市 10 5.9 

特別区 15 8.8 

その他 3  

その他内訳：「県」、「東京都」、「神奈川県」 

 

回答者の勤務先の所在する自治体の規模は、市が 133 で全体の 78.2％を占め最多であった。以下、特別区 15

（8.8％）、政令市 10（5.9％）町 8（4.7％）と続いている。その他 3 は全て都県であった。 
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設問４．勤務する施設を運営しているのはどこですか。  回答数 170（択一式） 

項目 回答数 割合（％） 

自治体(教育委員会) 133 78.2 

自治体(首長部局) 9 5.3 

指定管理者(財団・NPO・地域住民団体など非営利中心の共同事業体) 11 6.5 

指定管理者(企業・企業共同事業体) 8 4.7 

委託事業者(財団・NPO・地域住民団体など・非営利中心の共同事業体) 0 - 

委託事業者(企業・企業中心の共同事業体) 2 1.2 

民間(財団法人・社団法人・NPO法人・社会福祉法人など) 2 1.2 

民間(営利企業・企業中心の共同事業体) 3 1.8 

その他 2 - 

その他内訳：「学校法人」、「独立行政法人」 

 

回答者が勤務する施設の運営者は、教育委員会が 133（78.2％）で最多であり、以下、指定管理者（非営利）

が 11（6.5％）、自治体首長部局が 9（5.3％）、指定管理者（営利）が 8（4.7％）と続いている。その他には学校

法人や独立行政法人という回答もあった。 

平成 30 年度社会教育調査(政府統計)をもとに、指定管理者に雇用されている社会教育職員数を独自試算した

割合 26.9％と比較すると、今回の回答結果(指定管理者に雇用されているとの回答計 11.2％)は全国的な状況を必

ずしも反映していないと言える。指定管理者制度下で働く社会教育職員とどうつながっていくのかは当研究会と

して今後一層力を入れて取り組んでいきたい。 

 

 

設問５．あなたを雇用しているのはどこですか。  回答数 171（択一式） 

項目 回答数 割合（％） 

自治体 142 83.0 

財団法人・NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人または非営利中心の共同事業体 15 8.8 

営利企業または営利企業中心の共同事業体 8 4.7 

地域住民団体 2 1.2 

人材派遣企業 2 1.2 

その他 2 - 

その他内訳：「学校法人」、「独立行政法人」 

 

回答者の雇用主は、自治体が 142（83.0％）で最多であり、以下、指定管理者（非営利）15（8.8％）、指定管

理者（営利）8（4.7％）、と続き、地域住民団体と人材派遣企業もそれぞれ 2(1.2％)あった。「その他」には、問

4 と同じく「学校法人」や「独立行政法人」という回答があった。回答数は少ないが、社会教育の現場にも人材

派遣として働いている職員がいることが分かった。 
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設問６．あなたの雇用形態を選択してください。 回答数 172（択一式） 

項目 回答数 割合（％） 

正規雇用(期間の定めなし) 93 54.1 

月額報酬制の非正規雇用(期限付き・会計年度任用・契約社員) 54 31.4 

時間額または日額報酬制の非正規雇用(会計年度任用・臨時職員・アルバイト) 18 10.5 

その他 7 - 

その他内訳：「再任用職員」（2）、「60 才定年をすぎ 1 年更新」、「条例の定めに基づく任期付任用」、「5 年間契約」、

「年俸制の非正規雇用(3年任期)」、「フルタイムの再任用職員(職員定数に入る正規職員)」 

 

回答者の雇用（任用）形態は、雇用期間の定めのないいわゆる正規雇用が 93（54.1％）と最も多く、以下、月

額報酬制の非正規雇用 54（31.4％）、日額・時間額報酬制の非正規雇用 18（10.5％）と続いている。「その他」

は、再任用・再雇用が 4、雇用・任用期間が 1 年超の契約・任期付き職員 3 であった。 

本年度から施行された会計年度任用職員は非正規雇用のいずれかに含まれ、非正規の割合は計 41.9％となる。 

 

 

設問７．あなたの勤続年数を選択してください(現在の雇用主体において)。 回答数 171（択一式） 

項目 回答数 割合（％） 

1年目 14 8.2 

2～4年目 44 25.7 

5～10年目 46 26.9 

11～15年目 24 14.0 

16年目以上 43 25.1 

 

回答者の勤続年数は、「5～10 年目」が最も多く 46（26.9%）、以下、「2～4 年目」44（25.7％）、「16 年目以上」

43（25.1％）、「11～15 年目」24（14.0％）、1 年目 14（8.2％）と続いている。ただし、現在の雇用主体において

の年数を聞いているため、社会教育職員としての通算勤務期間はもっと長くなる場合、または別部署での経験が

加算されている場合もあると思われる。 

5 年区切りとしたのは、非正規公務員制度において、雇用更新が 5 年を一つの区切りとされる例が多数あるこ

と、労働問題の訴訟において雇用継続の期待権の一定の基準として扱われてきたこと等を考慮してのものである。

勤務期間の長い方の解答が多かったが、1 年区分に分解すると 1 年目が多くなる可能性がある。1 年目の方にも

アンケートの情報が届き、回答を得たことは嬉しく思うが、1 年目ならではの課題がある可能性もあり、詳細な

分析ではその点も見ていきたい。 
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設問８．社会教育施設・事業における感染症対応のなかで、社会教育職員として感じる不安・懸念にはどのようなも

のがありますか。特に当てはまるものを５つまでチェックしてください。  回答数 172 (複数選択) 

項目 回答数 割合（％） 

a.施設内で自分が感染したり、感染させてしまわないか 112 65.1 

b.施設や事業の拙速な再開で、感染を拡大させないか 89 51.7 

c.「適切な対策」の基準、根拠が定まらない段階で、どのように対応していけばよいのか 87 50.6 

d.過度な制限によって住民・利用者の活動を後退させてしまわないか 70 40.7 

e.利用制限(休館・開館の基準や新たなルール)について住民・利用者の理解が得られるか 53 30.8 

f.そもそも「新しい生活様式」に則った社会教育事業を実施できるのか 92 53.5 

g.社会教育職員としての自分の存在価値が保てるのか 23 13.4 

h.施設利用率・来館者数が減らないか 24 14 

i.休館・事業休止によって生じた利用者・参加者への影響が改善されるのか 38 22.1 

j.利用グループが今後もグループ活動継続・施設利用ができるか 31 18 

k.これまで築いてきた住民・利用者との関係が失われないか 23 13.4 

l.利用者・住民にとっての社会教育の位置づけが後退しないか 43 25 

m.社会教育は「不要不急なもの」として今後、事業予算減や人員削減がされないか 85 49.4 

n.今後も社会教育の専門職として配置・雇用が継続されるのか 33 19.2 

o.特にない 3 1.7 

p.わからない 0 - 

q.その他 3 - 

その他内訳：「感染対策による不規則な勤務形態や施設閉鎖に伴うシフト減少によって生じた給与保障」、「自分の中

で5番目までに入っていない気もしますが、担当者としては、担当事業の講師が講師業を専業とする個人事業主で、

民間施設でも軒並み中止となる中での所得補償については懸念というか心配があります。」、「事業や利用減少によ

る収入の減少」 

この設問の回答者数 172 名には「特にない」３、「わからない」０、「その他」３も含めてある。またこの設

問は 5 つまで選択可能としたが、6 つ以上回答した人が 19 名いた。これら人の回答も各選択肢の選択者数に

含めた。 

回答の傾向としては、「a.施設内で自分が感染したり、感染させてしまわないか」が最も多く、65.1％の人がこ

の項目を選択している。続いて、第２位は「f.そもそも『新しい生活様式』に則った社会教育事業を実施できる

のか」（53.5％）、第３位は「b.施設や事業の拙速な再開で、感染を拡大させないか」（51.7％）、第４位は「c.『適

切な対策』の基準、根拠が定まらない段階で、どのように対応していけばよいのか」（50.6％）、第５位は「m.社

会教育は『不要不急なもの』として今後、事業予算減や人員削減がされないか」（49.4％）だった。第２位以下は

第１位と比べ、選択される割合が少し低めになっているが、それでもいずれも半数前後で選択されている。それ

以下では第６位が「d.過度な制限によって住民・利用者の活動を後退させてしまわないか」（40.7％）、第７位が

「e. 利用制限(休館・開館の基準や新たなルール)について住民・利用者の理解が得られるか」（30.8％）であり、

第２～5 位と比べ、さらに少なくなっている。 

ところでこの設問では、o. p. q．を除いてａ～ｎまで 14 もの選択肢を用意した。本アンケート企画メンバー

の、社会教育施設で働いている現場の感覚を生かして設定したものだが、内容に類似するものもあるため、改め

てこれらを仮に、社会教育職員が COVID-19 の感染拡大の中で社会教育の仕事をする者として感じている「懸

念・不安」の「種類」として大まかに７種類に分類してみた。 
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①「感染」自体について（a. b.）

②施設運営の制限（利用制限・事業実施の制限等）に関する判断について（c. e.）

③施設運営の制限（利用制限・事業実施の制限等）の学習活動・社会教育事業への影響について（d. f.）

④社会教育という仕事や事業に対する実践上の価値判断の変化について（g. l.）

⑤社会教育という仕事や事業に対する自治体施策上の価値判断の変化について（m. n.）

⑥社会教育施設と利用者との関係の変化について（h. j. k.）

⑦施設運営の制限（利用制限・事業実施の制限等）による利用者・住民の生活・活動への影響について（i. j. l.）

である（なお j. は⑥と⑦両方にかかわっている）。 

「懸念・不安」として多く選ばれた選択肢上位５位までの傾向をこれら①～⑦の分類と対応させて見てみると、

第１位（a.）、第３位（b.）は①「感染」自体について（a. b.）のものであり、第２位（f.）は③施設運営の制限（利

用制限・事業実施の制限等）による学習活動・社会教育事業への影響について（d. f.）のもの、第４位（c.）は②

施設運営の制限（利用制限・事業実施の制限等）に関する判断について（c. e.）のもの、第５位（m.）は⑤社会

教育という仕事や事業に対する自治体施策上の価値判断の変化について（m. n.）のものと、①、③、②、⑤の順

に選択されたとみることもできる。 

設問９．感染症対策にかかる施設の対応について当てはまるものを選択してください(最大時)。 

回答数 172(択一式) 

項目 回答数 割合（％） 

a.施設貸出・利用・入館、受付業務、主催事業などすべて休止(休館) 103 59.9 

b.施設貸出・通常利用はできないが、申請受付などのための市民の入館可 37 21.5 

c.一部業務休止および一部の利用を制限 16 9.3 

d.市民の通常利用はできるが、主催事業は休止 6 3.5 

e.市民の通常利用・主催事業ともに継続 5 2.9 

その他 5 - 

その他内訳：「事業によって、内容を変更」、「施設貸出・利用・入館・主催事業などすべて休止(休館)、受付・相談業務

は電話などで対応」、「相談、オンラインのみ稼働」、「資料の貸出間隔の延期、机等の消毒」、「部屋の定員の減員、マス

クの着用、検温等への協力依頼等の感染予防をした上での市民の通常利用。回数や学習方法等の見直しをした上で

の主催事業の実施。」 

感染症対策のための臨時休館など、最大時の対応を聞く設問で、「a.すべて休止(休館)」と答えたのは 103 人
(59.9％)と最も多く、続いて「b.貸出・利用はできないが、受付などのための市民入館可」が 37 人(21.5％)、「c.

一部制限」が 16 人(9.3％)、「d.利用はできるが主催事業休止」が 6 人(3.5％)、「e.利用・主催事業ともに継続」

はわずか 5 人(2.9％)だった。「その他」は 5 人。 

市民の施設利用ができない実質的な休館状態になった割合(選択肢 a.+b.)を合算して見ると、全国で 81.4％と

非常に高いことが回答から分かる。また、都道府県別にみると、特に COVID-19 感染者数が多く本調査回答

数も多かった東京都・神奈川県では「a.すべて休止(休館)」は 62.8 ％となるが、その２都県を除く全国の施

設では51.9 ％となり、感染拡大状況によっての地域差は認められる。 
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設問１０．通常開館、通常業務再開について、回答日時点での状態を選択してください。 回答数 171(択一式) 

項目 回答数 割合（％） 

a.すべて再開済み(休止なしを含む) 64 37.4 

b.一部再開済み 93 54.4 

c.再開予定日を設定済み 9 5.3 

d.再開は未定 4 2.3 

その他 1 - 

その他内訳：図書室のみ条件付き再開 

それぞれの回答日時点での開館・業務状況について聞いた。「a.すべて再開済み(休止なしを含む)」と答えたの

は 64 人(37.4％)、「b.一部再開済み」は 93 人(54.4％)、「c.再開予定日を設定済み」は 9 人(5.3％)、「d.再開は未

定」が 4 人(2.3％)だった。 

多くが b.または a.を選択しているが、調査を実施した 6 月中旬から 7 月中旬にかけて、各施設の供用再開・事

業再開時期と重なり、回答日によって回答選択に偏りが見受けられるため、単純比較はできない。 

設問１１．完全に休館(利用者が入れない)をした(している)期間があれば、その期間を記入してください。 (回答

例：3月 1日～5月 15日／4月 1日～現在)  回答数 126 (記述式) 

この回答集計〈概要版〉では全回答の掲載は省略し、おおよその休館開始時期についての集約を掲載する。な

お、政府による緊急事態宣言の初めての発令があった 4 月 7 日を期間区切りの一つとしている。 

項目 回答数 割合（％） 

a.2月下旬～３月上旬に休館開始 72 57.1 

b.3月中旬～4月 6日に休館開始 17 13.4 

c.4月 7日～4月末に休館開始 33 26.1 

d.5月以降に休館開始 1 0.7 

その他 3 2.3 

その他内訳：「なし」2、「6月下旬まで」 

休館開始時期は、学校の臨時休校要請が政府から出され、実施された時期にあたる「a.2 月末～3 月上旬」と答

えたのが 72 人(57.1％)と最も多く、次に緊急事態宣言発令から全国に対象が広がった時期にあたる「c.4 月 7 日

～4 月末」が 33 人(26.1％)と大きく 2 つの山があることが分かった。それらに挟まる期間である「b.3 月中旬～

4 月 6 日」は 17 人(13.4％)、「d.5 月以降」と回答したのは 1 人(0.7%)にとどまった。 

自治体独自の緊急事態宣言の発表や、自治体首長からの自粛要請メッセージ発表など、地域ごとの影響につい

ては、今後の詳細分析・クロス集計で研究する必要があるだろう。 
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設問１２．施設休館・事業休止が判断される過程で現場の声は聞かれましたか。当てはまるものすべてにチェックし

てください。  回答数 171 (複数選択) 

項目 回答数 割合（％） 

a.自分や現場の職員の意見を聞かれた 52 30.4 

b.現場の職員で話し合う場が設定された 44 25.7 

c.利用者や地域住民の意見を聞く取り組みがあった 5 2.9 

d.聞かれなかったが、自主的に職員から意見を伝えたり話し合ったりした 37 21.6 

e.特になかった 74 43.3 

最も多くの回答が集まったのは「e.特になかった」74 人(43.3％)であり、「d.聞かれなかったが、自主的に意見

を伝えたり話し合ったりした」が 37 人(21.6％)だった。意見を聞かれたり話し合う場があったとする選択肢２つ

は「a.自分や現場の職員の意見を聞かれた」52 人(30.4％)、「b.現場の職員で話し合う場が設定された」44 人

(25.7％)で、そして「c.利用者や地域住民の意見を聞く取り組みがあった」は 5 人(2.9％)にとどまった。 

e.の回答が多かった背景には、休館・休止の判断が短期間で検討され実施されたことや、自治体内で一律で決

められたことが想定される(設問１３．の「その他」記述と関連する)。また、職員の意見を参考にしようという

動き(選択肢 a.＋b.)が半数を超えたことは重要だが、その反映の有無については次の設問１３．で聞いた。 

なお、公民館運営審議会や図書館運営協議会など、市民・利用者が運営に参画する仕組みがある施設が多いに

も関わらず、本設問選択肢 c.の回答が少ないことは問題として指摘しておきたい。 

設問１３．休館(事業休止)の実際の判断において、現場の声が反映されたと思いますか。  回答数 172(択一式) 

項目 回答数 割合（％） 

a.現場の職員からの意見や、現場での検討が活かされていると感じる 44 25.6 

b.現場の声や実態を反映されずに決められたと感じる 78 45.3 

c.分からない 41 23.8 

その他 9 - 

その他内訳：「現場の実態を考慮し、自治体（市）が総合的に判断したと感じる。」、「個々の意見より、全体として「最

終的にはそうせざるを得ない」という判断が上部から下された。」、「市全体の課題であり、施設ごとの判断は求めら

れていない。」、「市長や教育長の判断によって決定された」、「ない」、「図書館単体の判断ではなく自治体の意向に沿

ったものだった。」、「早い段階で、感染拡大が広がった時、ロックダウン時などを想定して、どのように対応するか現

場に意見が求められ、それが反映されていると考えます。私の担当しているボランティア室では、東日本大震災の時

の経験も考えながら、事業の休止・中止なども踏まえて想定しました。最終的な判断は館長など上層部がしています。

また、休館の決定については、政府の意向に沿ったかたちになったと考えています。（大臣発表にあわせるかたちで

突然決まりました。「政府の要請に応えて休館」となっています）」、「対策本部の決定。市公共施設の一つとして休館

となった。」、「非常事態の行政判断の姿勢、仕組みの問題だと分かった」 

「b.現場の声や実態を反映されずに決められたと感じる」が最多であり 78 人(45.3％)。「その他」の記述をみ

ても選択肢 b.の主旨に近いものが多く見られる。また、「a.現場の意見や検討が活かされていると感じる」は 44

人(25.6％)であり、「c.分からない」は 41 人(23.8％)だった。 

設問１２．「a.自分や現場の職員の意見を聞かれた」「b.現場の職員で話し合う場が設定された」の合計は 96 人

(56.1％)だったことと比較すると、この設問１３．選択肢「a.現場の意見や検討が活かされていると感じる」の選

択が極端に少ないことが分かる。現場の意見は聞かれたのに、それが反映されていないという事例が多く存在す



10 

るという問題点があるだろう。c.の選択の背景には、現場の職員自身が施設ひいては自治体の意思決定には関わ

れないという認識を持ち、心理的に距離を感じていること、または、意思決定に関わりたいと思っていても、そ

の決定プロセスが見えないところで行われており、意見が反映されたかどうかすら分からないこと、いずれの状

況も推察される。また、「その他」欄からは「施設独自の判断ではなく、自治体全体で統一した判断が下された」

「対策本部の決定」という主旨の記述が多くみられ、社会教育施設だからという判断基準はなく、他の施設と同

様に自治体としての統一判断が下されたケースが多いとわかる。現場の実態や実感と、実際の判断を下す立場の

それに大きな開きがあること自体が問題といえるだろう。 

設問１４．施設再開館・事業再開が判断される過程で現場の声は聞かれましたか。  回答数 170 (複数選択) 

項目 回答数 割合（％） 

a.自分や現場の職員の意見を聞かれた 55 32.4 

b.現場の職員で話し合う場が設定された 45 26.5 

c.利用者や地域住民の意見を聞く取り組みがあった 3 1.8 

d.聞かれなかったが、自主的に職員から意見を伝えたり話し合ったりした 36 21.2 

e.特になかった 65 38.2 

設問１２．と同様に、「e.特になかった」が最多の 65 人(38.2％)、「d.聞かれなかったが、自主的に意見を伝え

たり話し合ったりした」が 36 人(21.2％)だった。「a.自分や現場の職員の意見を聞かれた」は 55 人(32.4％)、「b.

現場の職員で話し合う場が設定された」は 45 人(26.5％)、「c.利用者や地域住民の意見を聞く取り組みがあった」

は 3 人(1.8％)しかいなかった。 

設問１２．と比べ、再開館への検討には期間があったにもかかわらず、「a.意見を聞かれた」の増加数は、わず

か３人(２ポイント)にとどまっている。これには出勤日数が減らされたり、時間や曜日をずらしたりしたことに

より、職員同士の議論の場がなかなか持てなかったことが要因の一つと推察される(後述の設問１７．と関連)。 

設問１５．再開館(事業再開)の実際の判断において、現場の声が反映されたと思いますか。 回答数 171(択一式) 

項目 回答数 割合（％） 

現場の職員からの意見や、現場での検討が活かされていると感じる 44 25.7 

現場の声や実態を反映されずに決められたと感じる 81 47.4 

分からない 36 21.1 

その他 10 - 

その他内訳：「意見は言えたが、あまり理解してもらえたとは思えない。」、「一部職員に意見は求められていたが、自

治体の方針が優先された」、「基本的には行政に合わせる形になった」、「現場の実態を考慮し、自治体（市）が総合的

に判断したと感じる。」、「公民館以外の集会施設と横並びの判断」、「市全体の課題であり、施設ごとの判断は求めら

れていない。」、「私は非正規でもあり、議論の過程に参加していませんが、正規職員間でかなり議論が行われたとき

いています（作品の保存との関係なども）。施設は一部開館していますが、事業全体は再開しておらず、講座・学校対

応・ワークショップ・ボランティアなどは、これから現場でできることを探りながら実施というかたちになります。」、

「常勤職員は意見を聞かれたが、非常勤は話し合いの場から排除された。」、「閉館時と同様に自治体全体の方針によ

るものだった。」 
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「b.現場の声や実態を反映されずに決められたと感じる」が 81 人(47.4％)で最多、「a.現場の意見や検討が活

かされていると感じる」は 44 人(25.7％)であるが、「c.分からない」は 36 人(21.1％)と続いた。その他は 10 人。 

設問１３．との大きな差は認められず、意見を聞かれたとしても反映されなかった、または反映されたかわか

らなかったという現場の職員の実感が見られた。特に、「常勤職員は意見を聞かれたが、非常勤は話し合いの場か

ら排除された。」、「私は非正規でもあり、議論の過程に参加していませんが、正規職員間でかなり議論が行われ

たときいています。」と記述があるように、雇用形態の違いによって議論に参画できるかどうかが線引きされて

しまう実態が明らかとなった。 

 

 

設問１６．休館や事業休止・縮小によって、職員として感じた課題やそれに対する工夫、利用者・市民の学習活動を

支援するための取り組み(実現できたもの・困難だったもの、どちらも)について自由に記述してください。  

回答数 99 (自由記述) 

 

・調べもの学習する上で机席が使えないので、貸し本屋状態でしか役割が無かったように思う。 

・休館に向けた自粛要請、振替予約対応連絡など、業務倍増だった 

・職員間での事業再開に向けた継続的な話し合いができたこと。従来までの状況であれば実施しなかったであろ

うオンライン青年学級を実現したこと。 

・オンライン会議等の浸透により、人とのつながり方が変わっていくのではないか。一方でネット環境が整わな

いと、意見の表明や学習する機会が失われてしまうのではないかという課題がある。対面による事業は中止と

なっているが、公民館だよりとは別にミニ通信を毎月発行し、親子向けに外出自粛中での健康づくりや自宅学

習等、公民館を届けるアプローチを展開している。 

・オンラインによる講座等の学習の機会の提供は PC 機器など公民館側の準備はある程度可能であるが、受講者

にはタブレット等の機器がない。 

・試験的に「公民館だより」を音読した音声ファイルを Facebook 上に up してみた。高齢者や視覚等に困難を抱

えている方や、仕事等で多忙な方への「ラジオ」的な情報提供としての挑戦だが、一部の Facebook ユーザー

にのみ反響があっただけであった。しかし、継続こそ力になると信じ、web 等での音声による情報提供は、多々

ある SNS プラットフォームを試しつつ、継続して挑戦してゆきたい。" 

・このような困難な時ほど社会教育は何かすべきだと考え、担当職員全員で話し合いを持った。しかし、社会教

育の講座・集会は、”三密”の最たるものであり、なかなかいいアイデアは出なかったが、住民との結びつき・

繋がりは確保しておこうと、公民館だよりを増ページにしたり、内容を充実させたりした。 

・大学図書館に正規職員として勤めています。通常は地域住民の方へ開放し、貸出業務も行っておりましたが、

緊急事態宣言下では、学内者以外の利用者へのサービスは全停止しています。また、大学内では元より地域住

民の方々へのサービス提供に対し懐疑的なところがあり、これを機に今後も停止の流れになるのではないかと

懸念しています。 

・新しい生活様式、消毒など、感染対策として様々な、制限を実行していく中で、これまでの活動を自ら否定し

ているかのような脱力感を感じました。人と人をつなぐこと、集うことを支援してきた公民館が、新しい生活

様式なるものに則って人と人のつながりを分断しなくてはならないことに、やり場のない怒りと悲しみがあり

ます。そんな中、オンラインでの繋がりの模索や広報の工夫などをしていますが、オンラインに関してはまだ

環境が整わず、何もできていません。 

・地域住民から、施設を開けてほしいという意見ばかりではない。開けないでほしいという意見も多い。すぐ近

くで感染者が増えていく中、何もできない。この感染症に対する無力さを痛感している。 

・利用自粛を要請するだけで、組織として、市民の活動支援はできなかった。個人の感じていることをセンター
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だよりのうえで共有するよう工夫した。 

・新型コロナウイルス感染拡大により、社会的孤立や格差拡大など、地域や社会の課題が顕在化しており、一層

社会教育の役割が期待されている状況ととらえている。現在は Web の有効活用について検討・準備中。

・これまで培ってきた経験や常識を捨てる必要があると感じました。その上で講座やイベントなど何ができる

か？を考えていました。施設を利用せず、ネットで展示を行います。

・主要講座を緊急事態宣言解除後に実施できる方向で会場確保、カリキュラムの再編成を行い実施できる方向で

準備できた。

・市民の学習意欲を維持してもらうために、帝京大学教育学部丹間ゼミと協働して、公民館利用サークル等に挨

拶文を送付した。

・休館や事業中止は、やむを得ない状況であったが、本来の公民館の姿である「学びの場」「交流の場」としての

活動ができず、もどかしを感じる。

・公民館内外の環境整備を行った。

・全事業見直しによる社会教育事業の縮小と、施設計画、社会教育職員採用計画の縮小を危惧

・移動図書室、青空図書室が実施できる体制が取れればなあ、と思いました。

・市民の学習活動を支えるために、オンライン会議システムの導入が必要と思われるが、現在の正規職員の体制

ではそのような新たな課題に取り組むことができそうにない。結果、市民の学習権を支えることができずにい

る。

・開館、事業の中止・開催、などについて市民への説明となる根拠が大切だが、今回の状況では保健衛生、医療

分野の専門部署や専門家との協議や連携がされていないように見えた。もちろん上記の専門分野はフル回転で

相談も憚れたのかもしれないが、部署内では感染症に関してよくわかる者がいない状況のなか、ほかの自治体

の動きを見ながら、ニュース情報などをもとに事業休止などが決まっていったことは、今回のような事態、今

後も不透明な先行きにおいて、課題だと思った。

・利用休止直前、すでに利用休止してしまった他市町から利用者が殺到し、町民へ不利益がでたり、問い合わせ

対応などに追われた

・予算なしで、指定管理者の経費のみで感染対策が無謀。

・講座の開催は中止したが、自宅で体験できるようなキットを頒布することにした。

・ハンズオンやミュージアムトークなど陳列展示の理解を助ける取り組みの中止、もともと後進国であるユニバ

ーサルデザインへの取り組みがさらに後回しにされたこと（消毒ができない場合は車椅子の貸し出しを中止す

る、など）、ボランティア・バイトスタッフに対して多大な継続雇用不安を与えたこと、学校休止で子どもが行

き場を失った時、社会教育施設として受け入れ先になれなかったこと

・一般職の自治体公務員によるコロナ禍における公民館運営の困難さを感じました。専門的力量がない故の発想

がなく、非常に困難でした。

・正直、休館期間にこれまで時間が取れず滞っていた学芸業務を進めることができたことから、日頃の業務内容

があまりに煩雑で、本来提供すべきサービスを十分に果たせていないと感じた。

・休館後すぐに、ネットを通じて何かできないか（特に休校中の子ども向けに）と、自館でも業界内でも声があ

がって検討された。しかし日頃から準備しているコンテンツがない状態から、いきなり有用なものが作れるわ

けでもなく、展示ではなくネット配信する場合の著作権や許諾の処理を考えると、結果的にほとんどできるこ

とがなかった。

・政府内閣からの上意下達で、現場の声が全く反映されない

・自治体の定める制限の範囲内で、どのラインが適切なのか意見が分かれ（主に入場者制限）、調整に苦慮してい

る。

・利用者の活動したい気持ちは理解できるものの、感染予防対策をとってもらうことが困難であると感じている。 
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・既存の枠組みにとらわれず現場の意見や市民の学習活動に資する情報を発信して行く必要性を感じた

・例えばコーラスなど、自治体によって許可か否かが分かれており、利用者からなぜここでは許可されないのか、

と言った質問に答えられない。 

・対面（来館）が不可能になった際に代替となるアクセシビリティの方法を、日ごろから準備しておく必要を感

じた。

・指定管理者自らの感染防止対策計画の策定が行われなかった

・現場で少しでも支援したいと声を出しても対策本部に反対されて何も出来なかった。

・区(教育委員会)からガイドラインが無く、学校ごとの図書館利用の判断が難しかった。他校の司書と、状況写

真(カーテンや掲示物)や配布プリント(図書室だよりや開館ルール)の情報交換をしたが、ごく一部のメンバー

だった為、規模や校舎の違いなどが、参考にならない場合もあった。学校が閉鎖中は、活動ができなかったが、

児童が登校し始めてからは、入館できなくても、リクエスト用紙で本の貸出しを行った。

・来館が制限されてしまうと、提供できるサービスは皆無に近くなってしまったが、新規サービスを構築、開始

するには予算や人員、準備が不足していることを痛感した。来館を前提としないサービスについて、デジタル、

アナログ両面から検討しておかなければならないと改めて感じた。

・入館者を線引きすること

・集まる、ということが主の施設であるため、何をして良いか迷ったが、学習の支援として Twitter や Facebook

での発信、公民館や歴史館の駐車場を開放しての、「チョークでお絵描き」など、職員で話し合い、できること

に取り組んだ。

・休校となった子どもたちのために、ホームページに学習関連のリンクを充実させた。しかし、一般の利用者に

対してのアプローチがうまくできず、「休館だからできること」に着手することができなかった。

・オンライン・リモートなど、新しい手法による講座の必要性を感じた。そして動画を利用した学びを実施した。 

・他部署・組織との横断的な協議

・感染症対策と熱中症対策の両立をさせながらの夏休みのこども向け講座。

・事業の多くが三蜜となるので再開が難しい。スペースに限りがあるので机やいすの利用が減少し利用者へのサ

ービスが低下する。

・現場サイドで決めることばかりのはずなのに、市の決定を待ってから利用停止の案内を利用者にしていたため、

対応が後手になるうえ、館の職員からの利用者への連絡が夜までかかるなど、負担が大変大きかった。そもそ

も、社会教育施設は「安定した生活」ができる状態で初めて使えることができる施設である。その危機感が全

国的に足りていないと感じた。 

・集まらない形の事業の組み立てが困難である

・ビニールカーテンと次亜塩素酸水による図書・テーブル等の消毒は実現した。完全な再開に向け隣席との間仕

切り板を用意したいが、予算がなく自作のため見栄えが悪い。来館者にもマスク消毒等の協力をお願いしても

聞き入れてくれない人もいる。

・利用停止に伴う連絡手段が電話や書面のみのため、時間がかかってしまった。ホームページを参照できる環境

にない方に連絡する手段が電話や書面しかないからである。また、ホームページに掲示できたとしても見てい

ないなど、情報が伝わらないケースも想定される。事務所に電話が１台しかなく、また職員も少数運営のため、

有事の際、迅速な連絡手段の確保が課題である。地道に連絡をするしかなかった。

・市民の学習機会については、博物館等がインターネット上に動画掲載を行ったので、家庭でできる文化芸術等

を紹介する二次元コードを定期発行文書に記載し、周知を図った。

・公民館の事業は前年踏襲型が多いので、あるいみ休止をきっかけに、真に必要な取り組みは何なのかを議論す

るきっかけにできればいいと思っています。

・比較的住民や利用者の理解度が高く、職員としては助けられた感じがする。今後の事業再開等については、市
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全体の方針が出されてから取り組みを行う予定である。 

・休館期間が最小限になり、利用者にとっては良かったと思う。休館・開館の利用者への連絡が困難であったの

で、連絡体制をとる工夫が必要。

・利用団体への休館の連絡方法や周知に苦慮した。

・休館・再開館は自治体の首長の判断で決まり、博物館や図書館などの専門職が、施設の専門性にもとづいて判

断するという余地が無いのが問題。町立施設は一斉に動こうとするので、「図書館の自由」「博物館の自由」が

ないがしろにされかねない。博物館は特に第二次の再開館にあたっては、準備不足のなかで開館したくなかっ

たが開館が押し切られ、ならばと首長部局が一律規制をかける前に「日本博物館協会ガイドライン」に基づき、

博物館独自の自主規制を敷いた。必ずしも良い対応がとれたとは思わないが、博物館には博物館独自のルール

や権利があり、それを少しでも大事にするよう取り組むことの重要性を実感した。

・職員として、今何ができるかを考えたが 良い案が浮かばなくて悶々とした。その中で 家にいても繋がろうと、

メールや電話で皆さんの過ごし方を募集しホームページで公開するなどした。

・不特定多数対象の事業について、開催するためのノウハウがなく、現場に任されていることへの不安。

・利用者への配慮のため休館開始が遅かった

・感染予防対策を講じた事業の実施について

・緊急に対応する対策が全くなく、何もできなかった。web 環境の整備など、備えの重要性を痛感した。

・東京都の感染防止協力金（複数事業所で 100 万）を申請するとの理由から全部利用中止にすることになったが、

回答日（6 月 24 日）時点で公益法人は受給の対象から除外されており、申請すらさせてもらえず、こんなこと

なら通常業務を続けていた方がましだった（多少の収入も得られた）のではという極めて強い疑問を感じる。

不公平な行政の問題と、安易な職場の判断の両方がある。 

・休館しても固定費は縮小しないことが課題。

・利用者への周知の仕方。急な決定や変更が多く、区報などへの掲載が間に合わない中で、ホームページ等を

見ない情報弱者への伝達は難しかった。

・緊急事態宣言を受けての市対策本部から閉開館指示は、有無を言わさないものであった。しかし、閉館中で

あ ってもできることを検討するように。支援できることは支援するように。事業を簡単に中止にすることの

ないように。という雰囲気であった。オンライン講座の検討は行ったが、市として環境が整っておらず正攻法

で実施しようとすると難しい、また市民レベルでも Wi-Fi 環境などが整っていないケースが多々あることが判

明した。そのため、高齢者教室ではラジオ放送と連携した講座を実施し、好評を得た。

・動画配信などに関心が傾きすぎていないか。広報と教育普及の区別があいまいになっていないか。施設の本

質を忘れていないか。それをコントロールできなければ、今後の施設の存続に関わってくるのではないかと危

惧する。

・HP コンテンツの作成により、オンラインでの学習支援を実施した。

・時間がないので書きたいけれど、書けない。

・博物館全体で工夫し、「おうちで博物館」と称した Twitter、YouTube、ぬりえの取り組みを行った。

・質問の趣旨が、何を判断する材料にするのかで変わる。全ての災害時に共通する問題であれば、非常事態、

災害対応での行政の指揮命令系統には正当性があるので、教育行政のできる対応は無い。その指示下で、命

と安全を守るための職員としての判断と施策への意見を述べること以外にできることはない。今回のコロナウ

イルス禍での対応は、それこそ住民の求めに応じる形での即応性のある教育の対応以外にはない。敢えて社

会的、政治的要請に乗じて教育行政の可能性を考えるとするなら、それは間違えているだろうと思う。
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・感染拡大防止対策は必要だが、三密を回避しながらこれまでの日常に少しでも近づけることをしていかないと、

独居高齢者が多い地域なので、コミュニケーションがとりにくい環境はこれまでのモチベーションの低下や気

持ちが崩壊していくのではないかと懸念された。自治会を通じて、住民同士が元気メッセージを書いて、自治

公民館や公民館の掲示板に掲示するなどの取り組みを行った。 

・ネット弱者ほど日頃から図書館を利用していると感じていたため、新聞の閲覧だけでもできないかと思ってい

たが、休館検討の際には真っ先に新聞の閲覧禁止が決められ、一部再開後も紙の消毒ができないことを理由に

新聞閲覧禁止の制限がかかり、全部再開でようやく新聞閲覧が再開された。市上層部の認識不足や施設側の体

制不備により、ニーズと提供とのはざまを埋めることができなかったのが残念だった。

・若者の声を集める、発信する、家がしんどい若者への個別対応を先だって動く･伝える、若手の創意工夫を実行

する、課題のリストアップと個別対応、オンライン会議の早期導入、活動グループの取り組み発信など

・「お家で公民館」と題して、徐々に動画配信を行っており、今後も拡充するほか、Zoom 等を活用した講座の実

施等を検討している。 

・対応や基準が定まらない中での市民からのクレーム対応は大変だったが、長期休館によって普段はできない棚

の入れ替え等ができたのはよい機会だったと感じている。

・利用者支援のガイダンスが全面中止になった。来館しなくても受けられる利用者支援サービスの開発の必要性

を感じた。現在は、ガイダンスの動画を作成中。

・ボランティアスタッフの対応について、想定をしておらず、現在も開館後どう対応するか、検討中。

・私は館で活動するボランティアの活動支援を担当しています。3 月末から職員も出勤できなくなりました。ボ

ランティアさんどうしは、メール等でつながって、連絡しあったり、学び合ったりしていましたが、そこに職

員が入っていないことにこれでいいのかと悩んだりもしました。（リモートワークの環境が整っていないため、

職員は在宅でボランティアさんと連絡する手段がありませんでした。ただし、ボランティアさんには、状況と

事情を説明したうえでのことでしたので、問題はなかったとは考えます。4 月に一度連絡、5 月にも上司のみ

が出勤して連絡をしています）休館中の対応をボランティアさんに尋ねたところ、各グループで通信的なもの

を作ってメールでやりとりをしたり、オンラインミーティング・勉強会をしたり、積極的に連絡をとったり学

び合っているグループもあれば、在勤者が多いグループではあえて連絡を取らなかったというところもありま

した。（お仕事されている方の中では、これまでもメール等を読み切れないという声があったとのころで、在宅

勤務や自粛で生活が大きく変わったことを考慮して、あえて連絡を自粛したとのこと）自粛中に職員が関われ

なかったことにこれでいいのかとも考えましたが、それぞれでグループの事情に合わせて活動できたというこ

とは良かったのではないかと思います。当館のボランティアは、接客、体験活動の補助が活動の中心でしたが、

これまで同様の活動はできないので、今後の活動をどうするかが課題です。他館では、活動や来館について不

安に思う方があっても「ほかのメンバーが活動しているから」と少し無理する方もあったようで、当館でも私

たち職員には聞こえてこないけれども、そういう気持ちの人もあったかもしれません。また、一部開館後も、

すぐに博物館に展示を見に来た方々もたくさんありましたが（まだ活動は休止中なので、事前予約をして個人

的に見にくる）、電車に乗ることに不安に感じて来館はもうすこし様子をみたいという方もいらっしゃいます。

どう活動を再開するのかが課題です。早く活動したい方の声は大きくなりがちですが、あまり声を上げにくい、

来館に不安を感じている方の思いもくみ取りながら、どう活動再開していくか考えていきたいです。 

・恒例のこいのぼりの展示を、ガラスの壁面を使って行ったり、外から見える位置に民具の展示を試みた。だた

し、紫外線の柄影響を受けにくいとおもわれるもの、資料数が多く、やや劣化しているが展示に何とか耐えら

れるものに限定された。いつもなら来館者に参加してもらえる体験などができなくて残念だった。

・（工夫）自作の屋外活動用マスクを使用し、児童向け事業を実施した・（工夫）児童に対し、郵送でふるさと学

習の課題を提出してもらった・（困難だったもの）高齢者に対してインターネットを利用したアプローチは難
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しい 

・地区内での紙媒体の配布、メールを活用した講座への申し込み者とのやりとりなど可能な形での「対話」を持

つよう、情報発信に取り組んだ。施設内職員とは SNS を活用し、連絡を密にとった。

・オンライン対応の脆弱性。（自分の技術含め）また、新たな取組として、貸出キットを開始できたのは成果でし

た。

・再開後の公民館の在りかたについての検討

・音訳ボランティアの方々の活動について。広報など音訳していただいているので、休館中もお願いしていた。

感染症予防をしながら、音訳ボランティアをしていただくことの難しさを感じた。皆さん協力的だったが、こ

ういう時は他自治体はどう対応されていたのか気になるところでした。

・統一ルールがないこと

・児童の読書の機会を減らさないよう、児童センター等での移動図書を実施したが、センター利用をしていない

児童(親が預けていない児童)が大半で、広範囲にわたってのサービスは困難だった。

・ネット上で発信できることがあるはずだったが、できていなかった（というよりそんな発想は現場にはなかっ

た）。

・上からの指示が遅くさらに各館に任せるというスタンスがあり、足並みをそろえようとしないところがあった。

統一性がなく現場としてはどうすればいいかはっきりして欲しかった。 

・WEB を使っての情報提供などを行った。場当たり的に対応することも多く、組織としてまとまった取り組み

まではできなかった。

・東京都の方針に沿って市の幹部が方針を決め、現場はそれに従うのみで、何らの工夫などをする余地はなかっ

た。

・繋がる…という事が大きい公民館で、集えないということは痛手だった。

・休館中に利用者と情報収集・交換などを行える仕組みづくりができればよかった。（オンラインの活用など）

・首長部局に移管され所管課に社会教育主事発令を受けた職員がいない指定管理の公民館類似施設・体育施設・

図書館複合施設勤務です。講座受講者や施設利用者、特に高齢で基礎疾患もお持ちの方が、仲間との交流（雑

談）などの生きがいや健康維持のための運動の場がなくなったことで、「あの人は元気かな？」と心配すること

が多かったです。講座の開催可否等について連絡する機会があった方もいましたが、講座数・受講者数とも多

く、一時は勤務日数が減らされたこともあり、全ての方ときちんと話せたわけではありませんでした。事業や

施設利用の中止、窓口業務停止（休館）、窓口業務再開、事業・施設利用再開などの判断は、区からの方針待ち

で、市民と話し合ったり学びあう機会を作ることは困難でしたが、インフォーマルな形で市民の方とつながっ

て動くやり方も出来たのかも、いや 2 年目に入ったばかりで信頼獲得も不完全な自分にはまだ無理だったか

も、と振り返って思っています。区からの方針は、予定日より遅れる、現場で準備したり対応する時間やタイ

ミングを考慮してくれない（講座募集開始日以前に教えてほしかった、受講者等に連絡をするのに要する時間

を考慮して出してほしかった）、矛盾がある、複雑で現場職員の理解や市民への説明が困難、現場の対応・処理

が煩雑になり仕事量も増える、区から決定事項の通知がなくホームページ上で知る、ホームページが複雑で情

報を探しにくい、区内部での調整が取れていない（学習センターと体育館で対応が異なる等）等々、はっきり

言って不満しかありません。一番のものは、館で企画する事業の開催可否及び感染予防対策は各館で決めるは

ずが、後付けで利用不可種目が示され、講師と打ち合わせを重ねた講座再開プランが水泡に帰し、再開連絡を

した受講者にも迷惑をかけてしまったことです。しかも、区は利用不可とする判断にあたって、当該種目も競

技団体策定のガイドラインの存在すら知らないという始末です。同僚が運動系講座講師による動画配信を企画

し本社に予算申請をしましたが、ちょうど次期指定管理者応募準備の時期でもあり、予算が得られず実施でき

ませんでした。許可を得られれば私の担当講座でも同様の取り組みを行おうと考えていたので残念でしたし、

講師が個人事業主として講師を専業としている方だったので収入源を少しでもカバーさせてあげたいと思っ
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ていたので、心苦しくもありました。毎月数千部発行していた情報紙（12 頁フルカラーで質的には多すぎて区

広報に掲載出来ない講座案内で公民館だよりとは言えません…）は町会の回覧も停止した町会が多く、印刷部

数の多くを廃棄してしまったのも残念です。社会教育について学んできて、社会教育施設や社会教育職員が戦

後教育制度下で最も大切にするべきは市民が主体性を高めていけるような関わりをすることで、行政の言いな

りとなるよう飼いならすようなことは全体主義化を招くため絶対にやってはいけないと個人的に思ってきま

したが、協力依頼という形をとった強制や事なかれ主義的な対応に、（社会教育）行政そのもののあり方、指定

管理、移管、社会教育主事の不在などの問題を考えざるを得ませんでした。先輩職員の方々は逆境にあっても

したたかに働いてきたと聞いてきましたが、それによって何を守ってきたのかなと思ってしまいます。また、

こうした状況で自分はどう働いていくべきなのかを考えなければいけないと思いました。また個人的には集会

の自由や教育の権利を制限することになるため休館はないだろうと思っていた部分もありました。災害時も視

野に入れた社会教育の権利について、精緻な議論をしていく必要があるのではないかと思います。現状では、

休館は集会の自由を侵害しているとして最高裁まで争ったとしても、集会を解散させたり禁止したものではな

いから違憲とまでは言えないという結論となるのではないかと予想します。しかし、ともに学びあうことが人

間的な生活には不可欠だと今回改めて感じました。このことをしっかり法律に落とし込んでいくべきだと思い

ます。最後に、コロナ禍で公共施設や自治体の事業のほとんどが出来なくなる中、家庭にいることでかえって

危険になる若者や女性への支援の必要性が可視化され、そうした支援に動く団体さんの様子を SNS を通して

拝見してきました。自分も以前は若者支援の仕事をしていて、今は社会教育の仕事をしていますが、志半ばで

版れた若者支援業界で、まだ自分に出来ること・やりたいことがあると気づくことが出来ました。長文失礼し

ました。 

・年度が変更したため、休館により途中で終了せざるを得なかった事業について、補講等行うことができな

い。別事業として組み直すことを検討中。

・市民の活動が止まってしまう事に不安を感じた。

・ホームページや Twitter を用いて過去の講座に関する情報を発信していた。発信自体は出来たが、どこまで学
習活動を促せたのだろうと思う。(支援できた自信はあまりない。)

・公民館利用者には高齢者が多いので、公民館活動に生きがいを求めて参加されている方々にとっては、社会

参加の道を絶たれたような絶望感があったのではないか。また、それ以外の一般の方々でも、学習の場が閉鎖

される事で、学習意欲が減退したり引きこもりの状態に陥っているという声を聞いた。そこで、当館が毎月発

行している公民館便りに、手作りマスクのレシピを載せたり、レシピを引き取りに来てもらったりして公民館

とのつながりを意識してもらうようにした。こういう状況においても学習の機会を継続させていく工夫を社会

全体で考えていかなければならないと感じている。

・途中となってしまった連続講座や通年事業(障害者学級や日本語教室)の参加者との繋がりをどう保つのかが課

題であり、いい工夫ができず悔しかった。特に、外国人や障害者、乳幼児のいる親、一人暮らしの高齢者など、

公民館に来ることで地域での孤立を防げていた人たちが、どう過ごしているのか不安だった。・休館延長の連

絡で電話した利用グループ代表者とは話ができたが、それ以外の気にかかる利用者へ、気軽に電話連絡してい

いものか、悩んだ。

・主催講座や実行委員会など、オンライン開催の要望もあったが、利用可能なネット環境はなく、職員個人の
ス

マホやノートパソコン、個人の Wi-fi を使ってしかできなかった。

・図書館のホームページがないため、開館・休館の情報が市民に伝えられていなかった。防災無線で臨時休館

する旨は放送されたものの、再開する際は放送されず、市民から「知らなかった」と言われることが多かっ

た。正規職員がいないため、図書館職員の意見を聞くことなく教育委員会がすべて(対策や再開の時期等)を決

めてしまい、現場との食い違いがあった。



18 

・指定管理は利益優先のため、区民のための館でなく、近郊 5 か所の跨いだ他の区民や県民が同条件で利用する

点が問題。高い税金等で指定管理料を支払っているのに不公平。

全回答者 173 人うち、回答を記述した人は 99 名だった。そのうち二人は「とくになし」「特になし」であった

ため、これら除いた 97 を回答順に表記した。 

この設問は COVID-19 対応に伴う「休館や事業休止・縮小」に際して自覚された課題とそれに対する具体的

な取り組み（意図段階も含め）を問うたものである。自由筆記のため、複数の課題、「取り組み」を読み取ること

ができる回答が多数あった。その課題、「取り組み」等を一つひとつカウントし分類を試みたところ、課題につい

ての記述は 111 件あった。それらを大まかに分けると 42 件は「休館や事業休止・縮小」の判断に関するもの、

69 件はコロナ禍での社会教育施設での「利用者・市民への学習活動の支援」のあり方に関するものであった。 

「休館や事業休止・縮小」の判断についての課題としては、社会教育施設の現場判断を尊重しない自治体・教

育委員会等による一方的方針決定の問題を 4 件が指摘していた。他方、自治体・教育委員会から方針が示されな

かったことよる現場の困惑を指摘するものも３件あった。さらに外部委託先では、委託側から、定められた方針

が直接伝わらなかったり、特別対応への委託契約上の配慮がなされない等の混乱があることが指摘されていた

（３件）。社会教育施設の「現場」での判断については、当該施設としての統一方針がもたれなかったり、感染症

対応方法の「根拠」把握の難しさから職員間での意見対立があったりと、「基準」「根拠」が不明確な問題での「現

場」での合意形成の難しさが指摘されていた。関連すると考えられるが、感染症に関わる専門部署との連携・協

議による判断の必要性とそれが実施できなかった問題も指摘されていた。加えて、隣接自治体の類似施設間での

連携の不足、住民間での感染症に対する感じ方・考え方の相違からくる「休館や事業休止・縮小」判断への理解

獲得における混乱を指摘する記述もあった。 

こうした課題に対し、社会教育施設の職場会議を重ねて方針決定等を行った事例（4 件）、現場の判断で「休館」

時期を遅らせた事例（1 件）、「本庁主導」でありながら方針決定の遅れに乗じて、「業界」ガイドラインによる先

取り事業展開をしたという事例（1 件）もあった。突然の休館・事業休止の決定による継続事業の停止について、

この問題が指摘される一方（3 件）、再開を期して事業継続のための工夫をして準備したとの記述もあった。 

なお、突然の休館・事業休止決定により、利用者への周知活動に追われて大変だったとの指摘の一方で、休館

期間を活用した事業見直しを行い、平常時のその必要性とそれができない現場の多忙さの自覚が促されたという

趣旨の指摘もあった。 

コロナ禍での「利用者・市民への学習活動の支援」のあり方に関する課題では、これまでのような形での「支

援」ができないことへの戸惑いが多く記述されていた（30 件）。コロナ禍で人々が抱える問題が大きくなってい

る今、「利用者・市民への学習活動の支援」をする社会教育施設・事業の果たす役割が、むしろより強くなってい

ると自覚されながらも、その役割を十分果たせないジレンマも多く吐露されていた（12 件）。特に、事業の工夫

としてオンライン活用をしたかったが実施できなかった、あるいは試みたがその成果に自信がないという記述で

は、その理由に、勤務施設でのオンライン事業展開に対応した設備・人員・事業準備の不足、対象利用者・住民

の側での対応の難しさを指摘するものが多かった（27 件）。 

これらの課題に対し、実際に個人所有の機器活用も含め、オンラインや SNS を活用した事業展開をした事例

が 18 件あった。他方、ホームペ－ジがないという制約や利用者がインタ－ネットを使えない等の配慮などから、

急な休館に際し、その情報伝達に電話が活用されていた。防災無線も使ったとの事例もあった。「通信」「便り」

などの印刷物等は、情報伝達のみならず、学習素材としても、郵送、掲示板での掲示等で積極的に活用されたよ

うだ。その他、屋外での事業実施、屋外からの鑑賞、学習のための「貸出キット」の郵送、ラジオと連携した事

業展開（ラジオ体操の活用）、「移動図書」の仕組みの活用等、オンライン以外の方法でもさまざまな挑戦が試み

られていた（22 件）。 

なお、コロナ禍での「利用者・市民への学習活動の支援」の工夫した事業展開ができるかどうかには、社会教
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育職員の専門性の有無が関わっていることを示唆する記述があったが、これは、「休館や事業休止・縮小」判断に

おける社会教育施設現場での判断のあり方とも関連する示唆であると思われる。また災害・非常時対応(感染症

対応)と、その下での社会教育事業展開の課題との混同を戒めるものと思われる指摘もあった。 

【勤務体制や休暇の措置について】 

感染症対応のための職場における変化と、それに伴う不利益や不安について、どのようなものがあったか教えてく

ださい。 

設問１７．勤務体制の変更について、当てはまるものすべてにチェックしてください。  回答数 171 (複数選択) 

項目 回答数 割合（％） 

普段出勤しない曜日・時間に「ずらし勤務」 32 18.7 

他の職場の応援に派遣された 39 22.8 

在宅勤務の一部導入 104 60.8 

ほとんどが在宅勤務 14 8.2 

時短勤務 6 3.5 

勤務日数減 20 11.7 

勤務不要となった職員がいる(在籍は継続) 15 8.8 

雇用打ち切り・更新停止となった職員がいる 2 1.2 

変更はない 28 16.4 

その他 5 - 

その他内訳：「現在は通常勤務だが、一次、出勤者は 1/3 の体制」、「年休取得を行い、出勤人数を減らした。」、「半

数勤務の拡大」、「休業要請があり、休業日数が月に 4～8日ありました。」、「休館中、在宅勤務が一部導入。兼任と

いう形で、給付金関係事務に職員１人が派遣され、実質、１名減の状態。」 

最も多く選択されているのから順番に「在宅勤務の一部導入」が 104 人(60.8%)。「他の職場の応援に派遣され

た」が 39 人(22.8%)。「普段勤務しない曜日・時間に『ずらし勤務』」が 32 人(18.7%)。「変更はない」が 28 人

(16.4%)。「勤務日数減」が 20 人(11.7%)。「勤務不要となった職員がいる（在籍は継続）」が 15 人(8.8%)。「ほ

とんどが在宅勤務」が 14 人(8.2%)。「時短勤務」が 6 人(3.5%)。「雇用打ち切り・更新停止となった職員がいる」

が 2 人(1.2%)。その他は 5 人で、内訳は「現在は通常勤務だが、一時、出勤者は 1/3 体制」、「年休取得を行い、

出勤人数を減らした。」、「半数勤務の拡大」、「休業要請があり、休業日数が月に 4～8 日ありました。」「休館中、

在宅勤務が一部導入。兼任という形で、給付金関係事務に職員 1 人が派遣され、実質 1 名減の状態。」 

「在宅勤務の一部導入」「ほとんどが在宅勤務」を合わせると 118 人(83.6%)で、ほとんどの人が在宅勤務を体

験したということになる。「他の職場の応援に派遣された」のは 22.8%で、正規・非正規の割合について試しに

クロス集計してみたところ、内訳は大半が正規職員だが、月額報酬制の非正規職員もいた。

また、この時点で「雇用打ち切り・更新停止となった職員がいる」と答えた人が 2 人もいたことは驚きであっ

た。「年休取得を行い、出勤人数を減らした」という休暇を当てさせられる職場もあった。法的な問題が懸念され

る。 
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設問１８．勤務体制の変更による報酬支給額について、当てはまるものを選択してください。 回答数 171(択一式) 

項目 回答数 割合（％） 

該当時間分の報酬・給料の減額がある 7 4.1 

報酬・給料の一部減額がある 2 1.2 

報酬・給料の減額はない 151 88.3 

わからない 7 4.1 

その他 4 - 

その他内訳：「休館によりパートタイム職員の勤務時間数の減による平均月収の減が発生した」、「在宅勤務の場合、

命令があれば減額はないが、命令がない会計年度職員は無給。」、「変更なし」、「本来の出勤日が感染症対策で出勤

不可になった場合、給与の 60%を特別手当てとして配当されました」 

「報酬支給額に変更がない」のが 151 人(88.3%)であるが、「該当時間分の報酬・給料の減額がある」人が 7 人

(4.1%)、「報酬・給料の一部減額がある」が 2 人(1.2%)。「わからない」が 7 人(4.1%)。 

減額されている人が 9 人(「その他」記述の２人も含めると 11 人)もいた。減額されている人の雇用形態と照

合したところ、そのなかに正規雇用(期間の定めなし)の人もいた。 

設問１９．職員またはその家族が感染・濃厚接触・感染が疑われる体調不良の場合の休暇(または職務専念免除な

ど)の取得について、当てはまるものを選択してください。  回答数 171 (択一式) 

項目 回答数 割合（％） 

無給だが取れる 13 7.6 

有給(減額あり)で取れる 16 9.4 

有給(減額なし)で取れる 98 57.3 

規定なし 6 3.5 

わからない 32 18.7 

その他 6 - 

その他内訳：「感染が疑われる状態では有給（減額あり）で取れる、また感染した場合は有給（減額なし）で取れる」、

「休暇を取ることはできるが、無給・有給かを意識していない」、「自宅待機措置」、「出勤停止。６割保障」、「説明がな

かった」、「特別休暇」 

「有給（減額無し）で取れる」98 人(57.3%)。「わからない」が 32 人(18.7％)。「有給（減額あり）で取れる」

16 人(9.4%)。「無給だがとれる」13 人(7.6%)。「規定なし」6 人(3.5%)。その他 6 人。 

感染に関わった場合に、休暇を「有給(減額なし)で取れる」が 6 割に満たず、給料が減額される恐れを感じな

がら仕事をしている人が多くいることは、由々しき事態である。感染症法や特別措置法、厚生労働省・総務省か

らの通知を踏まえての検証が必要である。 
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設問２０．休校に伴って子どもの世話が必要な場合の休暇(または職務専念免除など)の取得について(登校再開前

の措置)、当てはまるものを選択してください。  回答数 171(択一式) 

項目 回答数 割合（％） 

無給だが取れる 5 2.9 

有給(減額あり)で取れる 17 9.9 

有給(減額なし)で取れる 93 54.4 

規定なし 15 8.8 

わからない 34 19.9 

その他 7 - 

その他内訳：「とりにくい」、「休暇を取ることはできるが、無給・有給かを意識していない」、「育休明け復帰の延期が

認められた」、「子どもはいません」、「対象がいない」、「特別休暇」、「年次有給休暇の取得で対応」 

 

「有給（減額なし）で取れる」が 93 人(54.7%)。「わからない」37 人(21.8%)。「有給（減額あり）で取れる」

17 人(10%)。「規定なし」15 人(8.8%)。「無給だが取れる」5 人(2.9%)。「その他」６人。 

設問では「休校」と書いたが、保育園・幼稚園・こども園の休園・登園自粛、学童保育所の利用自粛も含んで

回答した人が多いと想定される。 

設問１９．の感染に関わる休暇制度と比較すると、「有給（減額なし）」で取れるが 5 人減。「わからない」は 5

人増。「その他」に記述された「とりにくい」という状況も見逃せない。 

 

 

設問２１．介護・福祉・医療施設、サービスの休止・利用制限に伴い、家族等の介護・看病が必要な場合の休暇(また

は職務専念免除など)の取得について、当てはまるものを選択してください。  回答数 171(択一式) 

項目 回答数 割合（％） 

無給だが取れる 10 5.8 

有給(減額あり)で取れる 14 8.2 

有給(減額なし)で取れる 69 40.4 

規定なし 19 11.1 

わからない 53 31 

その他 6 - 

その他内訳：「とりにくい」、「該当する家族はいません」、「現行制度内の利用で有給扱い」、「年次有給休暇の取得又

は６カ月以内の無休の介護休暇」、「有給の場合、減額・無給の場合がある」、「特別休暇」 

 

「有給（減額なし）で取れる」が 69 人(40.4%)。「わからない」54 人(31.6%)。「規定なし」19 人(11.1%)。「有

給（減額あり）で取れる」14 人(8.2%)。「無給だが取れる」10 人(5.8%)。「その他」６人。 

設問１９．と比較して、介護・看病のための休暇制度は「有給（減額なし）」はさらに 29 人減、「わからない」

が 22 人増加している。介護・看病に関わる制度については、該当する家族等がいない人は知る必要を感じられ

ない場合もあり、注目する度合いが二分する項目かもしれない。同じ休暇制度の中でも、さらにあやふやな認識

が見受けられる。 
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設問２２．これらの勤務体制の変更や休暇の措置について、正規・非正規間の差がありますか。  

回答数 168(択一式) 

項目 回答数 割合（％） 

大きく差がある 24 14.3 

一部に差がある 57 33.9 

差はない 50 29.8 

分からない 37 22 

 

「大きく差がある」24 人(14.3%)、「一部に差がある」57 人(33.9%)、「差はない」50 人(29.8%)、「分からな

い」37 人(22%)。 

「差はない」が 3 割に満たず、「大きく差がある」と「一部に差がある」を合わせれば、81 人(48.2％)となり、

何らかの差があると感じている人が相当数いることがわかる。 

 

設問２３．施設の正規職員・非正規職員(任期付き・会計年度任用・契約社員・アルバイト等)の比率について、当ては

まるものを選択してください。  回答数 169(択一式) 

項目 回答数 割合（％） 

全員が非正規雇用 7 4.1 

非正規雇用が多い 81 47.9 

およそ半々 35 20.7 

正規雇用が多い 37 21.9 

全員が正規雇用 6 3.6 

わからない 3 1.8 

 

「非正規雇用が多い」81 人(47.9%)。「正規雇用が多い」37 人(21.9%)。「およそ半々」35 人(20.7%)。「全員が

非正規雇用」7 人(4.1%)。「全員が正規」は 6 人(3.6％)。「わからない」3 人(1.8％)。 

「全員が非正規雇用」と「非正規雇用が多い」を合わせると半数を超える(52.0％)。一方、「全員が正規」が 3.6%

であり、本調査においても、正規雇用者だけの職場は極端に少ないことがと分かった。 

 

 

設問２４．感染症対応がきっかけで起こった不利益や不安について、当てはまるものすべてにチェックしてください。 

 回答数 121(複数選択) 

項目 回答数 割合（％） 

子どもの世話のため休まなくてはいけなかった 21 17.4 

家族等の介護や看病のため休まなくてはいけなかった 5 4.1 

勤務時間・勤務日の臨時変更(オフピーク通勤など)を強制させられた 33 27.3 

強制的に休みを増やされた 15 12.4 

次年度の雇用・任用が更新されるか不安 28 23.1 

今後、自分が職を失ったり収入が減らないか不安 37 30.6 

家族が職を失ったり収入が減った 13 10.7 

今後、家族が職を失ったり収入が減らないか不安 24 19.8 

その他 28 - 
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その他内訳：特になし 8、なし 5、「在宅勤務に代休を取得させられた」３、「きちんとした対応を取らないまま再開さ

れたため、感染への不安が残っている」、「二班体制で仕事していたが、片方の班が人数が多く、自分たちの班が極端

に少なかったので負担が大きかった」、「他の職員が在宅になる分を必ず出勤勤務しなくてはいけない状況になっ

た。」、「臨時の窓口対応が入った為、休みをとりづらくなった。」、「甘い考えかもしれませんが、自分は正規職員なの

で結局大丈夫だろうと考えていました。」、「講座や講演会のキャンセルが相次ぎ、収入の見込みがなくなったこと」、

「土日祝は全員休みとされ、勤務がはいっている人は平日に振り替えるように言われ、うまく振り替えられないとき

は、自分の都合ではないのに有休休暇を取るようにいわれた。」、「観光地のため、不特定多数の来館者への検温な

どによる感染リスク、または感染源となるリスクに不安を覚える」、「職場において感染が出た場合の風評被害が非

常に不安」、「学校教育部による子供の一時預かり業務の応援に回されたが、専門性もなく、子供への感染リスク対

策も十分でないまま業務を行うことに対し、危険性と不安を感じた。」、「各種研修機会（特に公的研修）の喪失。また

強いて言えば、残業代がなくなった。」、「うちで働く会計年度職員の減員が行われないか」 

 

「今後、自分が職を失ったり収入が減らないか不安」37 人(30.6%)。「次年度の雇用・任用が更新されるか不

安」28 人(23.1%)。「今後、家族が職を失ったり収入が減らないか不安」24 人(19.8%)。「勤務時間・勤務日の臨

時変更（オフピーク通勤など）を強制させられた」33 人(27.3%)。「強制的に休みを増やされた」15 人(12.4%)。

「子どもの世話のため休まなくてはいけなかった」21 人(17.4%)。「家族等の介護や看病のために休まなくては

いけなかった」5 人(4.1%)。「その他」の記述は大きく分類すると、休暇に関することが 4 人、感染リスクが 3

人、仕事量の増加が 4 人、収入についてが 2 人、そのほか、風評被害、研修機会の減少、会計年度職員の減員に

ついての意見があった。 

複数回答であるが、自分や家族の職が継続可能か、収入が確保されるか、についての不安が 89 人。勤務形態

を強制変更させられた事例が 48 人。家族のために休まざるを得なかった事例が 26 人となっている。勤務先や雇

用形態によってどのような違いがあるか等、今後クロス集計等で詳しく見ていく必要がある。 

 

 

設問２５．感染症対応に伴い、雇用の継続・収入の減少・休暇制度の適用などで困ったこと、不安に思ったこと、改

善してほしいことなど自由に記述してください。  回答数 63 (自由記述) 

 

・感染率を下げるための処置が遅かったこと。緊急事態宣言が出てもしばらく開館していたので、感染させられ

たら家族をどうしよう…など不安のなかで仕事をしていた。また正職員は、天災休暇が使えるのに、会計年度

職員は使えないと言うのもあった。年休で対応したが、今後の第二波が来たときに年休を使いきってしまう恐

れがあったので、ヒヤヒヤしていた。 

・テレワークの通信費ほか、在宅勤務自己負担経費の軽減 

・行政から指定管理者(雇用主)に対して労務研修をしっかりと行うべきである。指定管理者が就業規則の見直し

と改善を行なえる力を鍛えるべきである。現状は、雇われている公民館職員自らが、就業規則の改善案を提示

しなければ、雇用主は全く関心を持っていない状況である。また、行政に対して「指定管理者(雇用主)に対す

る労務研修」を実施するよう 6 年以上継続して要望しているにもかかわらず、まったく実施されていない。 

・今回のような危機的な場面では、何かしら社会教育が役に立つ場面があるだろうし、あるべきだ。しかし、前

出のように三密の最たるものであり、逆に役割・重要性が低下される危惧がある。それに伴い、会計年度職員

など非常勤職員から減員される懸念がある。 

・今後の基本給の減額の不安 

・出勤しなくてはいけない状況だったので、指定休も他の日に振り替えということもあり、ワークライフバラン

スは保てなかった。 
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・今は減収は無いが、コロナの様な状態が続けば、継続雇用されないかも知れない。身分が不安定。

・今後の非常勤専門職の雇用人数の縮小

・会計年度職員の減収を手当てする制度がないこと。

・会計年度任用職員の減数を検討されている。来年の職員体制から任用職員の定数が絞られた場合、有期雇用な

ので、優秀な職員なのに削られてしまう恐れがある。

・次年度の契約がどうなるのか、そもそも館の運営自体がどうなるのか、不安に思いました。

・休暇制度の規定が明確でないため、感染時および感染疑い時の対応が不明

・発熱による欠勤の義務化&長期化→勤務者の減少→運営の圧迫

・対応についての方針がなかなか表明されず、また打合せを打診するも行わずで、正規職員に振り回された。

・風邪症状があれば休むようにと通達はあったが、休みの場合、休暇制度があるのか、収入減になるのかどうか

の感染症対策による制度の説明がない。また、感染症対策で定員制を設けているが、実際は定員をチェックす

る人員がいないため、実質ノーチェックとなっている。再オープン後は、来館人数を増やすことが目的となっ

ており、感染症対策があいまいな状態で、非常に不安である。

・休暇制度について説明がなかった。

・勤務日が減らされないか不安だった。

・感染症対策についてや勤務体制がどうなるか、直前まで非正規職員への説明が全くなかった。

・現場の声が全く聞かれず、現場に来たことがない首長部局の職員だけの会議で全て決まったことがとても不安

だった。

・短期的に雇用に影響はなかったが、学芸部門は在宅勤務も短縮勤務もなく、通常通りだったので、エッセンシ

ャルワークでもないのに通勤していていいのかという不安はあった。

・在宅勤務、時差出勤は正職員のみ適用。会計年度職員が通常どおり出勤のため、業務の調整が困難。

・講座や講演会のキャンセイルが相次いだこと。それによる謝礼などフリーランスへの補償がまったくないこと

・出勤日数の削減の為に結果的に子持ちの職員は特休で対応したのに対し、独身職員は有給消化での対応になっ

た。独身職員も特休で対応するようにしてほしい。

・勤務体制や安全確保が現場判断にゆだねられ、責任の所在が不明となっている。

・利用者が減っているので、このままの状態が続けば雇用の継続がされるのか不安

・詳しい雇用契約を、ちゃんと聞いていないままだった。在宅勤務ができると言われて、用紙に記入したが、口

頭での連絡が多く、自分の契約をきちんと知ることができていない。

・民間のボーナスが減ることで、こちらの一時金が減るのではないかと不安。

・休館していた期間も、連日連絡などで夜遅くまで働いていた時もあった。今は実施されていないが、今後給与

や賞与の減額などがあった場合は不当だと感じる。

・パートタイム会計年度任用職員がどの程度保障されるのかが不明なため、窓口にあまり就かせられないのが問

題。

・今後、雇い止めにならないかの不安はある。また、有休で休んで良いと言われたが 年度始めに有休休暇を使う

ことの不安があった。

・業務委託の業者へ業務の時間・業務内容の変更が日々変更が余儀なくされ、被雇用者への連絡・調整と業者へ

の支払い（10 割支払い）に対し被雇用者への支給額が補償されていたのか不安。（これオフレコですよね）

・非常勤が労働者として扱われていないと感じた。

・もともとあった問題（特に財政面）がコロナ禍ではっきり出てきたという印象。全体の収入減少に伴い、給与

の遅配がより一層危惧される状況である。

・会計年度任用職員の条件付き採用期間について。今回まさにその期間中にコロナ問題が発生した。今回は大丈

夫そうだが、こういったことが今後の雇用継続等に悪影響を与えないか、不安が残る。
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・今後の景気悪化に伴う収入の減少に対する不安がある 

・派遣会社から、給与保障は当初 0%と言われた。現場の責任者（派遣社員）がどうにか保障を出して欲しいと

交渉し 60%支払われた。派遣会社も敵だと思い落胆した。 

・在宅勤務導入により、残業手当てないまま、制限なく勤務をするような形ができてしまった気がする。 

・東京都の外出自粛が出されたのに合わせて基本的に自宅待機・在宅勤務になりました。他の施設ではいろいろ

仕事をしている方もいるのに、自宅待機でいいのかどうか不安になりました（この時期だからこそやらなくて

はならない仕事もあるのではないかと）。しかし、小さな子どももおり、家で子どものことをしっかり見ること

ができて、良かったと思います。職場でリモートワークの機器を持てる人が限られていたので（役職者以上）、

みんなが持てれば、在宅でも何かできることがあったのではないかとは思います。（ただし、家に子どもがいて

どこまでできたかはわかりませんので、今回の対応でよかったとも思います） 

・ＣＯＶＩＤ－１９によるさらなる財政逼迫で、社会教育施設の縮小が起こらないか、その影響が、市民の学習・

楽しみに、そして自分たち非正規の職員に及ぶのではないかと思う。 

・これまでもインフルエンザ罹患の場合は、年次有給休暇の取得をせざるを得ない形となっており、正規職員と

の間での差異が生じている。法定伝染病意外にもインフルエンザ、コロナウイルスでのやむを得ない休暇取得

については、正規・非正規変わらない条件で整備してもらいたい。 

・非正規は、休館中は休むように言われた。(職員は通常出勤)収入が無くなると生活していけなくなるので、個

人的に管理職の職員に相談し、8 割出勤できるようにしてもらった。休館になったら、「非正規から仕事減らし

ていくのはやむを得ない」 と、上司に説明された時は、非常にがっかりした。普段は「非正規は休まないよ

うに(正職員が休めないから)」と言われてるだけに、待遇の差に憤りを感じた。また、休館中、正職員は他場

所への応援勤務などがあり現場は休館といえども人手不足で、出勤時は、普段は、非正規が担当しない正規職

員の仕事も負担することになっていた。非常時の際は、協力しながら、業務を遂行するのは当然で皆で協力し、

乗り切ったが今回は、あまりの対応の差に、今後の身の振り方を考えるようになった。 

・子どもが休校なのに自分は休めないことが辛かったです 

・自治体の予算縮小で人員が減らされないか心配している。 

・特別休暇が使えることをきちんと知らせて欲しかった。他部署の非常勤の方から、非常勤でも特別休暇が使え

ることを聞きこちらから確認したが、それをしなかったら知らないままだった。 

・在宅勤務をしている間に、管理職が勝手に担当替えをしたり、今まで出ていた会議へも出なくていいといわれ

た。いつ、どのように決まったのかも知らされなかった。相手が非常勤なら何をしてもいいと思っているよう

である。 

・雇用が打ち切りになるかと思った。 

・DtoD で 2 時間弱の遠距離通勤をしているのでラッシュ時間帯を外したオフピーク通勤はありがたかったです

が、生活リズムが夜型になってしまい心身の健康に負の影響がありました。また、社の指定管理以外の事業も

休止を余儀なくされ、正式な通知はありませんでしたが夏ボーナスがおそらく消えました。第2派が来た場合、

社の存続にも関わる問題になりそうで不安です。また、正社員は報酬は守られましたが、過半数を占める非正

規のスタッフは出勤日数減で減収となっています。自分も以前は非正規でひどい目にあってきて守ってくれな

い正規への怒りを感じていましたが、自分もそういう正規になっているのではないかと思っています。やはり

個人の努力で解決できる問題と言うより構造的な問題なのだと思いました。保育・看護・介護の休暇や感染し

た場合の休暇は制度が無く、出たとこ勝負だったと思います。自分の場合は有給消化にはならないような気も

しますが、そうではない場合もあると思いますので、労基法の休暇・休業制度を充実させる必要もあると思い

ます。また、対人職なので、感染予防・リスクについて必要なマスク等の確保など、不安も大きかったです。 

・雇用止めが行われるのではないか 

・雇用が打ち切りになるかと思った。 
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・個人的には社会教育の必要性がないとはもちろん考えていないが、不要とされる考えが増えるのではないかと

思う。それに伴い職を失う不安がある。 

・子どもの世話のための休暇(職務専念免除)は組合の要求通り設定されたが、それを利用したことによって、次

年度の更新に影響しないかが不安という声があがっている。 

・在宅勤務や少人数での勤務が実施できたことから、「人数減らしても回せるね！」と今後の人員削減に繋がる

ことを危惧している。 

・主催事業が大幅減となったことから、「社会教育は不要不急」として次年度以降、予算も事業数も抑制されるこ

とが容易に想像できる。 

・現場に足を運び、話し合いの場を持ってほしい。 

・近隣の県など、五か所から、不要不急なのに遊びに来てしまうので、感染の危険性が高い。ずぶずぶの指定管

理とはいえ、管理能力に不安で利用者から文句も出ている。入館登録しないので、不特定多数の個人利用があ

り、感染源を追えない。盗難、悪戯もあるとの掲示だが、区が他の区や県民の利用も区別しない。近所の顔見

知りでもない人が録画などして帰っていく。安心安全ではない環境で、区の上の指示からで、納得いかないで

働くことが辛いことがある。 

 

この設問では、感染症対応に伴い、雇用の継続・収入の減少・休暇制度の適用などで困ったこと、不安に思っ

たこと、改善してほしいことなどを自由に記述してもらった。 

簡単に分類すると以下のようになる。 

・雇用、減員に関することについて：18 人 

・減収について：15 人 

・職場での話し合い、方針、制度の説明等を含めた課題について：11 人 

・休暇について：7 人 

・感染リスクについて：6 人 

・ワークライフバランス・仕事量について：4 人 

・社会教育施設の縮小について：3 人 

・在宅勤務自己負担経費、指定管理者への研修、フリーランスへの補償について挙げた人それぞれ１人 

特に、自分及び同僚の雇用が維持されるのか、それに伴うであろう収入の減少（これについては自分及び自分

の家族も）という雇用の基本的な面への不安が多く見られた。 

次に、このような緊急時において職場でどのように対処していくか、上層部からの方向性の示しが無い、また

は遅い事での不安。話し合いが持てない、利用者への説明もできない、働く者への制度説明が無い等、様々な説

明が不十分であるという意見も多く見られた。 

同様に、感染症に関わった場合の休暇制度の説明不足、感染しないために職場としてどうするかがはっきり決

まらない中で、自分が感染した場合の不安も見られた。 

子どもがいる人からは、「リモートワークが可能になって良かった」という意見と、「休校でも自分は休めず、

辛かった」という意見があった。 

また、勤務時間の変更や交代勤務などによる、仕事量の増減、仕事時間のバランスが不安定になるなどの課題

も挙げられた。 

この後、雇用形態などによる不安の傾向などに違いが出てくるのか等、詳しく検証していく必要がある。 
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設問２６．その他、感染症対応に関わることに限らず、社会教育職員の労働・雇用問題についての現状・意見、当研

究会への提案など自由に記述してください。  回答数 70(自由記述) 

 

・うちの図書館では、館長が図書館司書の資格を持っているのに、現場を見向きもしない、最近の有名な著作や

著者を知らない、業務で利用者情報入力などほとんどきちんと出来ていない人なので、後始末、フォローを会

計年度職員がやっている始末です。過去には、自分の息子の就職活動の自己 PR 文を書かせる、重要書類の製

作するためにお気に入りの会計年度職員を休みなのに呼び出して作らせたり、個人的に取引のある銀行から館

長のスマホに連絡をしたが繋がらないから図書館に連絡があり、後で職務中に個人のスマホで銀行に連絡した

りする…など公私混同が横行している館長がいるため、大変困っております。 

・災害時や感染症対策といった「緊急事態」の名のもとに、社会教育施設は活動の中断を余儀なくされる傾向に

ある。そういうなかでもひたむきに住民の暮らしと学びをどう支えていくか、この視点は職員個人に委ねられ

ていると強く感じる。一方で、そういう視点をもって行動を起こすには、職員としての身分保障や生活保障が

必要不可欠と思う。 

・職員や雇用の面に光を当てていただき感謝します。究極は、正規の社会教育主事や公民館の主事の配置・増員

だと思っています。ぜひ実態の把握などお願いしたいとおもいます。 

・夜間開館の時間帯はカウンター業務を外部委託していましたが、今年度はそもそも１日も開館していないので、

実質雇用止めとなっています。大学の上層部に休業補償を交渉しましたが聞く耳持たずでした。 

・行政運営の公民館類似施設の非正規職員化、指定管理者制度導入施設の公民館類似施設の多くが非正規雇用職

員であり、賃金が最低賃金に近いため、短期間で辞めるものが多く、専門性を引き継げなくなっている。正規

職員は、公民館的施設での社会教育の現場経験ができないため、正規職員に専門性を担保できなくなっている。

社会教育主事の不足ほか、社会教育担当課職員の減員が続いていること。図書館司書の専門職採用がなく世代

交代ができずに高齢化していること。 

・自治体の正職員との待遇の差が大きく、せっかく採用した職員が辞めていくのが、残念。社会教育に理解が浅

い自治体職員との葛藤。社教主事を取っていても、他部署に行ってしまうと非協力的になってしまう残念さ。 

・とにかく情報交換できる場所が欲しい。何が正解か模索中で、様々な事例から学びたい。 

・会計年度任用職員がいる職場。来年度予算が大変厳しい状況になる様子なので、職場環境がどのように変わる

かが不安。 

・昨年度、第９次地方分権一括法案が成立したことで、今後、どう変わっていくか気になる。 

・意思決定の時間が長過ぎる。 

・給与が安い。退職金が無い。いつまで働けるのか不明。正規職員との格差を思うとモチベーション維持がきつ

い。 

・社会教育主事の採用(退職不採用の是正、配置のない自治体での配置) 

・非正規職員の待遇を改善しないと、住民への十分な学習支援ができない。 

・会計年度任用職員の減数については常に検討されていて、予断を許さない状況である。コロナ禍により税収減

を理由に削られてしまう恐れが高まってきている。実際に社会教育の場を担っているのは任用職員である。正

規職員、再雇用、再任用職員の定数を守る為に、任用職員の雇用が削られてしまわないように、組合活動を通

して訴えていきたい。 

・図書館勤務です。外出自粛中の図書館の完全閉鎖には疑問を持ちました。こういう時期こそ、利用者の利便性

をはかり、灯をともし続けることが図書館の責務と考えます。いかなる時も学びの機会を提供する場としての

役割を、運営側も労働者側も再考すべきだと思います。 

・生涯学習には行政・民間ふくめ１０年ほど関わってきましたが、求人になかなか専門性のある人が集まらない

（社会教育職員希望者）、1 年ごとに職員が辞めている現状があります。理由のひとつに、教育に携わる部署に
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おいて、非常勤職員を正規職員同様に成長させようとしていないことが挙げられます。多くの公民館を持つ自

治体のなかには、事業をそつなく回すことができれば誰でも良い、とにかく非常勤の数が必要、と求人に奔走

しているところもあります。 

・自治体から現場に相談なく利用者の個人情報を強制的に取得するような指示・命令が出た。そのためのオペレ

ーションを協議する間もなく唐突で非常に混乱が起こった。

・図書館の存在意義の危うさを実感した。単なる無料貸本屋であることを痛感した。

・専門職としての能力・労働力を要求しておきながら、家族の扶養に入っていること前提の待遇設定であり、官

制ワーキングプアの温床になっている。身分を理由に公的研修は拒否され、自己研修に行きたくても低賃金ゆ

えに費用を捻出できない。資格所有者にはきちんとした待遇、業界団体からの強い提言が欲しい。

・正規職員がいない施設で、非正規職員が来館者対応、感染対策の前線に立たなくてはいけないことや、休館中

から再開後も正職員の施設担当者のサポートがほとんど無いという状況に不信感と不公平感を覚えた。

・この業界に限ったことではないが、専門職の買いたたき、使い捨ては、結局業界全体の質を下げ、資料を危険

に晒すことになる。最終的には、国の政策の問題だと思う。

・確実に税収に影響が出るため、数年スパンで計画していた事業について、来年度の予算が取れるのか不安。そ

れによって、今年度の計画も大幅に見直す必要があり、年度始めに行う必要のあった契約を今も保留にするな

ど、既に雲行きが怪しい。感染症対策についても予算との兼ね合いがあり、十分とは言えず、職員及び来館者

の感染者を出さないかはもはや運としか言いようがない。雇用についても、近隣の区の、自分と同じ形態の財

団では給与減額措置を取った話も聞いており、不安は尽きない。

・学芸員を非正規職員(任期付き・会計年度任用・契約社員・アルバイト等)で雇うことは、教育機関である博物

館では、資料の永続性や地域の調査研究、子どもたちの教育などなど、悪影響が極めて大きい。

・次年度以降、予算や人員が今以上に減らされるのではないかと不安がある。

・正規雇用職員が減らされるなか、社会教育の場が「不要不急」となって、更なる減員に繋がるのではないか。

災害時の避難所となっていることもあり、不安が多い。

・常勤嘱託職員から会計年度任用職員への移行にともない、パート化された為、4 月の収入が無い状態に陥った。

4 月に給与が支払われないことを知らされたのは 3 月下旬であり、自治体の雇用者としての姿勢、責任感に疑

問を感じた。 

・能力の無い正職員の後始末が煩わしい。

・各雇用主・自治体の違いを越えて、同業者としての透明性のある横の連携を構築できるよう、情報共有を促し

てほしい。

・これからは、オンライン講座やオンライン会議などを、社会教育現場で考えていかければと思っています。

・今後、来館者を待つだけのスタイルでは時代に合わなくなるのではないかと感じる。

・契約条件の書いてあるものなどを、もらえる時と、忘れられている時と、毎年ざっくりしている。

・活動自体が停滞するので、広域的な協議や状況把握が必要だと思う

・会計年度任用職員になって、毎年の雇用が心配

・感染症対策で休館や使用制限をした際に、仕事がないから暇なのではと勘違いされることが非常に多い。その

せいで、他業務への併任依頼が多かった。施設管理も並行して行っているため、このような非常時に腰を据え

てできる業務や作業もたくさんあった。市が「休館で、どうせやることないからほかの仕事を頼んでしまおう」

という姿勢を痛感した。市だけでなく、国内全体が平素の社会教育を軽んじている証拠ではないか。

・社会教育は広く、その有用性を示し、実践し、理解されないと、雇用環境の改善が期待できないと感じる。

・専門性の高い職場だと考えられるが、少人数のうえ、在職年数が平均３年程度であり、既存事業の実施に追わ

れ、事業の見直し・改善や新規事業の実施は困難な状況です。

・管理職が行政事務職で、専門職（学芸員・司書）は全て非正規雇用のため、会議などでの発言や協議事項は全
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て正規職員である非専門職が行う。このため、施設本来の目的や理念を守り通しにくく、大きな問題と感じる。 

・この度の一連の対応で、各社会教育施設の専門職が相互に連携と情報共有、学習の重要性を再認識した。

・もともと再雇用の職員ばかりが充てられていた職場（部署）に正規職員として採用されたが、財政的な裏付け

がないまま（思い付きで）採用されたという事実が、自身が就職して実務に携わる中で初めて明らかになった

ため、収入の面、仕事内容の面など、ほとんど先々の展望が持てない状況である。

・会計年度任用職員制度については残された課題が多く、まだ見えていない問題点もあると思っています。但し、

今回のコロナ対応では、一部の職員は臨時職員のままではひどい待遇となっていた可能性もあり、今後見極め

ていく必要があると思います。 

・正規職員・非正規、専門職・非専門職、社会教育関係職員・首長部局職員、社会教育に関心の強い市民・薄い

市民、公務員・NPO など、国・都道府県・政令指定都市・区市町村、社会教育関連の研究者・その他分野の研

究者など多様な視点での検討。

・社会教育・生涯学習は予算削減や非正規雇用の増加の影響を受けやすい分野だと思います。また今後、博物館・

美術館を観光資源として位置づける動きが、経済復興の観点から加速することが予想され、教育が経済性とい

う名の元に意味を失い、衰退していくのではと、危機感を覚えます。 

・時間がかかるので、今は書けない。

・委託化・非正規化が進み、専門職（司書・学芸員等）の雇用が保証されていない

・当公民館は、正規職員(1 名)、任期付短時間勤務職員(3 名)、会計年度短時間任用職員(7 名)で年間約 350 日、

午前 9 時から午後 10 時まで運営している。公民館事業は 4 名で行うほか、貸室(11 室)はこの 4 名に加えて 7

名の会計年度短時間任用職員をシフト勤務としている。地域への社会教育事業を展開するには非常に少ない人

数であり、労働環境はあまり良くないのが現状です。

・社会教育サービスの多くが、対面による提供を前提にしていて、現在ほとんど本来のサービス提供ができてい

ないと感じる。新しいサービスを開発することが課題。

・今回の回答について、所属組織が大きいため、私の所属している位置からみえたもの、の回答になります。

・会計年度職員に比べて、待遇の良い正規職員の仕事の進捗が劣るのはいかがなものか。雇用の不安を抱え、生

きのこりをかけて仕事に邁進している（？）自分にとって、ルーティンワークとなっているものでもいつもギ

リギリでないと作業しないその姿勢は、怠慢あるいは能力不足と感じる。同一労働同一賃金という考えでいう

なら、給料減額では？ 

・社会教育施設における指定管理者、不安定雇用の実態についての分析の重要性はもちろんであるが、より具体

的な政策提言の重要性を感じる。

・大変意義深い研究会です。今回フェイスブックで知りました。今後の貴会の活動に関心を持っていきます。

・非正規の割合が多く、また専門知識や経験を持った正職員が少ないことが課題。いつも、非正規が異動したて

の正職員に仕事を教えるのが当たり前になっている。正職員に聞いても、「わからない。今までどうしていた

の？」と逆に聞かれることが多く、これで、いいのかと疑問を感じることがしばしば。市民サービスとはなん

なのか税金で運営されているのだからこそ、サービスの充実と内容を改めて考えていきたい。

・団体として社会教育系専門職の最低賃金の値上げ要請を。期限付きはともかく、引っ越し等を不自由なく行え

るくらいに。

・「近い将来正規司書の新設を検討中」というあるかどうかもわからないポジションの可能性をアメにされ、非

正規待遇が変わらないのに仕事の責任は増えていることになんの疑問も持っていない正規職員に憤りを感じ

る。少ない収入ではあるが司書という専門職であるため、その専門性を高めるために自費で研修参加したり、

見聞を広げるために各地の図書館や書店を巡り、関連書は購入して読み、業界関連情報にはアンテナを常に張

り、プライベートの時間とお金を使ってコツコツと積み上げてきたスキルや知識を、グーグル検索で簡単に引

き出す感覚で気軽に聞かれるのはおかしいと思っている。つまみ食いされた気分になる。自己研鑽するのは目
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の前の市民の役に立ちたいからで、向上心のないすぐに異動してしまう正規職員（行政職）に都合よくつかわ

れるためではないと常々感じているが、この道に入ってしまったらもう抜けられるものでもない。そんな矛盾

を抱えて仕事をしています。 

・正規職員と同じ仕事量むしろ多いのに給与が少ない。会計年度任用職員(パートタイマー)の賞与が減らされた。

フルタイムは前年度から継続扱いにも関わらず、勝手に法改正しておいてパートタイマーは初年度扱いになっ

ており、賞与激減。それに対する説明も後からされた。 

・4 月より導入された会計年度任用職員制度の影響は大きく、単に非常勤の待遇改善のための制度と思ってい

たら大間違い。常勤と非常勤の仕事をはっきり区別せよとの号令の下、意思決定の場から非常勤は排除され

てしまった。仕事自体は常勤職とあまり変わらないのに、意見を聞かれることはなくなり、単に命令に従う

だけの下働きロボットとして位置づけられてしまった。管理職の非常勤への姿勢が常勤職員にも浸透しつつ

あり、非常勤はしゃしゃり出てくるなといわんばかりである。

・やり甲斐のある仕事だが、子どもたちがお休みの土日や、時間で中々終われない。

・社会や地域の課題を顕在化させ、学び合う場所である社会教育施設が、官製ワーキングプアという社会問題

を抱えているというダブルスタンダードの状態で本当に社会や地域の課題を解決させられるかは疑問だ。他

部署を知らない専門職だと他の部署との連携をとるにも、気を使ったりする。社会教育は長期間同一の場所

で取組を行うことで成果がでるものなので、短期間での人の入れ替わりはさけたい。非正規から正規職員に

なる仕組みを整えてもらいたい。

・雇用止めの廃止

・指定管理制度下の公民館(現在、当館は地域の任意団体が指定管理している)の職員は、社会教育について特

段の知識も意欲もあるわけでもなく、採用する側もされる側も一般の仕事と何ら変わりのない、単なる「働き

口」という考えで入ってきた職員が多い。それが、実際働き始めると、地域社会や自治体の職員に対する欲

求がどんどん拡大し、「こんなはずでは…」と感じている職員もいるだろう。何故、そう思うのか？それは、

公民館職員としての責務と労働の実態に徐々に乖離感が生まれるからではないだろうか。「社会教育」がど

んな職員を求めているのか、「社会教育」の使命とは何なのか、私たちの暮らし中での「社会教育」は必要な

のか必然なのか。もし、職員として逡巡があるとしたら、行く先のわからない列車に乗ってしまったような

居心地の悪さと不安を感じているのではないだろうか。新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として公民

館活動は停止状態に追い込まれたが、この状態を「ラッキー」と感じている職員がいることも事実だ。社会

教育の現場は理論だけで踏破することはできない。しかし、確固とした理念がないままに突き進むこともで

きない。仮に、指定管理下の職員が信念をもって仕事に向き合っていたとしても、管理団体があまりに社会

教育に 無知なため職員との軋轢は増して行く。まさに指定管理下に置かれている職員の苦悩は延々とつづ

くのだ。そもそも指定管理制度は公民館に適応しているのか。思考停止のままで強制的に受け入れた自治体

の質の低さにも辟易する。今の日本の社会教育は、まさにここから思考を広げていかなければならない気が

する。
・新型コロナウイルス等関係なく、今年度から運用されている会計年度任用職員について、フルタイムから 15 分

だけ削ってパートタイムに落とす雇用の仕方などあまりにも都合良く使っていると思われます。期末手当を支

給すると言っても、日額単価を減らされ月々の手取りが減っているので、その補填分にしかなりません。 

・会計年度任用職員制度への移行にあたってどのような不利益があったのか、情報や意見を交換する場がほしい。 

・全員が非正規雇用で働いており、館長も不在(社会教育課の課長が兼任。年に 1、2 度挨拶でしか図書館に来な

い)のため、緊急時の判断を仰ぎにくい。先日の大雨で特別警報が出された地域だが、図書館は通常通り開館。

田舎のため通勤時に土砂災害に巻き込まれる危険性も高く、緊急避難指示が出されているのに不要不急の図書

館を開ける必要があるのか疑問に思う。また、一人で勤務することも多く、監視カメラもない・近隣に助けを

求められるような場所もないため不審者等への不安もある。災害時のマニュアルや目安もなく、危機管理につ
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いて考えているのか疑問である。 

・正規職員のなかで専門職として有資格者や経験のあるベテラン職員がほぼ皆無のため、なにか問題が起きたと

きに相談もできないし、したとしても結論がもらえない。また、わずかにいるベテラン職員への仕事の負担が

すごい。

・高齢者も利用者に多いので、多目的ホールなどで、生涯教育イベントを行い、施設利用を進めてはいるが、広

報に制限が多いため、なかなか、新しい区民が利用しにくくなっている。

・特になし(5 人)

本アンケート調査を実施した社会教育職員労働・雇用問題研究会は、約 2 年間定期的に研究会を設け、情報交

換・意見交換および社会教育職員をとりまく情勢の分析を行っており、そのメンバーには自らも非正規雇用の立

場で公民館などの社会教育の現場を担っている者が何人もいる。また、正規雇用であっても、専門職として専念

できるかどうか、ジョブローテーションや昇進に関わる課題があり、指定管理受託者における特有の課題も取り

上げられている。 

この設問は、社会教育職員が直面している課題や現場の実態、回答者それぞれの実感を幅広く集め、問題提起

に繋げることと今後の研究会活動に活かすことを目的として設定した。 

それぞれの回答の主な内容を大きく以下のように分類してみた。(「特になし」と記入した 5 人を除く) 

① 正規・非正規間の待遇格差の改善と雇用の保障に関するもの：23 人

② 社会教育の重要性と職員の専門性に関するもの：15 人

③ 会計年度任用職員制度の導入による課題に関わるもの：10 人

④ 自治体の枠を超えた職員同士の情報共有・連携や、本研究会の活動に関わるもの：6 人

⑤ 感染症対応と、それを踏まえた今後の社会教育施設の在り方や予算に関わるもの：5 人

⑥ 他職員の職務態度や職場自体の雰囲気への不満に関わるもの：3 人

⑦ 回答内容への注記：3 人

これらの回答からは、社会教育の専門職員としての立場の不安定さや非正規雇用の多さ、人員削減による人手

不足、危機管理と責任所在、指定管理受託の不安定さなどが自由記述から浮き彫りになった。非正規雇用の職員

の立場からは、正規職員との待遇格差、勤務態度や職務内容と待遇の矛盾、雇い止めの不安など切実な内容が寄

せられた。普段から積み重ねられてきた矛盾や不公平感、不満が、感染症対応をきっかけに、明確に表れたとい

えるだろう。 

また、「非正規の割合が多く、また専門知識や経験を持った正職員が少ないことが課題。」、「非正規職員の待遇

を改善しないと、住民への十分な学習支援ができない。」、「『緊急事態』の名のもとに、社会教育施設は活動の中

断を余儀なくされる傾向にある。そういうなかでもひたむきに住民の暮らしと学びをどう支えていくか。」とい

った記述もあり、住民の学びや活動を支える社会教育の重要性、専門性を守っていけるかの危惧が表れており、

社会教育職員の労働・雇用問題は、住民の社会教育活動に直結していることが再認識された。 

特に、2020 年４月から施行された、会計年度任用職員制度に関しては、法改正主旨に反して収入が減額された

事例や、これまで主体的に意思決定に参加できていたのに「非正規だから排除」された事例など、新制度の矛盾

点が明らかとなった。一方、本研究会の活動への関心や要望に関する記述も見受けられ、同じ課題を感じる職員

同士が繋がりあう場が求められていることが確認できる。 

設問番外． 【任意記入】よろしければ、名前・所属・メールアドレスを記入してください。社会教育職員労働・雇用問

題研究会からのお知らせなど情報共有させていただきます。 

＜回答者の個人情報が記入されているため、回答掲載を省略する＞ 

以上 




