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序論 公共サービス改革としての教育改革 
 
 
 
 
 
第一節 基本的問題と課題 －NPM 改革と準市場・教育バウチャー 

 
 

１．供給の多様化による準市場の活用 

現在、医療・福祉などの公共サービスをめぐるアウトソーシングは、行政改革の大きな

トピックの一つである。国・地方公共団体など公的機関が直接行っている公共サービスの

供給を外部に委託し、供給者間に競争を生じさせることで、公共サービスの効率や質を向

上させ、よりよい公共サービスを供給できると期待されているからである。 
公共部門に競争原理が働くよう、部分的に市場メカニズムを導入しながら公共サービス

を供給する方法を一般に準市場と呼び、政府の直接供給や民間の市場原理とは区別されて

いる。今日的な準市場の意義は１９９０年代、主にイギリスの経済学者J.ルグランによって

提唱されてきた1。 
ルグランによれば、準市場とは、顧客をめぐって競争する独立した供給主体がいるとい

う意味では市場に近いが、財やサービスを購入するための費用は、基本的に利用者ではな

く政府によって賄われるという点で市場とは異なるものと説明される。さらに利用者に対

しては、政府の予算や基金、あるいはバウチャーといった形で財やサービスが提供され、

それらの選択権も与えられる。そのため準市場によって、利用者の購買力の差、すなわち

不平等を作り出さずに公共サービスを提供することが可能であり、基本的には平等主義的

な仕組みであると述べる2。 
また、公共サービス供給のあり方をめぐっては、単に民営化や民間委託といった供給主

体のアウトソーシングだけでなく、サービスの利用者に対して選択権を与え、利用者のニ

ーズに応えることで満足度を高める方法もまた重要である。利用者の選択によるサービス

の成果やその評価が、行政責任や供給現場での競争原理を補完し、再び政府と供給主体の

改善へと促すサイクルを作り出すことも必要だからである。 
さらにルグランは、よりよい公共サービスのための手段として、４つの方法（①信頼モ

デル、②命令・統制モデル、③発言モデル、④選択・競争モデル）を組み合わせることが

必要であるとも述べている3。 
特に、その中でも、「選択・競争モデル」は公共サービスの供給に準市場を導入した方法

であり、準市場における「利用者の選択」と「供給主体の競争」という自律的原則が他の

モデルの短所を補い、よりよい公共サービスを提供できると主張している。他の三つのモ
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デルに欠けている点は、どれもサービス供給主体の動機付けを適切にコントロールできな

いという点にあるとされるが、「選択と競争モデル」を導入することで、供給主体の利己的

で悪意のある行動を監視し、同時に不正や恣意的な操作による不公平を是正できると主張

する4。かくしてルグランは、「選択と競争」が公共サービス提供において「もう一つの見え

ざる手」として機能し、よりよい公共サービスを達成する手段となると述べている。 
 
このように公共サービスの改革においては、サービス供給のアウトソーシング化ないし、

供給主体の多様化の動きと相まって、上記のルグランに代表されるような公共部門に準市

場を導入することで、よりよいサービスの提供を可能にするという議論に注目する必要が

あるといえる。実際に、国内でも介護保険などのサービスで準市場が導入されており、今

後、医療や教育分野においても準市場のアイデアが採用される可能性は少なくない5。 
しかしながら、準市場によって実際に、よりよい公共サービスの提供を期待できるとい

う結論、あるいは期待できないという結論を、現在の研究状況では明確に導くことは難し

い。準市場は未だ導入事例によって、分野によって、あるいは研究者によって、その評価

がまちまちなアイデアである。そのため、今後もさらなる理論的・実証的検証が加えられ

る必要があると思われる。 
このような現状に関して、近年、日本においても準市場に関する多様な理論的・実証的

研究がルグラン等の議論を踏まえながら始められている6。もっとも、それらの研究はまだ

始められたばかりであるため、国内の事例についても様々な角度から、その効果を精微に

検討する必要があるだろう。本稿においても、よりよい公共サービスを実現する手段とし

て他に比べて準市場が優れているかどうかという点に基本的な問題を設定する。具体的に

は、公教育における準市場の導入の効果を、実際に導入している市町村の教育機関で調査

を行い、準市場が果たしてよりよいサービスを提供しているのかどうかを実証的に検証し

ていく。 
さらに、準市場が「もう一つの見えざる手」として機能するために、「選択と競争（利用

者の選択と供給主体間の競争）」が重要であるならば、その二つの仕組みを検討する必要が

あろう。とりわけ、準市場に内在するとされる「供給主体間の競争」という自律的メカニ

ズムは、利用者の選択に加え、行政研究として、今後の公共サービス改革を議論する際の

最も重要な研究課題の一つであると考えられる。なぜなら、よりよい公共サービスを提供

するために必要な供給主体の条件が明確になれば、他のサービス分野への応用が期待でき

るからである。 
したがって、本稿では、行政学として他の公共サービス供給主体への適用可能性を念頭

に、準市場における供給主体間の競争に注目し、供給主体の活動によって生じる効果につ

いて検討する。ルグランが指摘する「選択と競争」が供給主体をどのようにコントロール

するかを考察し、どのような成果を出しているかを検証する。 
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２．教育における準市場（教育バウチャー） 

上述したような公共サービス供給のあり方（供給体制）を多様化させるという発想は、

学校教育の現場にも次第に有力になりつつある。それらは、単に公立学校と私立学校とい

う供給主体の違いを作ることでよりよい教育（サービス）を目指すという意味ではなく、

市町村が管理する公立学校の運営方法を多様化する主張として注目されている。 
とりわけ、公教育における改革の側面は、義務教育段階での学校選択制の採用と学校の

特色化や経営形態の規制緩和によって、供給主体（学校）間の競争意識を高めながらより

よい教育を作り出そうとする動きとして捉えられる。教育分野においても準市場をテーマ

とする改革の方向とは無関係ではない。公教育において、利用者の選択と供給主体間の競

争を基とする供給体制は、「教育におけるバウチャー（制度）」と呼ばれ、準市場を用いた

供給方法の一つであると考えられている。 
教育におけるバウチャーとは、利用者の選択権は「親の学校選択」という形で体現され

る。一方、供給者である学校に対しては、より多くの経営裁量を認めることにより経営の

多様化を促し、供給者間に競争環境を生じさせることによって、よりよい教育の提供を目

指そうとする。ただし、教育分野には他の公共サービスとは異なる面が少なからず存在し、

その制度設計や供給プロセスに関しても考慮すべき点は多い。そのため教育バウチャーと

は、あくまで政府の関与を前提とした上で、利用者の選択の自由と供給間の競争を促し、

教育効果を図るための仕組みである7。 
このような教育におけるバウチャーは、1980 年代からチリやイギリス、アメリカ、ニュ

ージーランドなど諸外国において本格的に導入され、実践的な成果が報告されている。そ

れら実証研究や報告書の中では、バウチャー導入によって学力の向上、貧困層への援助、

人種的融和などのプラスの効果が見られる一方で、学校間格差の拡大や富裕層の一校集中、

地域的な効果に差が出るなどのマイナスの効果も示されており、バウチャー導入後の評価

は一様ではない。 
また、日本の公立学校おけるバウチャー制度の実施状況は、2000 年のはじめに一部の自

治体で学校選択制度が導入され始めたばかりである。そのため、導入後の実践的成果の検

証があまりなされていない。さらに、日本の学校選択制度は、後述するように実施に際し

て格差の抑制や公平性の確保などを目的に様々な制限が伴っており、制度や運用を含めた

情報が広く公開されておらず、導入の効果を具体的に把握できていないのが現状である8。 
したがって、わが国の実施状況や評価を各国との比較の中に組み込むためには、国内の

学校選択制が学校教育にどのような影響を与えているのかという問題について詳しい検証

を行う必要があるだろう。これはもとより教育における供給方法の多様化が生み出す効果

の違いを検証するということでもある。 
 
そこで本稿では、公共サービスの中でも教育分野に焦点を絞り、教育における準市場の
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効果（教育におけるバウチャー）について考察を行う。その中で、学校教育分野における

準市場の導入が、優れた供給方法であるのか、また実際にどのような効果を出しているの

かを検証するため、具体的に次の二つの課題を設定する。 
一つは、日本での教育バウチャー制度が、現段階において、プラスの効果やマイナスの

弊害を含め、どういった成果を挙げているのかを検証することである。 
もう一つは、実際にそれらの制度が、学校教育としてどのように供給されているのかと

いう運用面の問題である。教育バウチャー制度と一言で言っても、様々な形態が取られる

が、どの形態がより効果的であるかということは詳しく調べなければならない。これらの

課題を考察するために、本稿では、公立学校における学校選択制の効果および、分権的経

営が可能な地域運営学校の効果について、実証的な検証を行う。 
 
 

３．教育バウチャー提唱の背景 －NPMにおける公共サービス供給改革 

次に、本稿で扱う教育バウチャーないしサービス供給のアウトソーシング（準市場）の

改革と従来の行政研究との関係について述べておく。これらは行政学において、公共サー

ビスの改革の一つに位置づけられる。公共サービスの改革とは、基本的な実施および運営

が公的資金によって賄われる政府活動の改革を指している。1980 年代からのいわゆる「小

さな政府」を目指す改革は、90 年代に各行政領域への広まりを見せ、公共サービスの実施

に関わる改革は「ニュー・パブリック・マネジメント（NPM：新公共経営）」改革と呼ばれ

ている。 
行政学におけるNPM研究の潮流は、イギリスの行政学者C.フッドによって始まった。そ

れは 1991 年の彼の論文において、1980 年代の行政改革に用いられたアイデアの総称を

「NPM」として概念化したことに始まる。フッドは、NPM改革の理論的な背景に公共選択

や取引費用論、本人－代理人理論などを主に扱う「新制度派経済学」と、民間企業タイプ

の経営手法を議論する「マネジアリズム」という二つの潮流があり、それらが合流するこ

とによってNPM改革が成り立っていると述べている。NPM改革は、政府の人員や財政の抑

制、民営化の要請、情報技術の発達という時代的な状況と相まって、1970 年代末からOECD
諸国における官僚制改革の共通のアジェンダとなっている9。 

実際のNPMの定義や理論、その実践内容は、各国の行政環境や研究者によって違いが見

られる。しかしNPMを構成する基本的な原理は、いくつかの共通した要素に分けて考える

ことができる。例えば、上記のフッドあるいはO.ヒューズは、NPMに共通する要素を次の

七点にまとめている10。 
1.専門的な経営システムの導入 
2.業績の評価基準と測定方法の確立 
3.手続よりもアウトプットの統制の重視 
4.サービスの企画と実施の分離 
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5.競争原理ないし市場メカニズムの活用 
6.民間セクターにおける経営手法の強調 
7.資源利用に関する規律と倹約の強化 

また、このようなNPMの要素は、国や地域によってどの部分の改革が強調されるかとい

う違いが見られる。このため、NPMという概念自体は、導入された国ごとで捉え方が異な

っている。例えば、NPMの国際比較を行ったF.ナショルドによれば、NPMの改革モデルは、

上記の要素のうち(1)業績・成果の達成を重視する「契約モデル（スウェーデン、ノルウェ

ー、フィンランド）」、(2)市場原理を重視する「顧客選択モデル（イギリス、ニュージーラ

ンド）」、(3)市民参加や直接民主主義による手法を重視する「市民主導モデル（デンマーク、

オランダ）」という三つのタイプに分類される11。また、同様に諸外国のNPMの実践内容を

分析したC.ポリットらは、NPMのタイプを１．市場メカニズムの活用を中心とする「アン

グロ・サクソン体制（アメリカ、イギリス、オーストラリア他）」、２．行政の現代化（成

果・業績）を志向する「合意調達型・分権型体制（スウェーデン、ノルウェー、フィンラ

ンド、デンマーク）」、および３．「現状維持体制（ドイツ・フランス）」に分けている12。 
そして、日本においてこれらの諸概念を整理し、その具体的内容をいち早く紹介した大

住、上山らは、国内のNPMの導入および実施状況を考察し、日本におけるNPM改革の要点

を次の四点にまとめている13。 
  1.業績／成果による統制（※評価に際し、サービスの企画部門と実施部門を分離する。） 
  2.市場による統制（※実施部門を分離した上で、競争原理を導入する。） 
  3.顧客主義への転換（※サービス実施に関して、顧客志向をもつ。） 
  4.ヒエラルキーの簡素化（※実施組織において、権限と責任を分権化する。） 
 大住は、このような要素から構成されるNPM改革の本質を、伝統的な官僚制から「パブ

リック・マネジメント」へ転換させることであるとし、公共サービスの管理運営を対象に

した経営改革の処方箋であると述べている14。さらに上山は、NPMは経営改革に加えて「政

府の運営方法そのものを変えていくこと」であるとも述べている15。 
他方、NPMの導入によって、これまでの行政運営に生じうるデメリットも指摘されてい

る。NPM導入の国際比較を行ったC.ポリットとG.ボウカートによれば、NPMの導入によっ

て生じるデメリットは、それまでの行政運営との間で様々な矛盾を生じさせると述べる16。

中でも、ポリットはNPMの実践に関する著書「The Essential Public Manager」において、

実践上の問題点を挙げている。ポリットによれば、「目標設定の難しさ」、「監視コストない

し不必要な規制の増大」、「組織の細分化に伴う一体性の確保」、「スタッフの倫理や動機付

けの維持」、といった問題があると指摘する。ポリットは、このようなNPMのデメリットに

関する議論は、「NPMが単に機能するか、しないかといった問題ではなく、どんな状況や要

素を伴えばNPMがうまく機能し、どんな状況ならば失敗しそうか、を議論することが重要

である」と述べる17。ポリットらの問題意識は、NPMにおける論争は、NPM導入自体の是

非を問うのではなく、NPMの運用上起こりうる様々な問題の克服について注目していると
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いうことである。とりわけ、運用上の問題が論点になるとすれば、NPMが非定形的な公共

サービス（教育や医療、福祉などの人的サービス）に適用された場合の課題が最大の焦点

ともなりうる18。 
 もっとも、上述した主に公共部門の実施や運営に関する問題を扱うNPM研究は、基本的

に経済理論ないし経営理論に基づいていたこともあり、導入段階においては行政学独自の

研究としては確立しがたい状況が続いていた19。しかし、日本国内において公共サービスに

おけるNPMの実践例が増えるに従い、今日ではその効果が現実に検証可能となり、NPMの

効果自体を評価する行政研究の必要性が高まりつつある。NPMについては、導入論よりも

むしろ、検証段階において行政研究の果たす役割は大きいと考えられる。 
 以上のような公共サービス改革に関する NPM の議論の経過を踏まえ、本稿では現段階に

おける NPM の基本的な課題を、「公共サービスの管理運営の問題」として位置づける。す

なわち、企画と実施の分離、競争原理、顧客志向、分権化といった NPM の諸要素の導入を

前提とした上で、行政のアウトソーシングをいかに導入すべきかを主な目標として進めて

きたこれまでの改革によって、よりよい公共サービスの供給が実現しているのかどうかと

いうことである。 
 
 次節では、公共サービス供給体制に対してどのような面からサービスの効果を判断する

のか、その分析視角や評価規準について述べる。さらに本稿で実証分析を行う対象を設定

し、最後に本稿全体の構成について説明する。 
 
 
 
 
 
第二節 基本的問題と課題へのアプローチ 
 
 

１．問題設定 －公共サービス供給体制の改革効果 
上記で挙げたNPM改革における公共サービスの管理運営の論点は、主に次の三点に分け

て考えることができる20。 
 ①政府21がいかに供給主体や利用者を統制し、編成するか。 
 ②供給主体がいかに運営するか。 
 ③サービス供給の結果や成果をいかに評価するか。 
これらは複合的な問題である。例えば、①政府がいかに供給主体や利用者を統制したり

編成したりするかという点は、主にサービスの制度導入や制度設計の問題であり、②供給

主体がいかにマネジメントするかという問題は、主に供給主体内部の運営管理、ないし経
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営の問題である。そして、③サービス供給の結果や成果をどのように評価するかは、評価

手法の開発という問題に関わっている。 
これらのうち、②の供給主体の経営手法は、改革による①制度設計や枠組みのあり方に

影響を受ける面がある。③の評価については、改革がいかなる性質の評価を求めるのかに

よって、方法や内容が左右される。すなわち、改革に伴う①制度導入や制度設計の段階が、

②運営方法ないし③評価のあり方の両方に影響を与えると考えられる。 
したがって、先立つ論点として、まずは政府が、供給主体を統制し、編成する方法、つ

まり、各サービス分野における供給体制や供給構造の変化に注目することが重要になると

考えられる。 
 
 そこで本稿においては、「直営」「分権（委託）」「バウチャー」という三つのモデルを区

別し、公共サービスの供給体制の効果について比較する。 
「直営」の供給体制とは、先の NPM の議論において、伝統的な官僚制のように政府が公

共サービスの企画部門と実施部門が一体化した状態でサービスを統一的に供給する仕組み

として位置づけられる。また「分権」とは、公共サービスの企画と実施を分離した上で、

実施部門について競争原理を導入してサービスを統一的に供給する仕組みである。このと

き、実施部門が民間を含めた外部の供給主体に委託（アウトソーシング）される場合は「委

託」となる。そして、「バウチャー」とは、企画と実施部門を分離し、供給主体間に競争原

理を導入することに加えて、実施に際しサービスの受け手である利用者の選択を認める供

給方式である。以上の三つの体制で供給される公共サービスの費用は、基本的には公的資

金によって賄われる。 
公共サービスを管理運営するということは、以上の「直営」の供給体制から「分権（委

託）」、あるいは「バウチャー」へ供給体制を移行させることとして捉えることが可能であ

る。本稿の研究課題は、サービスの実施段階において、実施部門に競争原理を導入する「分

権（委託）」の効果に注目するだけでなく、最終的に利用者の選択も採用する「バウチャー」

の供給体制の効果の検証することである。 
 
 

２．分析視角と理論的関心 －公共サービスの効果における選択制度と経営 
以上の三つの供給体制によるサービス供給の効果を検証するにあたり、本稿では次の二

つの分析視角に注目する。 
公共サービスが効果的に供給されるかどうかを左右する要因として、先にルグランによ

る「選択と競争」を挙げた。供給主体にとって「選択と競争」環境を作り出す要素として、

供給の仕組みやルールを決定付ける「制度」と、その中でリーダーやスタッフが意思決定

や運営を担う「経営」とが考えられる。 
上述の NPM における管理運営の論点においては、①政府がいかにサービスの供給主体や
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利用者を統制し、編成するか、そして②供給主体がいかに運営するか、という点が重要で

あると述べた。ここでいう①政府がいかに供給主体や利用者を統制し、編成すべきか、と

いう部分が「制度」的な側面を意味し、②供給主体がいかに運営すべきか、という部分が

「経営」的な側面を意味する。なかでも、バウチャー制度においては、公共サービスを利

用者が「選択」するという側面が重要であることから、利用者に対する選択制度の統制や

編成のあり方に注目する。 
本稿では、バウチャー制度によって公共サービスを効果的に供給させる要因を「選択制

度」と「経営」という二つの分析視角によって説明する22。これらと公共サービスの効果と

の因果関係に理論的関心を持ちながら、日本国内でも実施されるようになった新しい公共

サービス供給（NPM）の効果を実証的に検証する。 
 
もっとも、両要因の関係は、それぞれが独立変数ではないことに注意する必要がある。

この点、これまでの行政学における官僚制組織の研究や政策実施研究の中では、選択制度

と経営との関係を直接には扱っていないが、規則のあり方が執行における裁量行動を統制

し、制度設計が業務の実施に対し影響を与えるということが示されている。その一方で、

政策効果の成否は、法制度や計画の整備、ないし資源の確保といった要因だけでなく、組

織間関係やスタッフの動機付けなどによっても決定される。 
代表的な例として、本人－代理人理論では、業務執行に関わる契約形態において、意思

決定主体である「本人」が、実行を「代理人」に委託する際の裁量行動を統制するにあた

り、情報の非対称性の程度や誘因の構造によって統制の程度が変化することが指摘されて

いる23。 
また先のフッドは、行政活動をルールの設計と執行という形で区別し、どんな法制度の

執行であれ、いかなる手段によるか、ルールをどの程度遵守するか、誰によって執行され

るかの違いは、執行段階において限りなく選択肢が用意されていると述べる24。 
さらに、第一線職員の裁量行動を研究したM.リプスキーは、官僚制組織において市民と

直接関わる末端部分においては、利用条件、規則、メニューおよび専門的判断の余地など

が膨大に存在することにより、スタッフの裁量行動を法制度だけでは統制できないという

点を指摘している25。 
このような規則（制度）と実施（執行）の相互関係は、本稿の「直営」「分権（委託）」「バ

ウチャー」という三つの供給体制における制度設計と経営内容との関係にも当てはまる。

バウチャーにおける選択制度と経営の基本的な枠組みは、第二章において詳しく検討する

が、本稿では「選択制度」の設計や編成のあり方が「経営」のあり方に影響を及ぼし、ま

たその逆の側面が見られる点にも着目しながら検証を進める。 
 
 
３．公共サービスの評価基準 －サービスの質・効率性・アカウンタビリティ 
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次に、NPM の管理運営の論点として挙げた③サービス供給の結果や成果をいかに評価す

るか、という問題について考える。公共サービス供給の改革が最終的に果たすべき目標と

活動をどのように評価するかという点について、予め考察の従属変数として「よりよい公

共サービスの基準」を設定しておく。 
この点について例えば、アメリカ行政学において公共サービスが外部化していく状況を

「第三者政府（Third party government）」への移行という動きで捉え、その多様な方法を

『政府の道具（The Tools of Government）』という著書でまとめたL.サラモンは、政府が

行いうる手段のサービスへの影響力を「有効性」、「効率性」、「公平性」、「マネジメントの

容易さ」、および「正統性・政治的実現可能性」という五つの評価項目で整理している26。 
またイギリスにおいて、公共サービスの準市場化（政府直営による非市場でもなく、民

営化による市場でもない、政府が公的資金を提供し、実施は多様な供給主体が行う供給構

造）を包括的に研究する前述のルグランは、サービス供給の目的として、「質（成果とプロ

セス）」「効率性」、「応答性ないし説明責任」、「公平性」の四つの基準によって評価すべき

だと述べている27。ルグランは特に、これらの基準が相互にトレードオフとなる程度にも注

意を払っている。 
このような公共サービスにおけるアウトソーシング研究においては、従来の行政活動が

依拠してきた合法性や合規性、準拠性や正確性といった伝統的な監査的基準28とは異なる評

価方法が重視されるようになっている。 
そこで本稿では、行政活動の外部化を評価するにあたり、サラモンとルグランによる評

価基準を踏まえて、効果的な公共サービスを計る基準を次の三つにまとめておく。 
第一に、「サービスの質」である。公共サービスは、その種類にもよるが、提供すべきか

否かはアプリオリに決定されるものではなく、どのようなサービスを提供すべきかという

価値判断を伴うものである。また、その供給方法についても多様にあり得るが、どのサー

ビスにどの供給方法がふさわしいかは、最終的にはいくつかの基準に照らした選択の問題

となる。その判断の際の判断基準となるのが、サービスの質、および内容についてである。 
本稿におけるサービスの質については、どのくらい有効なサービスを実施するかという

「有効性」の基準を含める。本稿における有効性とは、ルグランが指摘するように、数値

等によって表すことができる「結果」と、どのくらいサービスの内容やその実施経過が充

実しているかを示す「プロセス」によって構成される29。例えば、“行政のアウトソーシン

グが進むと、公共サービスの質が低下するのではないか”との懸念は、この「有効性（結

果とプロセス）」を向上させることで解消されるものと考えておく。 
もう一つ、本稿におけるサービスの質の内容には、「公平性」の基準を含めておく。これ

は、いかに公平性を維持しながら、有効なサービスを供給できるかという意味で重要であ

る。 
次に、第二の評価基準として「サービスの効率性」を設定する。サラモンとルグランの

両者もこの基準を採用している。どの供給主体にとっても、質の高い公共サービスを際限
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なく供給できるわけではなく、どれだけ公的資金を費やしても品質の向上を目指すべきと

いうことにはならない。公共サービスは、その効率性によっても測られる。特に、行政の

アウトソーシングの文脈では、費用の削減に重点が置かれていることもあるため、サービ

スの効率性は公共サービスの評価基準となり得ると考えられる。 
第三の評価基準は、「サービスのアカウンタビリティ」の確保である。サラモンは「正統

性」、ルグランは「応答性ないし説明責任」という点を挙げているように、公共サービス供

給の多様化の文脈では、対象となるサービスに充てられた公的資金をどのように使ったの

かに関する明確な説明が求められる。それは既存の議会的な政治システムによる表明方法

に加え、他にどのような手段が必要になってくるのかという問題である。例えば、市民や

利用者は、参加制度や情報公開制度を用いることで、サービスに対してどのような手段で

ニーズや意見を表明し、また政府がそれをどのように受け取るかといった応答的な回路も

含まれることになる。 
本稿では、以上の「サービスの質」、「サービスの効率性」、「サービスのアカウンタビリ

ティ」をよりよい公共サービスの評価基準として設定する。なお、サラモンが提示してい

る「マネジメントの容易さ」については、本稿では「経営的要因」という説明変数として

扱う。また、「政治的実現可能性」については、本稿ではサービス供給導入の政策過程を分

析対象としないため、本稿では評価基準から除外する。 
 
 

４．本稿における分析対象の設定 －学校教育の供給制度改革  
次に、これらの評価基準を用いて実証分析を行う具体的な対象を、どのように選び出す

かという問題がある。 
本稿では、日本の義務教育段階における学校制度をその実証分野として扱う。というの

も、先の NPM をめぐる論争状況とわが国での NPM の導入状況が連動している分野をふま

えて選び出す必要があるからである。本稿では、NPM の非定型的なサービスへ適用した場

合の運用上の問題を考察する材料として、日本の義務教育段階における学校制度をその実

証分野として扱う。 
公共サービスに関する代表的な考え方の一つとして、「価値財」という分類がある。価値

財とは、本来ならば私的に供給することもできるサービス分野だが、いくつかの行政的見

地から見ると、どちらかといえば政府が供給した方がよいとされるサービス分野である。

価値財には、例えば福祉サービス、医療サービス、保育サービスなどの対人サービスが含

まれている。そして、教育サービス、その中でも特に義務教育制度のような公教育は、典

型的な価値財の一つに挙げられる30。 
価値財としての学校教育は、利用者（親・子ども）のニーズを、学校選択制という形で

どのように導入し、それをいかに維持運営するかが、改革の論点になっている領域である。

また、利用者の選択と同時に、供給者（学校・教職員）の活動がどう改善されるのかとい
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う点にも注目できる領域である。本稿で扱う学校教育におけるサービス向上のための制度

や施策は、行政改革、および公共サービス改革と共通する課題を多分に持っていると考え

られる。 
 さらに学校教育は、サービスの供給形態が多様かつ大規模に存在している。例えば、義

務教育段階の小・中学校制度では、教育活動のほとんどが政府の直接の統制によって実施

される供給制度となっており、子ども・保護者ないし学校の自由度は共に小さい。高等学

校制度では、子ども・保護者の選択が認められている一方で、学校による入学者への選抜

も認められているため、子どもの格差がそのまま学校の格差として固定、拡大しやすい制

度である。そして大学の段階では、子ども・学校双方の選択と競争を前提とした供給制度

であると考えられる。 
本稿では、このような学校教育の供給制度はどのような性質を持ち、その制度や実態は

どのようになっているかという関心から、学校教育が実施される「供給体制」について注

目する。供給体制の原理的なモデル（直営、分権（委託）、バウチャー）については、第二

章において集中的に議論するが、筆者の関心をよりわかりやすく述べれば、学校教育にお

いて「直営」や「分権（委託）」、「バウチャー」という供給体制のうち、どのタイプがより

望ましいのかということである。 
この点について、本稿では学校選択制と地域運営学校の両者が導入されている状態を「バ

ウチャー」による供給体制と呼び、地域運営学校のみが採用されている状態を「分権」に

よる供給体制、どちらも導入されていない場合を「直営」による供給体制という形で分類

している。これらの供給体制の違いが、どのような教育効果や学校の違いを作り出すのか

を実証分析によって検証したい。 
そして、それらの効果を作り出すのはどのような要因によるのかについて、先に述べた

「選択制度」と「経営」の変化によって捉えながら、この二つの要因の変化が、それぞれ

の供給体制の中で生み出されていく仕組みを考察する。 
さらに、選択（制度）的側面および、経営的側面から生み出された効果を、学校教育の

質、効率性、アカウンタビリティという公共サービスの評価基準に照らし合わせ、よい効

果を生み出すかどうかを検証することにより、学校教育の最適な供給体制を見極める判断

基準としたい。 
 
 

５．本稿の構成 
本稿は以下のように構成される。まず本論は、第一部「理論的考察（第一章、第二章）」

と第二部「実証分析（第三章～第六章）」によって成り立っている。 
 第一章では、問題設定を行う。はじめに、日本の学校教育において用いられている供給

体制（直営、分権（委託）、バウチャー）の各モデルについて、それぞれの供給構造および

機能とメリット、デメリットについて整理する。その後、現在の学校教育をめぐる問題状
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況について検討する。学校教育における供給制度改革の重要な論点となっているものに、

学校選択制をめぐる議論がある。そこで、日本における学校選択制度の導入をめぐる論争

を出発点に、サービス供給制度改革に関わる問題を整理して、研究すべき課題を洗い出す

作業を行う。 
 第二章において、実証分析のための枠組みを検討する。分析枠組みは、教育委員会によ

る選択制度編成と学校のマネジメントという二つの主体別の活動を整理することで構成さ

れる。これは、公共サービス供給における選択的側面と経営的側面の効果を検証するため

の枠組みにもなる。 
第二部第三章以降は、実証分析による考察である。第三章では、実証分析のための調査

の方法について説明する。実証分野として、日本の義務教育における公立学校制度の改革

事例を取り上げる。調査に当たり、自治体ごとの学校選択制度の有無と、学校ごとの分権

的経営制度の有無によって、調査対象のタイプ分けを行う。 
第四章および第五章では、調査結果を基に改革の効果について分析する。第四章では、

制度改革は、変化を作り出しているのかどうか、および、その効果がプラス効果なのか、

あるいはマイナス効果なのかを検証する。変化と効果の方向性を、「教職員」、「保護者」、「地

域」、「マネジメント」という四項目に分けて分析する。第五章においては、さらに、それ

らの効果が、改革のどのような要素から作り出されるのかについて、分析枠組みに従い選

択的側面に由来するものと、経営的側面に由来するものに分けて考察する。 
 第六章は、本稿の結論部分である。第一章および第二章で掲げている論点に回答する。

その一つは、学校制度改革における供給主体（学校）への効果についてである。日本の学

校教育における供給体制の多様化による改革は、いかなる効果を生み出し、それらがどの

ような学校内部および教育活動の改善を作り出すのかという点に回答する。 
 もう一つは、供給体制の多様化によって、どんな要素がどのような効果を生み出すかを

明らかにすることである。改革による効果を選択的側面と経営的側面、および「選択制度

と経営の相乗効果」という点から説明する。 
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1   初期のものとして Le Grand [1991]、Le Grand, J. and Bartlett, W. [1993]が現在で

も比較的多くの文献で紹介されている。以下では、彼の近年までの議論をまとめた著

作である Le Grand, J. [2007]および [2003]を参照する。 
2   Le Grand [2007], p.41。 
3   Le Grand [2007], pp.14-15。①「信頼」モデルとは、専門職のサービス供給者が利他

的動機に基づいて最善のサービスを提供するモデルであり、②「命令・統制」モデル

は、数値目標などの成果主義を用いてサービスの水準を向上させようとするモデルで

あり、③「発言」モデルとは、利用者の参画（参加・協働）によってより満足度の高

いサービスを提供できるモデルであり、④「選択・競争」モデルは、準市場を用いて

サービスの質の向上と効率化を動機付けようとする。 
4   Le Grand [2007], pp.36-37、pp.42-46。他方で、彼は選択と競争モデルが効果を発揮

したり、デメリットを抑制したりするためには多くの成立要件を満たさなければなら

ず、供給主体と利用者の双方に対して様々な手立てを必要とするという点についても

注意深い検討が必要だと述べる（Le Grand [2007], pp.46-62）。 
5   近年の公共サービス改革の論点をまとめたものとして、後房雄[2008]および[2009]を

参照。 
6   2008 年発行の「季刊社会保障研究」では、国内の準市場をテーマに医療・福祉・教

育分野等の実証研究を特集している（圷[2008]、遠藤[2008]、小塩・田中[2008]、京極

[2008]、駒村[2008]、佐橋[2008]、鈴木[2008]、狭間[2008]）。 
7   経済学者の小塩隆士・田中康秀によれば、教育と他の公共サービスとの違いを次のよ

うにまとめている。１.家庭の社会的属性により階層性を帯びやすく利用者の分断や選

別が進むという点、2.供給主体が利用者に一方的に関与するのではなく、利用者の活動

も教育の成果に影響を及ぼすという点、3.規模の経済性が伴うため、利用者が少ない学

校にとって単純な予算配分は不利に働くという点である。この他にも、供給主体の参

入・退出が容易でない点や、教育の結果が外部効果を生み出すという点なども考慮に

入れると、制度全体の効率性の向上だけでなく、格差の是正など公平性の観点からも

評価が必要になってくると説明している（小塩・田中[2006]、pp.59-61）。 
8   諸外国の教育バウチャーの実証研究、国内の学校選択の実証研究の動向については、

第一章第四節において詳しく検討する。 
9   Hood, C. [1991], p.3。 
10   Hood[1991], p.4、Hughes, O. [1998], pp.62-65。なお、この他にも NPM の概念を

整理した初期の文献として、OECD[1991]、Massey, A. [1993]などがある。 
11   Naschold, F. [1996], pp.13-15。 
12   Pollitt, C. and Bouckaert, G. [2003], pp.145-150。日本においては、山本清[2003]

が、NPM の国際比較に関する研究動向をまとめている。 
13   大住荘四郎・上山信一・玉村雅敏・永田潤子[2003]、p.ⅴ。 
14   大住[2003]、15 頁。 
15   上山[2003]、73 頁。 
16   Pollitt, C. and Bouckaert, G. [2000], pp.149-171. 
   ポリットとボウカートは、NPM にまつわる問題点を次のような十個の側面として捉

え、従来の行政運営とこれらとの関係においてディレンマや限界、あるいはトレード・

オフや緊張関係が生じていると述べる。 
１．官僚制、経営者、利用者それぞれに対し政治的統制が増加するという側面。 
２．柔軟性と技術革新を促進し、かつ市民の信託の促進させるという側面。 
３．公的資金を確保しつつ、公的セクターを改善させるという側面。 
４．民営化と「責任ある政府」の両立。 
５．給与減額の一方で、職員の動機付けや組織文化の変化を求めるという側面。 
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６．内部監査やペーパーワークを減らす一方で、経営上の細かい説明責任を求めら

れるという側面。 
７．専門的な組織を創出する一方で、組織間の調整が必要となる側面。 
８．下部組織への分権化と同時に計画の一体性を保つという側面。 
９．効率性を上げる一方で、経営上の説明責任が必要になるという側面。 
１０．質を向上させる一方で、費用が削減されるという側面。 

17   Pollitt, C. [2003] , pp.45-46. 
   ポリットによる NPM 実践に関する著書「The Essential Public Manager」で挙げて

いる NPM の運営上の課題は次のような点である。（Pollitt, C. [2003] , pp.45-49.） 
・目標設定において、公的活動として達成可能なものであるかどうか。また、その

評価を量的に、質的にどのような基準で測定するべきか。 
・アウトソーシングした組織に対して、監視や規制をどのように行い、説明責任を

どのように求めるか。 
・一体性のある政策を専門化した組織間でどのように処理するか。 
・昇進やボーナスに代わって、職員をどう動機付けるか。 

18   なお、日本における NPM 手法の問題点を指摘したものとして、岡田・自治体問題

研究所編[2005]を参照。 
19   毎熊浩一[1998]、67 頁、山本[2003]、18 頁。田辺国昭[2003]、7 頁など。 
20   A.ギデンズはその近著『The Progressive Manifesto』において、社会民主主義政権

による「第三の道」の改革が定着、浸透する中で、次なる中道左派政権の課題として

「国家と市場の相互介入」、「サービスの品質を保証する国家」、「市民と政府との間の

責任の共有」、「社会的不平等の排除」、「多様性の管理」を挙げている（Giddens, 
Anthony.ed [2003]、Introduction）。 

本論における NPM 改革の三つの論点も、ギデンズの問題関心と関わっている。すな

わち、①政府による供給主体のコントロールは、「埋め込まれた市場(The embedded 
Marked)」をいかに管理するかという点とほとんど同義であるし、②供給主体のマネジ

メントおよび、③その評価の問題は、「サービス品質を保証する国家(The ensuring 
state)」の役割とかなり共通している。わが国の行政改革の実践的課題で言い換えれば、

NPM 改革導入後それらの制度をいかに管理経営するか、ないし、現在のサービス水準

を維持管理するかという論点である。 
また日本国内においても、これら制度導入後の実践例を検討した業績が近年多く見

られるようにもなっている。例として、石井・上山編著[2001]、上山・伊関[2003]、古

川・北大路[2004]、福田・真渕・縣編著[2002] 、山内・上山[2003]、等の著作がある。

わが国の制度改革に関する研究においても、いかに導入するかという議論から、導入

後の制度をいかに定着させるかという段階へ論点が移りつつある。 
21   本稿で「政府」と「行政」の用語の違いを説明しておくと、政府・行政共に中央政

府、地方自治体を指す語として用いている。ただ、「政府」は一般的にも国会や議会、

時として政党などの政治制度を含んだ意味として用いられており、本稿でもこの意味

を採用している。対して「行政」は、政治体による決定や政治過程とは一応切り離さ

れた、単に公共業務執行機関としての行政府のみを指す場合に用いている。 
22   「選択」とは、利用者がサービスを選び取る行為自体を指している。対して、サー

ビスの供給者を分析対象として扱うには、利用者に「選択させるもの」という意味あ

いの語が必要である。したがって、本稿では分析枠組みの一つとして「選択」ではな

く、「選択制度」という語を用いる。 
23   政治行政における本人－代理人理論の議論ついては、Weingast, B. R. [1984] 、Moe, 

T. M. [1984] 、Pratt, J. W. and Zeckhauser, R. J. [1985] などを参照されたい。 
24   Hood[1986],chap.3。 
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25   Lipsky, M. [1980] 。 
26   Salamon, L. M. [2002], pp.22-24。 
27   Le Grand, J., [2007], pp. 6-14。 
28   西尾勝[1993]、299 頁、村松岐夫[1999]、262 頁、山谷清志[2002]、176 頁などを参

照。 
29   この点、ルグランは、数値などで表せる効果について「成果」という言葉を用いて

いるが、本稿では「サービスの成果」をサービスの質・効率性・アカウンタビリティ

で構成される効果全体を総称する意味で用いる。そのため、ここでは混同を避けるた

めに「結果」という言葉を用いる。 
30   ウィルダフスキーは、1976 年の論文において、価値的にみて必要とされる財（merit 

wants）の提供が、公共政策の中に広く入り込んできていると指摘した。 
「価値財（Merit goods）」とは、本来なら市場を通じて提供できるが、公益上の観点か

ら、政府が提供した方がよいとされる財である30。 
価値財への政府関与を正当化させる根拠はいくつか考えられる。一つは、ある程度

集団で消費する方が正の外部性を生み出す場合である。典型的に教育などは、集団で

行うことで効率が増し、かつなるべく多くの人が教育を受けることによって、社会全

体の価値が向上するといった外部性を生み出すことができる。第二に、権利的、道徳

的、社会的観点から市民全体が財を享受したほうがよい場合である。第三には、利用

者（時には生産者）らが財の消費生産について適切な判断力を持っていない場合であ

る。第四として、基本的な価値の保障は損なわれてはならないというパターナリステ

ィックな議論がある。  
とはいえ、価値財の提供は、財の性質から見てアプリオリに決定されるものではな

い。政府がどのような価値財をどの程度まで提供するかは、国ごとの政権、あるいは

その時々の政治が判断し決定することでもある。 
また、政府による価値財提供の拡大後しばらくして、「利用者主権」や「NPM」とい

った、政府活動の広がりに修正を加えるような動きも広まりはじめた。これらは、政

府による価値財提供の方法を改めようとする考え方である。例えば、利用者主権とは、

公的費用による財やサービス提供を維持しつつ、利用者の選択を認めようとする考え

方である。NPM とは、同じく公的な負担を維持したままで、政府自らが一律に供給に

乗り出すのではなく、多様な供給主体や供給方法に委ねようとする考え方である。 
いずれにせよ先進各国において、行政改革が進められる現在の状況に照らせば、政

府活動における拡大、縮小の対象となっているのは、価値財の提供をめぐる議論であ

るだろう。後に、本稿の実証分析において集中的に取り上げようとする対人サービス

分野、その中の教育サービスは、まさに価値財の理念に基づいた中心的部分を成すサ

ービスであると考えられる。（Wildavsky [1979], pp.155-183。この他に Savas [2000], 
pp.57-61、Savas [1987], pp.52-55、スティグリッツ[2003]、109 頁、駒村[2004]、223
頁を参考。） 
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第一章 問題設定 
 
 
本章では、分析枠組みの設定および具体的な実証分析に入る準備作業として、学校制度

改革における言説を「供給体制の違い」という視点から整理し、わが国の学校教育におけ

る供給制度の課題を見出す。 
第一節において、日本の学校制度の特徴を直営、分権（委託）、バウチャーという三つの

供給体制のモデルに区別した上で整理する。 
第二節では、三つの供給体制の違いという観点から、現在の学校制度改革の位置づけを

行う。学校制度が直営から委託、そしてバウチャーをモデルとした供給体制へと改革が進

められている点について詳しく説明する。 
第三節では、教育におけるバウチャーモデルの出発点になっている学校選択論について

検討する。わが国の学校選択論争における言説分析を基に、学校教育の供給体制の多様化

をめぐる研究課題について洗い出す。  
第四節において、学校教育改革における供給部門への効果が研究上の論点となることか

ら、先行研究整理として、バウチャー導入および、学校の経営改革の効果を検討する。バ

ウチャーによる選択と競争がどのように供給部門に影響を及ぼすのか、そして、学校内の

経営改革がどのように教育効果を生み出すのかについて、国内と海外の先行事例を踏まえ

ながら検討する。 
第五節では、問題設定のまとめとして、本稿において解明すべき課題を整理する。 

 
なお、公共サービスの供給制度を説明するために、あらかじめアクターを設定しておく

必要がある。行政学者のE.S.サバスや児山正史らは、公共サービスの供給構造を分析する

際に、行政を「政府」と「供給者」という二つのアクターに分け、加えてサービスを受容

する側の「利用者」という三者の関係で捉えている1。本稿においても、「政府」、「供給者」

および「利用者」という区別を使用する。 
「政府」とは、供給者を統制し、利用者を編成する公的機関である。学校教育において

は具体的に、中央官庁、地方教育当局、教育委員会などを指す。 
「供給者」とは、政府の管理を受けながら利用者に直接サービスを供給する機関である。

供給者はサービス実施に関する一定の裁量や自律性を持ちながら対応する。ここでは主に、

学校を想定している。 
「利用者」とは、公共サービスを受ける人である。消費者ともとらえてよいが、実際に

購入し消費する権利のある人と、サービスを受ける人が異なる場合があるので、まとめて

利用者という語を用いる。学校教育では、子どもや保護者（親）を想定している。 
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第一節 日本の学校教育の供給体制 
 
 
本節では、公共サービスの供給体制の違いという視点から学校教育を整理する。 
序論で述べたように、ここでいう公共サービスの供給とは、主に価値財の提供を想定し

ている。したがってその条件を次のように限定する。 
まず、財源のほとんどを税金によって賄っているサービス（いわゆる民営化事業を除い

た公共サービス）である。かつ、ハード面の設置・提供だけで業務が完了するサービス（例

えば公共事業や政府販売など物的な建設・販売等）を除いたサービスである。つまり、例

えば対人サービスなどを議論の主な対象として想定できる。学校教育もこの範疇に該当す

る。 
 
 
  １．価値財供給における政府関与の方法 
 公共サービス、特に価値財の供給体制を分類する手法はいくつか考えられる。本項では、

政策手段ないしサービスの供給方法について議論している西尾勝、E.S.サバス、L.サラモ

ン、R.ダニエルらの議論を紹介する。 
まず、「政策の実施手段」について、政府か民間かを端的に議論しているのは西尾勝であ

る。西尾は、フッドの直営か委託かという議論を援用して、「直営と委託の選択を規定する

要因」なる指標を二つ定めている2。すなわち、「業務内容の不確実性の程度」が高いか低

いかという基準と、もう一つは「その業務を受託する意思と能力を持った民間専門業者の

数」が潜在的に多いか少ないかという基準である。これにより、不確実性が高く独占的な

サービスとして国防・外交・警察・防災サービスが選ばれ、不確実性が低く競争的なもの

には、廃棄物処理・建設・文書印刷などのサービスが当てはまる。同様に不確実性が高く

競争的な場面では、計画立案・保健等が選ばれ、不確実性が低く独占的な分野では水道・

電気・ガス供給などが該当する。 
 この「不確実性」と「独占・競争」という基準は、政府と民間の区分を扱う際にわかり

やすい分類法である。しかしながらフッドによる分類は、公共サービスをその性質によっ

て分類することはできるが、公共サービスを提供する手段を区分することができない。 
この点、公共サービスを提供する手段について触れたのが、アメリカのサバスによる

1986 年の著作である。彼は、公共サービスの民営化の実施手段をめぐって政府と民間の供

給方式のパターンを列挙している3。 
そこではまず、供給方法のアクターである「編成者」、「生産者」、「消費者」の三者は、

それぞれ政府機関か民間企業か、あるいは個人かを問わないことを前提とした上で、サバ

スは財の供給モデルを例示している。すなわち、「政府直接サービス」「政府購入」「政府間

協定」「契約」「独占的営業権」「補助金」「バウチャー」「民間市場」「ボランティア」「自助」
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の 11 種類である。この分類の利点は、個々の供給方法が具体化されて特徴が明確になる

ため、各々がどのような財を供給するのに適しているかを議論できることである4。 
 サバスはその後、2000 年の著作において、これら 11 の供給モデルを枠組みとしてサー

ビスの供給方法を整理している。そこでは、「だれが財（サービス）を編成するのか」と「だ

れが財を生産するのか」という主体の違いで供給方法が分類されている5。 
サバスのアプローチは、サービスの編成者・生産者の違いに公的な主体か、私的な主体

かという二つの基準を用いているが、このような分類により、具体的な供給方法の違いが

アクターの関与の仕方によって区別できるようになる。つまり、生産と編成およびコント

ロールのあり方が供給手法の違いを作り出すのである。したがって、サバスの主張は、様々

な財やサービスは、政府だけでなく民間ないし市民によっても供給されるのであり、それ

らが財の性質によって適切に配分されるべきであるというものである。このことからも、

サバスのアプローチは、政府活動のアウトソーシングを前提とした実施手段の検討に深い

係わりをもっている分類法であるといえる。 
 ただし、このようなアプローチでは、あくまで多様な財・サービスの中から何を民間に

移すべきかといった、供給主体の分類が基本的な論点となっている。このことは、対象と

なる財やサービスの中には、民間でできるものは民間でといった対象自体の選択が議論と

なる要素が多く含まれることになり、政府が主として関わらなければならない「価値財の

供給方法」について、より詳細な枠組み設定を提供できないという問題が残る。また同時

に、政府活動を外部化した後の運営・管理方法について具体的に考察する試みは手薄とな

っていることからも、政府が関与する供給方法の全体的な効果を検討するという観点では、

相対的にマクロな整理となっている。 
 そこで、公共サービス特に、政府が深く関わる価値財のアウトソーシングにおける供給

制度のあり方に的を絞った分類が必要となる。以下では、政府活動のアウトソーシングを

テーマに、より具体的な供給方法に関心を寄せているサラモンおよびダニエルらによる整

理を取り上げる。 
サービス供給の多様化、多元的状況をより一般化して整理しているのが、序論において

も触れたサラモンらの「第三者政府」論である。 
 「第三者政府」とは、ある政府目的の実現に向けて、非政府職員に相当程度の公的権限

や資金行使の裁量を持たせながら執行に当たらせる制度である6。代表的な論者のサラモン

は、それまでの福祉国家理論が政府と非営利組織とが相互に排他的な役割しか担っていな

いという従来の主張に対して、政府と非営利組織とが協同している面を強調する。サラモ

ンによると、政府活動の実態は、政府機関の枠を超えて政府でも企業でもない第三者政府

を巻き込んでいると指摘する。そして、その実態の描写のためには、実際に用いられる政

府の様々な技術や「道具」についてより注意深く検討する必要があると主張する7。 
 そこでサラモンを中心とするグループは、『政府の道具』と題する著書において、政府の

サービス実施手法の性質について網羅的に検証している8。すなわち、直接供給、公営企業、
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経済的規制、社会的規制、政府保険、広報活動、課税・許認可、契約、委託契約、補助金、

公債・債務保証、租税支出、バウチャー、賠償責任という 14 種類の手法である。 
総じて、サラモンらによる分類は、政府活動のマクロな政策手法を扱うものとは異なり、

既に特定の目的・分野やリソースが設定された条件の下で、それらをどのように達成し配

分するかについて、より具体的な整理を試みるアプローチである。民営化の是非を問う議

論や民営化の手法には踏み込まずに、あくまで政府が関わるサービスの実施や供給コント

ロールといった管理手法にテーマを限定する。その意味では、どのようにサービスを民営

化あるいは外部化するかといったアウトソーシングの入り口段階の議論から、外部化され

た後にどのようにサービスを管理運営するかという問題を扱っているといえよう。そして、

管理運営局面における具体的ツールの性質を比較検討する枠組みを加えることで、個々の

道具を、特定の行政分野と密着しない操作可能な概念として浮かび上がらせている。 
ただし、サラモンらによるアプローチは具体的かつ多岐に渡っており、それらは主に実

際の実施ないし導入状況に照らして分類されている。このため、供給手法の分類には価値

財の提供とあまり関わりのない手法も含まれており、公共サービス供給の方法として類型

化が困難だという問題がある。 
この点について、価値財の提供を対象に、その関与のあり方に注目した枠組みを提示し

ているのが、カナダの行政学者 R.ダニエルと M.J.トレビルコックによる整理である。 
 
ダニエルとトレビルコックは、政府活動におけるバウチャーの位置づけ、機能や性質を

引き出すことを目的に、政府関与の方向性という点から政策手段を四つのタイプに整理し

ている。彼らによると、政府がサービスを提供する際には、主に四つの関わり方がある。

一つは、自ら提供に乗り出す。二つ目に、民間の供給者に関わる。三つ目は、利用者に対

して関与する。四つ目として、サービス提供に関わらない、あるいは提供から手を引く。 
ここで重要な点は、個々の手法が主に誰によって担われているのかを明確化しているの

ではなく、サービスに対し政府がどのように関わっているかに注目した点である。具体的

な手段に即せば図表 1-1 の四つにまとめられる9。 
 
図表 1-1 サービス提供への政府関与の四つの方法 

(1)政府自らが供給し経営する。（直営） 

(2)政府が供給者に対して援助（＝権限付与・財政補助）を行う。（委託） 

(3)政府が利用者に対して援助を行う。（バウチャー） 

(4)税財政の移転や優遇・控除を行う。（税控除） 

 
 無論、どの手段においても、部分的には外部供給者を用いたり、政府が直接行使を行っ

たり、利用者に働きかける必要はあるだろう。しかし、これらの区分は、政府が一次的に

関わっているのが、主としてどのアクターに対してなのかに注目している。 
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例えば(2)委託において、政府はまず事業者に対して業務委託の設定に関わる。利用者に

対する働きかけや、法的整備などはサービスの供給に対しては、二次的な関係に留まる。

同じように(3)バウチャーについても、外部供給者の存在は不可欠であるが、政府はまず一

次的に利用者の設定を行おうとする。 
 公共サービスの提供方法は、これら四つの方法として整理できる。そして、それは同時

に、価値財の供給についても比較的明確な四つのタイプを表していると考えられる。 
ただし(4)の税控除については、政府は制度の改変を行うが、サービスの提供に対しては

消極的な編成方法である。政府活動として、サービス実施から撤退する方法ともとられる。

その意味では、編成と実施の大部分を広く民間に委ねる民営化の方法論に近い。 
したがって、厳密な意味で政府が公共サービスを実施する手段として、「行政による直接

供給」、「供給主体への委託」、そして「利用者への権利・財政付与（バウチャー）」の三形

態が挙げられることになる。 
 
以下、本稿では、ダニエルとトレビルコックによる供給方法の分類を参照し、日本の公

立学校教育を「直営」、「委託」、「バウチャー」の三つの供給体制に当てはめながら整理す

る。 
 
 
  ２．直接供給（直営）モデル10 

第一の供給体制は、政府による直接供給（直営：Direct provision）である。 
学校教育における供給制度を政府の直接供給のシステムとして考えた場合、その基本的

な構造について政府・利用者・供給者間の関係は図表 1-2 ようになる。これを直営モデル

と呼ぶことにする。 
 
 
 
 
 
 
                     入学 
                              入学校指定 
 
 
 
直営モデルでは、まず、政府（教育委員会）と供給者（学校）との関係では、一つのサ

ービス提供機関として一体化していることが挙げられる。教育委員会は、条例や規則など

図表 1-2 教育における直営モデル 

教育委員会 

学校 

子ども・保護者 

政
治
シ
ス
テ
ム
を
通
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て

の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
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テ
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教育委員会 

で学校に関する細かな管理運営を行っており、行政機関としての法的な権限関係に加え、

指導や助言という形で教育機関としての統制関係が働いているのが特徴である。 
学校の経営者（校長）は、教育活動について一定の裁量権が認められているが、教育課

程（時間割や行事など）の一部を変更して実施できる部分を除いて、人事、財政、施設に

関する権限は小さく、そのほとんどは上位機関である教育委員会が保持している。 
また、教育委員会と利用者である子どもないし保護者との関係については、概して一律

的である。学校への子どもの受け入れは、教育委員会が定めた指定校制度（通学区域の指

定）によって決定される。子どもの入学後は、内部供給者である学校が裁量を持って教育

を実施する。学校と子どもとの関係は、教育的観点に立った指導・助言という関係になる

が、公共サービス実施の形態としては、行政措置や処分を行うといった関係になる。 
さらに、教育委員会と利用者および一般市民との関係は通常間接的であり、政治システ

ムを通じたアカウンタビリティ関係が成り立っている。すなわち、政治過程を通じた教育

委員、教育長の任命、条例や規則の変更などによって担保されている。 
 

 
  ３．分権（委託）モデル11 
 第二の供給体制は、分権ないし委託（供給者補助：Supply-side subsidies）である。 

これに対応する学校制度を「分権（委託）モデル」とすると、それは概ね次のような関

係になる（図表 1-3）。 
 
  図表 1-3 学校教育における分権（委託）モデル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 教育委員会と学校との関係においては、教育委員会は学校に対して大幅に運営裁量（経

営権限）を移譲する。他のサービス領域の民間委託においては、通常は供給者による「入

札」を経て、外部の組織に委託されることになる。しかし、教育分野においては、競争入

札や外部委託のような方法は想定しにくい。政府（教育委員会）と供給者（学校）との関

係は、組織内分権化を含めた、経営権の移譲や学校制度の指定や認定などを与えることが

考えられる。 

 

入学・学校参画、協働 

サービス提供・説明責任 

申請 

経営権の移譲 

（指定・認定） 

子ども・保護者 学校 

政治システムを通じての

アカウンタビリティ 通学指定(措置) 
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教育委員会 

つまり、日本では教育委員会と私立学校の関係を除き、公立学校では教育委員会と学校

とが供給主体として一体化しているため、厳密には委託関係は成立していないと言える。

実際には、公立学校に対する経営の分権化など権限移譲の申請に対して、教育委員会が審

査し、それらの認定を行うという関係になっているため、教育委員会と学校との関係は、

分権的関係と考える方が適切であろう。したがって、以下、本稿の実証分析では、原理的

な意味での委託モデルを「分権モデル」と呼び替えて考察する。 
 次に、学校と子ども・保護者との関係であるが、学校の自律的な経営の下、利用者がサ

ービスを受けるという形になる。この場合、直営モデルと異なる点は、学校の中に経営に

関する意思決定機関が設けられていることである。教育委員会から運営を委託されている

ので、学校ごとに学校理事会、あるいは保護者や地域住民の参画制度が設置されている。

利用者は、このシステムを通じて自らのニーズを表明したり、情報や説明を受けたりする

ことが可能となる。 
さらに、自律的な学校経営においては、意思決定への参画だけでなく、教育活動につい

て関与する余地も認められるようになることから、利用者や住民による組織的な協働関係

を築くことも可能となる。 
 教育委員会と子ども・保護者との関係は、直営モデルでの関係と基本的な変化はない。

教育委員会が入学指定校を決定し、子ども・保護者に措置するという関係が維持される。

同様に、政治システムにおいての説明責任は担保されている。 
 
 
  ４．バウチャー供給モデル12 
 供給体制の第三のモデルは、利用者への選択権付与（バウチャー：Demand-side 
subsidies）である。ここではバウチャーモデルと呼ぶことにする。 
 直営モデルや分権モデルが、学校に対して権限付与や財政補助を行うのに対して、バウ

チャーは子ども・保護者に対して直接補助や権限を与える仕組みである。学校教育におけ

るバウチャーモデルは、利用者の学校選択権を通じた供給手段である。（図表 1-4） 
 
 図表 1-4 教育におけるバウチャーモデル 

 
 
 
 
 
 
 
 

申請 
認定・情報提供 

選択・参画・協働 
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利用の報告 
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経営権の委譲 
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子ども・保護者 学校 

政治システムを通じての
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 まず、教育委員会と子ども・保護者との関係において、子ども・保護者に学校の選択権

が付与される。教育委員会は一定の条件をクリアしていれば選択希望を受け入れ、入学校

を決定する。このとき教育委員会は、学校選択に関する様々な情報を利用者に提供する。 
 したがって、各学校と子ども・保護者の関係においては、市場メカニズムに近い形での

競争原理が働くことになる。利用者が供給者を選べる仕組みであるので、供給者である学

校は、入学者の獲得に向けて経営努力する動機が生まれる。学校はサービス提供と共に、

運営に関する情報提供や説明も行う。 
 教育委員会と学校との関係は、分権モデルの関係と基本的に同じである。学校は教育委

員会に対して、裁量権の拡大や経営権限の移譲を申請できる。教育委員会は、学校側から

の申請に対し、予め定めた認定基準にしたがって学校に権限を移譲し、運営を自律化させ

ることができる。児童生徒数に応じた予算配分が行なわれる場合、学校は、その人数に応

じた予算を教育委員会に対して請求する。 
 またバウチャーモデルにおいては、サービス実施に際して、利用者と供給者の結び付き

が強くなる。したがって、政府が双方に対し、利用や供給を制限したり監視したりする必

要がある。例えば、教育委員会は、利用者に対してニーズ調査や満足度調査を行う。また

学校に対して、規則の変更や運営改善措置の実施、あるいは活動報告義務を課すことがあ

る。 
 さらに教育委員会は、入学者数に応じて学校に対する予算付けや財政補助を連動させる

仕組みを導入することもできる。ただし、入学者数に応じた予算付けのシステムは、現在

の日本の学校制度では採用されていない。 
 
 

５．供給体制ごとの利用者・政府・供給者の関係比較 
 以上、学校教育の実施構造について、直営モデル、分権モデル、バウチャーモデルとい

う供給体制の違いから説明した。各供給体制の違いは、三つのアクター（子ども・保護者、

教育委員会、学校）が、どのように関わっているかによって作り出される。 
 以下では、アクターの関わり方の違いによって、各モデルにおけるサービス供給にどの

ようなメリットやデメリットが生じるのかについてまとめておく。 
 
  (1)教育委員会と学校の関係 
 直営モデルにおける教育委員会と学校の関係は、行政組織内部での法的な権限関係に基

づいている。このため、教育委員会からの意思決定や情報伝達が学校に下ろされるスピー

ドは早く、コミュニケーションも容易である。どの学校にも共通する教育活動を行おうと

する場合は、効率性は高いことが想定できる。 
しかし、直営モデルにおける管理運営は、子ども・保護者にとってのニーズの達成につ
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ながることを保障するものではない。さらに、教育委員会と学校との統制関係、例えば教

育委員会による学校への監視や評価は、必ずしも最終的な子どもへの成果（アウトカム）

の効率性を高める方法であるとはいえない。 
 分権モデルにおける教育委員会と学校は、教育委員会が学校に大幅な経営裁量権を委譲

する代わりに、活動結果の報告を基にした関係を築く。教育活動の実施過程における統制

関係は弱まるが、活動結果や成果に関しては法的な権限関係を保っているため、教育委員

会は学校を統制できる。直営モデルとの違いは、学校の裁量権拡大により、経営改善の可

能性が高まることである。それらは、効率性や子どものニーズ反映をより高める機能があ

る。 
 だたし、分権モデルでは学校間の競争原理が働きにくいため、権限委譲後はそれ以上の

学校改善の動機付けが保障されないという面がある。 
 バウチャーモデルにおける教育委員会と学校との関係は、基本的には分権モデルと同じ

性質を持っている。ただし、バウチャーモデルは、教育委員会と学校との一次的な（直接

的な）関係を作るものではない。このため、学校への統制を強めたり、弱めたりすること

が可能である。つまり、バウチャーモデルにおいては、直営モデルのような強い統制関係

を想定することも、分権モデルのような弱い統制関係を想定することもできる。言い換え

れば、バウチャーモデルでは、学校（供給者）の質の確保を一律的に保障する供給体制で

はないということである。 
 しかし、バウチャーモデルでは、学校同士が競争し合うことで、一定程度の品質を維持

させるというメカニズムを働かせることができる。適切な競争環境を作り出すために、教

育委員会は、不利な学校へ財政補助や人事などの支援を行ったり、多様性を確保するため

の施策を準備したりすることができる。 
 
  (2)学校と子ども・保護者との関係 
 続いて、学校と子どもないし保護者との関係についてまとめる。 
 直営モデルにおいては、学校と教育委員会は一つの供給主体として見なされる。よって、

学校の子どもに対する執行責任は強い。 
しかし、直営モデルにおける運営は、費用を効率化し、ニーズに応答し、目標を達成す

るための有効性のある教育活動を保障しない。確かに、アンケート調査や学校評価などの

顧客志向の施策によって改善を図る方策もあり得るが、それらが仮に他の供給体制で実施

される時と比較した場合、効果が強いとは言いがたい。 
 分権モデルにおいては、学校が子どもに対しての教育の責任を負っている。この点は直

営モデルと変わらないが、分権モデルのメリットは、学校の利用者（子ども・保護者）へ

の応答性が高まることである。参加制度や学校理事会等の分権的な経営によって、ニーズ

の反映が直営モデルよりも効果的に実施可能となり、活動後の説明責任もより強くなる。 
 しかし、分権モデルでは、供給者（学校）の選択が認められていない。子どもは指定校
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に通学せざるを得ないため、教育の成果は入学指定された学校の経営力にほとんど委ねら

れている点が特徴である。これは、利用者と学校との関係で見れば、結果的に学校の立場

を強くしてしまうという関係を作り出す。 
 バウチャーモデルの場合、子ども・保護者が学校を選択する権利を有する。ニーズの反

映や説明責任は、直営モデルに比べて高くなると考えられる。また、この関係に重ねて、

分権モデルによる学校の分権的経営が加わったならば、利用者のニーズの反映や説明責任

は、三つのモデルの中で最も高くなる。 
 しかし、バウチャーモデルのデメリットも存在する。バウチャーによる供給体制では、

本来選択すべき利用者が、逆に選択されてしまうという「逆選択」の状況が生じる可能性

がある。教育における逆選択の例には、学校による利用者選抜（クリームスキミング）が

当てはまる。また、利用者の情報収集や選択能力に関する格差が、結果的な不公平を作り

出す可能性も考えられる。 
 
  (3)子ども・保護者と教育委員会との関係 
 直営モデルにおいての子ども・保護者と教育委員会との関係とは、通常の行政機関と市

民との関係において見られるような、申請による行政措置や行政処分の結果として表れる。

利用者と教育委員会との関係は、裁量行為というよりは法的関係に基づく行為が多いため、

公平性や執行責任、説明責任は高い。しかし、ニーズをどの程度反映しているかという応

答性や、どのくらいの成果を出したかという有効性という点からみれば、制度的な保障が

あるというわけではない。 
 分権モデルにおける子ども・保護者と教育委員会との関係も、直営モデルと変わらない

部分が多い。直営および分権モデルでは、サービス提供は主に、供給者（学校）側に働き

かけることで実施されるからである。子どもの転校などの措置は、学校選択ではなく指定

校変更基準と呼ばれる手続きによって決定される。 
 バウチャーモデルにおいても子ども・保護者と教育委員会との関係は法的関係である。

しかし、学校選択を認めていることにより、他のどのモデルよりも関係は強くなる。これ

は単に選択権の付与だけでなく、選択のための情報提供やニーズ調査、アンケート、相談

などの行為も含まれるため、利用者との関係においては、学校教育に対する有効性や応答

性に関して、どのモデルよりも効果を強く発揮できるからである。 
 ただし、子ども・保護者への関与が強くなる分、それらへのデメリットも生じる可能性

がある。例として、逆選択の一種である利用者のモラルハザードが挙げられる。これは、

本来適切な選択をすべき利用者が、情報格差や選択能力の差により、故意・過失を問わず

誤った選択をしてしまうことである。教育バウチャーに関して言えば、虚偽によって特別

待遇を受けることや複数の学校と入学契約をしてしまうといったケースが考えられる。利

用者のモラルハザードに対しては、教育委員会によるバウチャーの適格性審査をより厳密

に行い、財政補助の加重措置や選択の特約事項を付けたり、情報提供のために相談窓口を
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設置したりすることができる。また、利用者に対し選択権を付与されたという意識を高め

るために、入学予定者全員に選択を強制させるという方法も採られることがある。 
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第二節 供給体制からみた日本の学校制度をめぐる状況 
 
 
 
 前節では、供給体制の原理的な三つのモデルを日本の学校教育に即して説明した。学校

教育における供給形態の多様化ついても直営モデル、分権モデル、バウチャーモデルとい

う供給体制の変化として捉えることができる。 
本節では、日本の学校教育における供給体制の変化の内容をさらに具体的に考察する。

まず、行政研究において供給体制の多様化を検討しているバウチャーないし準市場の概念

を紹介した後に、学校教育の供給体制を各教育段階にしたがって説明する。 
 
 
  １．公共サービスの供給形態をめぐる概念整理 －「バウチャー」と「準市場」 

バウチャー（voucher）とは、一般的にはクーポン券（利用券）という意味であり、供

給手段としての「バウチャー」制度とは、あらかじめ使い道が限定された、政府から利用

者に対する補助金を意味する。具体的な供給形態として見たバウチャー制度とは、実際に

バウチャーが配られるかどうかは重要ではなく、利用者に対して供給者の選択権を与える

ことによって供給者の活動をコントロールするという供給方式である。政府が供給者では

なく、利用者に対して直接働きかけることにより、政府と供給者との関係が二次的なもの

に留まるため、供給者側の経営の自由が最低限度担保されたうえで、利用者の選択を通じ

てサービス供給の意図が達成されやすい形態であると言える。 
バウチャーは、利用者の選択が重要となる公共サービスにおいて有効な方法である。諸

外国の例を見ると、学校教育、職業訓練、保育、高齢者介護、住宅などが代表的な分野と

して挙げられる。日本国内においても、分野によっては保育制度や介護保険制度など、バ

ウチャー制度と考えてよい供給形態が既に導入されている13。 
 
また、行政研究において、公共サービスの供給形態を考察する概念として「バウチャー」

という言葉の他に、「準市場」という概念が用いられる場合もある。例えば、児山正史は、

ルグランの議論を参照しながら、「準市場」という概念によって供給形態を理論的に整理し

ている。児山は、準市場を「政府が費用を負担し、当事者間に交換関係がある方式である」14

とし、その対概念として、費用を政府が負担し、命令－服従関係にある「非市場」と、費

用を利用者が負担し、当事者の交換関係により成り立つ「市場」を挙げている。 
 児山の整理に従えば、公共サービスの供給体制の多様化は、非市場から準市場への移行

として捉えることができる。ただし、準市場の概念は、本稿が取り上げる供給体制の多様

化よりも若干広い意味をもった概念として定義されている。児山は、準市場において「直

営方式と委託方式の効率性を比較するのであれば、供給者の権限の大きさが準市場の重要
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な指標となる。他方、利用者の選択に関心がある場合は、利用者の選択権の有無が重要で

ある」と述べており、「誰にどのような権限がどの程度委譲されたものを準市場と呼ぶかは、

研究目的による」としている15。「準市場」の概念整理においては、例えば利用者と供給者

の双方に対しどのような選択や競争を作り出すのかは、当該領域の状況いかんによる。 
しかし本稿では、準市場における利用者ないし供給者に対する権限委譲について、より

厳密に検討するための概念を次のように設定する。児山の言う準市場の中身に関して、一

つは供給者のみに自律性が与えられる供給形態を「分権モデル」と呼ぶ。もう一つは、利

用者と供給者の両者に対し自律性が与えられた供給形態を「バウチャーモデル」と呼んで、

準市場の中での供給方法の違いを区別しておく。 
本稿で用いる供給体制とは、準市場の中で用いられる概念ではあるが、利用者あるいは

供給者に対する権限（例えば選択ないし競争）を与えているかどうかを区分する概念であ

る。供給体制の多様化とは、児山が述べる非市場から準市場への移行という意味に加え、

準市場内部での具体的な供給方法の変化を示すものである。 
 
 

 ２．利用者と供給者への関与から見る日本の学校制度 
 以上の概念整理を踏まえ、前節で説明した供給体制の違いを日本の学校教育の各段階に

即して検討する。 
まず、学校教育の供給体制としての小中学校制度、高等学校制度、大学制度において重

要になるのが、利用者と供給者の「自律性」に対する政府の関与の変化である。（図表 1-5） 
 
 図表 1-5 教育における政府の関与 

 
 
 
 
 
 
 
 
 供給体制の各モデルにおける主体間の関係の考察からもわかるように、政府が関与する

自律性には、二種類考えられる。 
 一つは、政府が利用者に対して選択を認めているかどうかである。もう一つは、政府が

供給者の経営に対する自由度を認めているかどうかである。 
このような利用者への選択権と、供給者への経営権の付与による違いを基に、日本の学

校制度と供給体制への適用を示したのが図表 1-6 である。利用者への選択権、および供給

利用者（子ども・保護者） 

政府（教育委員会） 

供給者（学校） 

選択権 経営権 
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者への経営権を認めるかどうかという違いで、日本の教育における供給体制の変化を直営

モデル・分権モデル・バウチャーモデルの区別として読み取ることができる。 
  
 まず、従来の公立学校ように、①子ども・保護

者に選択権がなく、学校の経営権が小さい場合は、

その供給体制は直営モデルに当てはまると考えら

れる。 
次に、自律的な学校経営論のように、②子ども・

保護者の学校選択権はないが、学校への経営権が

認められた制度である場合は、学校が政府から一

定の裁量で学校教育を請け負う形となる。学校に

よって経営内容の違いも見られるようになること

から、これは供給体制でいうと分権モデルに近い

形態になると考えられる。 
 続いて、③子ども・保護者に選択権があり、学校に経営の自由がある場合には、供給体

制はバウチャーモデルの性質を持つことになると考えられる。 
 最後に、④子ども・保護者の選択が認められている一方で、学校の経営権が認められな

いという組合せが存在する。これは直営、分権、バウチャーのどのモデルにも属さないタ

イプの供給体制である。この場合の制度は、各要素の混合ということになるので、理念型

の供給体制の性質が一概には当てはまらない。あえて言うならば、「供給限定された学校選

択制」、あるいは「制限されたバウチャーモデル」といった言い方ができる。 
したがって、この④のタイプは慎重な考察が必要である。教育委員会と子ども・保護者、

教育委員会と学区、そして子ども・保護者と学校との関係がどのような仕組みでつなげら

れているか、個別の検討が必要である。特に日本の場合、学校経営への規制が強い中で選

択権が認められるケースもあり得る。子ども・保護者による選択の効果が、学校経営との

関係でどのような供給状態の帰結をもたらすのかという点に注目できる供給制度である。 
 
 
  ３．学校制度の各段階と供給体制 
 このように、日本の学校制度には四つの供給体制が想定できる。これらを実際の各教育

段階に当てはめると、次のように説明できる16。 
 
  (1)小・中学校制度（義務教育学校制度） 
 わが国の小・中学校は、市町村の教育委員会直轄の直接供給が大部分を占める。公立学

校では、学校(供給者)は教育委員会（政府）と一体化し、学区制度によって子ども（利用

者）に対して統一的な学校教育を供給していると考えられる。 

大きい 子ども・保護者の選択 
小さい 

大きい 

学
校
の
自
律
的
経
営 

図表 1-6 日本の学校制度と供給体制 

①直営

モデル 
④供給限定さ
れた学校選択 

②分権

モデル 
③バウチャー

モデル 
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この仕組みに子ども・保護者（利用者）による選択が加わるとどうなるだろうか。注目

すべき点は、学校（供給者）側に及ぼす効果である。 
 上記の分類からも分かるように、供給体制としてみれば、利用者の選択がない場合は、

①直営モデルないし②分権モデルである。利用者の選択のみが認められている場合は、④

供給限定された学校選択となり、経営の自由が与えられない限り③バウチャーモデルには

近づいていないことがわかる。つまり、単に利用者の選択が認められただけの状態（④の

状態）では、さほど学校に変化を生み出さないと想定できる。 
さらに、学校経営に変化の可能性がなければ、子ども・保護者の選択行動は、改善余地

の少ない現状の学校格差を判断材料にしてしまうことも考えられる。子ども・保護者によ

る直接の選択競争が、学校格差の固定や拡大などの弊害を生み出す可能性も予測できる。 
したがって、小・中学校制度においてバウチャーモデルの効果を作り出すためには、学

校側への競争状態を作り出し、学校ごとで改善を促す仕組みの導入が必要となる。そのた

めには、選択制度の導入と並んで、学校側に対する制度や施策などの環境整備を行うこと

が条件となる。例えば、自律的な経営や多様性のある経営を認めるなど、学校への権限委

譲や、不利な供給者に対する調整や支援を行うことが必要となる。 
 

  (2)高等学校制度 
 高等学校制度は、小･中学校制度と比べて、全国的にも利用者の選択の幅、供給者の裁量

が共に広く認められている制度である。県立高校など政府が運営している学校は多いが、

供給体制として考えれば、③バウチャーモデルか、あるいは④供給限定された学校選択に

当てはまる。 
 ただし、高等学校制度で注意を要するのは、以下で説明する入学者選抜の仕組みと私立

学校の存在である。 
高校以降の制度では、学校（供給者）による子ども（利用者）の選抜が実施されている。

バウチャーモデルでは、クリームスキミングによる弊害の可能性があるように、学校によ

る子どもの選抜は、子ども自身へのプラスの効果につながらないことがある。さらに重要

なのは、学校の格差が、有利な子どもを選抜することによって、その時点で定まってしま

う可能性である。つまり、学校間の競争が経営能力の差ではなく、優れた子どもの獲得競

争がそのまま学校間の差となってしまう可能性が指摘できる。そうなれば、入学者選抜の

段階で、学校の評価が決まってしまい、学校間の経営努力を通じての適切な競争は行われ

なくなってしまう17。 
 学校の改善効果を教育効果に結びつけるためには、選択時における学校同士の競争が、

公正かつ適度な状態に保たれる必要がある。高等学校のバウチャーモデルにおいて効果を

生み出すためには、入学者選抜による学校間の格差拡大を抑えつつ、入学後の経営効果で

差を作り出すことが必要である。具体的な方法には、直接的な入学者の選抜に対する規制

を行う一方で、学校の競争環境の整備や調整・支援を行うことが考えられる。 
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  (3)大学制度（高等教育制度） 
 日本の大学制度は、2004 年度以降、国立大学から国立大学法人へと設置主体が変更され

た。これは供給者の委託の一種であるが、供給体制として見れば、供給者の経営裁量権が

拡大したタイプの③バウチャーモデルに当てはまる。公立学校制度の中では、最も理念的

なバウチャーに近い制度を採っていることになる。 
 大学においても利用者の選抜の傾向は強い。しかも、大学間の競争も他の段階の学校と

比べて強くなる傾向を持つ。したがって、供給体制としては、いかに適切にバウチャーモ

デルとしての仕組みを機能させるかが課題となる。 
 
 
  ４．外部要因としての私立学校 
 本稿で取り上げる学校教育は、「主に公的資金で負担される教育」を想定してきた。 

しかし、学校教育は公費だけで負担されるものだけではない。私立学校によって供給さ

れる場合もあれば、学習塾や予備校などの学校以外の供給者によって供給される場合もあ

る。 
公共サービスの供給体制からすれば、これらの供給状態は、ほとんどの点で政府からの

公的援助を得ていないので、バウチャーには当てはまらない。それぞれの利用者（子ども・

保護者）が、自前の資金を用いて学校教育を自己調達する仕組みである。日本の小・中学

校・高等学校・大学にわたって存在する私立学校制度は、公的資金から一部の私学助成金

が下りているとはいえ、公教育の外縁に存在していると考えられる。 
 
もっとも、たとえ私学に対する公的資金の配分が少ないとしても、私立学校と公立学校

の供給体制との関係は無関係ではない。なぜなら、義務教育において学校選択制がない場

合でも、利用者はその前段階に「公立か、私立か」という選択を迫られるからである。私

立校を選ぶかどうかという選択には、供給者への効果としてみれば、公立校と私立校を競

争させる効果を持つが、そうなると一見、公教育供給の枠外にある私立学校も利用者の獲

得をめぐって結果的に学校間の競争に参入していることを意味する。 
問題は、この競争状態を公立学校内の供給体制だけではほとんどコントロールすること

ができないということである。私立学校との格差が拡大するのを諦めない限り、実際には

私立学校との競争を止めることができないのである。したがって、日本の公立学校制度は、

どのような供給体制であっても、外部の私立学校による供給制度といやおうなく競合しな

ければならない状態におかれている。 
本稿では、私的教育機関によって供給されるサービスを供給体制への外部的要素として

位置づけておくが、実証分析に際し状況によっては考慮に加える。例えば、都市部におい

ての私学入学率などの状況には十分な注意を払っておく必要があると考える。 
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もっとも、このような私立学校が公立学校に及ぼす影響は、義務教育段階（小・中学校

制度）と高等学校・大学制度とでは様相が異なる。 
小・中学校の場合、義務教育制度によって、私学受験に落ちても最終的には公立学校へ

の入学が保障されている。このため、公立学校のいわゆる「滑り止め」となる私立学校は

事実上存在しないことになる。 
したがって、例えば公立校にバウチャーモデルを導入するかどうかに関わらず、義務教

育段階の私立学校は、“始めから公立校と同程度かそれ以上の競争力を持つ”存在である。

このことは次のような状態となることを意味する。すなわち、公教育の供給体制が私立学

校に対して影響を及ぼすことは少ない。義務教育段階で入学者の選抜（クリームスキミン

グ）を行うことができる私学は、常に公立校と同水準以上のよりよい教育を行うことがで

きる。 
しかし、公立校の供給体制を変化させ、公立校同士の競争をつくり出すことは、私立校

との関係で決して無意味だというわけではない。私立校との教育格差の拡大を諦めてしま

わない限り、公立校同士の競争は私立校との格差を一定範囲内に維持させるという効果が

期待できるからである。 
つまり、義務教育段階における公立校同士の競争は、私立校との差を一定に保つ効果が

ある（要するに私立校と公立校との格差を今以上に広げないようにする）という意味で、

非常に重要な機能になっていると考えられる。そして、この状況下での私立学校による公

立学校への影響力とは、公立学校間の競争水準を一層引き上げる効果として発揮されるこ

とになる。 
なおかつ、そういった私立学校と競合関係があるという状況を差し引いた上で、公立学

校内での競争や格差というものをいかに適切に維持するかという論点が、現在の義務教育

段階での学校制度改革の課題となっていると考えられる。 
 
一方、高等学校や大学の場合は義務教育ではないため、公立学校においても入学者の選

抜が行われる。利用者は選抜によって公立学校に入学できないことがあり、その場合は私

立学校が、いわゆる「滑り止め」として受け皿にもなる。 
この場合、公立学校の供給体制は、私立学校にも影響を与えることができる。バウチャ

ーとしての高等学校・大学制度は、私立学校を交えた供給体制を想定できる。 
 
 
  ５．小括 
 本節では、公共サービスにおける供給体制の違いが、日本の各教育段階の学校制度にど

のように当てはまるのかを検討した。その要点は次のとおりである。 
 第一に、供給体制の各モデルによって学校制度を説明することができる。その際に供給
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体制を分ける指標となるのは、政府によって「利用者の学校選択」と「供給者の自律的経

営（分権的経営）」が認められているどうかの組合せによる。 
まず、学校教育を政府（教育委員会）が一元的に管理・統制し、学校経営ないし利用者

の選択が認められない場合は、非市場における供給となり「直営モデル」の供給体制であ

る。次に、供給者（学校）の自律的経営のみが認められた場合は、準市場における供給と

なり「分権モデル」が該当する。 
他方、利用者の学校選択のみが認められた場合は、準市場における「供給限定されたバ

ウチャーモデル」となる。さらに、供給者の自律的経営と利用者の学校選択の両方が認め

られた場合に、準市場における「バウチャーモデル」の供給体制となる。学校教育におけ

る学校制度改革の効果は、以上四つの供給体制の変化を比較することによって、その効果

の検証が可能であると考えられる。 
 第二に、学校教育における供給体制は、各教育段階の学校制度によって異なるという点

である。供給体制の各モデルを学校教育の各段階に当てはめた場合、これまでの公立小・

中学校のように、学校選択制がない状況は、直営モデルに近い供給体制となる。ただし、

義務教育段階の公立学校においても、自律的経営が認められた学校は、教育委員会からの

権限委譲を受ける分権モデルが当てはまる。さらに、小中学校においても自律的経営と利

用者の学校選択の両方が認められた学校は、バウチャーモデルの供給体制であると見なす

ことができる。 
他方、学校の経営自律性が低いままで、子ども・保護者の学校選択が認められる状態が

考えられる。学校の自律的な経営の余地が小さいと学校改善の可能性が限定されるため、

この場合、利用者が選択してもその効果は小さくなる可能性がある。 
そして、高等学校制度では、入学前に学校による子どもの選抜が行われる。このタイプ

の供給体制では、学校の格差が拡大する傾向があり、学校の経営環境が整備されなければ、

教育効果を生み出さず格差が固定してしまう危険性を指摘できる。 
また、典型的なバウチャーモデルとしての大学制度では、利用者への教育効果、ないし

供給者の改善効果を生み出しやすいという反面、選択や効率性、公平性などの点において

逆機能が生じてしまう可能性もある。 
第三に、公立学校制度の外縁に位置する私立学校の存在は、公立学校内の競争には影響

を及ぼさないものの、公立学校全体の教育効果に影響を与えるという意味で、重要な役割

を果たしている。特に義務教育段階においては、公立学校の教育が低下すれば、一部の利

用者は、それ以上のよりよい教育を求めて私学を選択することが構造的に可能であるため、

公平性に関する問題を作り出す可能性がある。 
 

 次節では、以上の学校教育に関する供給体制の原理的な整理を踏まえ、実際の供給に関

わる問題状況を考察する。その手がかりとして、公立学校の学校選択制に関する論争の言

説分析を行う。 
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第三節 供給体制の多様化をめぐる問題状況 －教育分野を対象に 
 
 
 
 本節では、日本における公共サービス供給のあり方に関する議論を整理する。 

対象領域として、公共サービスにおける代表的な価値財でもある教育分野（学校教育）

を取り上げる。学校教育における供給のあり方は、公立学校制度改革として議論されてい

る。以下では、日本の公立学校制度改革に関する言説分析によって、公共サービス供給の

改革に関わる論点を整理する。 
 
 
  １．学校制度改革に関する言説の分析 
 わが国においても、政府による一元的な公共サービス供給体制から、実施の効率化や選

択の自由の尊重を目的とした公共サービスの管理運営の方策として、民間委託やバウチャ

ー制度の導入が主張されている。 
その中でも比較的早い段階から、準市場における供給体制（委託、バウチャー）の仕組

みについて議論されてきたのが、教育分野である。学校教育におけるバウチャー研究は、

1980 年代の臨時教育審議会における教育の自由化論に始まる。教育の自由化論は、当時の

経済界や教育関係者たちを巻き込んで大きな論争となり、その後も「学校選択論」という

形で今日にいたるまで継続して議論が展開されている。 
それらの学校教育における学校選択の理念や制度設計、運用に関する議論は、他領域へ

の適用に向けて今後も参照・検討する意義は大きいと思われる。 
 以下では、日本の学校教育におけるバウチャー制度をめぐる議論（学校選択論争）を整

理し、そこから供給体制の多様化との関係で論点と課題を洗い出す。 
 
 
  ２．1980 年代における教育の自由化論争 

 日本の教育分野におけるバウチャー研究は、1980 年代の始めに、教育行政学者の黒崎勲

によってアメリカの学校選択をめぐる議論状況が紹介されたことが出発点になっている。

黒崎は当初から、教育行財政制度の観点から教育の不平等と能力主義の問題について研究

しており、アメリカでの学費補償の失敗や就学の機会平等について、財政的、人種統合的

な面から学校選択制度を提唱したものを紹介していた18。  
この時点での主張に対して、当時の日本国内で目立った反論や論争は起きていない。国

内において教育におけるバウチャーが論争を巻き起こすのは、80 年代中ごろの臨時教育審

議会（臨教審）の設置以降のことである。 
1984 年に発足した臨教審は、従来の教育政策および公教育理念に対して、規制緩和と多
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様化の容認を促す「教育の自由化」論を提起した19。 
この教育の自由化の主張に大きな影響を与えたとされるのが、アメリカの経済学者フリ

ードマンである。彼が発表した著書『Free to Choose(邦訳：選択の自由)』は、臨教審が

設置される四年前に出版されている20。フリードマンの主張は、公共領域における政府の

一元的統制管理に代わって市場原理による供給方法を導入し、政府活動の縮小を主張する

ものであった。公共領域における市民の自由を「選択の自由」という形で表し、利用者が

望むサービスの選択の意義と価値を高めようとする試みは、教育分野においても強く主張

されるようになった。 
このような教育の自由、選択の自由は、教育関係者にとって、「それに反対し、抵抗する

勢いは保守的であると断罪され、あるいは時代錯誤的なドン・キホーテとして嘲笑されか

ねない言説空間21」として、「かかる理念・改革方向を欠落させては学校教育制度の改革は

展望できないかのごとく22」受け止められたのである。教育学者の大桃敏行は、それ以前

の教育行財政研究との対比から、自由化論が登場したインパクトを次のように表している。 
 
（教育の自由化論は）「国家の存在を前提として成立する公教育概念あるいはその制度

に慣れ親しんできた教育界に強い衝撃を与えることになる。私事の組織化、親義務の共

同化としての公教育論とて、教育内容・方法面の国家統制を厳しく批判するものの、外

的条件の整備においては国家の大きな役割を前提としていた。国家の教育権論と国民の

教育権論の抗争は、国家の存在を前提として成立する公教育といういわば同じ船の上で

の抗争であり、この船自体が大きく揺さぶられることになったのである。」23 
 
臨教審の設置を契機として、教育関係者から次々と教育の自由化論への批判的主張が示

されるようになり、教育の自由化論と反自由化論との間で積極的な論戦が展開されるよう

になる24。わが国の教育分野における供給の多様化への取り組みは、80 年代半ばから始ま

ったのである。 
 
 
  ３．臨教審以後の学校選択論争 
 臨教審が提起した教育の自由化論に対しては、当時の文部省、教育関者等から批判的な

主張がなされる。これを反自由化論とすると、その内容とは受験競争の拡大、学校格差、

公教育の破壊、機会不平等を主な根拠とするものであった。 
 推進派と反対派の論争を経ることで、臨教審後の「教育の自由化」論は、「教育の個性化」

路線へと変容し、政策的には「高等学校・大学の多様化政策」と「公立学校の通学区域の

弾力化」への動きとして具体化されることになる。この前後の時期、先の黒崎は、自由化

論、反自由化論者それぞれに対し、学校選択に関して独自の立場から反論している。 
彼の主張は、教育分野におけるサービス供給のあり方について重要な問題提起を行って
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おり、その後の制度改革の議論において重要な論点となっているため、本稿においても学

校選択をめぐる論争を整理しておく必要がある。 
以下では、黒崎の学校選択論と藤田英典による批判、そして黒崎による反論、それに対

する再批判、再反論という論争の経過について順を追って説明する。 
 
  (1)黒崎による教育の市場化批判と留保 
 黒崎の主張は自由化論者、反自由化論者の両方に向けられている。まず、自由化論に対

して「市場原理の教育制度の導入、具体的に言えば、家庭による学校選択の自由の承認は、

学校に対する家庭の発言を高めようとするものである。しかし、それは実際には、学校に

よる生徒の選抜をより厳しいものにする可能性がある25」と指摘しながら、「競争が学校を

改善し、悪い学校を倒産させるなどというバウチャー論者の前では、私は身が縮んでしま

う26」と教育の自由化を「市場化」の文脈で捉えることに否定的な態度をとる。 
しかし、その一方で、学校選択制に対して否定的な立場をとる反自由化論者に対して、

学校選択を単に「市場原理」の適用という文脈だけで理解すべきではないとし、「抑制と均

衡の原理」に基づく選択の導入が必要であるとの批判も行っている。学校選択制度（「制限

されたバウチャー」）を導入することで、親と教師の間のチェックアンドバランスを回復さ

せ、民衆統制と専門家の指導性を機能させるというもう一つの意義を、アメリカのイース

トハーレムの事例を用いて繰り返し主張するのである27。 
 

  (2)藤田・佐貫による批判 
 以上の黒崎による学校選択論は、自由化論者からではなく教育界からの反自由化論者に

よる批判にさらされることになった。 
代表的な論者となった佐貫浩は、早くから黒崎の主張に対し、選択による制度的保障の

理論的な不完全性を指摘していた。 
 
（学校選択が）「教育の機会平等のための一定の保障となり得ても、親義務の共同化の

方法としては機能し得ず、解体された私事のための競争の手段として働く。私事の組織

化は、親の手元に還元された公費（たとえば教育クーポン券の構想など）それ自体によ

っては保障され得ないのではないか。」28 
 

さらに佐貫は、「『学校の自由化』が、より激しい学校格差と受験競争を全面展開させな

いという保障は何もない29」として、「選択が価値の多様な選択ではなく学力偏差値という

画一的価値を争奪しあうものへと機能する現実をどう転換するか30」という、日本での実

践的な意味においても批判をしている。 
そして、佐貫による後者の実践的な適用課題の問題性を全面的に展開したのが、教育社

会学者の藤田英典による批判であった。31 
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藤田は、日本の教育環境がアメリカの事例ほど深刻に荒廃したものでないという認識に

立った上で、公立学校への学校選択制の導入は「少なくとも当面は、ポジティブなメリッ

トを持つ学校に生徒が集まるというよりも、一部のネガティブな評価のある学校を回避す

るというかたちで展開する可能性が大きい」と主張する。そして「公立中学の学校選択制

が全面的に認められるようになるならば、いずれは、現に高校が序列付けされているのと

同様の序列化が中学校でも見られるようになる」と述べる。 
 
 「高校や大学においてさえ、種類の違いを越えて序列付けがなされている社会で、中

学校段階で学校選択制が採用された場合、序列付けが起こらないと何を根拠に言えるの

だろうか」。32 
 
 また藤田は、学校選択の市場原理による導入と、抑制と均衡原理による導入は、「理念的

な区別は可能であっても、原理的・機能的な違いを保障するものではない」として、理念

的な区別が実際には市場化と同様の効果を生まないという保障はないことを強調する。 
 
  （黒崎は）「『抑制と均衡の原理の導入としての学校選択の理念』に基づく学校は順次

『教職員の発意にもとづいて出発する』から、『学校選択のプロセスは、選択が一元的価

値の争奪をめぐる競争に転化する危険を最小限のものとするであろう』と言うが、『抑制

と均衡の原理』、『教職員の発意』が維持される保障はない。つまり、学校選択だけが一

人歩きする可能性は大きいということである」33。 
 
  加えて、反対派の主張の大きな特徴は、供給者の改善、いわゆる学校改革は、選択を

導入せずとも可能であるという主張を行っている点である。藤田は、学校改善のプロセ

スには、選択制度を必要としないと述べる。 
 
  「確かに、自分で自ら選ぶとき、その選びとったものに対するコミットメントや愛着

が高まるというのは、一般的な経験則である。しかし、自分で選んだからといって、そ

れだけで愛着や＜自分たちの学校＞という意識が形成されるというものではない。むし

ろ決定的に重要なのは、そこでどのような経験をするか、どのような過ごし方をするか

である。 
  問題は、こうした意識の形成、学校や学習への前向きで積極的な構えの形成にとって

学校選択は本当にクリティカルかということであり、また、すべての学校がそれを期待

されているとき、学校選択はそれでもより有効な方法と言えるかということである。前

者については、けっして必要条件でない。また、後者については、むしろ阻害要因にな

りかねない。」34 
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 (3)黒崎による反論 
 これに対し黒崎は、次のように反論する。まず、親義務の共同化と私事の組織化につい

ては、それらを主張する論者たちにとって「学校選択の理念は否定されるべきものとの規

範的前提がある」と反論する。むしろ、それらを解体するのではなく学校選択こそが二つ

の理念に寄与すると述べる。35 
 
  「もともと私事の組織化としての公教育という観念はいわゆる国民の教育権の主張の

中核をなすものであるが、学校選択の理念はこの観念を文字通りの形で制度化するもの

であったといえる。にもかかわらず、学校選択の理念に対する教育の公共性という観点

からの批判は解消しない。私事の組織化の主張者が、学校選択の理念を『教育の私事化』

と批判し、自らの観念と区別したからである。私事の組織化としての公教育と公教育の

私事化とを概念的に区別することができるとは筆者には想像できない」。36 
 
 次に、偏差値という価値的に一元化された日本の状況での選択制の導入は、市場原理と

同様な結果を生み出すのではないかという懸念に対しては、規制された市場（準市場）を

作り出して学校現場に刺激を与えることこそが目的であるとして、学校選択を一斉導入す

るのではなく実験的な試みから始める、と述べている。 
 
  「そこには、公立学校制度の改革を一つのモデルにしたがって、一斉に、同時に、全

体として行なおうとする、いわば伝統的な公立学校教育に対する観念が背景に存在して

いる。そのような観念を前提とし、そうした観点から親と生徒の教育意識や教育専門家

の意欲と力量を云々することは、無意味であるばかりでなく、公立学校の改革の実際に

有り得るプロセスを妨げる有害な議論であると思う。･･･（中略）･･･学校選択制度が機

能するために前提となるこれらの教育専門家あるいは親と生徒は、もとより多いに越し

たことはないが、ほんの少数（最初の段階では唯一のケースからでさえ、始めることが

できるのである）でもよいのである。むしろ、少数の、真に意欲的で創造的な公立学校

改革の努力を、公立学校制度の枠組みの中で保障し、その実験的な試みの意義と限界、

成果と問題点を広く、実際の学校教育活動の実践を通して検証することこそ、学校選択

制度を必要とする最大の理由なのである」。 
 
 加えて黒崎は、反対派の唱える学校改革プランには、どのような実現可能性が見出せる

のか不確かだとし、親･教師・教育委員会等が足並みを揃えて進める学校改革の戦略プラン

は空想的で、そのプロセスにも効果にも疑問があると批判している。 
 
  「民衆統制と専門的統制の関係を論じて、『後者が前者に良質の教育サービスを提供す

ることであり、前者は後者に適切な期待と支持を与え、適切な参加をしていくことであ
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る』と言うのはなんとしたことであろうか。･･･（中略）･･･これは、筆者がつとに批判

の対象としてきた、国民の教育権論に特有の、教育専門家の教育と親の教育権との間の

予定調和的関係という前提と同一の類のものである」。37 
 
  (4)藤田からの再批判 
 これに対し藤田は、学校選択制度に選択のできる環境や差別が序列や商品化を生み出さ

ないことを保障する制度が挙げられていないことを指摘する。ゆえに、たとえ多様なタイ

プの学校を実験的に導入する試みであっても、受験を中心とする選抜性や家庭の階層性が

残る限り学校のタイプによって違いを出すのは容易ではなく、選択制度の導入は総じてリ

スクが高いと述べる。特に公立小中学校の改革は、選択を取り入れずとも可能であること

を強調する38。 
  
  「周知のように、この黒崎氏の理念論とは裏腹に、数年来、『標準的な適正規模に達し

ていないという理由で』、あるいは、財政事情で＜学校を守る明瞭な理由と根拠のある＞

小規模校が幾つも統廃合の対象にされてきた。･･･（中略）･･･したがって、黒崎氏の『学

校選択は、父母に望まれる限り、どのような小規模な学校をも存続することを正当化す

るのであり、小規模な学校を統廃合から守る切り札になる』はずだという主張は、学校

統廃合を推進している力学を無視した理想論でしかないと言わざるを得ない。むろん、

その理想論が政策担当者や行政によって支持されるなら、それは実効性のあるものとな

る。しかし、それは、当該地域の学齢児童の減少によって生徒数が少なくなっても、そ

の学校の父母や地元住民によって望まれ支持されていて、かつ、『生き生きとした学習と

教育の場』となっているなら、存続させるという、＜教育的判断に基づく政策＞を採用

すれば済むことで、選択制にする必要性などないことである」。39 
 
  「筆者は、日本では後者の方向（※「学校選択を採用して、多様なオールターナティ

ブを提供していく方向」）よりも、前者の方向（※「地域制の学校を前提にして、個々の

学校がそれぞれに、その多様な関心・ニーズに応えられるように改善を図っていくとい

う方向」）を模索すべきだと主張しているわけだが、その主要な理由は三つある。その第

一は、すでに述べられたように、学校選択制に移行しても、必ずしも、一連の＜病理的

＞問題を解決し、生存権的関心を充足することにはならないからである。 
  第二の理由は、これもすでに述べたように、学校選択制は、とくに中学校段階では、

受験的関心からの学校選択を排除することができないために、結果的に、学校の序列化、

選別化を促進する蓋然性が高いからである。 
  第三の理由は、学校選択制は、教育の市場化・商品化・私事化を促進し、本稿の前半

で述べた＜市民的共生＞の基盤を揺るがし、公教育を差別的・選別的に再編していくこ

とになる可能性が高いからである」。40 
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  (5)その後の経過：黒崎からの再反論 
 このような藤田からの再批判に対して、黒崎は最後に次のように反論している。すなわ

ち、多様性のある学校の実験的な取り組み事例として、アメリカのスモールスクール（コ

ミュティスクール）やチャータースクールを例に、そこでのデメリットを防ぐ手立てを挙

げている。そして、日本での実現可能性と効果については、未導入で適用事例が少ないと

して、今後の事例研究の結果を待つ必要があるとの立場をとっている41。 
 
  「かつて 1960 年代のアメリカ教育改革の動向として、オルタナティブスクールとい

う名前で呼ばれ、紹介された運動があった。ここでいう新しい学校選択制度によって作

られることになるミニスクールは、こうしたオルタナティブスクールにほかならない。

現にアメリカでの実際の学校選択によるこうした学校はそう呼ばれている。また今日で

は、すでに言及したように、学校関係者に公立学校としての保護を与えながら、私立学

校のような、『自分たちの学校』の設置を保障する制度的仕組としてチャータースクール

と呼ばれる法制度がアメリカの各州に広がりつつある。よく考えられ、工夫されたチャ

ータースクール制度は、ここでの提案を実施する一つの具体的仕組みとなるだろう」。42 
 
  「選択の理念を公立学校改革のツールとするためには、その理念の厳密な精査が必要

である。学校選択の理念を、単純な市場原理によるものと、抑制と均衡の原理によるも

のとの、二つの原理に識別するのは筆者のかねてからの理論的な提案であるが、これま

では、こうした理論的な問題提起は、もっぱらイーストハーレムなどでの公立学校改革

の事例的研究か、これに関わって理論的考察を試みるアン・レイウィッド(Anne Raywid)
などの諸研究に依拠するものであった」。43 

 
  「品川区の学校選択制度の展開過程、改革の理念と現実は、イーストハーレムを対象

として考察してきた抑制と均衡の理念による学校選択制度の有する公立学校改革メカニ

ズムを、わが国の地方教育委員会による公立学校改革を対象とした研究として行なうこ

とが可能となっていることを示唆しているように思われる。藤田さんが私の理論的提唱

を批判するとして口火をきった学校選択制度をめぐる論争は、市場をめぐる概念理解と

いう神学論争としてではなく、公立学校改革の実践の蓄積を分析するという形で展開し

ていくことが可能になっていると考えることができよう」44。 
 
 このように黒崎は、学校選択の是非は、日本国内の導入事例の検証結果によって評価さ

れる必要があると述べている。 
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  ４．わが国の学校選択論争の諸相 －利用者と供給者への効果 
 以上、黒崎・藤田（佐貫）論争を通じて、わが国の教育の自由化における学校選択論争

の経過を要約した。日本の学校選択の議論では欧米とオーバーラップする点もあるが、上

に見たように推進派の主張は二つに分けられる。教育的効果と経済的効率性が高まる点、

および、教育学的な要請として官僚制的統制を削減し学校改善の触媒として作用する点、

この二つの理由に立脚している。一方、反対派は、学力的価値の一元化ないし選択環境の

不整備によって学校格差、すなわち子どもの教育格差が拡大し、固定化するという点、さ

らに、親の選択能力、地域とのつながりにも疑問が残るという点からも批判する。 
 1999 年時点までの両者の論争を検討した行政学者の児山正史は、次のように評価してい

る。 
 
  「学校選択が学校間序列と受験競争を招くのではないかという批判に対して、黒崎は、

自らの提唱する『抑制と均衡の原理』による学校改革は『市場原理』によるものとは理

念が異なるのでそのような問題は生じないと主張し、これらの問題を防止するための具

体的な制度を提示していない。他方、黒崎に対する批判者も、学校選択がこのような問

題を生み出すと指摘しながら、それを防止するための具体的な制度を自ら提示するので

はなく、学校選択そのものを否定してしまう。こうして、学校間序列や受験競争を防止

するための具体的な制度に関する議論は、学校選択の提唱者と批判者との間で、ほとん

ど空白のまま残されている」。45 
 
 児山の考察によれば、両者の議論はほとんどかみ合っていないという評価になる。かつ、

児山は、学校選択の推進者にとって、弊害を防止する「具体的な制度」、すなわち弊害への

対応策や工夫の方法について主張することの重要性を指摘している。 
確かに、1999 年時点（上記(4)まで）では、学校選択の提唱者である黒崎は、アメリカ

の論者や事例を参考にしながらも、批判者が指摘するところの市場主義の行き過ぎを食い

止める理論的メカニズムや取り組み事例での具体的な制度を提示していない。そして、彼

の主張は、1999 年以降日本においても実践可能な状況となったにも関わらず、批判者が納

得するほどの実例や分析を示すものではないため、両者の基本的な認識と議論の食い違っ

た状況はそれ以降も基本的に変わっていない。 
 このような日本の学校選択論争における論点を、本稿の分析視角にしたがって言い換え

れば、次のような整理ができる。すなわち、日本の学校選択論では、推進派は主に、サー

ビス供給者側への効果に注目しており、反対派は主に、利用者側への効果に注目している

と考えられる。 
推進派にとっては、導入の目的を供給者側（学校・職員）の改善を第一に目的としてお

り、利用者側への効果はそれらから生じる二次的な結果として捉えている。他方、反対派

の主張は、利用者側（子ども・親）への直接の影響が深刻であると捉え、供給者側への効
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果については学校選択の導入とは無関係だと考えている。それぞれが重視する効果が異な

るので、結果的に議論の食い違いが見られるのである。 
 そこで、学校選択をめぐる推進派と反対派の意見を、利用者側と供給者側への効果にそ

れぞれ分けて分類する。黒崎・藤田・佐貫らの主張の他にも、学校選択に関する他の論者

が指摘する様々な意見は、以下のように整理できる。 
 
 
  ５．学校選択論への多様な意見 
  （１）利用者による民主的統制と対立・緊張関係にあるという意見 
 教育学者の勝野正章は、黒崎の議論が、教育の正統性危機の主原因をもっぱら専門職主

義に求めるようなアメリカの改革事例の研究を参照しながら進められているとして、対象

を日本に移して議論を進める際には慎重さが必要であると指摘する。「日本の教育の問題性

を『専門職主義』に起因するものとして、民衆統制と専門的指導性の間の『抑制と均衡』

によって問題解決を図るという議論は、日本の教育現実の通り一遍でない分析者に対して、

説得力を欠くものではないだろうか」と述べて、学校選択を通じて親の選好に承認と支持

を与えることが、学校・教職員の教育活動に正統性を与えるとする考えに疑問を投げかけ

ている。 
 
  「しかし、この新自由主義によって『再定義』された教職の専門性は、その技術主義

的な従順さによって、市場原理による教育改革の進行を助けるものである。同じことは、

教職の専門性のもつ基本的な民主主義的性格への理解を欠いた、民衆統制と専門的指導

性の『抑制と均衡』よる教育改革についてもあてはまろう」。46 
 
勝野によれば、学校選択制の最大の問題は、選択の抑制と均衡による原理が最終的に民

主主義の原理を侵食するのではないか、という点にある。具体的には、支配的価値や信条

に対する挑戦が抑圧されたり、差別されたりしない権利を擁護するものとして、とくに重

要な役割を与えられている」教職の専門性がこの影響を受け、民主主義的な深化を遂げら

れないのではないかという懸念である47。 
この指摘を本稿の枠組みに当てはめて考えると、政治システムによる統制ルートが供給

者に対して与える影響が間接的になってしまうので、コントロールが弱まるのではないか

という懸念、ないしは、教職の専門性が利用者のニーズとの関係上、従属しやすくなるの

ではないかという懸念として考えられる。 
 

 このように、選択制の導入により教育の民主主義的価値や統制が薄まるのではないかと

する指摘は、教育行政学者の清田夏代からも示されている。清田によれば、親の権利保障

というよりも、教育の結果を基礎にして選択制度が導入された場合、その結果の保障のた
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めにどのような規制や対応策が有効なのかを、学校選択の提唱者たちは解明していないと

いう。 
 
  「実際にはそうした学校選択制度が受容すべき有効で一般的な規制についていずれの

学校選択の提唱者も解明していない。それは『単純な市場原理に基づく学校選択論』ば

かりではなく、『抑制と均衡原理に基づく学校選択論』にも当てはまる。後者の場合は、

それが機能するための制度的条件としての、全体主義化に通じる官僚制に対する抑制と、

関係者の選考の保障という現在型の民主主義の要件を満たすものである。しかし、この

議論は子どもの独自の権利の問題としての、未来型の民主主義のレベルでの議論を行う

ものとはなっていない。この観点によれば、抑制と均衡に基づく学校選択論の正統性も

また、十全に論証されていないと判断せざるを得ないのである」。48 
 
 清田の最終的な主張は、教育の保障のためには選択制度の導入は必ずしも必要ではなく、

民主主義社会の自覚的再生産による力に期待する立場をとっているので、このような選択

制導入や供給主体の多様化への問題点に対する対応策はあまり積極的に述べられていない。 
この問題を筆者の関心として、公共サービスの保障との関係にひきつけて述べれば、最

終的に利用者のニーズさえ満たせばサービスの絶対的な質の保障はどうでもよいのか、と

いう問題になる。公共サービスの質は質として、将来の発展可能性を維持しながら供給さ

れなければならないのではないか、ということである。 
 
  （２）利用者の学校参加と対立・緊張関係にあるという意見 
 加えて、同じく教育行政学者の大桃敏行は、選択制度が多様性を認めるようで、逆にそ

れを狭めてしまう危険性を指摘する。「制度全体の多様性の承認が、多様な個々人の交わり

や、異質な他者との出会いの場の構築につながらず、むしろそれを狭めてしまう契機を持

つ」と述べている。 
 
  「たとえ制度全体として学校の多様化なり教育プログラムの多様化なりが進展し、親

子どもに自ら欲する学校を選択する自由が実質的に保障されていたとしても、選択制は

子どもたちを分断し個別場面における学習者の同質化をもたらすことにもなる。特定の

学校、特定のプログラムに、それを求める、あるいはそれに見合う子どもが選択を通じ

て集中することによる子どもたちの分断化であり、個々の学校や教育プログラムにおけ

る学習者の同質化である。ホームスクールについては、そもそも異質な他者との学びの

時間や空間の減少をどのように理解し、それをどう補っていくのかという課題があ

る」。49 
 
 大桃は、子どもの多様化への対応策を参加型学校改革のモデルに求めている。参加型学
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校改革の方が、「特定の意向、特定の価値や文化の相対化の契機をより多く持ち得る」ので、

学校の選択という親の意思決定段階において子どもの同質性が規定されてしまうよりも異

質性とのかかわりの可能性を残しておく方がよい、という主張である。「参加を実質化する

ための課題が残るが、意思決定において多様な個々人が交差する非選択的参加型改革は、

特定の親の意向、特定の集団の文化的価値による子どもの同一化を和らげる契機を、より

多く持ち得るもの」であるという50。 
 大桃の主張は、利用者のニーズが選択という方法でしか効果的に反映されないのか、む

しろ参加によるほうが有効なのではないのか、という論点として理解することができる。 
しかも、ここで想定されている利用者とは基本的に親であり、親のニーズなので、サー

ビスの受益者（クライアント）である子どもは、「実質的な選択の行為主体とならずに、選

択の結果＝選んでもらった結果を自覚的にあるいは無自覚的に受け入れているに過ぎな

い」という問題を挙げる51。 
 このような大桃の視角は、利用者側の選択行動あるいは参加行動に向けられている。大

桃にとって選択と参加は二者択一の制度なのかどうか明らかではないが、利用者から供給

者へ影響を与える仕組みについて言及している。政府・供給側に対して、実質的な多様性

を維持するように運営せよと要請する。 
 
 上述の大桃が言う、利用者のニーズや意思表明の方法として、選択によるものがいいの

か、参加によるものがいいのかとする議論について、イギリスの学校選択制度を研究した

山村滋は次のように述べる。「市場の力と非市場の力の相互作用を前提にした上での学校か

らの退出というおどしの効果であり、教育サービスをめぐる教員の側のインセンティブ問

題の解決手段である」として、選択の存在は、告発や参加を効果的に機能させるための仕

組みであるという52。 
 
  「すなわち、二つの学校選択論、いずれにおいても、学校を『競争』させることに、

程度や質等の違いがあるにせよ、もっとも基本的な役割を付与しているといってよいで

あろう。したがって、後者の学校選択の理念に基づく学校選択制度（論）の研究におい

ても、『市場』による『競争』の『効果』を評価していくことが、その制度（論）の有効

性をたしかめる手段となるといえよう」。53 
 
 山村は、選択によって参加手法の機能がバックアップされていることを認めつつ、競争

の効果を確かめる必要があると論ずる。政府がどのような（準）市場を作っているか、そ

こで利用者がどのような競争をしているかを確かめることが、抑制と均衡の原理において

も必要である。さらにそれが供給者側へのインセンティブ問題の解決につながっているか

どうかを確かめる必要があると述べる54。 
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  （３）利用者の公平性に問題が生じるという意見 
 この他の論点に、選択によって生じるサービス利用者・受給者への不平等を懸念する議

論がある。この問題は、利用者の効果に直接に触れたものである。 
例えば、教育学者の小島喜孝は、規制された市場や抑制と均衡に基づく学校選択が親・

子ども・市民に決定権限を分有させる触媒だと位置付けながらも、「教育の触媒だとしても、

それが触媒たり得る力の源泉すなわち本質は競争関係にある市場内部の選択だ」として、

市場の外に置かれる人々の権利保障の問題について指摘する。 
 
  「『規制された市場』という方法的磁場の設定によって、いかに公教育を国家独占から

正統な当事者にとりもどすとはいえ、それが市場主義の本質たる競争圧力に依拠する限

り、競争力をもてない人びとにも開かれた人権としての公教育の再構築とはなり得な

い」。55 
 
 小島は自ら指摘するところの、競争力をもてない人、市場の外部に置かれる人たちにつ

いて明確に示していないが、後段で「『抑制と均衡』が規制する市場によって教育正統性を

回復するという方法論は、抑制と均衡が体現された『良質な』家族あるいは個人を前提す

る」と述べていることからも、競争力をもてない人、市場の外部に置かれる人たちという

のは、不平等な立場や貧困状態にある人びとだと想定することができる。小島の指摘から

は、これらの選択に不利な状態に置かれた利用者をどのようにして保護できるのかという

対応策の必要性を想定できる。不遇な利用者が自らの権利やニーズを政府に対してどのよ

うに要請し、政府はどのように対応するかという問題である。 
 
 経済学者の小塩隆士は、教育における経済学的分析の見地から教育バウチャーの需要サ

イドに及ぼす影響を理論的に分析している。それによれば、「バウチャー制度は、能力の高

い者に有利に働き、能力の低い者に不利に働く仕組みである」という。 
 
  「学校間の移動は、入学者数に制限がない場合は、学校間で平均的な能力が均衡する

まで続く。しかし、制限があればどうであろうか。定員をオーバーした場合、抽籤で入

学者を絞るという形であれば、学校間の均一化は一応保障されるが、入学試験などで能

力を審査することになると序列化が進む」。56 
 
 小塩は、バウチャー制度の効果が、教育の需要者である利用者に対して一様には発揮さ

れないという点を考慮しておくべきだと主張する。バウチャーが公平性の観点から問題が

ないとはいえないということは、供給制度を設計する上で重要な指摘となる。 
さらに小塩は、そのような利用者の結果的な不平等が利用者自身の選択行動によるもの

だけでなく、政府や供給者を通じた供給システムの中にも存在するのではないかと指摘す
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る。すなわち、選択制度を導入すると、学校間格差が自己拡大するメカニズムがあるとい

う問題である。 
 
  「格差拡大の最大の原因は、教育サービスの消費者である子どもや親の特性が一様で

はなく、選択が自由になれば消費者の層が分断されていく傾向があることに求められる。 
  その場合、通常の意味での競争メカニズムはうまく機能しない。学校間の競争は、同

じような層の子どもたちが通う学校の間でしか展開されないだろう。もちろん、学校選

択の自由化によって、学校がさまざまな個性的な取り組みを試みることは十分予想され

るし、それは歓迎すべきことである。しかし、格差拡大のモメンタムはどうしても残る。

そして、学校間の格差は、個人間の格差とは当然ながら次元の異なるものであるが、ピ

ア・グループ効果の存在などを考えれば、両者は密接に結びつくことになる。 
  一方、学校選択の自由を認めず、細かく学区を制定して、どの学校も同じような教育、

しかも内容を大きくすり減らした教育を行って、できるだけ格差を目立たないようにし

ても、それは無駄な作業となる。公立校はもう当てにできないとして、相対的であるに

せよ充実した教育を行なう私立校に子どもを通わせる親も増えてくるだろう。公立校と

私立校との間で格差が生まれるだけであるし、また、それはこれまでの経験で実証済み

である。どちらにしても、格差は拡大する。公立校の学校選択の是非は、それを公立校

内部で認めるかどうかという問題に帰着する」。57 
 
 小塩の指摘によれば、選択を認める限り供給者間の格差は避けられないという結論にな

る。だが、一律的な供給を行なったとしても、もはや現実的に格差拡大を食い止める実効

性がないともいう。もしそうであるならば、問題は、供給者間の「多様性拡大」と「格差

拡大」を一応区別した上で、どのような格差ならば認められるのかという問題になるだろ

う。あるいは、一元的な格差とは、どの程度まで認められるのかということでもある。 
 
  （４）利用者の選択行動に問題が生じるという意見 
 この他にも、具体的事例の考察から、選択制度は利用者への効果に問題があるとの指摘

がある。事例分析による問題提起は、主に選択制度の仕組みに注目している。 
 例えば、教育社会学者の久冨善之は、東京都での学校選択の取り組みを概観しながら、

国内で導入が進められている「ブロック内自由選択制」の制度的問題を指摘する。久冨の

指摘は、1.利用者への選択権付与の不完全性、2.供給者の多様性確保の難しさ 3.利用者の

学校参加・自主的運営との対立、4.供給者格差拡大のおそれ、という課題としてまとめる

ことができる58。 
 1.利用者への選択権付与の不完全性 

「あくまで教育委員会による『学校指定』(学校教育法施行令五条二項)は存在し、そ

れを『変更』したい者が希望を出す形であるから、市区町村教育委員会の裁量権の範囲
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内で『父母の希望』を尊重するという施策であり、行政側の学校指定権限が、『父母の権

利』へと移譲されたわけではない」。59 
  

2.供給者の多様性確保の難しさ 
「品川区でも日野市でも学校側が打ち出した『特色』は父母の側の選択の理由として

低い要因にしかなっていない。宣伝される『特色』がどれだけ本物かの点での疑問が広

く存在すれば、実際の父母選択は足立区のケース同様、『評判』・『噂』に依拠し、また『進

学』問題と『荒れ』の問題とを主要な判断基準とするものへと帰結する可能性が考えら

れる」。60 
 
3.利用者の学校参加・自主的運営との対立 
「足立区に限らず日本の多くの地域、学校では、父母の学校運営への参加の権利が制

度化されず、また学校の自立運営権も確立せず、中央・地方を貫く教育官僚機構の強大

な統制権限が温存されたままである。そこでの『選択』は、父母の自主独立・責任の精

神を強めるようには働かず、『利己的精神でマイナスを避ける』という働きをしているだ

ろう」。61 
 
 4.供給者格差の拡大のおそれ 
  「新自由主義的学校選択政策は『公立学校間に上・下序列を形成し拡大する』という

ことが、すでに諸外国の事例で常に批判され、また実証研究で指摘されてきた。足立区

の三年間の結果はこの点では、それらに重なっていると言えよう。独自の点があるとす

れば、近隣公立小学校間で『集中・減少』関係が形成される際に、どういう中学校に接

続しているかのみではなく、隠されていた古い地域間差別感情までが掘り起こされて上

下関系形成に影響を与えてくるということであった。競争と選択の枠組みは、上下のな

いところに上下序列の関係を創出するという効果を持つものである」。62 
 
 以上のような久冨の指摘に加え、それらの原因について言及しているのが教育学者の嶺

井正也である。嶺井は、品川区で採択された小学校通学区域のブロック化政策について、

特色ある学校づくりとの間にほとんど整合性が見られず、「『荒れているのではないか』『学

級崩壊がありそうだ』といった風評や小規模校化への懸念で指定校を避けるという面と、

『私立中学への進学』や『施設・設備面での充実』など積極的に特定の学校を選んでいく

面がみられた」ことを指摘している。その上で、区教育委員会から提示される四種類のタ

イプによって学校の特色づくりが進められている点、学習指導要領によるしばりが残って

いる点、校長を含む教職員の定期的な人事異動、の三つをその要因として挙げている63。 
 しかし、嶺井がもう一点指摘するのは、品川区の事例においては教育の市場化・商品化、

や家計状況による格差拡大といった点までは至っていないということである64。 
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  「なお、この品川区の『通学区域のブロック化』について、『教育の商品化』、『教育の

市場化』をすすめ、公教育を破壊するものであると批判や反対が見受けられるが、私た

ちはこの批判はあまり妥当しないといわざるをえない。進学に有利であるとの判断に保

護者が立って選択して、いくつかの学校に子どもが集中したとして、当の小学校自身が

『私立中学受験』を売り物（商品）、別言すれば『学校の特色』にしているわけではない」。65 
 
 嶺井の意見は、適切な規制を行なえば日本での導入においてもバウチャーは即、公教育

の崩壊や学校間格差、利用者不平等につながるわけではないこと、ないしその状況が加速

度的に拡大するわけではないことを示唆している。しかし品川区の事例では、結果的にデ

メリットは顕在化してはいないが、政府の施策や規制が政府の意図する方向へとはつなが

らず、当初の政府が意図した施策の目的としてはうまく機能していないのではないかとの

推測が成り立つ。 
この後の研究で、嶺井らは、日本での学校選択制が政府の意図どおりの選択結果を生ん

でいないこと、すなわち、利用者が学校の中身や特色で選んでいるのではなく、荒れや風

評といった理由で特定の学校を避ける方向で選択を行使していることに注目する。また、

選択によって学校間の格差が生じていること、またその格差が固定しつつあることを実証

的に証明している66。 
 
  （５）学校選択と地域社会とが緊張関係をもつという意見 

さらに、学校選択と地域社会が緊張関係を及ぼすとの指摘がある。教育学者の陰山英夫

は、学校選択制よりも地域コミュニティと連携を深めることで学校改革を進めようとする。

陰山は「私は学校選択制には反対です。特に一律実施することに反対です」と前置きした

上で、地域の教育力の重要性を次のように指摘する。 
 
  「何よりも学校と地域との関係が希薄になってしまいます。 

地域には、学校がいじめや不信感を持たれたときなど、しんどい思いをしているとき

にフォローしてくれるだけの教育力があります。 
  選択制を導入したある地域では特定の学校に人気が偏り、近隣の学校ではPTA役員候

補がいなくなったと聞きます。地域が空洞化し、家庭での教育も空洞化していく･･･（中

略）･･･選択制を実施しなくても、まずは子どもを家庭に戻して地域コミュニティーを学

校中心にしていくことです。それから早寝・早起き・朝ご飯と読み書き計算、これをし

っかりすれば学力は大幅に上がりますし、公立学校は良くなります。」67 
 
 陰山の指摘は、選択制度と地域コミュニティとは緊張関係にあり、その並存は難しいと

いう指摘として受け取ることができる。それどころか、学校選択制は地域コミュニティを
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破壊する可能性があるという。もしそうであれば、本稿の問題関心に従えば、選択制度と

コミュニティ・スクールの両立が可能なのかどうかという論点として考えることができる。 
 
 
  ６．学校選択論争の整理と評価 －なぜ議論が食い違うのか 
 以上、わが国における学校選択に関する主張を主体の違いに沿って紹介した。以下では、

学校選択論で示された意見を、利用者、政府ないし供給者の主体別のフレームを通じて整

理する。主に、A.サービスの利用者、需要側（子ども、親、住民）への効果、B.サービス

の供給者側（教育委員会、学校、教職員）への効果である。（なお、参考までに※印は、日

本ではあまり議論になっていないが、諸外国において議論されている論点を挙げてお

く68。） 
 
 A.利用者側（子ども、親、住民）への効果 
・ 公教育を破壊するのかどうか（「私事の組織化」「教育の私事化」） 
・ 利用者からの民主主義的なルートが弱まるのではないか 
・ 地域コミュニティとのつながりを維持できるかどうか 
・ 選択者が必要な情報を保有しているかどうか 
・ 利用者の地理的な制約をどのように解決するか 
・ 選択以外（選択以後）の利用者の発言（学校改善）手段が狭められるのではないか 
・ 教育の機会均等が保たれるか（選択参加への不平等が生じるかどうか） 
・ 利用者が選択可能だとしても、人気校によるいいとこ取り（クリームスキミング）

が行なわれるのではないか 
※ 人種差別の防止 

 ※ 私学への補助によって国民性やデモクラシーの価値が喪失しないかどうか 
 ※ 人気校の授業料引き上げによる低所得者への補償問題 
 ※ バウチャー導入による子どもの学力向上の度合い 
 
 B.供給者側（教育委員会、学校、教職員）への効果 
・ 日本において学校（教育）の多様化は起こるのか 
・ 学力差による学校間格差をどこまで認めるか、格差の拡大、序列固定化への不安 
・ 学校選択が学校改善へのインセンティブと結びついているのかどうか 
・ 教職員の専門職性の向上につながっているかどうか 
・ 官僚支配が削減されているのか、自主的経営が拡大しているかどうか 

 ※ バウチャー導入後の効率性は高いかどうか；制度の維持コスト、モニタリングコス

ト、子どもの通学費用、広報コスト 
 ※ 政教分離に違反しないかどうか 
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 ※ 教員組合の反応 
 ※ 空き校舎の有効活用 
 ※ バウチャーの価格設定、予算付け、補助の出し方の難しさ 
 
利用者への効果と供給者への効果という視点から整理すると、さしあたり次のことを指

摘できる。 
第一に、学校選択論の推進派と反対派によって主張のポイントが異なることが確認でき

る。各論者の主張の妥当性は問わないとしても、おおむね推進派は供給者側の効率性や官

僚統制への効果に注目し、反対派は利用者側への効果について悲観的な意見を示している、

ということが特徴として挙げられる。 
第二に、それぞれの立場の論拠は、一部を除けば、ほぼ諸外国からの事例を参考にして

いるという点である。これまでの学校選択や教育バウチャーの研究は、Aの利用者への効

果ならびに財政的効率性の観点からなされる実証研究が比較的多い。例えば、バウチャー

で利用者がどのような選択をし、どのような効果を生み出したかを調査したものや、バウ

チャーの配給システムおよび額面をいかに設定すればよいかという考察である。典型的な

研究として、アメリカでの代表的なジョン・チャブとテリー・モーの研究は、選択による

学校改革の効果を生徒アンケートによる結果を基に導き出している69。 
とりわけ日本国内のバウチャーや学校選択の反対論者は、主に諸外国における利用者へ

の効果を直接に測定するタイプの研究に注目している。そして、諸外国での利用者へのマ

イナスの効果を論拠に、日本においても利用者の不平等や格差が拡大するといった批判を

行なっている。後の先行研究整理でも述べるように諸外国における研究では、バウチャー

や学校選択における利用者へのプラスの効果も示されているが、その点はあまり強調され

ない70。 
しかしながら、それら学校選択の反対派が主張している“諸外国で起こった利用者への

効果を根拠に、日本でも上手くいきそうにない”とする批判は、学校選択が日本国内で制

度的に導入可能になった段階では、説得力を欠いている。反対論者は、供給側の失敗を生

み出すメカニズムについて関心がないわけではないが、諸外国の事例で利用者への結果が

明らかであるだけに、それを例示することで選択制度の効果を否定してしまう。利用者へ

のマイナスの効果を選択制度の導入が原因であると決めつけて、まだ制度の導入が始まっ

て間もない日本の状況を危惧するという批判は、概して一面的な批判であると言わざるを

得ない。 
 
それでは、そもそも諸外国の学校選択制で利用者への効果に直接の注目がいくのはなぜ

だろうか。おそらく、それには二つの理由が考えられる。 
一つは、アメリカでのバウチャー導入は、利用者の自由を拡大し、利用者自身への直接

的な有効性を問う方法として主張が始まったからである。フリードマンらの市場原理の導
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入のみならず、ジェンクスやクーンズらの提唱した学校選択制度においても、選択の効果

として利用者への人種差別の防止や不平等是正の手段が視野に入れられている71。 
そのような利用者の自由や平等に関する有効性を問うためには、学校選択制が利用者に

どのように作用しているかを直接検証する方がよい。アメリカにおいて提唱された目的に

おいては、供給者が競争して改善メカニズムを発揮することは二次的な関心となるだろう。 
 利用者への効果に注目する研究が増えるもう一つの理由は、諸外国では学校や教育制度

の設置形態が大きく緩和されているということである。例えば、アメリカでは各州あるい

は地区（教区）ごとに、比較的自由に制度を実施することができるので、政治的な実現可

能性の議論を除けば、どのような供給形態が望ましいか、導入時にどのように制度を工夫

したらよいかという課題は、論争せずとも解決されやすい。 
改革の効果を検証するためには、本来ならば、供給体制や制度設計の変化があって、利

用者の行動に変化が及ぶ過程が示されなければならない。しかし、外国の研究事例では利

用者への効果について関心が向かう以前に、制度デザインや供給者問題について論争が巻

き起こることは少なかったと考えられる。 
確かに、黒崎は、イーストハーレムの事例を挙げて、供給者への効果から利用者への効

果へとつながった数少ない成功事例として紹介している。しかし、裏を返せば黒崎がイー

ストハーレムにこだわらざるを得なかったのは、アメリカにおいてもそのような関心から

考察する事例が少なかったからでもある。日本における学校選択の提唱者が、一次的な関

心を供給制度の問題に置き、その結果として利用者の効用を考えているのに対し、批判者

はその論理を受け入れずに、予想される結果に対して反対するという食い違った論争にな

っている。 
しかしながら、反対派による「イーストハーレムで成功したからと言って日本で成功す

る保障はない」とする批判にも一定の理由がある。供給体制や運営形態が自由に設定でき

る他国の制度を挙げて、利用者に向けてプラスの効果が波及している、と単に主張したと

ころで、日本においては、そもそも供給環境の前提条件が違うために、学校選択の批判者

に対して説得力はない。 
また、その点において、わが国における学校選択の提唱者たちは、国内の事例から供給

制度が利用者の利益に及ぼすメカニズムを想定した説明をしていない。学校選択の反対者

が共通して主張する学校改善の方法とは、選択を導入せずとも学校改革は可能であり、学

校単位での参加制度、カリキュラム改革、特色のある学校づくりをしていけばよい、とい

う方法である。このような学校経営における自律性の拡大、ないし参加による学校改善の

手法については、学校選択の導入と並んで実施は可能である。しかし、学校選択の提唱者

の方から、その点を架橋した供給メカニズムを主張する分析事例は見当たらないのである。 
本来、教育バウチャーや学校選択制度には、供給者への効果が発揮される仕組みも内在

している。近年になって、チャータースクール等の学校設置形態への研究が進められ、日

本の研究においてこの要素が重要視されているにもかかわらず、供給体制の変化が、供給
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者内部をどう改善したのかという点や、それが最終的に利用者の利益につながっているか

どうかといった、「供給体制の変化が及ぼす供給者の変化」については、ほとんど説得的な

説明はされていない。例えば、学校の選択や権限移譲などの設置形態の緩和が進むことに

よって、学校幹部の経営力、教職員のインセンティブ、財政支出、生徒の確保や評価に至

る数多くの学校改善に関する変化があり得るだろう。 
さらに、日本における議論では、それら学校選択制における供給者への効果から利用者

への効果へと波及する仕組みに注目する主張も少ない。思うに、学校選択制のような改革

は、単に制度を入れたらよい効果が出る、あるいは悪い効果しか出ない、という単純な問

題の立て方自体が間違っているからである。 
しかも、学校や利用者に効果を及ぼす仕組みは、なにも選択制度の影響だけではない。

他の様々な制度との併用や細かな制度設計の工夫によって、効果が出たり、あるいは弊害

が起きたり、またはそれを抑制したりできると考えるほうが適切である。いくつかの制度

や施策の組合せ、ないし制度設計や現場運用の工夫によって、選択制度が成功する条件が

整備されると考えられる。 
 
以上の考察を踏まえると、これまでの論争では、この点の議論に関してあまり生産的に

成されているとは言いがたい。言い換えれば、学校選択が良いか悪いかという議論は、“ど

のような選択制度によって、どのような効果が発揮されるのか”という問題に置き換えら

れるべきなのである。 
また、学校教育を供給する上では、学校選択に関する論争は、前節までに挙げた供給体

制の原理的モデルの整理と照らし合わせると、明らかに部分的な議論に留まっていると言

うことができる。学校教育の供給を多様化するために必要なのは、単に学校選択の導入だ

けではない。それと同時に学校にどのような経営の自律性が付与されるかを議論すること

が、供給体制の多様化を考える上で必要である。学校選択制を「バウチャー」として捉え

れば、従来の学校選択論争は、利用者の「選択」しか議論しておらず、学校の自律的な「経

営」条件を伴った議論がなされていない。 
 

 
  ７．小括 －バウチャーモデルの導入はどのように「教育の成果」をもたらすか 
 以上、本節では、日本の学校選択論争の経緯を辿ることによって、学校制度改革におい

て論点となっている課題を洗い出した。 
上述したように、学校選択の是非とは、どのような選択制度ならばプラスの効果を出す

ことができ、どのような選択制度ならば弊害が生じてしまうのか、という形で言い換えら

れる。かつ、選択制度の導入と同時に、学校に対しどのような経営制度ならば、教育効果

を発揮できるのかという部分を検討する必要がある。両者を検討するためには、学校教育

におけるバウチャーモデルの効果を検証する必要があると考えられる。 
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国内の実施事例の検討においては、この点の究明が極めて重要である。すなわち、検証

すべき課題となるのは、学校選択制の効果は、利用者・供給者の双方に対し、どのような

メカニズムによって生じるのかという点である。さらに、そのような改革が効果を生み出

すメカニズムを検証するためには、制度の編成や工夫の組合せをいかに行ったらよいかと

いう点を考察する必要がある。選択と経営をめぐる様々な制度や施策の組合せ、あるいは

運用における工夫の仕方などは、次章の枠組設定および第四章以降の実証結果において集

中的に検討する。 
 

 以下では本節の小括として、日本の学校選択をめぐる論争をバウチャーモデルの導入に

関わる論点として置き換えた場合、序論で挙げた「効果的な公共サービスの基準」に照ら

してどのような意見の対立があるのかを整理し、本稿の研究課題をまとめる。 
 第一に、「学校教育の質」については次のような対立点がある。 
まず、公教育が破壊されるのではないかとの点については、学校選択の導入によって、

公平な教育と利用者のニーズの両者をいかに達成するかという点に議論が残されている。

利用者の選択能力、地理的な制約などの面で不平等が生じるのではないかという点につい

て、学校選択の賛成者は現実的な対応策を示しきれていない。 
他方、賛成者の主張が不十分なのは、供給者の活動に対してである。まず、供給者によ

る利用者選抜（いいとこ取り、クリームスキミング）のおそれについて、ほとんど対応策

が示されていない。また、学校が多様化するという主張に対して、どのように多様化を保

証するかの方策が示されておらず、学校間格差の拡大、固定化への対応策についても、少

数の実験例から始めることを前提に説得的な議論を回避している。加えて最も重大なのは、

反対派が唱える参加制度などの学校改革案と選択制度とが両立できることを示しきれてい

ない点である。 
さらに、学校選択が、賛成論者が重視する学校改善のメカニズムや教職員の専門性の向

上などにつながっているかどうかも、実際の検討課題には挙がっていない。言い換えれば、

選択制と学校経営がどのように結びついているかの検討が十分に行われていない。 
 第二に、「学校教育の効率性」についてである。 
 学校選択論争においては、教育の効率性についての論争は少ない。効率性に関して対立

が生じているのは、教育の自由化論争においてである。教育の自由化論者は、教育バウチ

ャーを採用することで、教育費が削減されると主張する。しかし、この主張はそう単純な

問題ではない。供給コストは、委託やバウチャーのように競争原理を取り入れたとしても、

逆に取引コストや監視コストがかさむ可能性も考えられる。また、「学校教育の質」や「ア

カウンタビリティ」を確保するために、選択制度の導入が新たにコストを生み出すことも

十分に考えられる。 
第三に、「学校教育のアカウンタビリティ」である。アカウンタビリティについては、賛

成者と反対者で次のような対立点がある。 
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まず、民主主義的ルートや地域コミュニティを弱めるのでないかとの懸念が反対者から

出されている。これに対して賛成者は、選択制を伴ったコミュニティ・スクールのような

制度は、別の民主主義ルートや地域社会の連帯を作り出すと反論する。 
また、選択以外に学校改善の手段が狭められるのではないかという懸念に対して、賛成

者は、選択制度が利用者の発言や参加を保障する「おどし」となり得ることを強調する。

しかし、利用者がどのように必要な情報を保有し、それを選択に生かすかという点では、

現実的な対応策が示されていない。 
 
 以上、学校選択をめぐる論争を「学校の質」、「学校教育の効率性」そして「学校教育の

アカウンタビリティ」の面から整理した。サービスの評価に関しても、賛成者と反対者の

主張は、質・効率性・アカウンタビリティをめぐって想定する効果が真向から対立してい

ることがわかる。 
これらの論点を検証の視野に入れながら、本稿では、バウチャーモデル（学校選択と分

権的経営）における学校教育の質・効率性・アカウンタビリティへの各効果について、日

本の実施状況に即して実証的に検証することを課題とする。中でも、本節で取り上げたよ

うに、供給者に効果が及ぶ経路が、学校選択の賛成論者の主張によっても不明確であるの

で、供給者側への改善メカニズムを中心に取り上げる。この仮説を図式化したモデルが、

図表 1-7 である。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図のように、まず、学校選択制が導入されることで供給体制が変化する。「供給体制の変

化」は、供給者と利用者へそれぞれ効果を及ぼし、「供給者の変化」と「利用者行動の変化」

を作り出すと考えられる。そして、供給者の変化ないし利用者行動の変化が、さらに利用

者（自身）へ波及することによって、最終的な「教育の成果」を作り出すというメカニズ

ムが想定できる。 

①供給者への効果 
②利用者への波及効果 

③利用者への効果 

利用者行動の変化 

供給者の変化 

供給体制の変化 

図表 1-7 供給体制の変化が及ぼす効果 

教育の成果 

④利用者自身への効果 
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このうち、本稿において主要な研究課題となるのは、供給体制の変化による、①供給者

側への効果（供給者がどう変わるのか）である。学校選択論争においても、この部分の論

証が不十分であり、供給者の変化を作り出すメカニズムが明らかになっていない。したが

って、本稿では供給者の変化を引き起こす学校選択制の効果（供給者への効果）を検証す

べき第一の課題とする。 
そして第二に、②供給者の効果から利用者への波及効果という経路にも注目する。学校

選択の賛成者が主張するのは、選択の効果は、利用者だけでなく、供給者側にも効果を及

ぼし、学校改善を促しながら最終的に教育サービスの改善につながっていくというメカニ

ズムである。しかし、①供給者への効果と同様に、②利用者への波及効果についても、そ

のメカニズムは明らかになっていない。本稿においては、供給者の変化がどのようにして

教育サービスの成果につながるのかを解明するためにも、この部分の検討は不可欠である

と考える。 
 
一方、利用者に対する影響についても述べておく。 
学校選択制の導入による供給体制の変化は、利用者に対しても影響を及ぼす。学校選択

権の付与は、利用者行動の変化を作り出す。すなわち、学校選択の反対者が指摘するとこ

ろの③利用者への効果（利用者がどう変わるのか）という論点である。 
そして、利用者の変化は、選択行動が直接的に本人の希望を反映するという意味での効

果、つまり④利用者自身への効果を作り出す。この利用者自身への効果には、利用者本人

のニーズを反映するというプラスの効果だけでなく、同質的な利用者の偏り、機会の不平

等、選択能力の不足など、マイナスの効果を生み出す可能性も含まれる。 
選択制の反対者が主張しているのは、主にこの経路による効果である。反対論者は、最

終的に教育の成果は、利用者への効果という経路を通じて作り出されることを強調する。

したがって、この部分のメカニズムについては、学校選択論争においても既に多くの論者

によって指摘されている。教育の成果を検証するにあたり、③利用者への効果、ないし④

利用者自身への効果が及ぼす影響について考察することは重要な課題である。しかし、そ

れらを①供給者への効果および②利用者への波及効果と同時に検証することは困難である。

そのため、本稿においては、利用者行動の変化が作り出す教育への成果については、直接

の分析対象として扱わず、供給者の分析の際に注意を払うだけに留めておく。 
 
最後に、図表 1-7 に挙げた要因以外で、教育の成果に影響を与える要因についても触れ

ておく。教育の成果は、供給体制の変化が作り出す要因とは、直接的に関係のない要因に

よっても影響を受けると考えられる。例えば、利用者が取る行動は、所得階層および都市

化や人口密度などの地理的・社会経済的な環境の違い、あるいは、教育に関する国の政策

動向や時代的な趨勢などのマクロな政治的・社会的要因によっても変化すると考えられる。 
 しかし、本稿において供給体制の変化が及ぼす効果を検証すると同時に、これらの要因
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が最終的に教育の成果へとつながる因果関係も解明することは困難である。このため、本

稿では、マクロな社会経済的要因や政策動向による影響については、予め考察の対象から

外しておく。 
 
 
 以上、本節では学校教育における供給体制の多様化をめぐる議論を、教育分野で起こり

得る問題状況に照らして考察した。 
供給体制の変化による改革効果を検証するためには、単に学校選択の是非を議論するだ

けでなく、学校の自律的経営（分権的経営）の内容を検討する必要がある。特に、学校教

育をめぐるバウチャーモデルでは、主に①供給者側への効果、および②供給者の効果から

利用者への波及効果の検証が必要であると考える。 
そして、以上のような議論は、一般的な公共サービスの供給体制の改革（NPM 改革）

においても当てはまる。教育や医療、福祉といった非定型的なサービスにおいて、供給体

制を準市場化する際の課題は、NPM の理論的課題と連動する。そのため、本稿において

教育分野における供給体制の変化の影響を詳しく調べることにより、公共サービスにおけ

る NPM の適用がどのような効果を生み出すのかという理論的考察に貢献できると期待で

きる。 
 

 次節では、以上の課題を検証するために必要な分析枠組みの整理を行う。 
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第四節 先行研究 
 

 
 前節では、学校選択論争の言説分析を行うことにより、日本の学校教育では、バウチャ

ーモデルによる①供給者への効果、②供給者の効果から利用者への波及効果について、重

点的に解明する必要があることを述べた。本節では、これらの課題について、実証的に検

討するための先行研究整理をおこなう。 
 
 
 １．供給制度に関する先行研究(1) －バウチャーおよび学校選択の効果に関する研究 

 

  A：諸外国の事例研究 
海外における学校選択および教育バウチャーに関する事例研究は数多くあり、それらの

知見をとりまとめた研究成果も発表されている72。例えば、イギリスの行政学者ルグラン

は、諸外国における教育バウチャー導入の効果を「不平等の是正」と「学力の向上」とい

う二つ指標を用いて整理している73。これは、教育バウチャーの効果をめぐる議論は、不

平等などのデメリットの抑制と学力向上などのメリットを活かせるかという議論に大別す

ることができるからである。以下では、ルグランの区分を手がかりに諸外国の研究状況を

整理する。 
 
 不平等の是正の効果 

 ルグランによれば、例えばスウェーデンでは貧困な家庭が選択によって私立校にも入学

できるようになっており、選択によって不平等を助長するような根拠はほとんど見当たら

ないという。改革から十年後にして、スウェーデンはOECDで最も教育における平等性が

高い国になっている74。 
 一方で、ニュージーランドの改革例では人種的な不平等が拡大したという。これには多

様な要因が絡んでいるが、主たる要因は、通学コストへの無配慮と学校によるクリームス

キミングであったため、1999 年には当局によって規制が再び強化された75。ただし、この

ようなニュージーランドの事例が不平等を拡大させたという研究に対し、それらは検証す

る側の読み間違いであるという指摘も示されている76。 
 他方、アメリカのウィンスコン州ミルウォーキー市の事例では、1989 年より低所得者を

対象とするバウチャーによって私学への入学が許可されているが、公的な調査結果によれ

ば、バウチャーを利用した生徒とそうでない生徒との成績を比較した場合に、有意な差は

生じていないという77。 
 イギリスについては、宗教学校における競争による改善効果が高く、普通校では低いと

いう結果がある78。また、選択がさかんな地区の学校では、選択が少ない地域よりも分離
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が生じているという結果や79、同じ地区に住んでいる同じ能力の子どもでも、家庭が貧し

ければ良い学校に入りにくいという結果も示されている80。 
 
 学力向上に関する効果 

 1992 年以降、私立校と公立校の間で学校選択が導入されたスウェーデンでは、多くの新

しいタイプの学校が誕生しており、学校によっては経営革新が成され、学力では学校間の

競争によって、特に数学教育の効果が顕著に改善されるようになったという81。 
 イギリスのイングランドとウェールズにおいても1989年に公立学校選択制が導入され、

学校資金の約 75％が子どもの移動によって流動する仕組みが採用されている。イギリスで

は様々な教育改革が同時並行的に実施されたため、選択と競争が及ぼす効果であるとは一

概には言えないが、競争的な地区においては、全体的な学校のパフォーマンスが高く、学

力向上にも影響を与えているという結果が示されている82。 
 学力への効果についてはアメリカの事例が多く見られる。フロリダ州における「A+計画」

では、州学力テストに落ちた子どもでも、バウチャーの利用によって私学に入学すること

ができる。バウチャーによって失う入学者減少の脅威が大きくなるほど、パフォーマンス

の改善も大きくなるという調査結果が示されている83。一方、シカゴ市においても学校選

択が導入されたが、学力向上は選択によるものではなく、生徒間の分離によって生じたと

いう結果が示されている。シカゴの事例は、資金の移動や補助が選択によって連動してお

らず、学校が規模拡大や契約を効果的に行うことができなかったことが原因だとされてい

る84。 
 教育バウチャーの効果について包括的な研究を行うホクスビーは、学校の多様な活動の

評価やその効率性を「学校生産性（school productivity)」という言葉で定義し、アメリカ

においては、学校選択制やチャータースクールの導入によって学校生産性の向上が期待で

きると述べる85。とりわけ学力の向上に関しては、彼女らの一連の研究によってプラスの

効果があると指摘する86。 
 この他に、アメリカの現地調査と文献調査を行った内閣府規制改革会議による報告書に

よれば、教育バウチャーは学力の向上、保護者満足度の向上、情報公開・説明責任の向上、

公的支出の削減、教育の多様化、学校裁量の拡大、教員評価に基づく給与体系の導入、教

員組合等の変化といった項目でプラスの効果を報告している87 
 対して、学力や教育水準の向上にはほとんど影響を及ぼさないとする研究もある。ゴラ

ードらは、在籍する生徒の社会経済的背景やピアグループ効果による影響、公立や私立な

どの学校の違い、あるいは水準の設定の仕方の違いによって、イギリスの市場原理による

改革の教育水準への効果や公平性の確保について、明確な証拠を挙げて立証するのが難し

いとしている88。同様に、イギリスの中等教育における分析した山村も、学力向上につい

て市場原理は効果的でないと述べる89。 
 他方、アメリカでの学校選択による競争の学力への効果を整理した安田洋祐らのグルー
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プは、学力に有益な実証結果がある一方で、それらがデータの不備や分析結果の過大評価

に基づいていることを指摘する研究もあると述べる。また、データ解析で標本の選択や変

数の定義を変えれば、その評価も変わることから、「既存の実証研究の結果はしばしば対立

し、その示唆はあいまいであると言わざるをえない」という点を指摘している90。 
 
 以上のような諸外国の実証研究を概括すると、学校選択が不平等や分離を是正させるか、

あるいは拡大させるかという効果について、その主張はどちらにも偏っているとは言えな

い。同様に、学力向上についても一定の効果が認められるものの、投入されるコスト（資

金や財政等）や不平等（ないし分離）とのバランスを考慮すると、有効であるという結論

には必ずしも至っていないようである91。むしろ明確なのは、学校選択の効果は個別の事

例に拠る傾向があり、ケースごとに多様な評価があり定まりにくいという点と、効果を中

立的に測定するのは非常に難しいということである。 
 しかし、多様かつ多量にある研究成果から積極的な政策的意義を見出す必要もあるだろ

う。例えば先のルグランは、これらの幅広い調査結果の検討を通じて、競争と選択の導入

は総じて、選択した学校のパフォーマンスを改善する効果があり、選ばれなかった学校に

対してもパフォーマンスを改善させる効果があると述べる92。また、結果的に生じた不平

等に対しても、学校に規制を加えたり、利用者への資金配分を適切にすることで、格差を

抑えることができ、平等を促進させることもできると説明する93。 
さらに彼は、単に選択と競争の導入だけでなく、いくつかの補助的な施策や工夫が必要

であることを指摘している。すなわち、学校と利用者に対し「実質的な競争」と「情報提

供を伴う選択」の確保、並びに「クリームスキミングの回避」という補助的な策を講ずる

ことで、政策目的は達成できると結論付ける94。 
 
 
  B：日本の事例研究 
 このような諸外国における学校選択の効果の検証は多様に存在している。しかしながら、

日本でも 2000 年度から学校選択制が実施されているにも関わらず、その効果に関する実

証研究はあまり存在しない。例えば、日本の事例を評価した研究が、海外の研究者によっ

て紹介されている例は、管見の限りでは見当たらない。 
 この背景には、わが国の教育学および行政学研究では、国内の学校選択制に関する実証

研究がほとんど行われていないという理由がある。 
 その現状について、例えば、国内の学会レベルにおける研究発表の状況によって裏づけ

することができる。日本において、主に行政学者で構成される学会として日本行政学会、

教育学者で構成される学会として日本教育学会が存在する。また、教育制度や教育行政分

野を専門的に扱う学会として主に日本教育行政学会、日本教育経営学会、日本教育制度学

会、日本教育政策学会の四つがある。これらは、国内の第一線の研究者から大学院生レベ
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ルまでの研究活動を報告できる学会である。 
日本国内で初めて学校選択制が導入されたのは、品川区における事例であり、その始ま

りは 2000 年度である。しかし、管見の限り、2000 年から 2012 年までの間にこれら六つ

の学会の年報（学会紀要）の中で、国内の学校選択制の効果について実証研究を行なった

論考は、大会シンポジウム記録95などの類を除いて、四例しか発表されていない96。 
 
その一つは、2004 年の日本教育行政学会年報において発表された、橋本洋治による研究

である97。橋本は、学校選択制を導入した 25 の自治体について、導入以前に民意の把握と

施策への反映が適切に行われたかどうかを検証するために、導入までの意思決定過程につ

いて行政資料を基に実証的に分析した。しかしこの研究は、学校選択制度導入後の効果を

扱った研究ではない。 
 2003 年の日本教育行政学会年報および 2005 年の教育学研究において、橋野晶寛が行っ

た研究がある98。橋野が検証したのは次の二点である。 
一つは、学校選択論者が前提とする選択行動の仮説と学校参加論者が前提とする参加行

動の仮説うち、どちらが現実の利用者の行動に見合っているかという点である。 
もう一つは、選択者が入学前に認識する学校と入学後の学校との間で、教員の人事異動

や学級編成の変化等による選択する側にとっての「不確実性」がどの程度生じているのか

という点である。橋野はこれらの検証を目的に、品川区の公立小学校 11 校の保護者を対

象にアンケート調査を行っている。 
橋野の研究は、日本における学校選択と学校参加の効果に注目した実証研究である。橋

野の結論によれば、第一に、「（学校選択により）現時点では公立学校は改善メカニズムを

獲得しており、学校選択制は学校参加とともにそれに寄与していると評価できる」としな

がらも、利用者の行動は、「抗議」（voice）よりも「退出」（exit）の方が優位であり、学

校への「抗議」を支える「地域意識」（loyalty）は希薄であると指摘する99。第二に、入学

前と入学後との学校の不確実性の程度については、「学校情報へのアクセスに関して、家庭

の社会経済的な背景によるドラスティック格差は確認できない」、「選択時には予測できな

い制度的要因による作用が介在する時には不確実性は増大する」と結論付けている100。 
四つ目は、2009 年の日本教育行政学会年報に発表された山下絢による研究である101。

山下は橋野の研究による残された課題を品川区のアンケート調査結果を用いてより詳しく

分析している。すなわち、選択によって集まる児童生徒の特徴として、選択申請者の多い

学校の子ども（親）は、それ以外の学校に比べて進学期待や学校外教育費、家庭教育への

自覚について高いことが確認されている102。山下の研究は、いわゆる人気のある学校に教

育に熱心な家庭の児童が集まっていることを示している。 
これら橋野と山下の指摘は、実証的根拠に基づくものであり重要である。しかし、この

研究の限界は “学校選択制の導入によって学校改善効果がある”、“制度的要因による不確

実性がある”ないし“学校の特性は選択時の子ども（親）の教育関心が関係している”と
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いう事実を確認することしかできない点にある。利用者の行動結果の分析によって、制度

の効果を導き出しているため、この方法では学校改善へのメカニズムが、実際にどの程度

の大きさとして学校内に働いているのか、具体的にどういう内容なのかについては解明で

きない。 
しかも、利用者の参加行動や抗議ないし地域意識の程度、選択後の不確実性が抑制され

る可能性については、利用者側が行動の決定的な資源を持つだけでなく、学校側も経営シ

ステムや経営努力によって一定の影響力をもつ側面がある。しかし、これらの研究が調査

対象とした品川区では、コミュニティ・スクールのような学校制度は導入されておらず、

また学校ごとの経営の違いについても、入学者増加校か減少校か、あるいは選択希望が多

い学校とそれ以外の学校の特徴という区別でしか考慮されていない。 
したがって、学校選択制の効果の検証については、利用者の行動を分析するだけでは不

十分であり、学校の変化を捉えるための研究作業が必要である。そのためには、利用者で

はなく、教育委員会および学校に対して調査を行う必要があると同時に、学校ごとの経営

システムや経営活動の違いを踏まえた考察を行う必要があると考える。 
 
学会報告の他に近年の比較的まとまった実証研究として、(1)嶺井正也・中川登志男らの

業績、および(2)深見匡、ないし(3)一橋大学の研究グループ（中田康彦ら）による調査、(4)
佐貫浩による研究が挙げられる。 
まず、(1)嶺井らは、2001 年度の教育制度学会において発表した品川区の事例研究103を

出発点に、2005 年、2007 年と 2010 年に学校選択制度に関する著作を出版している104。 
次に、(2)深見は 2002 年度の日本教育学会において、学校選択制に関する研究課題発表

を行っており、同課題は 2004 年度の同学会において、(3)一橋大学の研究グループ（中田

ら）によって引き継がれている。深見は、品川区の学校選択制について集中的に分析し、

中田らのグループは、東京都内の学校選択制における政策的背景と利用者の選択行動の特

徴について分析している105。 
さらに、(4)2010 年に発表された佐貫の研究は、学校選択実施後 10 年を経過する品川区

の利用者の選択行動の結果を検証している106。 
これら嶺井ら、ないし深見、中田、佐貫による研究は、品川区および各自治体における

学校選択制の仕組みと利用者の選択行動パターンとの因果関係を分析した実証研究である。

ただし、学校選択制導入による学校への効果やそれらが利用者に及ぼす効果については、

扱っていない。しかし、学校選択制導入による利用者行動の変化を分析することにより、

教育の成果に関する指摘をしている。それらは次のようにまとめることができる。 
(1)嶺井らによる全国レベルの実施動向に関する調査研究 
・利用者が選択する学校とそうでない学校が固定化しつつある。107 

 ・利用者は学校の特色を理由に選択せず、利用者は学校の学力順位、および風評によっ

て選択する傾向が強い。108 
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・結果的に利用者の選択が集中する学校は相対的に学力上位の学校であり、利用者の経

済階層が高い。逆に、学区から利用者が流出する学校は、相対的に学力の低い学校で

あり、経済階層も低い。109 
・学校選択によって都教委や区教委が実施する学力テストの結果が向上した傾向は見ら

れない。また、学校ごとの結果を公表している東京都足立区の状況を分析すると、学

校選択によって学校間の学力差の縮小効果は見られない110。 
(2)深見による品川区の事例分析111 
・利用者が選択する学校とそうでない学校の両極分化が生じているため、利用者流出校

に対する行政支援が必要である。 
・利用者は学校の特色などの「外形的特徴」よりも、教職員のまとまりといった「教育

活動の実質」に関する情報を求めている。加えて、学校に対して教育委員会があらか

じめ指定したタイプの特色を作り出そうとする改革が、むしろ学校現場での改革意欲

を弱めている。 
・学校の公開や参加に関する要求が強いことからも、地域住民や利用者の意見や要望を

学校経営に反映させる制度の創設が必要である。 
(3)一橋大グループ（中田ら）による東京都内の実施状況に関する事例分析112 
・学校選択の導入効果を検証するにはまだ日が浅く、今後のデータの蓄積が必要である

が、利用者が選択権を行使する割合は、一定程度まで上昇していくと考えられる。 
・学力テスト結果の公表や学校の「荒れ」などによって、他校区を選択する人の割合が

高まる可能性がある。このため、選択制と周辺的な政策との相関関係を分析する必要

がある。 
・地域文化性や生活階層と学校選択動向の関係をより明確にしていくことが課題である。 
(4)佐貫浩による品川区の事例分析113 
・利用者によって「選ばれる学校」と「選ばれない学校」が区別され、いったんそのど

ちらかになるとその格差が継続し、拡大するような力学を与えてしまう。選ばれない

学校が選ばれる学校に転化することはほとんどない。 
・その例外は小中一貫校であり、小中一貫校になると「選ばれる学校」になる。小中一

貫校と学校選択制が相乗効果を及ぼしている。 
・選ばれない学校の地域の子どもは他校区へ転出し、選ばれる学校では他校区からの転

入者が 6～7 割を占めるようになっている。地域と学校の関係が切り離されている。 
 
以上の実証的根拠に基づく指摘は、現段階の学校選択制をめぐる政策動向と利用者の選

択行動の結果を知る上で貴重である。と同時に、教育の成果についても重要な示唆を導き

出している。すなわち、現在の学校選択制において、教育の成果に影響を与えるのは、利

用者の選択行動の変化による要因が大きいという点である。特に、利用者自身の選択行動

によって学校格差の固定化が進んでおり、それが利用者の所得階層の違いと関わっている
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ことから、教育の公平性に関して問題が生じていることを指摘している。また、利用者が

学校を選ぶ理由として、施設の充実、学力基準や荒れの風評、通学距離などの要因が大き

く、学校の特色化などの政策意図による要因は小さいという点を指摘する。 
 
これらの実証結果は、先の図表 1-7 で説明した供給体制の変化が及ぼす効果に従えば、

③利用者への効果が利用者行動の変化を作りだし、④利用者自身への効果を経て教育サー

ビスの成果を作り出すというメカニズムを説明していることになる。これらの研究結果に

従えば、要するに、国内のいくつかの学校選択制による最終的な教育の成果は、主にこの

経路によって生じているということになる。 
しかし、学校選択制の効果は、嶺井や深見、中田、佐貫らが指摘するような教育の成果

だけを作り出しているのではない。教育の成果は、供給者内部の経営活動によって生み出

される部分も十分に考えられる。これらの研究は、③利用者への効果から④教育の成果に

及ぼすルートの影響を指摘しているに過ぎず、教育の成果全体への部分的な要因の説明に

過ぎない。 
さらに、教育の成果に影響を及ぼすとされる利用者の選択行動が、家庭の所得格差に反

映して行われるという因果関係についても、決定的な要因であるかどうかは、今のところ

はっきりしていない。利用者の選択行動に影響を与える要因として、アンケート調査など

から親の教育関心等や進学意識がある程度関係していること分かっているが、それらが学

校へ期待するものなのか、学校外での教育（進学塾などの私教育）に向けられたものかど

うかは分かっていない。さらに、所得階層と結びついているかどうかについても、実証に

よってほとんど明らかになっていないからである。 
したがって、教育の成果は、利用者の選択行動が作り出すという側面は、あくまで部分

的な根拠を提示するものでしかない。選択制度と教育の成果との因果関係は、現在の実証

研究の段階ではあまり明確になっていない。このため、学校選択制の効果が教育の成果に

及ぼす影響について、誰も確定的な結論を下すことはできないと考えられる。 
もっとも、これらの研究において、他の要因による効果についての示唆がないわけでは

ない。研究の課題として挙げているように、学校選択制の効果については、行政支援や学

校参加のあり方、さらに、他の周辺的な政策との関連性を考慮する必要があることを指摘

している。つまり、供給体制の変化が及ぼす別の経路による効果についても検証する必要

があるという意味である。 
 
次に、内閣府が 2009 年に発表した教育委員会と保護者へのアンケート調査に学校選択

制の効果について尋ねる項目が含まれている114。集計結果によると、既に学校選択制を導

入している自治体の教育委員会側、保護者側で次のような項目でメリット、デメリットが

あると回答している115。 
・教育委員会側のメリット：特色ある学校づくり(50.6%）、保護者の学校への関心（45%）、
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子どもの個性に合った学校選び（44.6%）116 
・教育委員会側のデメリット：通学の距離・安全確保(45.6%）、地域との関係(33.5%)、
入学者数の減少(24%)117 

・保護者側のメリット：学校への関心(25.8％）、子どもの個性に合った学校選び(25.3%)、
特色ある学校づくり(18%）118 

・保護者側のデメリット：学校間の格差(45.3%）、序列化(36%）、教育内容の差(29.1%）、

入学者数の減少(24.4%)、地域との関係(23.3%)119 
導入後のアンケート結果においても、おおむね学校選択論や実証研究で主張された効果

や懸念が現れていることが確認できる。この調査では、利用者（保護者）だけでなく、供

給者（教育委員会・学校）にも実施の効果を尋ねており、学校選択制の全体的な効果が把

握できる。供給者への効果を知る上で数少ない調査であるが、得られた傾向を基にさらに

詳しい学校分析を行う際の手がかりとなる。 
 
最後に、学校選択を利用者だけでなく供給者や制度全体を分析するために準市場の枠組

みを用いて、日本の学校選択制度を考察した児山による近年の研究整理を紹介する120。 
児山は、日本の義務教育段階における学校選択制がどのような準市場であるかを考察す

るために、ルグランの枠組みを用いて国内の実証的調査・研究の整理をしている。その結

果、日本の学校選択制には次のような性質や傾向が見られるという121。 
・学校、教員の努力によって教育の質や応答性を高める効果が大きいとはいえない。イ

ギリスの制度と比べて、学校・教員への誘引が弱いこと、予算・人事に関する学校の

権限が小さいこと、準市場の誘引が教員には作用しないこと（生徒指導や学力など学

校や教員が改善できる内容の情報提供が少ない等）が理由として考えられる。 
・個々の学校や教員がサービスを改善する効果とは別に、既存の学校の中から利用者自

身がニーズに合ったものを選ぶという意味で、学校システム全体としての応答性や効

率性を高める効果がある。 
・階層と選択との関係は一般化できず、学校選択が学校参加よりも公平であるとはいえ

ない。また、学校間の序列は固定化する傾向があるがその弊害については明確でない。

地域との関係については、教育機能を低下させるかどうかの調査結果は分かれている。

現段階においては、学校選択によって不公平や社会的分裂を拡大したともいえない。 
児山による研究整理と考察は、国内の現段階の調査研究事例を網羅的に検討した結果に

基づくもので、利用者（子ども・親）への効果だけでなく、供給者（学校・教員）への効

果にも触れており、準市場（学校システム）全体として評価している点で大きな意味があ

る。ただし、本人も述べているように「学校・教員の努力によって質・応答性を高める効

果がどれくらいあるかを明らかにすることは重要な課題」である122。例えば、学校・教員

への効果が小さいとすれば、学校の権限や、誘引の程度、情報公開等に関する「学校への

効果」をより具体的に明らかにする必要がある。加えて、効果が高まったとしてもアンケ
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ート調査の順位が変わらない可能性もあるため、変化を異なる方法で説明する必要がある

と思われる123。 
 
以上のような研究状況の整理を踏まえ、学校選択についての課題設定として、次のよう

な点を改めて整理しておく。 
現在の実証研究の結果によって、教育の成果に関して、公平性、ないし利用者の選択行

動が及ぼす効果という点で議論がある。学校選択制が教育の成果に及ぼす影響は、利用者

への効果だけではないが、それ以外の因果関係については現段階ではまだ解明されていな

い。とりわけ、国内の実証分析において、選択制度が供給者にどのような効果を及ぼすか

という問題を扱った研究は、教育学および行政学においてもほとんど存在しないという点

である。すなわち、現段階における選択や競争の導入による学校への効果を知りたいとし

ても、調査等による研究結果を参照することができない124。この点について本稿でバウチ

ャーモデルの効果を検証することで、研究の蓄積に寄与できる。 
前節では、日本の学校選択論争の経過について詳述した。90 年代までは学校選択の賛成

論者と反対論者はさかんに論争繰り返したが、実際に制度が導入された 2000 年代以降、

ある程度の時間が経過したにも関わらず、国内の検証結果はまだ多いとはいえない。 
言い換えるならば、日本の学校選択制についての研究状況は、国内での制度導入の効果

を知るにあたり、そもそも実証研究の数が少なすぎるという課題を抱えている125。ゆえに、

本稿においてこの問題を扱う意義は十分に見出せると思われる。   
 
 

２．供給制度に関する先行研究(2) －分権的学校経営に関する議論 

 次に、供給制度に関する先行研究の中でも「供給者の変化」を扱う研究分野に注目する

必要がある。教育学において、それらは学校の経営システムに関する研究である。 
学校経営に関する効果を扱った研究ならば、既に日本国内において大量の業績が蓄積さ

れている。本稿においてそれらを網羅する必要はないが、選択制度との関係でより重要で

あると思われる三点についての研究動向を挙げておく。第一は、学校の経営権の拡大に関

する研究分野であり、第二に、親の学校への参加手法に関する分野であり、第三に、政府・

文部科学省の政策動向である126。 
 第一の学校における経営権限の拡大に関する研究動向は、わが国においては「学校の自

律性」「自律的な学校運営」として議論されてきた。学校の自律的経営に関する研究は、

1970 年代以降の学校経営論の中で議論された「学校管理規則の研究」および「校長研究」

が出発点となっている。学校管理規則の研究は、学校が運営される“規則”がどのように

なっているかを見定めるものであったが、これは、当時の学校がほとんど法令による一律

の経営手法で運営されていたことを示すものであった127。また、校長研究は、学校経営の

中で経営裁量権を有する学校長の存在が、学校の中でどのような職務や機能を果たしてい
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るのかという点に注目するものであり、時代と共に学校経営形態が変わるに従って研究も

継続されている128。 
その後、臨教審での議論を経由しながら、80 年代以降は、学校に特色を生み出す議論が

中心を占めるようになる129。教育の自由化ないし個性化を図る目的として、80 年代後半

から 90 年代にかけては、「特色ある学校」づくりが主張されるようになったのである。そ

の経営的な具体策として、学校に対する資源や権限配分のあり方を議論する研究、すなわ

ち、「学校の自律性」に関する研究が行われるようになった130。さらに 90 年代末以降は、

次に述べる学校参加の動向と相まって、学校経営のあり方を探る研究がその中心となって

いる。 
 学校経営論における第二の系譜として、学校に親などの利用者がどのように教育参加す

るべきかを議論した学校参加論の流れがある。学校への参加を主張する議論は、臨教審時

代に学校の閉鎖性（「開かれた学校」）を指摘されたことに関連して、90 年代に入って目立

って多くなっている。 
学校参加の主張は、大きくは二つの視点に分けられる。一つは、学校の情報公開を求め

るものであり、もう一つは、学校の運営への参画を求めるものである。前者は、行政にお

ける情報公開の動向を受けて、学校情報の公開を利用者や市民への説明責任として位置づ

けようとする主張である131。後者は、NPMや地方分権改革の流れを受け、学校への分権

化を行う際に、経営に親の意思や地域の要望をどのように組み込むかを議論するものであ

る132。特に、後者の経営の分権化に関する研究は、2000 年代以降も続けられ、コミュニ

ティ・スクールやチャータースクール等の研究につながっている133。 
学校経営に関する第三の動向として、政府（文部科学省）の政策動向の変化が挙げられ

る。各種施策の導入の経過を細かく紹介する余裕はないが、政策動向が変化した一つの区

分として、1971 年の中教審答申（「46 答申」とも呼ばれる）が、学校経営部分については

臨教審よりもいち早く政策の転換を提言していると思われる134。71 年答申では、「学校管

理体制の確立」に加え、例えば、学校経営に多様性を求める「中高一貫校の設立」や「高

校のコース制の導入」などが提言されており、これらは臨教審での提言においても引き継

がれている。この時期から既に、政府の意思は、それ以前の一律的な学校運営を実施する

方向から、多様性を認める方向へと転換していると考えられる。要するに、学校経営に関

しての政策動向は、1970 年代を境に、学校運営に多様性を認めるか否かという点での対立

は解消されていると見てよい。 
臨教審以降では、「校長のリーダーシップ」や「親の学校参加」などが提言され、90 年

代の地方分権化の議論を経て、校長の権限ないし学校の自律性は段階的に分権化されてい

る。また、学校参加の側面では 2000 年度より学校評議員制度の設置が可能となった135。

さらに、2000 年度以降は「新しいタイプの学校運営のあり方」を探る調査研究が進められ、

チャータースクールやコミュニティ・スクールのような学校を研究する動向と足並みを揃

えている。そして、2004 年 9 月から、保護者や地域の意思を学校経営に反映させる仕組
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みを持つ「地域運営学校」（日本型のコミュニティ・スクール）の設置が認められるように

なっている。 
 
以上、学校経営についての研究動向を概観した。管見の限り、これらの先行研究の特徴

を次のようにまとめることができる。 
第一に、学校への分権化や自律的な学校経営手法の導入に関して、導入賛成や反対とい

った激しい論争や目だった対立は起きていないという点が挙げられる。かつて、国民のた

めの教育か、国家のための教育かという論点で争われたような“学校は誰のものか”とい

った二項対立的な構図は、学説上においても政策上においても、少なくとも 70 年代以降

は存在しない。学校に対しては、分権的経営と親や地域の参加がどうあるべきかという点

で議論され、双方の導入が漸進的に進められているといえるだろう。したがって、日本に

おいて分権的経営や参加制度についての改革が行なわれるにあたり、目だった論争や対立

点は生じていないということを確認できる。 
第二に、改革に関する議論の経過が漸進的であるために、最新の導入事例の実証研究が

多く存在するわけではないという点である。とりわけ、利用者の選択や学校の競争と絡め

た視点、すなわちバウチャーモデルの学校制度として、国内の学校経営実践を考察した例

は見当たらない。例えば、近年において自律的な学校経営について包括的に論じる、コミ

ュニティ・スクールの研究においても、バウチャーモデルとしての供給体制の中に位置づ

けた議論は行われていない136。そのため、学校選択制を伴ったコミュニティ・スクール（分

権的経営）の効果は、実証的には未だ解明されておらず、学校教育の供給体制の変化を考

察するうえで、学校経営に関しても議論は部分的な段階に留まっている。 
 
ただし、これらの点は、上述したような諸外国における選択制度による学校への効果に

関する研究を参照することによって、大まかな要点は整理することができる。以下では、

諸外国における多様な研究蓄積の中から、利用者の選択と学校の競争環境がどのように学

校経営に影響を及ぼすかという点に注目した「学校を基礎にした経営」論と、「チャーター

スクール」制度という、代表的な二つの研究について取り上げる。 
 
 
  ３．供給制度に関する先行研究(3) －選択制度の供給者への効果に関する先行研究 

 前節および前項までで指摘したように、日本において、学校選択制導入による学校への

効果および、学校から子どもへの波及効果を取り上げた実証研究は見当たらない。 
 しかし、これまでの学校経営研究の分野で得られた知見を参考にすることはできる。そ

れらの研究成果を生かして、①選択による学校への効果と②学校から子どもへの波及効果

に関する構成要素やメカニズムをより具体化することが可能である。 
一つは、アメリカでの事例を基にした「学校を基礎にした経営（School based 
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management: SBM）」研究である。これは、学校の改善が子どもの効果へと結びつくとい

う意味で、その研究成果を参考にできる。これは②の課題に近い。 
 もう一つは、アメリカのチャータースクールの分析により得られる知見である。近年注

目されているチャータースクールの経営には、子どもの選択が含まれている。①選択制度

が学校にどのような影響を及ぼすかという論点は、日本の状況において十分発展可能性が

ある。 
 
  (1)自律的な学校経営 

アメリカにおけるSBM研究は、日本では「自律的な学校経営研究」として紹介されてい

る。自律的な学校経営論とは、中央・地方教育当局による強いコントロールを廃して、教

育に関する決定権限を教育当局（学区）レベルから学校レベルに委任ないし分権化し、各

学校に大きな権限と責任を付与させることによって、個々の学校のパフォーマンスを最大

化しようとする試みである。特に、人事・予算・カリキュラムに関する権限委譲によって、

学校は裁量権を拡大することができる仕組みである137。 
アメリカでは 1980 年代後半からこの分野の研究が始まり、日本でも 1998 年の中教審答

申などをきっかけに実践的関心が集まっている。自律的な学校経営論は、利用者の選択を

前提とした制度を想定していないものの、次のような取り組みが、学校（供給者）の改善

に対して効果があるとしている。 
・ 教育当局から委譲される権限の受け皿としての学校委員会制度が存在する 
・ 教職の参加・発言による新しい専門性（専門的協働）が見られる 
・ 校長が裁量拡大によって中心的役割を果たす 
・ 学校ごとの経営計画（戦略計画）が策定される 
・ 予算と活動が統合化される仕組みとなっている 
・ 子どもへの高い効果（アチーブメント）が要請され、説明責任が果たされる 

 
 このような供給者改革の取り組みの中で本稿にとって重要な部分は、それがどのように

利用者の効果ないし利益やニーズ充足につながっているかという点である。自律的な学校

経営では、それらは最終意思決定機関である学校委員会が果たす責任によって調整・担保

されているとする。利用者への波及効果は、次の選択行為という形では補われないにしろ、

参加と発言によって供給者の経営権限に影響を与えるルートが確保されている。 
 
  (2)チャータースクール制度 
 チャータースクール制度とは、教育自治体と学校経営者が、認可契約（チャーター）を

結び、公立学校を運営するシステムである。アメリカ各州で具体的な規定は異なっている

が、審査基準を通過すれば教育当局でなくても学校を設置運営できる制度である。学校運

営の内容については、設置者の自律的な経営が認められる代わりに、当初の開校目標に沿
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った成果が出なければ認可が取り消され、学校は閉鎖となる仕組みを備えている138。 
 チャータースクールの経営は、自律的な学校経営にもまして、より大胆な経営権限の委

譲がなされる。実際、アメリカでは、SBM法制とほぼ同時期にチャータースクール法制も

整備された州もあり、チャータースクールは自律的学校経営の発展形態という見方もでき

る139。 
 チャータースクール制での経営改善手法は幅広く存在するが、ここではチャータースク

ール制における選択の効果がどのように供給側に結びついているかを検討する。それらは

次のようにまとめられる。 
・ 利用者に対する過度な選抜制度を採用しない。選択による学校同士の利用者獲得競

争を直接煽るのではなく、学校間の競争は、チャーター（認可）を得る段階での競

争に制限する。学校設置後、政府は、教育活動を管理し支援する立場に立つ。これ

により学校の過度な競争意識を抑制する方法を採っている。 
・ 選択後の利用者への効果に対して、説明責任を課している。説明責任は、学校の最

高意思決定機関である学校理事会（学校委員会）に対して果たすと同時に、次回の

選択者への情報提供の目的として義務付けられている。 
 

 供給メカニズムとして、選択や競争の効果が、「政府」および「利用者」の両方によって

評価されるという仕組みが見出せる。利用者獲得による市場競争を制限する代わりに、チ

ャーターをめぐって学校が競争する。基本的に利用者に対する選抜には、学力テストなど

の方法は用いられず、抽選などの公平な方法を採用する。利用者が選択した後、学校は政

府と利用者との双方から成果に関する評価、監視を受ける。これらの仕組みが、チャータ

ースクールにおける学校の改善手法の保障（おどし）となっている。 
 
 
  ４．選択行動前と選択行動後における対応策 
 さらに、バウチャーモデルによる効果の検証をするにあたり、利用者の選択に関する効

果をよりわかりやすくするために、次のような実施段階の区別をしておく必要がある。 
 まず、利用者の選択において最も重要な段階は、利用者が選択行動を取る段階である。

選択がなされる前と後では利用者、政府・供給者にとってその対応策は異なる。本稿では、

制度実施の際のその流れ（プロセス）を説明するために、「利用者の選択前と選択後にお

ける制度の対応策」という行動の段階的な区別を用いる。 
 先の橋野晶寛の指摘よれば、利用者が選択行動をとる前の段階では様々な課題や不確実

な事柄が存在する140。例えば、選択能力があるかどうか、前もって情報が与えられている

かどうか等である。利用者の選択行動以前の問題に対して、どのような対策が備わってい

るかという点である。 
 これは政府・供給者側に対しても当てはまる。学校の目標をどのように設定するかとい
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うことや、経営体制や参加制度の整備、利用者の選抜の仕方など、供給者側の効果に対し

ても選択以前に成されるべき対応策が存在する。 
 次に、利用者が選択をした後でも問題や不確実性、意図せざる効果などが起こる。利用

者にとっては、選択後に希望した学校へ入学できない場合もあり、あるいは提供された学

校情報が不十分だったために入学後に意図した教育効果を受けられないこともある。一方、

供給者側にとっては、選択後の問題はより多く発生すると考えられる。校長や職員の人事

異動、学級規模、カリキュラムの変化などの例が考えられるが、最大の関心は、供給者へ

の効果が利用者の利益に結びついていないのではないかという懸念である。そこで、選択

後において、双方に向けてプラスの効果を与える対応策はどのように採られているのかを

考察する必要がある。 
 以上からも、利用者の選択行動をひとまとめで分析するよりも、選択前と選択後に分け

て考察する方が、バウチャーモデルにおける「供給者への効果がどのように利用者の利益

につながるのか」という点をよりわかりやすく解明できると考える。 
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第五節 研究課題の整理 
 
 
前節までは、学校教育における供給体制の変化を検証するために、学校選択論争を手が

かりに学校制度改革の論点を洗い出し、先行研究の整理を行った。本節では、その効果を

検証する上で、本稿において学校制度改革の何を研究課題とすべきかをまとめる。 
 
 

１．バウチャーモデル導入による各効果の検証 
 我が国の学校選択論争の経過を踏まえると、学校教育の供給体制の変化がどのような効

果を作り出すのかという点を検証するにあたり、まず、バウチャーモデル（学校選択制と

分権的経営）の導入による①学校への効果と、②利用者への波及効果を検証することが必

要である。 
さらに、上述の①学校への効果と②利用者への波及効果によって、最終的にどのような

教育の成果が生み出されるのかを考察しなければならない（図表 1-7）。そのためには、序

論で述べた公共サービスの評価基準に照らし合わせながら、バウチャーモデルの導入の効

果に関して次のような論点を検証する必要がある。 
【学校教育の質に関して】 
・ 利用者の選択行動が公教育を破壊するのかどうか 
・ 学校の多様化は起こるのか 
・ 学力差による学校間格差をどこまで認めるか、序列化・固定化しないか 
・ 選択可能としても学校によるいいとこ取りのおそれがあるかどうか 
・ 校長・教職員の学校改善の動機付けに結びついているかどうか 
・ 教職員の専門職性の向上につながっているかどうか 
・ 官僚支配が削減されているか、自主的経営が拡大しているかどうか 

【学校教育の効率性に関して】 
・ 選択制の導入が教育財政の削減につながるのかどうか 
・ 利用者の地理的な制約をどのように解決するか 
・ 選択に必要な情報提供等の費用が増加するのではないか 

【学校教育のアカウンタビリティに関して】 
・ 利用者の選択行動により、民主主義的なルートが弱まるのではないか 
・ 選択以外（選択以後）の利用者の発言（学校改善）手段が狭められるのではないか 
・ 利用者の行動および学校が、地域コミュニティとの連帯を維持できるのか 
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２．学校教育の質・効率性・アカウンタビリティの内容 
 次に、これらの課題および論点の検証のために、学校教育における教育サービスの質・

効率性・アカウンタビリティに関する具体的内容を設定しておく。本稿では「バウチャー

モデルの導入による効果」の検証を目的とするため、その影響に関わる部分に限定してそ

の内容を定める。 
 
 (1)学校教育の質 
 まず、学校教育の質について整理する。序論において、教育サービスの質は「有効性（結

果とプロセス）」および「公平性」という要素で構成されるとした。 
学校教育の質に関する活動に関連して、アメリカでの「いい学校（effective schools）」

実践を研究し、『いい学校の選び方』という著書で、利用者の公立学校選びの基準について

述べている吉田新一郎によれば、いい学校を作り出す条件として、１．教師による「いい

授業」「いいカリキュラム」「いいクラスづくり」、２．テストや通知表などの評価制度、３．

親のサポートや関わり、４．校長・教職員による学校運営、を挙げている141。 
吉田は日本における具体的な実践例を用いて説明しているが、バウチャーモデルによる

効果という点から、これらの条件を言い換えれば、１．教師の専門能力向上、２．学力・

学校評価制度の確立、３．親の参加・協力、４．学校単位での自主的マネジメント、とい

う各方面での実践内容が、学校教育の質に影響を与えることになる。 
 したがって、これら１から４の取り組みを「子どもの能力（学力）の向上策」という活

動としてまとめておく。本稿では、学校教育の質における「有効性（結果）」に属する基準

に含める。 
さらに、子どもの能力向上に加え、学校選択論争で大きな争点となった「学校間の競争

はどのような形でおこなわれるべきか」という点を、学校教育の質に影響を与える要素と

して加えておく。「学校間の競争」のためには、上述した諸外国の学校選択の事例やチャー

タースクール制度の研究で明らかになっているように、制御された競争環境を作り出すこ

とが必要となる。その具体的な対応策として、利用者の選抜（いいとこ取り）の防止、格

差拡大・固定化の是正策（平準化策）、多様化の促進策、などが挙げられる。本稿では、こ

れらの取り組みは教育にふさわしい適度な競争環境を作り出すという意味で、学校教育の

質における「公平性」と「有効性（プロセス）」の具体的内容としておく。 
 
 (2)学校教育の効率性 
 次に、学校教育の効率性の内容についてまとめる。学校選択制と深く関係する「教育バ

ウチャー」のコストとは、渡邉聡によれば四つの種類に分けられる。一つは、教育バウチ

ャー制度の維持費とモニタリングコスト、第二に利用者の通学費用、第三に情報提供およ

び広報コスト、第四に利用者の転校や退学にかかる費用である142。 
 このうち、日本の学校選択論争において主に問題となっていたのは、不平等を解消する
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ためにどのくらいの費用がかかるのかという論点である。そのコストについては、次の二

つが論点となっている。 
一つは、地理的な不平等の解消に対してである。利用者の地理的な不平等の解消は、「移

動コスト」を考慮しなければならない。そしてもう一つは、利用者への「情報提供に関す

るコスト」である。利用者の地理的な不平等の解消と情報提供を、どのように効率的に実

施するかという点が、効率性に関わる内容となる。 
 
 (3)学校教育のアカウンタビリティ 
 学校教育のアカウンタビリティについて、バウチャーモデルでは次の三つのルートによ

るアカウンタビリティが重要である。 
 一つは、「学校から政治システムに向けてのアカウンタビリティ」である。教育委員会や

行政、議会に向けて説明責任を果たすことは、利用者のみならず納税者としての市民全体

に向けてのアカウンタビリティを形成する。 
 二つ目として、「学校から利用者に向けたアカウンタビリティ」である。既に述べたよう

に、バウチャーモデルの導入は、選択した後の利用者による発言や参加の手段を狭めてし

まうのではないかとの懸念が挙げられている。利用者のより良い選択、あるいは選択後の

ニーズ充足に向けた説明責任を確保するためには、利用者に対する何らかの説明機関（学

校参加制度等）の設置などの方策も含まれることになる。 
 三つ目として、「学校から地域社会に向けたアカウンタビリティ」である。同じく、バウ

チャーモデルが普及すると、利用者と地域社会の結びつきや連帯が削がれかねないという

指摘がある。学校が果たすべきある一定内容のサービスと役割があるとして、それらをど

のように周辺地域に波及させたり還元させたりすればよいかという問題であるが、これら

は単に説明を果たすというだけではなく、地域社会への貢献策という意味合いも含まれる

と考えられる。 
 
 以上の学校教育を評価する基準を表にまとめると、図表 1-8 のようになる。 
 次項では引き続き、これらの内容を達成するための供給制度の仕組みについて検討して

いく。 
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図表 1-8 教育サービスの各側面（バウチャーモデルが導入された場合） 

学校教育の側面 論点となる構成要素 具体的論点 

サービスの質 

有効性 
（結果とプロセス） 

・学力（子どもの能力）は向上するか 

・学校の多様化は起こるのか 

・選択が校長・教職員の学校改善のインセンティブと結びついているかどうか 

・教職員の専門職性の向上につながっているかどうか 

・自主的経営が拡大しているかどうか、官僚支配が削減されているか 

公平性 
・学力差による学校間格差をどこまで認めるか、序列化・固定化しないか 

・学校によるいいとこ取りのおそれがあるかどうか 

・利用者の選択行動が、公教育を破壊するのかどうか 

サービスの効率性 
通学コスト ・利用者の地理的な制約をどのように解決するか 

選択コスト 
・選択制の導入が教育費の削減につながるのかどうか 

・選択に必要な情報提供等の費用が増加するのではないか 

サービスの 
アカウンタビリティ 

対政治システム ・利用者の選択行動により、民主主義的なルートが弱まるのではないか 

対利用者 
・選択以外（選択以後）の利用者の発言（学校改善）手段が狭められるのでは

ないか 

対地域社会 ・利用者の行動および学校が、地域コミュニティとの連帯を維持できるのか 

 
 
 
  ３．学校への効果、利用者への波及効果をめぐる課題整理 
 最後に、バウチャーモデル（学校選択制と分権的経営）による学校への効果をめぐって、

本稿において取り組むべき研究課題を整理しておく。 
 
 第一に、学校選択制による学校への効果について、国内の導入事例における実証研究が

少ないという点である。 
したがって、まずは学校選択制の効果の実証的研究、とりわけ、供給者（学校）に対す

る効果、および利用者（子ども）への波及効果について検証し、その研究蓄積を増やす必

要がある。 
 第二に、学校選択制と学校経営のあり方を関連づけた実証分析の事例も見当たらない。

とりわけ、新しいタイプの学校の一つとして、分権的経営を実現させるコミュニティ・ス

クール制度が実施されていながらも、供給者の分権的経営と利用者の選択を複合させた改

革の効果を測定しようとする試みはまだなされていない。 
したがって、現段階の学校制度、ならびに選択制度と経営制度との関係を含めた実証分

析によって、制度の学校への効果を検証する必要がある。そして、各制度の効果を検証す

ることは学校制度改革の効果を検証することにつながり、現段階における日本の学校教育

に対するバウチャーモデルの効果の検証に貢献できる。 
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そして第三に、諸外国の研究事例から明らかになっていることは、学校選択を適切に機

能させるためには、単純に競争メカニズムや選択制度を導入すれば良いというわけではな

く、学校間の適度な競争環境を作り、利用者に実質的な選択権を与えるための補助的な施

策の導入や編成を行う必要があるということである。つまり、選択制度を効果的に実施で

きるかどうかは、様々な施策とその工夫との組合せによって決定される。 
したがって、学校への効果の実証分析においては、制度や施策の導入の有無だけでなく、

制度の編成内容に注目すると共に、実施過程における他の施策との関連性や運用に関わる

工夫などを考察する必要がある。 
先行研究によれば、その際の具体的な施策として考えられる、①学校への効果、②利用

者への波及効果のための対応策をまとめると、図表 1-9 のようになる。 
 
図表 1-9 バウチャーモデルにおける各種対応策 

 選択前における対策例 選択後における対策例 

①学校への効果に対

して 

学校間の競争環境の整備、学校の認

定・調整・支援（平準化、多様化政策

など） 

意思決定機関の設置、校長の役割強化、職

員の専門性向上策、戦略計画の策定、予算

との連動、政府への説明責任 

②学校への効果から

利用者への波及効果

に対して 

直接的な利用者選抜の規制 

利用者への説明責任、協同、地域社会への貢献 

参加による発言 

情報の提供 

 
 
①供給体制の変化（バウチャーモデル）が及ぼす学校への効果、②学校への効果から利

用者への波及効果の仕組みについて、アメリカにおける学校を基礎にした経営（SBM）研

究および、チャータースクール研究から示唆を受ける点を整理すると、次のように説明で

きる。 
 第一に、①バウチャーモデルが及ぼす学校への効果について、利用者の選択行動前の段

階においては、学校による入学者の過度な選抜競争を煽らず、学校間の適度な競争意識の

インセンティブが働いているか、という点が重要であると考えられる。 
 第二に、同じく①バウチャーモデルが及ぼす学校への効果について、学校内部で自律的

な経営改善方法が採られているか、という点が重要である。これは主に、選択行動後の対

応策に該当する。具体的には、学校理事会や委員会の設置、校長の裁量権拡大、経営戦略

計画の策定、教職員の専門性向上策、予算との連動、などの方策である。 
 第三に、②学校への効果から利用者への波及についての仕組みの一つとして、活動に対

する明確な説明責任が重要になっていると考えられる。説明責任は、政府と利用者の両方

に対して課せられる必要がある。具体的には、意思決定に対するプロセスの説明と、選択

者に対する情報提供がある。 
また、教育委員会および利用者にとって、それらの説明責任を選択前ないし選択後にお
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いてどのように活用するかという点が、②利用者への波及の効果をさらにつくり出す働き

があると考えられる。したがって、これらは選択の前後に関わらず対応策が必要な部分で

ある。 
  
 以上、本章では、本稿の問題設定として、供給体制の原理的なモデルを整理すると共に、

学校教育をめぐる議論からバウチャーモデルの効果を検証するためには、各主体に対する

効果をどのような論点で調べればよいかという作業を行った。次章において、学校教育に

おける供給体制の変化、すなわちバウチャーモデル導入の効果を実証的に検証するための

枠組みを設定する。 
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133   コミュニティ・スクールへの実践事例を述べたものとして、岸裕司

[1999][2002][2005]、佐藤春雄[1999][2002]、金子郁容・渋谷恭子・鈴木寛[2000]、嶋

野道弘・寺尾慎一・大野城市立月の浦小学校[2000]、奥村俊子・貝ノ瀬滋[2003]、黒

崎[2004]、大神田賢次[2005]などを参照。チャータースクールについては後段注を参

照。 
134   ちなみに、小島弘道によれば、旧来の学校管理の状況を 1956 年に地方教育行政法

が制定された年にちなんで「56 年体制」と呼んでいる（小島[1998]、5 頁）。 
135   学校評議員制度を扱ったものとして、葉養正明[2000]、小島弘道[2001b]、臼井智
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136  もっとも、諸外国におけるコミュニティ・スクールは本来、学校選択制と無関係に

議論されているわけではない。金子らによれば、日本型のコミュニティ・スクール構

想は、イギリスの学校理事会をモデルにして構想されたという（金子他[2000]、第三

章）。イギリスの学校制度は、学校理事会が実施されている他に、学校選択制が並行し

て導入されており、学校理事会による自律的経営と利用者による学校選択、ないしオ

フステッド（学校監査機関）による学校評価がセットとなった一つの改革プランとし

てその効果が議論される。 
しかし、日本におけるコミュニティ・スクールの議論では、これらのうち学校理事
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『学校参加』による公立学校改革の論理に枠づけられるという矛盾を内包しています」
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野一哉[2001] 、高野良一 [2002] 、大沼安史[2001] [2003] 、黒崎 [2004] などを参
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第二章 学校制度改革に関する分析枠組の設定 
 
 
 
 本章では、日本の学校教育における供給体制について、実証的に分析するための枠組み

の設定を行う。 
 第一節において、教育委員会と学校が果たす役割を整理し、実際の学校制度を実証的に

分析するための枠組みを設定する。具体的には、教育委員会が学校を適度に競争させると

いう制度的側面と、学校が経営を改善していくという経営的側面から構成される。 
 第二節では、第一部の理論的考察のまとめを行い、実証分析につなげる課題と方法につ

いて整理する。 
 
 
 
 
 
第一節 学校教育における供給体制の分析枠組み 
 
 
 
 本節は、学校教育における供給体制の分析を行うための分析枠組みについて検討する。 
 前章第一節において、直営モデル、分権モデル、バウチャーモデルの供給体制の違いに

よって、各主体の相互関係が変化することを説明した。続く第二節では、バウチャーモデ

ルの供給体制において、学校（供給者）が改善され、子ども（利用者）への効果を促すた

めには、１．利用者の選択によって学校間の競争環境を作り出すこと、そして、２．学校

の自律的な経営により教育活動が改善されることが必要である、という形で整理した。 
すなわち、これらの二つの条件が、効果的な学校教育を生み出すために必要である。 

 
 そこで、実際の供給制度を分析するためには、供給体制に関する具体的制度や活動につ

いて、重視すべき項目を詳細に検討する必要がある。以下では、教育委員会や学校の取り

組みについて注目すべき要素を整理する。 
まず、教育サービスを受ける利用者のニーズを反映するために、政府（教育委員会）が

採ることのできる手段は「選択制度の編成」という要素である。そして、供給者（学校）

の運営において重要な役割を果たすのは「マネジメント（経営）」という要素である。1 
つまり本稿においては、「教育委員会による選択制度の編成」および「学校のマネジメン

ト」という枠組みによって学校制度を分析する。 
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以下、本節ではまず、公共サービスの供給に関わる「選択制度」と「マネジメント」が

もつ一般的な性質および関係について簡単に整理する。その後、政府そして供給者が採り

うる行動として「教育委員会の選択制度編成」および「学校のマネジメント」の具体的な

内容について順に検討する。 
 
 
  １．供給体制における「選択制度」と「経営」に影響を及ぼす要因 
 まず、分析枠組みの基になる公共サービスの一般的な供給に関わる「選択制度」と「経

営（マネジメント）」の関係について整理しておく。 
以下では、既存の公共サービス供給に関わる先行研究より、サービス供給における選択

制度と経営に影響を与える要因について、利用者、政府、供給者の主体別に沿ってそれぞ

れ検討する。すなわち、サービス供給の制度と経営に影響を与える要因として、(1)利用者

主権、(2)行政需要・割当、(3)専門主義、ストリート官僚制の影響について整理する。 
 
  (1)利用者のニーズをいかに供給制度に取り込むか －利用者主権の要請 

学校教育においても無論、利用者の教育ニーズに関わる部分は認識されており、学校制

度において一般に基礎的ニーズ、普遍的ニーズと呼ばれるものは、教育を受ける権利とし

て法的にも保障されている。その具体的な法制度としては、義務教育の教育課程や学習指

導要領などが挙げられる。この学校教育をめぐる基本的ニーズについては、どの供給体制

においても制度的に保障され、実施されることが前提となっている。 
 利用者のニーズについて争点になっているのは、利用者の要求や要望をどこまで公共サ

ービスに反映させるべきか、公共サービスとして供給するべきか、という点である。これ

らは、学校制度にいかに利用者主権の理念を取り入れるかという問題として言い換えるこ

とができる。 
利用者主権とは、“サービスの提供者は利用者が望むものを提供するべき”という考え方

である。これは市場経済における消費者主権を基概念にしている。だが、公共部門におけ

る利用者主権は、一定の修正が加えられ、「利用者選択」という形で制度化されことになる。

つまり、公共サービスにおいては、利用者が望むもの全てを提供できないため、利用者に

選択権を与えることがニーズを反映させる仕組みである。したがって、利用者のニーズを

反映させる供給制度においては、財やサービスに対する選択肢があるかという点や、選択

権それ自体が重要な前提条件となる。さらにその上で、価値ある選択がなされているか、

あるいは十分な資源が提供されているか、ニーズそのものに偏りや判断不足がないかとい

う点が供給上の課題となる。 
学校教育における利用者選択が成されるためには、まずは学校の選択が可能かどうかと

いう点が重要な意味をもつ。その次に、利用者のいかなる要求や要望を反映するべきか、

そしてどのような選択制度が採用されているかが問われることになる。したがって、学校
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選択制導入による利用者への効果とは、利用者に学校の選択権が与えられた後の課題、つ

まり選択によっていかなるニーズを反映すべきか、どのように実現できるのかを議論する

ことになる。 
しかしながら、利用者にとってどのような選択制度、あるいは、どのような学校制度が

よいのかという部分は、利用者だけが判断しているのではない。サービスを実施する教育

委員会や学校も、供給制度の設計や運用の問題を議論している。 
 
  (2)政府による制度設計の論理 －行政需要と資源の割当 
 供給制度と経営を形作る第二の要因は、政府による制度設計上の制約である。ニーズの

充足に向けて、限りある資源を一定のルールに従って振り分けていく際に生じる、配分方

法による限界である。 
政府による制度設計を左右する要因として概ね二種類の制約が考えられる。一つは、行

政需要と呼ばれるもので、行政担当者が主体的にサービスニーズを見積もることにより制

度設計に反映される。例えば、学校選択制度の設計時では、予め学校ごとの受け入れ上限

数を定めたり、情報提供のフォーマットを前もって作成したりすることがある。これらは

制度設計に本来必要な政策情報が不足していることが主な原因であるが、行政側が入学希

望者の潜在的ニーズを把握せずに、利用者側の需要を既に見込んでいる例として考えられ

る。 
 制度設計に関わるもう一つの要因は、資源を割り当てる際のルール設定よって生じる。

財政や人員が制約されているとき、配分のルールが優先されることで、サービス本来のニ

ーズが変質してしまう場合がある。例えば、選択制度の導入時に学年での転入学を認めな

かったり、入学希望校を一校のみに絞ることを要請したりする場合がある。また、学年ご

との学力調査を実施しない場合や、インターネットによる情報量が少ないことによって情

報の取得が困難な場合もある。これらは資金や事務作業量などの資源配分上の制約に由来

するものであるが、実際のサービス供給制度は、形の上では正当性をもった公式の配分ル

ールに従って実施されていることが特徴である。 
 
  (3)専門家と第一線職員によるサービス供給上の問題 －専門主義とストリート官僚制 
 サービス供給に影響を与える第三の要因は、実際の供給段階における非公式な裁量行動

である。学校教育の場合、教職員の専門主義とストリート官僚制による裁量行動という形

で表される。 
 専門主義によるサービス供給の特徴は、目標や基準を設定しないで判定しようとする点

である。それらは最終的には、教育の専門的知識や技術を有している教員が判断するとい

う根拠に立脚している。教育活動において、そのような判断が行われる場面は限りなく想

定できる。 
 他方のストリート官僚制とは、教員の専門性に関わらない、さらに一般的な裁量行動に
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関するものである。学校現場においては、例えば、教員が多忙化することによって、教育

活動の割り振りに何らかの影響が表れるであろうし、チームティーチングや習熟度学習の

導入は、子どもへの対応に変化を及ぼす場合がある。また、ボランティアや外部講師が教

育活動に参加することによって、統一的な活動が取れない可能性も生じる。さらに、学校

選択制度が導入されれば、遠くの学区から通学する子どもに対して安全管理の対策が必要

となるが、対応は各学校の裁量に委ねられていれば、学校ごとの対応に差が出る場合があ

る。同様な例として、各学校のホームページによる情報公開も、準備の不手際により差が

出る場合が考えられる。 
 
 
  ２．公共サービス供給における「選択制度」と「経営」のメカニズム 
 次に、公共サービス供給における選択制度と経営の関係について検討する。 

序論で述べたように、公共サービス供給のあり方を議論する NPM（ニュー・パブリック・

マネジメント）論において、選択制度と経営は密接な関係をもっている。NPM 論のアプロ

ーチは、選択制度については新制度派経済学による理論に基づいており、他方、経営につ

いては、民間企業の専門的経営手法を採用する。NPM 改革をいかに設計し導入するかとい

う段階では、本人‐代理人論や取引コスト論等のような制度設計に関わる議論が中心とな

るが、その運用や改善の段階では、経営のあり方や制度との相互関係について注目する必

要がある。つまり、制度（設計）がどのように経営に影響を与え、それらがいかに効果に

結びつくのかというメカニズムの考察が必要である。 
 この点について、NPMにおける経営実務について論じているポリットは、NPMが与える

インパクトの一つとして、運営側のマネジメントの能力と柔軟性の改善を作り出すことを

指摘する2。また同じように、大住、上山らも、NPM的な供給制度の導入によって、現場の

経営改革を促すことができると主張する3。つまり、NPMの導入により、制度は単に供給の

仕組み（ルール）を規定しているだけでなく、現場の経営改善を生み出す役割を果たすと

いえる。 
 また、とりわけバウチャーモデルにおいては、前項で述べたように、利用者・政府・供

給者自身がそれぞれ供給制度ないし、供給者の経営に影響を与える要因を持っている。例

えば、利用者はサービスについて選択権をもち、政府は需要把握や割当方法を決定するこ

とで制度設計に影響を与え、供給者は専門主義やストリート官僚制によって現場での運営

に影響を持つ。これらの要因が制度および経営に影響を与える可能性を考えれば、供給体

制を形成する上で「選択制度」と「経営」の関係は、一方向の関係でなく、相互に影響を

与え合う関係として捉える必要がある。 
 そこで本稿においては、選択制度と経営が公共サービス供給に影響を与える関係を次の

図表 2-1 のようなモデルで考える。 
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  図表 2-1 バウチャモデルによるサービス供給における選択制度と経営の影響関係 

 
 
 
 
 
 
 まず、①選択制度が経営に与える影響が考えられる。NPM における選択制度の役割とし

ては、「経営改革モデル」に代表されるように、選択制度の存在は実施現場の運営を改善さ

せる機能を果たす。また NPM においては、選択制度と経営の関係は供給のルールを規定す

るだけの一方向の関係ではなく、現場の経営実践からの提案によって選択制度の設置や改

編を促す場合も考えられる。よって両者は、相互的な関係として捉えておく必要がある。 
 次に、サービス供給が成果や効果に及ぼす影響である。これは、②経営がサービスの成

果に及ぼす影響、および③選択制度が成果に及ぼす影響としてそれぞれ分けて考えられる。

ただし②経営が与える影響については、供給者の経営力が単独で与える影響に加え、①に

よる選択制度の設計の影響を受けているという考慮が必要である。 
本稿では、公共サービス供給の効果を「選択制度」からの影響と「経営」からの影響に

分けて考える。ここで、サービス供給の選択制度による影響とは、①選択制度から経営に

及ぼす影響と、③選択制度が直接に効果を与える部分を指す。そしてサービス供給の経営

的側面とは、②選択制度の改革の影響を含めた供給者の経営実践による影響を指す。 
そして、供給体制の変化に伴う供給者への効果、および利用者への波及効果を検証する

ためには、これらの選択制度と経営が成果や効果を生み出すメカニズムを考察する必要が

ある。しかし、これまでのバウチャーないし NPM 研究では、改革の効果を生み出すメカニ

ズムに注目していない。そこで本稿では、選択制度と経営が改革効果に影響を与えるとい

う分析枠組みを提示する。 
 
 

３．教育委員会による制度編成4 
以上のような公共サービス供給における選択制度と経営の関係を踏まえて、まずは、教

育委員会（政府）が行う選択制度編成の手段について整理する。 
 制度の設計・編成に関してルグランは、「市場構造」、「情報」、「取引コストと不確実性」、

「動機付け」、「クリームスキミング」という五つの要素を、準市場における供給の成功条

件として挙げている5。本稿では、これらの要素を政府が統制するという意味で、教育委員

会が採ることのできる手段を次の五つの要素にまとめる。すなわち、１．準市場を作り出

す規制、２．情報に関する規制、３．取引費用を軽減させる規制、４．動機付けや誘因を

増減させる規制、５．意図せざる結果を防止する規制、の五つである。これらの規制を子

③ 

② 
① 

選択制度 
（設計・編成） 

成果・効果 
経営 

（裁量・運用） 
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ども・保護者（利用者）および、学校（供給者）それぞれに対して行うことによって、各

主体に関しての効果を増幅させたり、抑制させたりすることができる。（図表 2-2） 
図表 2-2 教育委員会の制度編成の種類 

 
 
 
 

１．準市場を作り出す規制 
 まず、教育委員会は、子ども・保護者への学校選択権の付与や学力調査、学校評価の導

入などによって、競争環境を作り出すことができる。競争環境には、二種類考えられる。

一つは、利用者が学校選択をめぐって競合する環境であり、もう一つは、学校同士が教育

成果をめぐって互いに経営競争する環境である。 
例えば、学校に対しては、選択人数の上限を設定したり、ブロック選択制、あるいは隣

接選択制を採ったりすることが考えられる。他にも、特定の学校を全学区からの自由選択

制（特認校制）にすることなどが挙げられる。また、学校評価を一律の指標で実施したり、

学力調査を実施するかどうかも学校間の競争を作り出す要因になる。利用者に対しては、

学校選択権を認めずに、指定校変更の基準を緩和して審査をするという手段も考えられる。 
  
  ２．情報に関する規制 
 情報に関する規制は、利用者の入学や学校の運営に関して、どのような情報を収集し、

どのような形で公開するかという形で実施される。 
学校へは、活動内容や各種評価の報告を課すことがある。またそれらをどこまで、ある

いはどのように公開するのか、生のデータで公表するのか、分析加工した情報として公開

するのかの違いもある。あるいは、学校ごとに公開を義務付けるといった方法もある。利

用者に対しては、情報提供や相談だけでなく、ニーズ調査や満足度調査を行うことができ

る。 
 
  ３．取引費用を軽減させる規制 
 次に、取引費用が高いか低いかの差によって、制度の効果が増幅するか抑制されるかと

いった要因が考えられる。 
例えば、学校にとっては、入学者に対して説明をしたり、選抜を行ったりする際の選抜

コストがかかる。また、自律的な学校経営をする際には、理事会設置に向けた人員配置や

準備などの参入コストがかかる。一方の子ども・親にとっては、典型的には通学費用のよ

うな選択コストがある。入学後も学校をチェックする監視コストもかかる。 
概して、学校制度においても直営モデルから分権モデル、そしてバウチャーモデルにな

るにつれて、これらの取引費用は増加する傾向にある。しかし、あまりにも取引費用が高

1.準市場を作り出す規制 

2.情報に関する規制 

3.取引費用を軽減させる規制 

4.動機付けや誘因を増減させる規制 

5.意図せざる結果を防止する規制 



 
 

90 

くなってしまうと、学校の競争や活動が形骸化したり、選択者が抑制されたりして選択制

度の意図どおりの効果を発揮できなくなる。取引費用増加の対応策として、教育委員会は

各学校に選択者の決定方法を任せたり、補助の追加や予算費目を緩和したりする。子ども・

保護者に対しては、第三者機関を設置して学校の監視や評価を委ねたり、通学補助を行っ

たりする。 
 
  ４．動機付けや誘因を増減させる規制 
 学校制度に競争的環境が取り入れられるに従って、子ども・保護者の動機付けや、学校

側の誘因を付与する仕組みが必要になる。 
 教育委員会は、学校に対して、経営権限を委譲することでイノベーションを追求できる

仕組みを導入することができる。また、予算費目の緩和、自主財源や人材の確保を認める

ことによって、新たな教育活動を広げる機会を与えることができる。賞罰や格付けなどの

方法も学校に経営改善の動機を与える。 
他方、子ども・保護者に対しては、実質的な選択肢をより広げる対策が必要になる。選

択肢が能力や審査基準で定まってしまうのではなく、学校見学、抽選や選択の強制によっ

て意識を高める方法が考えられる。また、郵送や学校窓口でも入学申請や相談を受け付け

るなど、申請手続きを緩和することも動機付けを高める方法である。 
 
  ５．意図せざる結果を抑制する規制 
 学校選択制度における意図せざる結果への対策とは、主に学校によるクリームスキミン

グと子ども・親によるモラルハザードへの対応が挙げられる。学校間格差の拡大は、入学

者の抽選や施設補助などの方法を用いることによって抑制できる。 
また、特定の入学者にはバウチャー特約を付けるなどして受け入れを強制したり誘導し

たりすることができる。子ども・保護者のモラルハザードの対策としては、学校への誤っ

た情報を流布させない対策が考えられる。さらに、選択者の優先順位付けや区分化を行う

などの方法がある。地域の子どもを優先入学させたり、選択希望校を一つに絞らせたりす

る方法もある。 
 もっとも、意図せざる結果への対策は、学校選択制に限ったことではない。通常の学校

運営においても、子どもへのパターナリズムを回避するために選択教科や特別カリキュラ

ムを採用することもある。教育委員会と学校との関係において癒着や怠慢を防ぐために、

第三者機関や外部評価を導入することも考えられる。 
 
  

４．供給体制の編成手法 ―制度的要因 
 以上、教育委員会が行うことのできる制度編成の種類を整理した。 

教育委員会による対応策は、第一章第五節において論じた、バウチャーモデルにおける
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学校へ効果を生み出す仕組み（図表 1-9）とほぼ共通している。第一章の問題設定では、供

給体制の変化が①供給者への効果と③利用者への効果を作り出し、供給者の変化が②利用

者への波及効果を生み出す、と説明した（図表 1-7）。教育委員会の編成手段は、③利用者

への効果も生み出すが、同時に、①学校への変化を作り出すのである。 
また、第一章第二節において、学校制度における供給体制の変化は、教育委員会が、利

用者に対して選択権を与え、学校に対して自律的な経営権を与えることであると説明した

（図表 1-5）。この二つの権限を付与する制度として作られたものが、「学校選択制度」と「分

権的経営制度」である。その他の諸制度や施策の編成は、供給体制の中で、この二つの制

度に連動しながら、効果を発揮するものと考えられる。言い換えれば、学校選択制度と分

権的経営制度の二つが、各供給体制におけるメインの制度として存在し、他の諸制度およ

び施策は、これらに付随して併用されたり、されなかったりするものである。 
さらに、教育委員会は、供給体制の効果を発揮させるための多様で細かな施策の導入や

運用レベルでの工夫を実施することができる。そこには、学校選択制度と分権的経営制度

以外の各種の制度を新たに導入するかどうかという大きなレベルの編成手段の他にも、導

入されたそれぞれの制度の細部をいかに工夫するかという小さなレベルの編成手段が考え

られる。 
 つまり、どのような選択制度がよいか、あるいはどのような分権的経営がよいのか、と

いった問題は、単に諸制度を導入しているか否かの違いだけで判断できるものではない。

効果を生み出す要因として、諸制度を導入しているかどうかに加え、どのような編成（ア

レンジ）を行っているのかという点も同様に重要である。学校選択制度と分権的経営制度

を導入するか否かという部分と、どのような諸制度や諸施策を連動させるかという部分の

二段階の編成手段が、公共サービス供給における大きな意味での制度的要因になると考え

られる6。 
 
したがって、学校制度改革おける選択制度に関する分析枠組みを設定する際には、次の

点を分類することが重要である。 
第一に、学校選択制度が導入されているかどうかという点である。これは、利用者に対

し学校の選択権そのものが付与されているか否かという違いである。第二に、分権的経営

制度が採用されているかどうかという点である。これは、選択制度からは独立した制度で

あるが、利用者が選択を行った学校が自律的な経営が可能かどうかを判断する基準となる。 
第三には、この二つ以外の諸制度（例えば、学校評価制度や情報公開制度など）が導入

されているかどうかの違いである。そして第四に、それら諸制度にどんな運用上の工夫が

なされているかということである。 
制度的側面に関しては、選択制度採用の有無の組合せと、その編成の内容の違いが、よ

い成果を出す事例とそうでない事例を分ける要因になると考えられる。本稿では、以上に

述べたような教育委員会の制度編成が、政策効果を構成しているものとする。 
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他方、学校による経営改善は、政策効果の経営的側面を構成するものであると考えられ

る。学校内部においても多様な経営改善の工夫や方法があり、学校自身の経営改善が②利

用者への波及効果を作り出すといえる。そして、学校の経営的側面の大部分は、学校自身

の「マネジメント」を達成することに他ならない。次項では、学校のマネジメントの構成

要素について整理する。 
 
 
  ５．学校のマネジメント7 
 以下では、学校運営を分析するための枠組みについて整理する。経営活動において重要

となる要素を「マネジメント」と呼ぶことにする。これらはサービスの実施効果に関して、

最終的に経営的側面として構成される。 
 経営学において初めて「マネジメント」の議論を提示したP.F.ドラッガーによれば、マネ

ジメントは、三種類の要素に大分される8。第一に、目標設定と管理である。第二に、権限

と責任の委譲である。第三に、トップマネジメントである。以下、順に学校におけるマネ

ジメントの構成要素を説明する。 
 
  （１）目標設定と管理 
 ここでの管理とは、従来の直営モデルの学校のような法規に従った管理活動を指すので

はない。マネジメント第一の要素である「目標設定と管理」とは、まず活動の目的、すな

わち成果を定義し、達成目標を設定し、目標の優先順位と評価の尺度を定め、評価結果を

用いて次の目標へとフィードバックし、それらの最終成果を公表するという一連の活動を

意味する。 
 さらに重要なことは、この活動プロセスの各段階において、どのような成果を定義する

か、どのような目標や評価基準を設定するか、あるいは何を優先順位とするかという、各

段階における“どのような”に当たる部分である。具体的な内容を学校現場が決定し、成

果の達成に向かって活動することが、経営を改善していくプロセスにつながっていく。こ

の点を「戦略性」と呼ぶならば、学校運営に必要なマネジメント要素の第一は、戦略性を

伴った経営手法の導入である。 
 例えば、年に数回のサイクルで評価の公表や目標の更新が行われれば、そうでない学校

に比べて、学校内の変化や子どもに及ぼす効果は異なってくるはずである。また、各種計

画の中で、どれを優先的に取り組むかを決めることで、ヒト・モノ・カネ・時間・情報な

どの資源を有効に活用し、部分的には高い成果を出すことができると予想される。 
 
  （２）権限と責任の委譲 
 戦略的経営とは別の方法で成果を生み出すもう一つの方法は、学校内部で仕事を分権化
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公式権限と地位 

対人関係の役割 
 看板 
 リーダー 
 リエゾン 

情報関係の役割 
 モニター 
 伝達役 
 スポークスマン 

意思決定の役割 
 企業家 
 障害処理 
 資源配分 
 交渉 

図表 2-3 マネージャーの役割 

して管理することである。仕事の権限と責任を教育現場に委譲することによって、教職員

のモチベーションを活かしながら活動量を最大化でき、かつ、管理職の職務も減らせるこ

とから、仕事の能率を上げることができる。 
 実際、権限委譲のメカニズムについては、学校組織においては浸透しやすい。教職は教

育活動の専門性を有するので、本来的に責任が現場に下ろされているからである。 
 ただし、供給体制が直営モデルから分権モデル、バウチャーモデルへと変化するに従い、

これまでの職務環境からどのような状態に変化するのかという問題は残る。例えば、学校

の活動が多様化すると、従来の公務分掌の仕組みはどう変化するのか、あるいは、中間的

な職位として主幹や副教頭などはどのように機能するのかといった点である。また、教員

が多忙化したり、教育現場に多様な人材が供給されたりする場合には、現在の職員同士の

タテやヨコとのつながり、教員の同僚性や専門性、個性といった要素は、どのように変化

するのかという課題が考えられる。 
 
  （３）トップマネジメント 
 最後に、学校のトップマネジメントが挙げられる。 
 これは本来ならば、学校におけるトップマネジメント機能を指す。しかし、トップマネ

ジメント機能には、学校長だけでなく、管理的職務に当たる教頭（ないし教務主任）や学

校理事会の役員のようなトップマネジメント組織も含まれる。しかし、とりわけ学校長の

立場はそこから区別しておく必要がある。日本の学校経営においては、校長の権限や校長

の果たす役割が非常に大きいからである。本稿では、学校の意思決定機能についてはトッ

プマネジメントと呼び、学校長の管理的な行動について特に説明する場合は、校長のリー

ダーシップと呼んで区別する。 
 実際、学校経営において、校長のリーダーシップが発揮され

る場面は多い。戦略的計画を立てたり、選択制において入学者

獲得のために学区へＰＲをしたり、教育委員会への予算獲得や

地域への協力要請のために渉外活動を行ったり、学校説明会や

行事などで自ら情報を発信したりする。トップマネジメント機

能の中で校長の果たす役割がどう変化しているかという点に注

目する必要がある。 
 この点に関して、校長のリーダーシップの変化を捉えるため

に、マネージャーの役割を研究し、管理活動を構造化した H.ミ
ンツバーグによる枠組みが参考になる。 
 ミンツバーグによれば、マネージャーの行動要素は、マネー

ジャーに与えられたフォーマルな地位と権限によって、三つの

対人関係の役割をもたらし、これらの役割が三つの情報上の役

割を生起させ、この二組の役割によって四つの意思決定の役割
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を演じることになるという。（図表 2-3）9  
対人関係の第一の役割は、「看板」の役割である。トップマネージャーは公式に関わる全

ての行事について代表するという任務がある。第二の役割として、「リーダー」の役割があ

る。これは動機付けや人員配置など、主に部下との関係である。第三に「リエゾン（連結）」

の役割があるという。同僚や組織外の人たちとの交流によって援助と情報を得る役割であ

る。 
 これらの対人関係によって、各種情報がマネージャーにもたらされる。マネージャーは

対人関係の中で、「監視」、「伝達」、「スポークスマン」という三つの役割を果たすことにな

る。 
 そして、対人関係と情報によって、マネージャーはフォーマルな権限を使い、「企業家」、

「障害処理」、「資源配分」、「交渉」という意思決定の四つの役割を果たす。ただし、ミン

ツバーグによれば、これらマネージャーの 10 の役割は統合化されており、それぞれの役割

は不可分にできないという10。 
 ミンツバーグの枠組みは、校長のリーダーシップのどの部分が変化しているのかを明ら

かにする上で有用である。実証段階では、しばしば“校長のリーダーシップが重要になる”

と言われる場合の変化とは、具体的にどんな内容を指すのかという点を考察する。 
加えて、その他のトップマネジメント組織、例えば教頭や学校理事会などの役割はどの

ように機能しているのかという点も注目する必要がある。特に、学校理事会（＝学校運営

協議会）のような意思決定機関は、日本ではまだ導入されたばかりであり、その活動の効

果が注目できる。また、理事会役員と校長との関係、ないし教育委員会との関係について

も、権限のバランスやその用いられ方も重要な要素となる。 
 
 以上、学校のマネジメントの要素を整理した。既に述べたように、学校のマネジメント

は、学校（供給者）自身の効果を作り出すといえる。マネジメントの達成により経営改善

が促されれば、最終的に②利用者への波及効果に結びつくことができる。 
 学校が改善されることで子どもが受ける利益とは、子どもや保護者による直接の選択的

動機を除いた部分の効果である。これには、子供の学力向上や教育的効果以外にも、公立

学校に何を望むかという点、例えば地域貢献といった成果なども含まれる。学校のマネジ

メントの影響によって、それらは最終的には、情報公開によって新しい利用者の選択の参

考とされ、校長や学校理事会等での経営判断の材料となる。 
 
 

 ６．学校制度に関する分析枠組みの設定 
以上の供給制度における構成要素を基に、教育における①供給者への効果と、②利用者

への波及効果を分析するための枠組みを整理する。 
本稿の分析枠組みは、三つの枠組みによって構成される。 
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一つは、学校制度改革における制度や施策の導入、編成といった様々な対応策について、

教育委員会と学校の主体別に整理した枠組みである（図表 2-4）。 
二つ目は、同様に各主体別に分けられた対応策を、教育サービスの評価の側面から整理

した枠組みである（図表 2-5）。 
そして、三つ目は、改革の制度的側面を構成する「学校選択制度」および「分権的経営

制度」の採用の有無と、経営的側面を構成するマネジメントの達成度の違いによって、学

校ごとの効果を分類するための枠組みである（図表 2-6）。 
以下、それぞれ順を追って説明していく。 
  

A：教育委員会と学校による対応策 
第一章で示された日本の学校制度改革を主体別の対応策に分けると、下の図表 2-4 のよう

にまとめられる。 
まず、教育委員会による制度の編成であるが、子ども・保護者の選択行為の前段階では、

学校間の「競争環境の整備」に重点が置かれる。選択前において、教育委員会は、学校へ

事前審査、情報提供などをして準市場の形成を行うことができる。他に、規制緩和や多様

化政策によって供給者の取引費用や動機付けを調整できる。学校間格差を抑制するために、

特定の学校に対して補助や料金・利用者選抜の規制を行うことができる。 
 

図表 2-4 学校システムにおける供給者への効果と利用者への波及効果 

 学校への効果 
利用者への波及効果 

選択前 選択後 

教育委員会の 

制度編成 

1.準市場形成    

2.情報    

3.取引費用    

4.動機付け    

5.意図せざる効果    

学校の 

マネジメント 

(1)目標の設定と管理    

(2)権限と責任の委譲    

(3)トップマネジメント    

 
もう一つの教育委員会による制度編成は、利用者の選択行動後における「説明責任」を

強化する方策である。選択後に教育委員会が行うのは、主に学校に評価や報告を課すこと

である。その他にも、運営の際に、人事と財政の調整を行う方法も考えられる。 
次に、学校のマネジメント活動についてである。学校が選択前に行うことは、戦略計画

の策定やマーケティング、広報活動などである。学校理事会や評議会のような意思決定機

関が設置されているかどうかも供給のマネジメントを高める方法となる。 
学校にとっての選択後の方策には、校長の役割強化や、職員の専門性向上策が考えられ



 
 

96 

る。他には、予算と計画との連動や教育委員会および子ども・保護者への情報公開を行う

ことが考えられる。 
最後に、子どもへの波及効果である。学校の経営改善を子どもへと波及させる方法には、

学校評価や情報公開等が挙げられる。要するに、学校のアカウンタビリティを示すことで

あるが、それらは学校への許認可や資格認定などによっても強化される。加えて、施設補

助や付加価値の提供、多様化政策は、利用者のニーズや要望を拡大することにもつながり、

選抜の規制などは利用者の権利保護につながる。 
学校のマネジメントの段階では、意思決定機関への参加や発言は、利用者のニーズ向上

に結びつく。職員の専門性向上策も最終的には利用者にとってのサービス向上となる。 
 
以上の枠組みは、主に各自治体教育委員会への調査や各学校への調査を行う際の基本的

な調査フレームとなる。各自治体における学校制度改革や学校経営改革は、どのような制

度や施策の導入、具体的な取り組みを行っているのかによって整理することができる。 
 
 

B：学校教育の効果から見た対応策 
次に、各主体による対応策が、学校教育の効果にどのような影響を与えるかという点か

ら枠組みを構成する。 
第一章の図表 1-8 で説明した学校教育の質、コスト、およびアカウンタビリティの各側

面と、教育委員会と学校の対応策との関連をまとめたのが図表 2-5 である。 
 

図表 2-5 政府の役割、供給者のマネジメントと教育サービスとの関係 

学校教育の側面 構成要素 教育委員会の制度編成 学校のマネジメント 

サービスの質 

子どもの能力の向上（結果） 

学校間の競争（プロセスと

公平性） 

  

サービスの効率性 

通学コスト 

選択コスト 

監視コスト 

  

サービスの 

アカウンタビリティ 

対政治システム 

対利用者 

対地域社会 

  

 
まず、子どもの能力の向上（結果）のために、教育委員会は、学力の向上をめぐる様々

な情報提供や指導勧告、研修制度などの施策を用意することができる。学校は、戦略計画

の策定、専門性向上策を採ることができる。また、子どもが受ける教育全体の目標に対す

るコンセンサスは、意思決定機関を設置することにより、そこで議論できるようにもなる。 
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 次に、学校間の競争（プロセスと公平性）についてである。適切な競争環境の整備のた

めに、教育委員会は選択制度の導入、政府による平準化、多様化政策、人事・財政の調整、

特定学校への補助、付加価値の提供などを行うことができる。学校は、ニーズ調査、事業

計画の評価を行うことにより、自らの競争力を高めることができる。 
 さらに、サービスの効率性に関しては、効率化を図るための教育委員会の編成手段とし

て、手続の緩和や監視、および補助が挙げられる。学校が効率性を高めるには、プロジェ

クト型予算や施設補助を得ることによって資金を円滑に活用できる。また、組織改革や IT
技術の導入によって仕事の労力を軽減できる。 
 最後に、アカウンタビリティについてである。アカウンタビリティは、教育委員会によ

る学校評価、情報公開、学校による意思決定機関の設置、報告書、広報活動などによって

構成される。 
 
 以上の枠組みは、実証段階において、各教育委員会や学校が、学校教育の向上にどのよ

うな施策や手法を用いているのかを調査し評価をするための枠組みとなる。 
 

 
C：学校への効果に関する制度的側面と経営的側面による分類 

 最後に、学校への改革効果が、どの程度の制度的要因と経営的要因によって作り出され

ているのかを分類する枠組みを設定する。 
この枠組みは、制度的要因の強弱の違い、ないし経営的要因の強弱の違いによって、学

校制度改革の効果を判別するために用いる。例えば、この枠組みにより、自治体ごとの供

給体制の中で、各学校がどの程度の効果を出しているのかを示すことができる。さらに、

自治体（供給体制）が異なっていても、学校ごとに改革の効果を比較することができる。

その枠組みは、図表 2-6 にようにまとめられる。 
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バウチャーモデル 直営モデル 

 
  図表 2-6 制度的側面と経営的側面による学校の分類 

 制度の採用 

学校選択制度と 

分権的経営制度 

学校選択制度のみ、あるいは 

分権的経営制度のみ 
制度なし 

（目
標
設
定
と
管
理
＋
権
限
と
責
任
の
委
譲
＋
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
） 

学
校
ご
と
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
達
成
度 

達
成
度
３
（＋
＋
＋
） 

   

達
成
度
２
（＋
＋
） 

   

達
成
度
１
（＋
） 

   

達
成
な
し 

   

※矢印（⇔）は、各モデルの中に置かれた学校の経営パフォーマンスの変化の範囲を表している。 

 
まず、供給体制の違いは、「制度の採用」によって区分される。すなわち、本稿では、学

校選択制度、もしくは分権的経営制度が採用されているかどうかに置き換えられる。その

組合せによって、自治体ごとの供給体制のモデル分け（バウチャーモデル、供給限定され

た学校選択もしくは分権モデル、直営モデル）ができる。 
そして、学校の経営力が高いか低いかの違いが、学校ごとの教育の効果に差をつくり出

すと考えられる。学校の経営力は、「学校ごとのマネジメントの達成度」に置き換えること

ができる。 
 したがって、図表 2-6 の枠組みによれば、表の上段左側に位置する学校ほど、改革後の学

校の変化が大きく、改革による学校への効果が高いと考えられる。逆に、表の下段右側に

位置する学校ほど、従来からあまり変化していないと見なすことができる。 
 
 

供給限定された学校選択 
もしくは 

分権モデル 
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第二節 理論的考察の総括 
 
 
 
以上の理論的考察では、公共サービスの供給体制の多様化をめぐって、学校教育におけ

る供給体制の原理的な整理とバウチャーモデルについての言説分析を手がかりに、現段階

の学校制度改革における論点を提示し、改革の効果を検証するための枠組みについて検討

した。そこで本節では、理論的考察の総括として実証分析に向けての課題の整理を行う。 
さらに本稿では、実証分析で得られた結果から、図表 2-1 で示した、サービス供給におけ

る制度的側面と経営的側面の影響関係についての考察を行いたい。つまり、「選択制度」と

「経営」の間に成り立つ関係を実証分析の結果から導き出すことで、両者の間に存在する

理論的な因果関係を明らかにしたいと考える。 
そして、第二章第一節で述べたように、国内のバウチャーないし NPM 研究では、これま

で改革の効果を生み出すメカニズムについての実証的な研究がなされていない。他方、教

育分野では、比較的早い時期から供給体制の多様化に関する論争が行われている。これら

教育分野における供給体制の準市場化の議論と、公共サービスにおける NPM の議論は、互

いに類似した論点を持っており、その課題は両者に重複していると考えられる。 
したがって、国内の教育分野における供給体制の多様化の状況を実証的に検証すること

は、バウチャーないし NPM 研究においても一定の実証的結論を得ることにもつながる課題

であるといえる。このことは、学校制度改革における「選択制度」と「経営」の間に成り

立つ理論的関係を導き出すことによって、 公共サービス供給において NPM を適用する際

の「選択制度」と「経営」の相互関係についての理論的貢献となりうると考える。 
 

 
１．実証分析に向けての課題整理 －バウチャーモデルによる学校への効果 
第一部の理論的考察では、学校教育の供給体制の変化による効果を検証する際の具体的

な研究課題を整理した。学校教育における供給体制の変化とは、従来の学校制度を「直営

モデル」の供給体制とし、学校選択制の導入により「制限されたバウチャーモデル」、分権

的経営の導入により「分権モデル」、そして、学校選択制と分権的経営の両方の導入により

「バウチャーモデル」という供給体制へと変化するという意味である。 
以下では、学校制度改革の効果を検証するための具体的な研究課題についてまとめる。

図表 1-7 のように、供給体制の変化によって「供給者への効果」と「利用者への波及効果」

が生じ、それらの効果によって最終的に「教育の成果」が生み出される。「教育の成果」は、

学校教育の質・効率性・アカウンタビリティという評価基準に照らし合わせて評価する。 
以上の五つの研究課題（供給者への効果、利用者への波及効果、学校教育の質、学校教

育の効率性、学校教育のアカウンタビリティ）は全て、現段階において仮説が提起される



 
 

100 

に留まっているため、実証によりその効果を確かめることは非常に重要であると考えられ

る。 
 
１「供給者への効果」 

まず、学校制度改革の効果を調べるために、「学校への効果」を検証する必要がある。改

革によって学校はどのような工夫をし、どう変わるのか、という点を調べる必要がある。 
また、地域に根ざした学校運営と利用者の学校選択とは、互いに対立・緊張関係にある

という考え方が示されている。そこで、実際にそのような問題が生じているのか、さらに

その問題を回避するためにどのような対策を採っているのかについて考察する。 
 

２「利用者への波及効果」 
次に、学校制度改革による「学校への効果」が、利用者の利益に結びつくのかを確かめ

る必要がある。バウチャーモデルの効果には、子ども・保護者へのダイレクトな影響だけ

ではなく、学校側に及ぼした影響が子どもへの利益や効果につながっていく場合がある。

利用者に対してどのような波及効果が見られるのか、この二つの経路を区別して検証する

必要がある。 
 

３「学校教育の質」に関する論点 
３－１ 公教育に対する影響 

子ども・保護者の選択や学校間の競争が導入された場合に、民主主義原理による公教育

としての一体性が保てるのかという批判がある。しかし、この批判が現在のバウチャーモ

デルにおいて当てはまるかどうか確かではない。実際の教育現場で、公教育と利用者のニ

ーズのどちらをどのくらい重視しているかが明らかにはなっていないため、調査が必要で

ある。 
３－２ 利用者の選択能力、地理的な制約などによる機会の不平等の可能性 

現段階のバウチャーモデルにおいて、利用者の選択能力の差、地理的な制約は生じてい

るのか、そして実際にどのような対応策をとるのが望ましいのかを明らかにする。 
３－３ 供給者による利用者選抜の可能性 

クリームスキミング（供給者による利用者選抜）の危険性については、国内のバウチャ

ーモデルの推進者、反対者共に、その可能性を指摘するだけで、実質的な対応策について

ほとんど議論されていない。したがって、政府による実際のクリームスキミングへの対応

策とその効果についての調査が必要である。 
３－４ 学校の多様性の創出、学校間格差への対応、学校参加との緊張関係 

学校選択の推進者は、利用者の選択やバウチャー使用によって学校を多様化できると主

張する。しかし、彼らはどのように多様化を保証するかの方策を示しておらず、学校間格

差の拡大、固定化への対応策についても、説得的な議論を回避している。また、参加制度
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などの学校改革案と、選択制度との関係を示しきれていないため、学校現場では実際にど

のような施策や工夫によって多様化を試みているのかを考察する必要がある。 
３－５ 教職員の専門性の向上 

学校選択の推進者は、学校選択によって学校改善が促されると主張する。しかし、バウ

チャーモデルにおいて、選択制と学校マネジメントが教員の専門性の向上にどのように結

びついているかの検証が十分に行われていない。したがって、この点も調査が必要である。 
 
４「学校教育の効率性」に関する論点 
４－１ 教育費の効率性 

学校選択論争では、バウチャーモデルの導入によって、財政的費用が増える、あるいは

減るとの主張がなされている。我が国の事例においては、コストについて実際に経費が削

減できるという主張は見られない。逆に、外国の例ではコストが増えるとの指摘もある11。

費用増加の可能性は未だ明らかでないことから、取引コストや監視コストがかさむかどう

かを確かめる必要がある。 
４－２ 教員の労力や時間的な面での効率性 

この点も費用と同様に明らかではない。制度改革の前と後で、教員の労力や時間的な面

にどのような変化があったのか、またどう対応しているかを調査する。 
 
５「学校教育のアカウンタビリティ」に関する論点 
５－１ 政治システム、地域社会との関係 

学校選択論争においては、学校選択制の導入により教育委員会の民主的統制を弱める可

能性があるとの指摘がある。さらに、学校選択制と地域に根ざした学校制度は、原理的な

緊張関係をもつという指摘もある。確かに、理論的には緊張関係があったとしても、ここ

で知りたい点は、それがどれほど深刻で重大な問題を残すのか、あるいは、軽微な緊張関

係で留まるのかといった点である。学校選択制における通常校、あるいはコミュニティ・

スクールのような学校では、これまでとは別のタイプの連帯を作り出す可能性があるかど

うかを検証することが必要である。 
５－２ 選択権の行使が選択以外の改善手段を弱めるかどうか 

利用者の選択権の行使により、学校の改善手段が「発言」や「参加」から「退出」へ移

行しているとの指摘があるが、分権的経営制度が利用者の発言や参加をどのように補い、

保障しているかについて考察する必要がある。また、選択権がそれらを保障するための、

学校に対する「おどし」の効果となっているか、あるいはそれによって弊害が出ているか

といった点を検証する必要がある。さらに、利用者の「声」が少なくなると改善が進まな

いとの指摘が理論的には示されているが、この点を政府と供給者はどのような方法で補っ

ているのかを把握する。 
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  ２．学校制度改革における「選択制度」と「経営」 
以上では、学校制度改革の効果を検証するための具体的な検証課題についてまとめた。

これらの課題が実証的な調査によって検証されれば、現段階の学校制度改革が効果を生み

出しているかどうかを示すことができる。 
そして、以上の課題を検証するためには、実地調査において、学校間の競争環境と各学

校の経営環境がどのように作られているのかを整理する必要がある。この点について本稿

では、学校間の競争環境は「教育委員会の制度編成（選択制度）」によって、各学校の経営

環境は「学校のマネジメント（経営）」によって作り出されているという仮説を提示した。 
さらに、選択制度と経営による改革効果の因果関係を明確にするために、本稿では教育

委員会と学校による諸施策や取り組みを、制度的要素と経営的要素とに分けて分析すると

いう枠組みを設定した（第二章第一節）。改革の効果は、教育委員会による編成が主に制度

的側面を作り出し、学校のマネジメントが主に経営的側面を作り出すという枠組みである。

そして、どのような改革の効果を生み出すかという違いは、この制度的側面と経営的側面

の効果の組合せによって決まると考えられる。 
 
そこで実際に調査を行うにあたって、予め、学校制度において実施されうる諸施策につ

いて、改革の「制度的側面（選択制度）」と「経営的側面（経営）」とに分類する作業をし

ておく。 
 まず、制度的側面である。改革効果の制度的側面は、主に教育委員会による選択制度の

導入や編成の影響が強く表れる。 
無論、それぞれの制度は、単独でも実施は可能である。ただし、注意すべきは、教育委

員会が単に諸制度を導入しているかどうかを確かめるだけでは、その効果を十分に検証で

きないという点である。実際の効果を検証するためには、サービスの供給体制に照らして

諸制度の構造化を行う必要がある。学校制度改革において、供給体制を変えることができ

る主要な制度は、学校選択制度と分権的経営制度である。まず、この二つの制度が、どの

ような制度設計によって導入されているかどうかを考察することが重要になる。 
かつその上で、この二つの制度と併用される諸制度ないし諸施策の機能を考察する必要

がある。学校選択制度や分権的経営制度と連動させるための、制度編成や運用上の工夫に

注目し、それぞれの施策が効果を生み出しているかどうかを考察する必要がある。 
 制度設計・編成をするための手段は図表 2-4 のような五つの要素から成るが、これらの要

素を含む具体的な施策は主に以下の図 2-7 のようにまとめることができる。本稿ではこれら

の諸制度によって「選択制度」を構成する。 
 
 
 選択制度 

（制度的側面） 

① 学校選択 
② 分権的経営 
③ 学校評価 
④ 情報公開 

図表 2‐7 選択制度の内容
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 制度的側面(1)：学校選択 

 学校選択制度は、政府が利用者、学校双方に対して採用できる中核的なシステムであり、

「準市場を作り出す規制」に属する。選択制の採用の可否自体がサービス実施の効果に大

きな違いを生み出すが、細かな編成の仕方によっても準市場の性質や競争の程度を変える

ことができる。具体的な例では、教育委員会による学校の多様化・平準化政策、特定学校

の補助、入学者選抜の規制、人事・財政の調整が行われているかどうかに注目する。 
  制度的側面(2)：学校参加・学校理事会・コミュニティ･スクール（分権的経営制度） 
 これは、経営の中身でなく、経営システムの設計に関する施策である。注意すべきは、

学校参加や理事会の導入が直ちに経営改善に直結するわけではなく、選択制度の中で分権

的経営を可能にするという意味で、制度的側面に該当する。 
  制度的側面(3)：学校評価 
 学校評価システムは、他の諸制度とリンクして機能する。どのような評価システムにす

るか、すなわち、評価項目、成果指標、評価者、被評価者、段階評価、フォローや賞罰の

設定の仕方によって、意図する効果が異なってくる。 
  制度的側面(4)：情報公開 
 教育委員会による制度編成のなかで「情報に関する規制」に当てはまる。学校情報の公

開をどのように義務付けるかによって、学校の説明責任など行動の仕方に変化を及ぼすこ

とが可能である。これにはニーズを把握するための学校評議員、子どもや保護者へのアン

ケート調査、学力調査、地域との懇談など、情報収集的側面も含まれる。 
 
 次に、改革の経営的側面である。もう一つの改革の効果は、主に学校内の経営変化によ

ってもたらされる。本稿では、学校の経営変化の度合いを図表 2-6 のように「学校のマメジ

メントの達成」という形で定義している。 
マネジメントの達成は図表 2-4 のような三つの要素から成るが、これらの要素を含む具体

的な施策は主に次の四つの教育活動分野に対して効果を作り出すと考えられる（図表 2-8）。  
 
 
 
 
 

 
 

 経営的側面(1)：教師によるいい授業、いいカリキュラム、いいクラスづくり 
 いい授業やカリキュラムは、学校教育の根幹に関わる点であるが、言い換えれば、この

要素は教員の採用、専門能力育成や研修をどのように行っているかということでもある。

図表 2‐8 マネジメントの内容

 

 

 

マネジメント 
（経営的側面） 

① いい授業、カリキュラム、クラス 
② 保護者・子どもの参加・協力 
③ 地域社会との連携 
④ 管理職のリーダーシップ 
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例えば、研修を計画的に行っている場合もあれば、個々の学校の判断に委ねられている場

合もあるので、経営的側面に分類する。また、教員との仕事の進め方（職場作り）や多忙

化に対する対応策も学校経営の大きな部分を占める。 
  経営的側面(2)：保護者・子どもの参加・協力 
 第二に、利用者としての子ども･保護者に対してどのような対応を行っているかである。

ニーズやクレームに対応したり、情報発信したり、時には支援や協力を仰いだりする工夫

は各学校で行われる。保護者の学校への信頼や保護者同士の横のつながりをどのように作

り出すかも含まれる。学校参加システムとの連動でどのような取り組みが見られるのかと

いう点も経営的側面に該当する。 
  経営的側面(3)：地域社会との連携 
 地域社会に対してどのような対応を行っているかという点も注目すべき経営的側面であ

る。学校参加制度や学校評議員など、制度をどう活かすかという意味で、地域社会へのマ

ネジメントは各種制度との相乗効果を作り出す。学校は地域への情報発信、協議・懇談、

あるいは意思決定をどのように行っているのか、「開かれた学校」や「地域に根ざした学校」

づくりのような取り組みによってどのような変化が見られるのか、について検証する必要

がある。 
経営的側面(4)：管理職のリーダーシップ 

 校長や教頭のリーダーシップは、経営的側面のトップマネジメントに相当する。制度を

どのように運用するか、あるいはどんな施策を採用するのかは、スクールリーダーが決定

権をもっていることが多い。また、教育委員会、教職員、保護者、地域の各方面に対して

行動指針を示すのもトップマネジメントの役割である。意思決定をどのように行っている

か。マネジメントの中で、相談や協議の機会は増えているのか減っているのか、指示や命

令、報告についてはどうなのか。学校評価や入学者の増減をどの程度意識しているのか。「我

が校」への愛着や学校の特色への意識は変化しているのか。近隣校をどのように意識して

いるのか、あるいは連携はとれているのかなど、経営の原動力となる要素として注目する。 
 
 

３．本稿における理論的貢献 －供給体制の変化が及ぼす効果 

本稿では、学校制度改革の効果を実証的に分析するに留まらず、供給体制が変化するこ

とによって「選択制度」や「経営」に影響を与え、それらが互いに影響を及ぼしあいなが

ら供給者や利用者に波及していくメカニズムを考察したい。そして、「選択制度」と「経営」

の間に成り立つ関係を実証分析の結果から導き出すことで、両者の間に存在する理論的な

因果関係を明らかにしたい。このことは、より一般的な公共サービス供給における供給体

制への理論的検討を加えることにつながり、NPM 改革全般に関わるバウチャーの効果につ

いての理論的な貢献ができると考える。 
本稿での実証分析結果から供給体制の変化の実態を考察するためには、次のような各レ
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ベルの検討を必要とする。すなわち、(1)供給体制の変化により、「選択制度」と「経営」は

どのような影響を受けたり与えたりするのか、(2)供給体制の変化によって「選択制度」や

「経営」は、どのように効果や成果を作り出すのか、そして、(3)その効果や成果は供給者・

利用者にとって、どのようなものなのか、という段階的な検討課題である。（図表 2-9 参照） 
以下この三段階の項目を、「供給体制の変化が及ぼす効果」の検証をする際の細目として

整理しておく。これらの項目は、本稿の理論的考察において既に提起した五つの実証的課

題（供給者への効果、利用者への波及効果、学校教育の質、学校教育の効率性、学校教育

のアカウンタビリティ）と重ねて検討することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （１）「選択制度」と「経営」に対するインパクト 図表 2-9 の(1) 
公共サービスの供給体制の変化が「選択制度」と「経営」に及ぼす効果を検証するため

に、本稿では、学校教育の供給体制の変化が「教育委員会による制度編成」および「学校

のマネジメント」に対して与える効果について考察する。 
さらに、それぞれ単独の効果だけでなく、両者が作り出す相互的な作用についても注目

しておく。つまり、選択制度から経営への作用、経営から選択制度への作用にも注目する）。 
 
 （２）「選択制度」と「経営」が作り出す効果 図表 2-9 の(2) 
次に、供給体制の変化がもたらす「選択制度」と「経営」へのインパクトは、どのよう

にして供給体制の変化に伴う「効果」を生み出すのかという問題である。これらは、供給

体制が変化した後、つまり、改革が行われた後の制度的な変化、および経営的な変化のメ

カニズムをそれぞれ考察することで明らかになる。 
例えば、学校制度改革の事例においては、本章第一節で整理したように、学校選択制や

分権的経営の導入に伴う、諸制度の編成や副次的な施策の併用、学校経営の各場面におけ

る運営の工夫などが、各種の編成手法や経営手法の変化を考察することで明らかになる。 
 
 （３）供給者、利用者に対する効果 図表 2-9 の(3) 
第三に、制度的側面ないし経営的側面によって生み出された効果は、供給者ないし利用

者に対し、どのような効果を及ぼすのかという部分である。 

（２） 

（２） 

選択制度 
（設計・編成） 

経営 
（裁量・運用） 

（図表 2-9：図表 2-1改） 

（１） 成果・効果 

（３） 



 
 

106 

これも、学校制度改革の実証分析を進めるにしたがって、重ねて明らかになる課題であ

る。第一章第三節（図表 1-7）で述べた利用者・供給者への効果、あるいは利用者・供給者

への波及効果が、どのような内容であるのかを明らかにすることによって、最終的に供給

体制の変化の実態が把握できる。 
 
 
 
以上、本節においては、第二部の実証分析につなげるための理論的考察のまとめを行っ

た。次章以降の実地調査および分析作業においては、これらの課題を検証していくことを

目的とする。 
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1   本稿では、サービスの選択を実施する制度を「選択制度」呼ぶ。分析する上では、利

用者の選択という行為に重点を置いているのではなく、選択に関する制度を行うとい

う意味で選択の概念を用いているためである。 
2   Pollitt [2003], p.41。ただし、ポリットによれば、そのような NPM のインパクトを

実際に測定することは未だ困難であるという点も指摘する。「マネジメントの能力そし

て（あるいは）柔軟性が改善されるという主張は、頻繁に作り出される。だが、これ

らはむしろ曖昧な概念であり、pin down や測定することが困難である。それらの主張

が間違っていないことは確かであるが、他の NPM 改革の手法では、監査および調査、

監視という意味で、しばしば官僚制的規制が増大することがある」と述べる。 
3   大住はこの特徴を NPM における「経営改革モデル」と呼んでいる（大住[2003]、6

頁、大住[2002]、第四章など）。また、上山による NPM 導入に伴う経営への影響につ

いての基本的な主張は、上山[1999]、上山[2003]序章 2 を参照されたい。 
4   本項目の枠組み「教育委員会による制度編成」を設定するにあたって、以下の文献を

参考にした。児山[1999a][1999b][2004]、Hansmann, H. [1987]、Le Grand, J. and 
Bartlett, W. [1993a][1993b]、Milgrom, P. and Roberts, J. [1992]、Propper, C. [1993]、
Williamson, O. E.[1975][1986]。 

5    Le Grand[1993]、19-34 頁。 
6   このような点は、青木昌彦による「制度的補完性」という議論から示唆を受けた（青

木昌彦[2001]、98 頁）。なお、橋野においても、「学校選択制が機能するか否かは、学

校選択制それ自体の性質のみならず、市区町村自治体が単独で選択できない他の複数

の公立学校制度との整合性に依存する。このことは複数の整合的な制度によって創発

する『制度的補完性』の存在の可能性を示唆する」と述べ、制度単独の分析では評価

できない点にも注目している（橋野[2005]、48 頁）。 
7   本項目の枠組み「学校のマネジメント」を設定するにあたって、次の文献を参考にし

た。後房雄[2003][2005]、大嶽秀夫[1997][1994]、児山[1999a]、白川一郎・富士通総

研経済研究所編著[1998]、辻中豊編著[2002]、寺澤正雄[1978]、ドラッガー・P．F．
[2000a][2000b][2000c]、真渕勝[2004]、Beatty, J. [1998]、Drucker, P. F. 
[1942][1954][1964][1965][1974][1990][1992][1993] 、Kotter, J. P. [1990] 、Hoopes, J. 
[2003] 、Lindblom, C.E. [1977] 、Mintzberg, H. [1973][1975] 、Tarrant, J. J. [1976] 、
Zaleznik, A. [1977]。 

8   Drucker, P. F. [1974] を参照。 
9   Mintzberg [1973], chap.3。 
10   「たとえば、あるマネージャーがリエゾン役をやめてしまうと、外部情報へアクセ

スを失うことになり、よい情報を発信することもできなければ、効果的な意思決定も

できなくなる」（Mintzberg [1973], 邦訳、96 頁）。 
11  渡邉聡[2003]、405 頁。 
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第三章 実地調査の概要 
 
 
第一節 調査対象の選定と調査方法 
本章では、公共サービス供給体制の変化が生み出す効果に関する実証分析を行うための、

実地調査の概要および方法等を説明する。 
 
 

１．調査対象となる学校の分類 
実地調査の具体的な実証分野として、公立の義務教育学校制度を取り上げる。国内の義

務教育段階の学校制度においても、既に多様なサービス供給の考え方や改革手法が導入さ

れ、実施されている。 
第一章第一節において、直営、分権、バウチャーという三つの供給体制を説明した。こ

れらは、「教育委員会」、「学校」、「子ども・保護者」の三者がどのような（規制を受ける）

関係の下に成り立っているかということを説明するモデルである。それぞれの供給体制の

違いは、教育委員会が学校および子ども・保護者に対する制度導入の有無によって表すこ

とができる。そして、日本の学校制度の場合、これら制度導入の内容を、大きく「子ども・

保護者への学校選択権」の付与と、「学校への自律的経営権」の付与として考えることがで

きる（図表 1-5）。 
 この整理をふまえて、実地調査では、子ども・保護者への選択権と学校への経営権をそ

れぞれ、「学校選択制度」と「分権的経営制度（地域運営学校）」の導入という形で整理す

る（図表 3-1）。 
              図表 3-1 調査フレームの分類 

 
 
 
 
 
 
 
そして、実証分析では（１）教育委員会によって学校選択制を導入している市町村とそ

うでない市町村による、住民や学校現場への制度編成の違いに着目する。 
そして（２）制度的に強い分権的経営が可能となる地域運営学校（コミュニティ・スク

ール）と、そうでない学校（通常校）による制度的側面の違いを検討する。 
さらに、実際の学校運営の過程で、各学校の経営に携わる経営者が、変化をどのように

捉えどんな対応策を講じているのか、またそのねらいは何であるのかを明らかにすること

子ども・保護者 学校 

学校選択制度 分権的経営制度（地域運営学校） 

 

教育委員会 
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を調査の課題とする。 
 
 
 ２．学校選択制度と分権的経営制度に関する外的要因と留意点 
課題を検証するにあたり、あらかじめ調査の枠組みの範疇に含まれない外的な要因が考

えられる。分析上の外的要因として、「地理的要因（都市化）」、「地域的要因（コミュニテ

ィの結束）」、「地域運営学校制度」の三点を指摘しておく。これらついては、本稿の調査フ

レームの中で考慮することが困難であり、解明のためには別のタイプの調査を必要とする。 
  
 地理的要因（都市化・市街化） 
嶺井らによる学校選択制の全国的な実施動向の調査によれば、都市化・市街化する（人

口が過密になればなる、近隣の学校数が多い）ほど選択の頻度が多くなるという傾向が見

られる1。都市化・市街化は選択制度に最も影響を及ぼす要因であると考えられる。 
ただし、都市化によって影響がより顕在化するのは、首都圏の自治体および県庁所在地

など市街化された地域に限られる。大都市部で起こる現象や傾向をその他日本の大部分の

地域に当てはめるわけにはいかないため、分析の際に選択制度における都市化要因は除外

しておく。 
 
  地域的要因（コミュニティの結束） 
自治会や商店街など地縁組織や住民組織のコミュニティ活動が活発な地域は、学校への

関わりが強くなる傾向が考えられる。あるいは、歴史的な基盤のある地域、住民の所得が

高い地区では、保護者などの学校参画意欲が高いことが予想できる。これは、学校の経営

に影響を及ぼす外的な要因になる。しかし、地域社会の意識の高さにより結果的に学校の

パフォーマンスが高かったり、評判が良かったりすることと、実際の学校の経営力が強い

ことは分析上区別しておく必要がある。 
  

 地域運営学校 
2004 年 9 月から制度化された新しいタイプの学校である「地域運営学校（日本型コミュ

ニティ・スクール）」は、現段階において学校への分権化が最も強く保障されている仕組み

である。 
ただし、この制度は、校長の上に学校運営協議会（いわゆる学校理事会）を置くことか

ら、それが直ちに校長の経営権やリーダーシップが強くなることを意味しない。教育委員

会から学校全体へ分権化がもたらされるという意味に限定して、本稿では分権的経営制度

に位置づける。 
なお、京都市における地域運営学校は、「京都方式」の地域運営学校と呼ばれ、校長の権

限を強める仕組みにアレンジされている。調査ではこの方式も分権的経営制度として考察
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に加える。 
 

 
 ３．調査校のタイプ分けと調査先の設定 
調査対象は、教育委員会が、学校選択制度を導入しているかどうか、および、その中の

各学校が地域運営学校を採用しているかどうかで、以下のように大きく次の四つのタイプ

に分けることができる。（図表 3-2） 
 
 （Ⅰ）学校選択制度があり、分権的経営制度のある学校 
 （Ⅱ）学校選択制度があり、分権的経営制度のない学校 
 （Ⅲ）学校選択制度がなく、分権的経営制度のある学校 
 （Ⅳ）学校選択制度がなく、分権的経営制度のない学校 
 
       図表 3-2 調査対象校のタイプ 

 学校選択制あり 学校選択制なし 

分権的学校  タイプⅠ学校  タイプⅢ学校 

通常校  タイプⅡ学校  タイプⅣ学校 

 
 

タイプⅠ学校：学校選択制度と分権的経営制度のある学校 
（学校選択制度＋地域運営学校） 

 このタイプの学校は、自治体が学校選択制度を採用しているなかで、分権的経営制度が

導入されている学校である。制度的には、子ども・保護者の選択行動と学校の分権的経営

が両立する仕組みとなっている。しかし一方で、利用者の移動は地域社会との連携を弱め

るなどの批判もあり、その評価は一定ではない。原理的には緊張関係をはらむ二つの制度

の中で、どのような学校運営が行われており、当事者の苦労や工夫はどんな点に置かれて

いるかを探る。 
なお、調査を行った 2007 年段階で両制度が並存している自治体は少なく、小・中学校を

合わせて８校しかない。だが、幸いにもこのタイプに当てはまる国内全ての学校を調査す

ることができた。調査したのは次の学校である。 
【タイプⅠ学校調査校】足立区立五反野小学校2、尾道市立土堂小学校、杉並区立桃井

第四小学校、杉並区立三谷小学校、杉並区立杉森中学校、杉並区立向陽中学校、杉並区立

井草中学校、杉並区立和田中学校、および杉並区教育委員会教育改革推進課 
 

  タイプⅡ学校：学校選択制度があり分権的経営制度のない学校 
（学校選択制度＋通常校） 
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 端的に言うと、学校選択制度を採用している自治体の学校である。学校選択制は、内閣

府が 2006 年に行った調査では小学校の 14.9％、中学校の 15.6％が導入している3。学校選

択制度下のほとんどの学校がタイプⅡ学校に該当することになる。ただし、学校によって

は、分権的経営に近い体制をとっていたり、通常の学校と変わらない運営をしていたりと

実態は多様である。また、教育委員会がどのような支援や制度を整えているかという点も

学校の運営に関係する。 
 なお、タイプⅠの学校に隣接する通常校は、このタイプⅡの学校である。タイプⅠとタ

イプⅡの学校を比較するために、地域運営学校に隣接する学校を対象とした。調査を実施

したのは次の学校である。 
 【タイプⅡ学校調査校】瀬戸市立品野台小学校、瀬戸市立下品野小学校、尾道市立長江

小学校、尾道市立日比崎小学校、足立区立千寿第五小学校、足立区立弘道小学校、足立

区立弥生小学校、杉並区桃井第一小学校、金沢市立大徳中学校、金沢市立高岡中学校、

金沢市立西南部中学校、金沢市立泉中学校、金沢市立兼六中学校、瑞穂市穂積小学校、

および尾道市教育委員会学校教育課、金沢市教育委員会教育総務課、杉並区教育委員会

学務課、瑞穂市教育委員会学校教育課 
 
  タイプⅢ学校：学校選択制度がなく分権的経営制度のある学校 

(指定校制度＋地域運営学校) 
 このタイプの学校は、学校選択制度を実施していない自治体において、地域運営学校に

指定されている学校である。文部科学省の発表によれば、全国の地域運営学校の指定状況

は、調査を行った 2007 年 4 月 1 日時点で推進事業の委嘱校を含め 195 校である4。タイプ

Ⅲ学校は、このうち学校選択制が導入されている自治体の地域運営学校 8 校を除いた学校

である。 
タイプⅢ学校では、利用者の選択を伴わない条件での分権的経営の内容を考察できる。

調査を実施したのは次の学校および教育委員会である。 
【タイプⅢ学校調査校】京都市立大原野小学校、京都市立御所南小学校、京都市立新町

小学校、京都市立朱雀第三小学校、京都市立高倉小学校、京都市立西陣中央小学校、京都

市立南大内小学校、京都市立洛央小学校、東海市立平州小学校、東海市立明倫小学校、お

よび京都市教育委員会地域教育専門主事室 
 
  タイプⅣ学校：学校選択制度がなく分権的経営制度のない学校 

（通学指定制度＋通常校） 
 タイプⅣの学校は、従来の通学指定された通常校である。 

この学校には、タイプⅢの地域運営学校に隣接する通常校も含まれる。本稿の調査では、

隣接する学校が変化することで、通常校はどのような影響を受けるのかを調査する。 
 また、従来の学校（通常校）は、学校選択制や地域運営学校を導入せずとも、校長のリ
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ーダーシップなどの経営的要素で学校改善を促すことも可能である。そこで学校選択制度

や地域運営学校が導入される以前の学校は、タイプⅣ学校の状態だと考えることができる。 
【タイプⅣ学校調査校】杉並区立和田中学校（地域運営学校以前の実践例）、東海市立渡

内小学校（タイプⅢ学校との隣接校）、および足立区教育委員会学校地域連携課 
 

 なお、従来の学校であるタイプⅣ学校は、聞き取り調査の性質上、他のタイプの学校と

の比較検討の基準となる学校である。例えば、下記の「学校経営に関するインタビュー用

質問表」を用いて聞き取りする際に、回答者に対しては、“いわゆる従来（以前）の学校と

比べて現在の学校はどのように変化したのか”という尋ね方をする。その場合、回答者に

とって供給体制が変化する以前（従来）の状態とは、このタイプⅣ学校が念頭に置かれる

であろう。したがって、タイプⅠ・タイプⅡ・タイプⅢ各学校における変化の度合いとは、

従来の学校であるタイプⅣ学校を基準に以前とどのくらい変わったのかという程度を示す

ものである。そのため、本稿の調査おいては隣接区域の通常校として比較することに加え、

供給体制の効果を測る重要な基点として扱っている。 
 
 
  ４．調査方法 
 調査方法は、インタビューを中心とする質的調査法を採用した。調査は 2007 年 4 月から

10 月にかけて市町村教育委員会および各学校に対して行った。学校へは「学校の経営を担

っている方（管理職）」を対象に、一時間程度の聞き取り調査の形式で実施している。 
その際、「学校経営に関するインタビュー用質問表」についても回答してもらっている。

インタビューの中に一定程度の統一的な質問を混ぜることにより、分析の精度を高めよう

とした。 
 
 
  ５．調査項目 
各教育委員会および各学校に対する調査項目は、以下のように設定した。ただし、各学

校において、データが未整備な箇所や該当する諸施策がない場合は項目を省いている。 
 
１．学校制度の概略 

１－１．学校区の概略 
１－２．制度導入の経緯 
１－３．学校の規模 
 

２．制度に対する教育委員会の役割（A；準市場形成に関して、B；情報に関して、C；取

引費用に関して、D；動機付けに関して、E；意図せざる効果に関して） 
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   ２－１．選択前の対応策の有無 
    A：事前調査、許認可制度、資格制度等 
    B：情報公開等 
    C：申請手続きの緩和等 
    D：平準化、多様化政策等 
    E：特定の学校への補助・援助、利用料や選抜の規制等 
   ２－２．選択後の対応策の有無 
    A：情報提供および指導・勧告等 
    B：事業経過報告・評価等 
    C：施設補助、付加価値の提供等 
    D：サービスの人事的・財政的な調整等 
    E：外部評価、意思決定機関の設置等 
   ２－３．利用者への波及効果への対応の有無 
    A：許認可、資格制度等 
    B：評価・情報公開等 
    C：施設補助、付加価値の提供等 
    D：多様化政策等 
    E：利用料・選抜の規制等 
 
３．学校のマネジメント（A；目標管理に関して、B；権限委譲に関して、C；トップマネ

ジメントに関して） 
   ３－１．選択前のマネジメントの有無 
    A：戦略計画の策定、広報活動、市場調査等 
    C：意思決定機関の設置等 
   ３－２．選択後のマネジメントの有無 
    A：教委への説明責任、事業経過報告・評価等 

B：教職員の士気、専門性の拡大策、多忙化など労働環境への対応等 
C：理事会の運営、管理職の役割向上策等 

   ３－３．利用者への波及効果への対応の有無 
    A：戦略計画への策定、広報、利用者への説明責任、予算との連動等 
    B：教職員の専門性拡大等 
    C：意思決定機関の設置等 
 
 なお、インタビューにおいて一定形式の質問を行うために、「学校経営に関するインタビ

ュー用質問表」にも回答してもらった。「学校経営に関するインタビュー用質問表」は次頁

のようなシートである。 
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学校経営に関するインタビュー用質問表 
作成：名古屋大学大学院法学研究科行政学研究室 

博士後期課程院生 石垣智宏 
本研究室では「保護者や地域のニーズや選択が学校の経営に及ぼす影響」について調査しております。 
質問A 地域社会に関する対応策およびその変化について次の質問にお答えください。 

１とてもそう思う ２ある程度そう思う ３変化なし ４あまりそう思わない ５ほとんどそう思わない 
1. 学校から地域や保護者へ情報を発信する機会が増えた 1 2 3 4 5 
2. 学校に対する地域からの意見や要望が増えた 1 2 3 4 5 
3. 地域との関係のとり方が難しく（複雑に）なっている 1 2 3 4 5 
4. 従来の学校情報とは違ったタイプの情報活動が増えた 1 2 3 4 5 
 
質問Ｂ 保護者に関する施策およびその変化について次の質問にお答えください。 

１とてもそう思う ２ある程度そう思う ３変化なし ４あまりそう思わない ５ほとんどそう思わない 

5. 学校や教育について保護者が考える機会が増えた 1 2 3 4 5 
6. 学校に対する意見や要望を出す保護者が増えた 1 2 3 4 5 
7. 保護者の学校を見る目が厳しくなった 1 2 3 4 5 
8. 学校への信用や信頼が増した 1 2 3 4 5 
9. 学校での保護者同士のつながりが強くなった 1 2 3 4 5 
10. 子どもの問題行動や学力など情報管理に気を使うようになった 1 2 3 4 5 
 
質問C 教職員の専門性・同僚性・責任意識の変化について次の質問にお答えください。 

１とてもそう思う ２ある程度そう思う ３変化なし ４あまりそう思わない ５ほとんどそう思わない 
11. 教員個々人の教育活動の振り返りや反省などの刺激になっている 1 2 3 4 5 
12. 教育活動について教員同士での連携や相互評価の機会が増えた 1 2 3 4 5 
13. 教育活動について教員の個性や特質が出せるようになっている 1 2 3 4 5 
14. 教員への各種研修の機会が増えている 1 2 3 4 5 
15. 子どもの関わりとあまり関係の薄い仕事が増えて多忙化している 1 2 3 4 5 
 
質問D 学校経営のトップマネジメントやリーダーシップについて次の質問にお答えください。 

１とてもそう思う ２ある程度そう思う ３変化なし ４あまりそう思わない ５ほとんどそう思わない 
16.学校の意思決定について相談や協議する機会が増えた 1 2 3 4 5 
17.上位職として現場への目標指示や指導、報告等を意識するようになった 1 2 3 4 5 
18.勤務校を自分の学校として意識することが強くなった 1 2 3 4 5 
19.以前より近隣の学校の教育活動を意識するようになる 1 2 3 4 5 
20.近隣の学校との連絡や連携がとりにくくなる 1 2 3 4 5 
21.学校の経営者として、次のどの要素への配慮が変わってきましたか （○でいくつでも選んでください） 

（国や教委の意向 ･ 地域社会の意向 ･ 外部の関係団体／市民団体の意向 ・ 世論やマスコミの意向 ・ 
社会的公正性 ・ 教職員の意向 ・ 組合の意向 ・ 児童生徒の意向 ・ 学校の評価の向上 ･  
入学者の増減 ・ 経費の削減 ・ 政治行政への説明） 

 ご協力いただきありがとうございました。
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1  嶺井・中川ら[2005][2007]の全国的な動向調査によれば、東京都内では私学を含め、指

定校以外の学校選択者数は多く、地方都市においては少ない。地方都市でも、市街化さ

れた地域では多くなっており、それ以外の地域では少ないという傾向が読み取れる。 
2  足立区立五反野小学校は、2013 年度より隣接するタイプⅡ学校の足立区立千寿第五小

学校と統合し、足立区立足立小学校となった。以下本稿では、調査時点の記録によって

分析を行うため、当時の校名をそのまま使用する。 
3  内閣府「教育に関するアンケート（教育委員会・学校法人アンケート）：学校選択制等

の実施状況に関するアンケート」（2006年11月27日）より。 
4  文部科学省「コミュニティ・スクールの指定状況（平成 19 年 4 月 1 日現在）」より。 
（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/003/001.htm） 
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第四章 実地調査結果（１） －制度導入の効果 
 
 
 
 本章では実地調査の分析結果について述べる。主に、学校教育の供給体制を変化させる

要因となる「学校選択制」と「分権的経営制度」について、それぞれの制度が導入された

際の効果について説明する。 
 
 
 
 
 
まず第一節において、各タイプ別の学校（タイプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢ学校）と通常

校（タイプⅣ学校）との比較を行う。 
その後、第二節から第四節までは、タイプⅠ学校、タイプⅡ学校、タイプⅢ学校の各組

合せによって、比較検討を行う。第二節では、学校選択制の有無の違い（タイプⅠ学校と

タイプⅢ学校）を比較する。第三節では、分権的経営の有無の違い（タイプⅠ学校とタイ

プⅡ学校）を比較する。第四節においては、学校選択制と分権的経営制度をそれぞれ単独

で導入した場合（タイプⅡ学校とタイプⅢ学校）の比較検討を行い、第五節では考察の総

括を行う。 
 
 
 
なお、本章の調査結果は、前章で示した「学校経営に関するインタビュー用質問表」の

集計結果を基に記述している。 
質問表では、各項目の質問について五段階評価で回答してもらっており、各項目の効果

をゼロ（変化なし）を中心として、を＋2・＋1・0・－1・－2 として処理した。質問に対

して肯定的変化が見られたと答えたら、正の効果として処理し、否定的回答に対しては負

の効果を及ぼすものと解している。つまり、プラスであれば順当な効果や変化がみられる

という意味であり、逆にマイナスであれば全く逆の効果や意図しない変化が見られるとい

う意味で解釈する。±０は、変化・効果を及ぼさないという意味である。（※なお、インタ

ビューの精度を上げるため、項目によっては回答者に逆の答え方をさせている質問もある。

その場合は「逆転項目」として、＋と－を反転させる処理を行っている。） 
回答者に対しては、“いわゆる従来（以前）の学校と比べて現在の学校はどのように変化

したのか”という尋ね方をした。その場合、回答者にとって以前（従来）の状態とは、タ

イプⅣ学校が想定されており、ここでの各タイプの学校における効果とは、タイプⅣ学校

 学校選択制あり 学校選択制なし 

地域運営学校 タイプⅠ学校 タイプⅢ学校 

通常校 タイプⅡ学校 タイプⅣ学校 
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を基準にどのくらい変わった（良くなった、あるいは悪くなった）のかという程度を示す

ものである。 
もっとも、「学校選択制」や「分権的経営制度」は導入されてからまだ日が浅いため、本

調査で得られる結果は、制度導入の初期段階のデータであることを断っておかなければな

らない。また第三章第一節で示したように、制度を導入している学校は、全国の公立学校

の一部であるため、サンプル数が乏しいことは事実である。従って、本調査では統計的な

結論を導くことはできない。そこで、本調査によって制度導入の効果を論証するのではな

く、現段階において現れている効果の可能性について把握したい。そして今後、制度導入

の期間が長期になり、導入校が増えていくことで、この効果の傾向の行き先がはっきりと

定まり、統計的に論証することが可能になると期待できる。 
また、本調査は各タイプの学校の経営者に対するインタビューという形で行われるため、

調査結果は回答者の主観に依存することは避けられない。そこで、主観的結果から客観的

性質を導くために、五段階評価の数値を利用する。各インタビュー項目の五段階評価の平

均値が、例えば＋1 以上であれば、回答者のほぼ全員が正の効果があると回答したことを意

味し、この場合には制度導入によって「正の効果が生じた可能性がある」と結論付けるこ

とができる。また、数値が＋2 に近づくにつれ、回答者の大多数が正の効果をかなり強く感

じていることになり、同じ＋1 以上の値でも平均値の推移を見ることで、制度導入による効

果の強弱の傾向を把握する材料の一つになると考えられる。 
 

以下の分析は、質問表から得られた集計データを基に行っている。調査結果の全体像を

まとめたグラフは章末に記載した。本章の記述と共に参考にされたい。 
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第一節 制度改革後の学校とそれ以前の学校との比較 
 
 
 
 本節では、まず、タイプ別学校ごとの単独の調査結果について説明する。 
 本稿調査は、学校選択制度下のいくつかの学校（タイプⅡ学校）、分権的経営制度を採る

学校（タイプⅢ学校）、その両者を伴う学校（タイプⅠ学校）の経営者に対する聞き取り調

査を基にしている。聞き取り調査では、各学校の経営者（管理職）に対し、「以前の学校と

比べて、学校選択制や分権的経営の導入による変化は見られるかどうか」という質問を行

った。 
経営者には、必ず「以前の学校と比べて」という比較の基準を想定してもらう必要があ

る。そのため、質問の際には、ここでいう「以前の学校」とは、選択制や分権的経営が導

入される以前の指定校制度における通常校（タイプⅣ学校）を指すものであることをあら

かじめ説明した上で、各項目に回答してもらった。 
したがって、数値やデータは、制度改革がなされる以前の学校に比べ、学校にどのくら

いの変化や効果をもたらしたのかを示している。考察の根拠は、あくまで学校経営者（管

理職）が変化や効果をどのように認識しているのかという度合いに基づくものであるが、

学校への効果を検証するにあたり、運営当事者であり責任者でもある学校経営者の回答結

果から判断することは一定の意味があると考える。 
 
以下、タイプⅠ学校、タイプⅡ学校、タイプⅢ学校における調査結果を順に検討する。 
各タイプ別学校による単独の調査結果の説明は、必然的に制度改革以前の学校（指定校

制度における通常校：タイプⅣ学校）との比較になると考えられる。 
 
 
 
  １．学校選択制と分権的経営制度を伴う学校（タイプⅠ学校）における効果 
 タイプⅠ学校は、学校選択制と地域運営学校が両方導入されている学校である。タイプ

Ⅰ学校の変化を表した調査結果を、図表 4-1 から図表 4-5 に示した。 
 

 学校選択制あり 学校選択制なし 

地域運営学校 タイプⅠ学校 タイプⅢ学校 

通常校 タイプⅡ学校 タイプⅣ学校 

 
図表の数値は、各質問項目の平均値を示してある。数値は最大値＋２から最小値－２の

間の変動域で示される（小数第四位以下を四捨五入）。以下では順に、教職員への効果、保
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護者および地域社会への効果、リーダーシップの変化を説明する。 
 
まず、教職員への効果についての結果である（図表 4-1）。 

 
図表 4-1 教職員への効果（タイプⅠ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ学校(8 校) 

教員の教育活動の刺激になっている +1.250 

教員同士での連携や相互評価が増えた +1.250 

教員の個性や特質が出せる +0.875 

各種研修の機会が増えた +1.000 

仕事が増えて多忙化している(逆転項目) ±0.000 

教職員への効果（平均値合計+10～-10） +4.375 

 
 タイプⅠ学校における「教職員への効果」の平均値合計が、＋10 から－10 の範囲の中で

プラス領域の中間値＋5 に近い＋4.375 になっている。これは、タイプⅠ学校における経営

者の大多数が、教職員への効果について、「ある程度変化している」と回答したことになる。

その中の「教育活動に対する動機付け」、「教員同士の連携」、「個性の伸長」、「研修機会の

増加」のどれを見ても、回答者のほぼ全員がプラスの効果があるという回答を行っている

ことが分かる。 
 また、教員の仕事の多忙化については、以前と「変化なし」という値になっている。す

なわち、学校経営者は、制度改革によって、教員の忙しさが増えているとも減っていると

もいえないという認識をもっていることを示している。 
 
次に、タイプⅠ学校における保護者への効果についてである（図表 4-2）。 
 

図表 4-2 保護者への効果（タイプⅠ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ学校(8 校) 

保護者が考える機会が増えた +1.375 

意見や要望を出す保護者が増えた +1.125 

学校を見る目が厳しくなった（逆転項目） -(-0.375) 

学校への信用や信頼が増した +1.500 

保護者同士のつながりが強くなった +0.875 

子どもの情報管理に気を使うようになった +0.875 

保護者への効果（平均値合計+12～-12） +6.125 

 
 「保護者に対する効果」の平均値の合計が＋12 から－12 の領域のうち、＋6.125 となっ
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ていることから、回答者のほぼ全員が「ある程度の効果がある」と回答していることにな

る。中でも、「保護者の考える機会」および「学校への信頼」の増加に関しては、＋1 を大

きく超えており、高いプラスの効果を感じている経営者が多いことが分かる。 
 また、「学校を見る目が厳しくなった」という項目については、以前の学校に比べて、若

干のプラス効果が見られることから、大部分の経営者は以前と変わらない、もしくは厳し

くなくなったと回答していることが分かる。 
 
図表 4-3 は、地域社会への効果をまとめたものである。 

 

図表 4-3 地域社会への効果（タイプⅠ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ学校(8 校) 

地域へ情報を発信する機会が増えた +1.875 

地域からの意見や要望が増えた +1.125 

地域との関係が複雑になっている(逆転項目) -(-0.375) 

従来の学校情報とは違ったタイプの情報が増えた +1.125 

地域社会への効果（平均値合計+8～-8） +4.500 

  
「地域社会への効果」を見ると、回答者のほぼ全員が、以前と比べて特に、学校から地

域に向けて情報発信する機会が増えていると強く感じていることがわかる。同様に、情報

の内容についても、以前の学校とは違ったタイプの情報が増えているとほぼ全員が答えて

おり、また同じ割合で地域からの意見や要望が増えていると回答している。 
 さらに注目すべきは、地域との関係が複雑になっているかどうかを尋ねた項目について

である。すなわち、この項目が若干のプラスの変化として認識されていることから、学校

選択制が導入されている学校であるにも関わらず、地域との関係は、以前と比べて変わっ

ていない、もしくはむしろ逆のプラスの効果が出ていると大多数の経営者が回答した結果

になった。 
 
図表 4-4 は、学校のマネジメントへの効果をまとめたものである。 

図表 4-4 マネジメントへの効果（タイプⅠ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ学校(8 校) 

意思決定で相談・協議する機会が増えた +1.250 

目標指示や指導・報告等を意識するようになる +1.250 

勤務校を自分の学校として意識するようになる +1.375 

近隣の学校の教育活動を意識するようになる +0.375 

近隣の学校と連絡や連携がとりにくくなる(逆転項目) -(-0.625) 

経営手法への効果（平均値合計+10～-10） +4.875 
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マネジメントに関するプラスの効果があるとほぼ全員が回答していることが、「経営手法

への効果」の平均値合計が＋4.875 であることから読み取れる。以前の学校から最も強く変

化しているのが、勤務校に対する意識の強さである。タイプⅠの学校どの経営者も、一定

の変化があると答えている。同様に、経営者自身が、相談協議する機会が増えたかどうか

（ボトムアップ機能）、および指示や報告を意識するようになったかどうか（トップダウン

機能）を尋ねた項目でも、共に以前の学校と比べてよい変化をしているとほぼ全員が回答

している。 
 さらに注目できるのが、近隣の学校と連携について尋ねた項目である。周囲の学校と連

携はとりにくくならず、むしろ連携は取りやすいという回答の方が多くなっていることが

分かる。「近隣校の教育活動を意識するようになる」という項目が、若干のプラスの効果が

ある点を踏まえると、制度改革は、周囲との関係に関しても以前と変わらないか、若干の

プラスの方向に効果をつくり出していると大多数の人が感じているようである。 
 
以上のタイプ I 学校への実地調査の結果から、制度導入によって「教員」、「保護者」、「地域

社会」、「経営手法」の全てに対して、プラスの効果が生じている可能性があると結論付け

ることができる。 
 
さらに図表 4-5 は、学校経営者が以前の学校に比べ、どんな経営要素について配慮や意識

を置くようになったのかをまとめたものである。 
 
図表 4-5 経営の重点・配慮事項（タイプⅠ学校：平均値） 

 

この部分についての質問では、複数回答を認め、各項目に回答があれば１ポイントとし、

項目ごとの合計の平均値を示してある。（したがって最大値は+1、最小値は±0 となる。例

えば、0.5 の値があればおおむね半分（5 割）の経営者が回答したと考えてよい。） 
 結果を見ると、タイプⅠ学校の経営者が重視する要素として、「地域社会の意向」、「児童

生徒の意向」、「学校評価の向上」を挙げており、これらの項目は、経営者の半数以上が重

視する結果となった。（例えば、地域社会の意向については八割以上、児童生徒の意向につ

調査項目 タイプⅠ学校(8 校) 調査項目 タイプⅠ学校(8 校) 

国や教育委員会の意向 0.375 組合の意向 0 

地域社会の意向 0.875 児童生徒の意向 0.750 

外部の関係団体・市民団体 0.125 学校評価の向上 0.625 

世論やマスコミの動向 0.125 入学者の増減 0.375 

社会的公正性 0.125 経費の削減 0.250 

教職員の意向 0.375 政治行政への説明 0.125 
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いては七割以上の回答率がある。） 
 その他、ある程度重視されている経営要素として、「国や教育委員会の意向」、「教職員の

意向」、「入学者の増減」についての配慮が見られる。 
 
 
  ２．学校選択制を伴う学校（タイプⅡ学校）における効果 
 次に、学校選択制のみを伴う学校についての調査結果である。タイプⅡ学校の経営者に

対するアンケート結果を図表 4-6 から図表 4-11 において示した。 
 
 
 
 
 
 
図表 4-6 は、タイプⅡ学校における教職員への効果についての回答結果である。 

図表 4-6 教職員への効果（タイプⅡ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅡ学校(16 校) 

教員の教育活動の刺激になっている +1.125 

教員同士での連携や相互評価が増えた +1.063 

教員の個性や特質が出せる +0.625 

各種研修の機会が増えた +0.938 

仕事が増えて多忙化している(逆転項目) -(+0.563) 

教職員への効果（平均値合計+10～-10） +3.188 

  
表より「教育活動への動機付け」、「教員同士の連携」、「個性伸長」、「研究機会の増加」

に関して変化が見られるとほぼ全員が回答していることが分かる。 
 教職員の効果のうち、唯一マイナスの効果を示しているのが、「仕事の多忙化」に関する

項目である。これは以前の学校と比べて、学校選択制においては教員が多忙化するという

変化をおよそ半数の人が感じていることを示している。この教員の多忙化に関する項目は、

他のタイプの学校と比較してどのような違いが生じているのかという点にも注目すべきで

ある。他のタイプ別学校との比較は、第二節以降で詳しく検討する。 
 
 続いて、図表 4-7 は、タイプⅡ学校における保護者への効果を示したものである。 
 
 
 

 学校選択制あり 学校選択制なし 

地域運営学校 タイプⅠ学校 タイプⅢ学校 

通常校 タイプⅡ学校 タイプⅣ学校 
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図表 4-7 保護者への効果（タイプⅡ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅡ学校(16 校) 

保護者が考える機会が増えた +0.875 

意見や要望を出す保護者が増えた +0.750 

学校を見る目が厳しくなった（逆転項目） -(+1.063) 

学校への信用や信頼が増した +0.875 

保護者同士のつながりが強くなった -0.188 

子どもの情報管理に気を使うようになった +1.188 

保護者への効果（平均値合計+12～-12） +2.437 

 
 保護者への効果についても概して一定以上の効果があると考えられる。学校経営者にと

って、学校選択制が「保護者が考える機会」、「保護者からの意見や要望」に対して刺激を

与えていると、約半数の人が認識している。また、学校側も「学校への信頼が増した」「情

報管理に気を使うようになった」との変化を認識している。 
 タイプⅡ学校と保護者との関係で注目すべきは、保護者に対するプラス効果がある一方

で、「学校を見る目が厳しくなった」や「保護者同士のつながりが強くなった」という項目

に関しては、マイナスの効果を示している点である。これは、以前の学校よりも、保護者

の考える機会や意見を述べる機会が増えているにもかかわらず、学校に対しては厳しい態

度や意見を持っている、あるいは、保護者同士のヨコの連携が弱くなっている可能性を示

すものである。これらの特徴についても、従来の学校だけでなく、他のタイプの学校にお

ける変化と比較することは有益である。 
 
 
次に、図表 4-8 は、地域社会に対する変化を示した項目である。 
 

図表 4-8 地域社会への効果（タイプⅡ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅡ学校(16 校) 

地域へ情報を発信する機会が増えた +1.375 

地域からの意見や要望が増えた +0.813 

地域との関係が複雑になっている(逆転項目) ±0.000 

従来の学校情報とは違ったタイプの情報が増えた -0.063 

地域社会への効果（平均値合計+8～-8） +2.215 

  
タイプⅡ学校においては、学校から地域への情報発信の機会が増加としたと、ほぼ全員

が感じている。また、地域からの意見や要望についても、半数以上の人が増えているとい

う認識を持っていると読み取ることができる。 
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 他方、以前とほとんど変化がないと認識されている項目は、「地域との関係が複雑になっ

ている」かどうかを尋ねた項目と、「従来の学校とは違ったタイプの情報が増えた」かどう

かを尋ねた項目である。これらの結果によれば、学校選択制度は、地域との関係を複雑に

するものではないと言えそうである。また、学校選択が導入されたからとはいえ、地域へ

の情報発信については、（その情報量は増加しているが）以前の学校とあまり変わらないタ

イプの情報を発信しているものと思われる。 
 
 
次に、タイプⅡ学校におけるマネジメントへの効果をまとめたものが図表 4-9 である。 
 

図表 4-9 マネジメントへの効果（タイプⅡ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅡ(16 校) 

意思決定で相談・協議する機会が増えた +0.500 

目標指示や指導・報告等を意識するようになる +0.750 

勤務校を自分の学校として意識するようになる +1.125 

近隣の学校の教育活動を意識するようになる +0.875 

近隣の学校と連絡や連携がとりにくくなる（逆転項目） -(-0.750) 

経営手法への効果（平均値合計+10～-10） +4.000 

 
タイプⅡ学校においても、総じてマネジメントへの効果があると考えることができそう

である。そのうち最も変化が大きいのが、自校に対する意識に関する項目である。ほぼ全

ての経営者は勤務校への意識の変化を認めていることがわかる。トップダウン、ボトムア

ップ機能に関する変化は、半数程度の人がその変化を認めているが、トップダウン機能の

変化（＋0.750）の方が、ボトムアップ機能の変化（＋0.500）よりも若干強く表れている

ようである。 
さらに注目すべきは、近隣校の教育活動にも意識が向けられるようになっていると思わ

れる点である。この値は先に述べたタイプⅠ学校と、後に述べるタイプⅢ学校と比べても

非常に高い（詳細は第二節以降で後述）。それと同時に、近隣校との連携のとりやすさにつ

いて尋ねた項目では、＋0.750 とプラスの効果を認識している人が過半数を超えている。つ

まり、学校選択制度下の幾つかの学校では、近隣校の動向について非常に気になっている

反面、連絡や連携については、むしろ以前よりスムーズになっていると言えそうである。 
 
 
続いて、マネジメントにおける配慮事項についてである（図表 4-10）。 

 

 



 
 

125 

図表 4-10 経営の重点・配慮事項（タイプⅡ学校：平均値） 

  
調査結果によれば、タイプⅡ学校の経営者にとって、「学校評価の向上」、および「地域

社会の意向」に関する配慮が高い。次いで、「入学者の増減」が続いている。これらの項目

は、半数以上の経営者が、以前の学校と比べて配慮するようになったことを意味している。

タイプⅡの学校で興味深いのは、児童生徒の意向よりも入学者の増減に意識が向く傾向が

あり、加えて、学校評価やマスコミなど外部からの目も意識していることがうかがえる。 
ちなみに、学校選択制において、地域社会の意向を配慮するのは、自校区からの入学者

を流出させないことを第一に考えているからであることがインタビューによって示されて

いる。 
 

 
  ３．分権的経営制度を採用する学校（タイプⅢ学校）における効果 
 最後に、分権的経営制度（地域運営学校）のみを採用している学校の効果について説明

する。タイプⅢ学校に関する調査結果を図表 4-11 から図表 4-15 にまとめている。 
 
 
 
 
図表 4-11 は、地域運営学校における教職員への効果をまとめたものである。 

 
図表 4-11 教職員への効果（タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅢ学校(10 校) 

教員の教育活動の刺激になっている +1.400 

教員同士での連携や相互評価が増えた +1.100 

教員の個性や特質が出せる +1.000 

各種研修の機会が増えた +0.600 

仕事が増えて多忙化している(逆転項目) -(-0.500) 

教職員への効果（平均値合計+10～-10） +4.600 

調査項目 タイプⅡ学校(16 校) 調査項目 タイプⅡ学校(16 校) 

国や教委の意向 0.375 組合の意向 0 

地域社会の意向 0.688 児童生徒の意向 0.313 

外部の関係団体・市民団体 0.125 学校評価の向上 0.750 

世論やマスコミの動向 0.375 入学者の増減 0.563 

社会的公正性 0.250 経費の削減 0.063 

教職員の意向 0.313 政治行政への説明 0 

 学校選択制あり 学校選択制なし 

地域運営学校 タイプⅠ学校 タイプⅢ学校 

通常校 タイプⅡ学校 タイプⅣ学校 
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 総じて、分権的経営は教職員に対してプラスの効果があると読み取ることができる。中

でも「教育活動に対する動機付け」に関しては、多くの経営者が強いプラスの効果を認め

ている。 
また、教員の多忙化については、以前の学校と比べて忙しくはなっていないというプラ

スの効果を約半数の人が認識している。 
 
次に、図表 4-12 は、分権的経営における保護者についての効果を示した。 
 

図表 4-12 保護者への効果（タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅢ学校(10 校) 

保護者が考える機会が増えた +1.000 

意見や要望を出す保護者が増えた +0.200 

学校を見る目が厳しくなった（逆転項目） -(-0.100) 

学校への信用や信頼が増した +1.100 

保護者同士のつながりが強くなった +0.800 

子どもの情報管理に気を使うようになった +0.500 

保護者への効果（平均値合計+12～-12） +3.700 

  
 「保護者が考える機会が増えた」、「学校への信頼が増した」、「保護者同士のつながりが

強くなった」という項目には、ほぼ全員の経営者がプラスの効果があると認識している。 
対して、「学校を見る目が厳しくなった」、「意見や要望を出す保護者が増えた」、「情報管

理に気を使うようになった」かどうかを尋ねた項目では、以前と比べてもあまり変化を感

じていないという結果を示している。この部分がタイプⅢ学校においては特徴的な部分で

ある。地域運営学校は、保護者に対して変化が強く現れる部分と、以前からあまり変化を

起こさない部分があると言えそうである。 
 
続いて、地域社会への効果を示したものが図表 4-13 である。 
 

図表 4-13 地域社会への効果（タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅢ学校(10 校) 

地域へ情報を発信する機会が増えた +1.900 

地域からの意見や要望が増えた +0.600 

地域との関係が複雑になっている(逆転項目) -(-1.100) 

従来の学校情報とは違ったタイプの情報が増えた -0.100 

地域社会への効果（平均値合計+8～-8） +3.500 
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 調査対象とした分権的経営制度とは、地域運営学校という仕組みであるだけに、地域へ

の情報発信量に関しては、格段に増えたとほぼ全員の経営者が認識している。同じような

理由から、地域との関係について尋ねた項目でも、複雑になっていない（≒良好な関係を

築いている）と感じているようである。 
 地域社会に関して特徴的なのは、従来の学校とは異なるタイプの情報が増えたかどうか

を尋ねた項目で、タイプⅢ学校においては、この項目は従来とあまり変化がないと認識さ

れているという点である。情報発信量が極めて増加しているという点を踏まえると、タイ

プⅢ学校では、これまでの学校の情報を地域社会に積極的に提供するようになったという

変化が起こっていると言えそうである。 
 
続いて、図表 4-14 は、タイプⅢ学校におけるマネジメントへの効果を尋ねた結果をまと

めたものである。 
 

図表 4-14 マネジメントへの効果（タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅢ学校(10 校) 

意思決定で相談・協議する機会が増えた +1.000 

目標指示や指導・報告等を意識するようになる +1.100 

勤務校を自分の学校として意識するようになる +1.500 

近隣の学校の教育活動を意識するようになる +0.200 

近隣の学校と連絡や連携がとりにくくなる(逆転項目) -(-0.700) 

経営手法への効果（平均値合計+10～-10） +4.500 

  
 総じて、タイプⅢ学校の経営者は、学校経営の「ボトムアップ機能」、「トップダウン機

能」、および「勤務校に対する意識の変化」に関して、プラスの効果があると認識している。

中でも、「勤務校に対する意識の変化」については、より強い効果を感じている傾向が見て

取れる。 
 また、タイプⅢ学校では、近隣校に対する意識は、以前の学校と比べあまり変化してい

ないと捉えている。しかし他方では、近隣校との連携が取りやすくなっているという変化

を感じている人が約半数にのぼる。これらを考慮に入れると、タイプⅢ学校では、近隣校

との競争意識ではなく、地域社会への経営的要因によって、近隣校との連帯意識が作られ

ているものと思われる。 
 
最後に、タイプⅢ学校における学校経営の重点・配慮事項に関する回答をまとめたもの

が図表 4-15 である。 
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図表 4-15 経営の重点・配慮事項（タイプⅢ学校：平均値） 

 
タイプⅢ学校において重視される項目として、「地域社会の意向」および「学校評価の向

上」への配慮が極めて高くなっている。地域運営学校の経営者の八割以上がこれらを重視

するようになったと答えており、変化が大きい経営要素であると考えられる。 
 また、「教職員の意向」、「児童生徒の意向」、「国・教育委員会の意向」に対して、約半数

の人が配慮すると答えている。 
 
 
 
  ４．小括 制度改革による通常校との比較 
 本節では、制度改革の効果が以前の学校（タイプⅣ学校）と比べて、どのような変化や

効果を生じているのかを説明した。 
 調査結果は、学校経営者自身の変化の捉え方、認識の仕方を表したものであるが、総じ

てどのタイプの学校、すなわち、学校選択制と分権的経営を両立する学校（タイプⅠ学校）、

学校選択制のみを導入している学校（タイプⅡ学校）、分権的経営のみを採用している学校

（タイプⅢ学校）においても、以前の学校と比べてプラスの効果が見られる可能性が高い

ことがわかった。これは、制度改革が、学校に対してプラスの変化をもたらし得るもので

あることを示している。 
各タイプ別の効果の特徴を見ると、とりわけ、タイプⅠ学校において、プラスの効果を

示す度合いが大きいといえる。また、タイプⅡ学校においては、多忙化などの項目につい

て若干のマイナスの効果が見られる。さらに、タイプⅢ学校においては、例えば地域への

情報発信の効果のように、項目によって以前の学校と比べ大きく変化している部分がある

一方で、逆に、保護者や地域からの要望などの面では、従来の学校とあまり変化していな

い部分があることが読み取れた。タイプごとの学校の違いによって、制度改革の効果には、

分野や項目ごとに一定の差が生じている可能性があることがわかる。 
 
そこで、次節以下おいては、タイプⅠ学校、タイプⅡ学校、タイプⅢ学校の結果を詳し

く比較検討する。比較は、各タイプの学校を二つずつ組合せることで行う。 

調査項目 タイプⅢ学校(10 校) 調査項目 タイプⅢ学校(10 校) 

国や教委の意向 0.400 組合の意向 0 

地域社会の意向 0.900 児童生徒の意向 0.400 

外部の関係団体・市民団体 0.200 学校評価の向上 0.800 

世論やマスコミの動向 0.100 入学者の増減 0.100 

社会的公正性 0 経費の削減 0.200 

教職員の意向 0.600 政治行政への説明 0 



 
 

129 

まず、第二節では、タイプⅠ学校とタイプⅢ学校の違いを比較する。これよって、同じ

分権的経営を採っているという条件で、学校選択制の導入の有無がどのような変化の差を

もたらすのかについて検討していく。 
第三節では、タイプⅠ学校とタイプⅡ学校を比較する。この比較によって、学校選択制

を同じ条件とした中での、分権的経営制度の有る無しによる改革の効果の違いを比較する。 
 第四節においては、タイプⅡ学校とタイプⅢ学校の変化の違いを比較する。この比較に

は、制度的な共通要素はない。だが、学校選択制と分権的経営制度のそれぞれの制度を単

独で導入した場合の変化や効果について比較検討できる。 
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第二節 分権化学校における学校選択制導入の違い 
 
 
 
 第二節は、学校選択制度下での地域運営学校（タイプⅠ学校）と、通常学区での地域運

営学校（タイプⅢ学校）を比較する。同じ分権的経営学校であっても、学校選択制度を導

入することよってどのような影響が生じるのかについて考察することができる。教職員へ

の効果、保護者および地域社会への効果、マネジメントの変化について順に比較する。 
 
 
 
 
 
 
  １．教職員の能力育成への対応策およびその変化 
 教職員への効果についてタイプⅠ学校とタイプⅢ学校を比較したものが図表 4-16 である。 

各質問項目の平均値を示してある。数値は最大値＋２から最小値－２の間の変動域で示

される。（小数第四位以下を四捨五入） 
 
  図表 4-16 教職員への効果（タイプⅠ学校、タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ(8 校) タイプⅢ(10 校) 差(Ⅰ-Ⅲ) 

教員の教育活動の刺激になっている +1.250 +1.400 -0.15 

教員同士での連携や相互評価が増えた +1.250 +1.100 +0.15 

教員の個性や特質が出せる +0.875 +1.000 -0.125 

各種研修の機会が増えた +1.000 +0.600 +0.400 

仕事が増えて多忙化している(逆転項目) ±0.000 -(-0.500) -0.500 

教職員への効果（平均値合計+10～-10） +4.375 +4.600 -0.225 

 
 
 タイプⅠ学校、タイプⅢの学校共に、教職員への効果は概して高いと感じているようで

ある。どの項目についても両者の間に大きな差は見られない。両タイプの学校は、学校選

択制の有無によって比較しているにもかかわらず、両者に違いがあまり見られないことか

ら、教職員への効果は、学校選択制度に由来するものではなく、分権的経営制度の効果で

あると推察できる。 
上の項目の中で多少特徴的なのは、「仕事が増えて多忙化している」かどうかを尋ねた項

目である。タイプⅠ学校が、変化なしと捉えているのに対し、タイプⅢ学校では若干、プ

 学校選択制あり 学校選択制なし 

地域運営学校 タイプⅠ学校 タイプⅢ学校 

通常校 タイプⅡ学校 タイプⅣ学校 
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ラスの効果として回答している。これは学校選択制度の違いによって生み出された差であ

ると考えられる。つまり、分権的経営制度の下では、学校選択制を導入しない方が、仕事

の効率が良いと感じている人が多いようである。この点については、同じく次節のタイプ

Ⅱ学校との比較においても説明する。 
 
 
 
  ２．保護者に関する対応策およびその変化 
 続いて、学校選択制度の有無による、保護者についての対応の変化を見てみよう。 
図表 4-17 がその結果である。 
 
  図表 4-17 保護者への効果（タイプⅠ学校、タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ(8 校) タイプⅢ(10 校) 差(Ⅰ-Ⅲ) 

保護者が考える機会が増えた +1.375 +1.000 +0.375 

意見や要望を出す保護者が増えた +1.125 +0.200 +0.925 

学校を見る目が厳しくなった（逆転項目） -(-0.375) -(-0.100) +0.275 

学校への信用や信頼が増した +1.500 +1.100 +0.400 

保護者同士のつながりが強くなった +0.875 +0.800 +0.075 

子どもの情報管理に気を使うようになった +0.875 +0.500 +0.375 

保護者への効果（平均値合計+12～-12） +6.125 +3.700 +2.425 

 
 保護者が考える機会が増えているか、学校への信頼が増したかどうかを尋ねた項目に

おいては、タイプⅠ学校の方がタイプⅢ学校よりも効果を強く感じているようである。 
タイプⅠ学校とタイプⅢ学校で最も違いが見られた項目は、「意見や要望を出す保護者が

増えた」かどうかについて尋ねた項目である。タイプⅠ学校が、意見や要望が多く出てい

ると回答しているのに対して、タイプⅢ学校ではあまり変化していないという回答結果と

なった。つまり、選択権が与えられるとより意見や要望が出る傾向があるようだ。同じ地

域運営学校であっても、選択制度の有無の違いで保護者への効果に差が出ていることが示

されている。つまり、保護者へのインパクトは、学校選択制導入の側面が働いていると思

われる。 
 また、子どもの情報管理に気を使っているかどうかでは、タイプⅠ学校の方が若干気を

使っていると言えそうだ。 
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３．地域社会に関する対応策およびその変化 
地域社会への対応については次のような結果になった。（図表 4-18） 

  図表 4-18 地域社会への効果（タイプⅠ学校、タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ(8 校) タイプⅢ(10 校) 差(Ⅰ-Ⅲ) 

地域へ情報を発信する機会が増えた +1.875 +1.900 -0.025 

地域からの意見や要望が増えた +1.125 +0.600 +0.525 

地域との関係が複雑になっている(逆転項目) -(-0.375) -(-1.100) -0.725 

従来の学校情報とは違ったタイプの情報が増えた +1.125 -0.100 +1.225 

地域社会への効果（平均値合計+8～-8） +4.500 +3.500 +1.000 

  
まず、学校から地域への情報発信機能については、タイプⅠ・タイプⅢ学校共に、どの

学校も制度導入による効果を強く感じているようである。しかし、地域からの要望を受け

入れる点については、タイプⅢ学校は、タイプⅠ学校ほど効果を感じていない傾向がある。

したがって、選択権のない学校における地域との関係では、地域からの要望を受け入れる

よりも、学校から情報を発信する活動に注意が払われているようである。 
 次に、「地域との関係が複雑になる」かどうかについては、両タイプとも、以前とあまり

変わらないと感じていると思われる。 
従来の学校情報と違ったタイプの情報を出しているかどうかについても、タイプⅠでは

情報発信の仕方が変わったと感じているのに対し、タイプⅢ学校は以前の学校と比べて変

化をほとんど感じてはおらず、情報の出し方に変化はないと考えているようである。つま

り、学校が選択される立場になると、今までと同じような情報発信では現状に対処できな

い可能性が示されている。 
 
 
  ４．学校のマネジメントの変化 
 次に、トップマネジメントやリーダーシップなどの経営手法の変化について比較したも

のが、図表 4-19 である。 
 
  図表 4-19 学校経営手法の変化（タイプⅠ学校、タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ(8 校) タイプⅢ(10 校) 差(Ⅰ-Ⅲ) 

意思決定で相談・協議する機会が増えた +1.250 +1.000 +0.250 

目標指示や指導・報告等を意識するようになる +1.250 +1.100 +0.150 

勤務校を自分の学校として意識するようになる +1.375 +1.500 -0.125 

近隣の学校の教育活動を意識するようになる +0.375 +0.200 +0.175 

近隣の学校と連絡や連携がとりにくくなる(逆転項目) -(-0.625) -(-0.700) -0.075 

経営手法への効果（平均値合計+10～-10） +4.875 +4.500 +0.375 
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 マネジメント機能に対しては、タイプⅠ学校、タイプⅢ学校共に、制度の変化による効

果を同じように感じているという結果になった。分権的経営が認められたため、経営手法

に対して意識が向けられるのは当然の結果である。細かく各項目比較しても、両者の間に

大きな違いは見られない。 
総じて、タイプⅠ学校・タイプⅢ学校の両者ともに、全体的にタイプⅣ学校（通常の学

校）と比べて経営スタイルを変化させている要因は、学校選択制よりも分権的経営の導入

に由来していると言えそうである。 
 
次に、経営の重点事項、配慮事項についてはどうだろうか。各学校の経営者はどのよう

な点を重視したり、何について配慮したりしているのかをまとめたものが、図表 4-20 であ

る。 
 
図表 4-20 経営の重点・配慮事項（タイプⅠ学校、タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ(8 校) タイプⅢ(10 校) 差(Ⅰ-Ⅲ) 

国や教委の意向 0.375 0.400 -0.025 

地域社会の意向 0.875 0.900 -0.025 

外部の関係団体・市民団体 0.125 0.200 -0.075 

世論やマスコミの動向 0.125 0.100 +0.025 

社会的公正性 0.125 0 +0.125 

教職員の意向 0.375 0.600 -0.225 

組合の意向 0 0 0 

児童生徒の意向 0.750 0.400 +0.375 

学校評価の向上 0.625 0.800 -0.175 

入学者の増減 0.375 0.100 +0.275 

経費の削減 0.250 0.200 +0.05 

政治行政への説明 0.125 0 +0.125 

 
これらを見ると、学校選択制があるかどうかの違いで、配慮事項に若干の違いが見られ

る項目がある。「教職員の意向」と「児童生徒の意向」の項目では、両タイプの学校で配慮

する傾向が逆転していることが読み取れる。これは、タイプⅢ学校では学校が選択される

立場にないので、「教員への意向」を重視して経営を行えばよい面があるが、タイプⅠ学校

は選択される立場にあるため、選ばれるためには「児童生徒の意向」により配慮した経営

をする必要があるためと思われる。この傾向は、タイプⅠ学校の方が、「入学者の増減」を

若干強く意識していることと連動していると予想される。 
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  ５．学力との関係 
 次に、学校選択制や分権的経営制度と学力との関係について考察する。 
 残念ながら、地域運営学校があり、かつ学校選択制の導入されていない自治体において、

学校別の学力調査結果を公表している自治体は今のところない。利用者の選択が行われな

いいわゆる指定校制度では、個々の学校ごとの学力情報を公表するメリットは小さいと考

えているからであろう。したがって、学力の結果的なデータは手に入れることができなか

った。そのため、タイプⅠ学校とタイプⅢ学校の学力を比較することができなかった。 
そこでこの点をフォローするために、インタビューにおいて、地域運営学校が学力を向

上させる作用として働くかどうかを尋ねた。するとほとんどの回答者が「意識はあるが、

実際にあまり関係ない」と答えた。学校運営において学力向上が関係するのは、やはり個々

の学校長が、授業改善や授業研究への取り組みに意欲的であることが大きな要因だという。

また、国や教育委員会が指定する学力向上プラン重点校などに採用される、あるいは教育

長や自治体全体の改革推進力により、自治体全体が学力向上策に傾くなどの力が働くこと

も関係するという。つまり本稿の枠組みでは、学力は分権的経営制度には直接の因果関係

を持っていないと考えられる。 
ただ、学力情報についての意識には違いがあるようだ。本稿調査により、学校選択制度

のある自治体では、学力調査や教育実践結果を利用者に公開したり、その説明を工夫した

りする事例が見られた（詳しくは、次節以降で詳述）。要するに、タイプⅢ学校の経営方針

では、学力を情報公開するかどうかについてほとんど意識を払っておらず、結果を公開し

て経営サイクルにつなげるかどうかという意味では、あまり重要視していない要素である

ことを示している。また、それとは逆に、タイプⅠ学校のように学校選択制を導入してい

る学校では、学力情報は評価の際に必要な指標であり、利用者にとって重要な情報の一つ

となっているとも考えられる。 
 
 
  ６．小括  －地域運営学校における選択制度の有無の違い 
 以上本節では、タイプⅠ学校とタイプⅢ学校の違いを中心に比較した。本節で考察した

のは、学校選択制度の有無が分権化学校にどのような効果や変化を与えるのかという点で

ある。教職員、保護者、地域社会、マメジメント、学力の各側面について、それぞれ次の

ようにまとめておく。 
 まず、教職員への効果については、学校選択制度のあるなしに関わらず、分権的経営制

度によって教職員に効果が及ぼされると言うことができる。ただし、学校選択制度の導入

の有無では、スタッフに多忙感が出るかどうかで違いが見られた。 
保護者との関係では、保護者からの意見表明については、学校選択制度のあるタイプⅠ

学校の方が、プラス効果があり、保護者との間で双方向のコミュニケーションや意見交換
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が行われていると考えられる。 
 地域社会との関係については、総じて両タイプともにプラスの効果を出していると考え

られる。タイプⅢ学校では、学校選択制度との緊張関係がないため、タイプⅠと比べ地域

との関係のとり方もスムーズである。また、タイプⅠ学校においては、学校選択制によっ

て地域社会とのつながりを薄くさせることが懸念されたが、実際にはそう取る向きは少な

く、地域社会との関係においてもプラスの効果として認識されている。 
 続いてトップマネジメントへの効果であるが、両タイプの学校において、同様に強い効

果が見られた。これは、学校選択制度の有無がトップマネジメントへの意識にほとんど影

響を与えていないことも意味している。学校のマネジメントに意識が向くのは、両者に学

校独自の経営権が与えられているからであり、この結果は当然のことと考えられる。 
 最後に、学力への効果に関しては、客観的なデータとして把握できなかった。しかし、

インタビューでは、「地域運営学校は学力向上策へは直接関係してない」との回答が大半を

占めた。学力の変化は、学校ごとの学力に関する実践による面が大きいと思われる。 
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第三節 学校選択制における分権化学校と通常校の違い 
 
 
 
 学校選択制が導入されている学校は、タイプⅠ学校（地域運営学校）とタイプⅡ学校（通

常校）に分けられる。この二つの比較で明らかとなるのは、制度的要素である学校選択制

を共通条件とした中で、もう一つの制度的要素である分権的経営制度が、どのような変化

を生み出しているのかという点である。分権的学校と通常校では、どのような効果が見ら

れるのか。前節に引き続き、調査項目として「教職員」「保護者」「地域社会」「マネジメン

ト」について比較し、どのような変化の違いが見られるかを検討した後、学力との関係に

ついても考察する。 
 
 
 
 
 
  １．教職員の能力育成への対応策およびその変化 
 学校選択制度下における教職員への効果については、図表 4-21 のような結果になった。

各質問項目の平均値を示してある。数値は最大値＋２から最小値－２の間の変動域で示さ

れる。（小数第四位以下を四捨五入） 
  
 図表 4-21 教職員への効果（タイプⅠ学校、タイプⅡ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ(8 校) タイプⅡ(16 校) 差(Ⅰ-Ⅱ) 

教員の教育活動の刺激になっている +1.250 +1.125 +0.125 

教員同士での連携や相互評価が増えた +1.250 +1.063 +0.187 

教員の個性や特質が出せる +0.875 +0.625 +0.250 

各種研修の機会が増えた +1.000 +0.938 +0.062 

仕事が増えて多忙化している(逆転項目) ±0.000 -(+0.563) +0.563 

教職員への効果（平均値合計+10～-10） +4.375 +3.188 +1.187 

 
概して、地域運営学校、通常校共に教職員への変化は、プラスの効果として捉えられる。 
教員の能力育成や連携について両タイプともプラスの効果を感じている人がほとんどで、

両者間の違いはあまり見られない。しかし多忙化については、タイプⅠ学校が変化なしと

答えているのに対して、タイプⅡ学校では多忙化しているという結果となった。学校選択

制度下では、自分たちで学校を経営できる方が、仕事が効率的に進むと感じているようで

ある。さらに多忙化については、先のタイプⅢ学校がプラスの効果(+0.500)を示しているこ

 学校選択制あり 学校選択制なし 

地域運営学校 タイプⅠ学校 タイプⅢ学校 

通常校 タイプⅡ学校 タイプⅣ学校 
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とも踏まえると、教職員が多忙と感じるかどうかは、総じて学校選択制度が導入されてい

るかどうかによる違いによるものと思われる。 
  
 
  ２．保護者に関する対応策およびその変化 
 次に、保護者への対応の変化は下のような結果となった。（図表 4-22） 
 
 図表 4-22 保護者への効果（タイプⅠ学校、タイプⅡ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ(8 校) タイプⅡ(16 校) 差(Ⅰ-Ⅱ) 

保護者が考える機会が増えた +1.375 +0.875 +0.500 

意見や要望を出す保護者が増えた +1.125 +0.750 +0.375 

学校を見る目が厳しくなった（逆転項目） -(-0.375) -(+1.063) +1.438 

学校への信用や信頼が増した +1.500 +0.875 +0.625 

保護者同士のつながりが強くなった +0.875 -0.188 +1.063 

子どもの情報管理に気を使うようになった +0.875 +1.188 -0.313 

保護者への効果（平均値合計+12～-12） +6.125 +2.437 +3.688 

 
 保護者への効果については、タイプⅠの地域運営学校の方が、おおむね強い効果がある

と回答している。 
タイプⅡの通常校についても、保護者への効果があることが見て取れるが、地域運営学

校と比較してみると特徴的な点がいくつか見られる。第一に、「学校を見る目が厳しくなっ

た」かどうかとの質問について、タイプⅡの学校は「そう思う」と、マイナスの効果を認

めているのに対して、タイプⅠでは「そうは思わない」と、プラスの効果で捉える向きが

多かったことである。これは、分権的経営の効果によるものと思われる。言い換えれば、

仮に学校選択制の導入によって学校を見る目が厳しくなったとしても、分権的経営の導入

によってそれを補ったり、軽減したりできることを示していると考えられる。 
第二に、これを裏付けるかのように、「保護者同士のつながりが強くなった」かどうかに

ついても、学校選択制度のみを導入している学校では、－0.188 とマイナスの影響が示され

ている。“学校選択制は保護者相互の連帯を弱める”との以前からの指摘を裏付けるものと

なり得る。 
しかし、学校選択制度下における地域運営学校の場合、「保護者同士のつながり」の項目

は、＋0.875 と連帯の効果があると多くの人が認識している。同様に、タイプⅢ学校におい

てもプラスの効果(+0.800)を示していることから考えると、「保護者同士のつながり」に関

しては、概して地域運営学校の効果が現れやすいことが見て取れる。 
 総じて、保護者への効果についての回答結果では、地域運営学校の方が通常校よりも高

い効果を示している。このことは、学校選択制度下の分権的経営は、通常校と比べて、分
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権的経営による保護者へのプラスの効果を顕在化させ、学校選択制によるマイナスの効果

を抑制させるように機能しているとも考えることができる。 
また、「意見や要望を出す保護者」についても、通常校に比べ地域運営学校の方が、保護

者からの意見や要望を多く受けていると認識している。一方、子どもの情報管理について

は通常校よりもそれほど気を使っているとは感じていない。タイプⅠ学校では分権的経営

によって、意見や要望が学校内部で消化されていくからではないかと考えられる。 
 
 
  ３．地域社会に関する対応策およびその変化 
地域社会への対応については次のような結果になった。（図表 4-23） 
 

  図表 4-23 地域社会への効果（タイプⅠ学校、タイプⅡ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ(8 校) タイプⅡ(16 校) 差(Ⅰ-Ⅱ) 

地域へ情報を発信する機会が増えた +1.875 +1.375 +0.500 

地域からの意見や要望が増えた +1.125 +0.813 +0.312 

地域との関係が複雑になっている(逆転項目) -(-0.375) ±0.000 +0.375 

従来の学校情報とは違ったタイプの情報が増えた +1.125 -0.063 +1.188 

地域社会への効果（平均値合計+8～-8） +4.500 +2.125 +2.375 

 
 地域社会については、タイプⅠの地域運営学校の方が、情報発信の機会、地域からの意

見や要望が増えたと強く認識していることが分かる。 
同時に、タイプⅠ学校については、「以前の学校情報とは違ったタイプの情報が増えてい

る」かどうかについても変化が見られる。タイプⅠ学校の方が、地域への活動については

大きな変化が見られると考えられる。 
 とりわけ、タイプⅡ学校との違いで特徴的なのは、タイプⅠ学校では「地域からの要望

が増えた」かどうかで強い変化が見られるが、必ずしも「地域との関係が複雑になった」

とは感じていない、という点である。これは、先の保護者への効果でも同じような傾向と

して捉えられた。 
タイプⅠ学校においては、総合的な数値を見ても、二倍以上の差で保護者・地域への変

化をプラス効果があるという結果になった。タイプⅠ学校においては、タイプⅡ学校より

も地域社会への対応を、強いプラス効果として、言い換えれば、より前向きで積極的な効

果として認識していることが伺える。 
 
 
  ４．学校のマネジメントの変化 
 次に、トップマネジメントやリーダーシップといった経営手法の変化について、経営者
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自身はどのように捉えているかを集計した結果が、図表 4-24 である。 
 
 
  図表 4-24 学校経営手法の変化（タイプⅠ学校、タイプⅡ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ(8 校) タイプⅡ(16 校) 差(Ⅰ-Ⅱ) 

意思決定で相談・協議する機会が増えた +1.250 +0.500 +0.750 

目標指示や指導・報告等を意識するようになる +1.250 +0.750 +0.500 

勤務校を自分の学校として意識するようになる +1.375 +1.125 +0.250 

近隣の学校の教育活動を意識するようになる +0.375 +0.875 -0.500 

近隣の学校と連絡や連携がとりにくくなる（逆転項目） -(-0.625) -(-0.750) -0.125 

経営手法への効果（平均値合計+10～-10） +4.875 +4.000 +0.875 

 
 総合結果からも両タイプ共に、マネジメントの変化を認めている。ただし、その内容に

は微妙な違いが見て取れる。 
 第一に、意思決定において協議相談の機会が増えたかどうか（ボトムアップ機能）を聞

いた項目では、タイプⅠ学校の方がタイプⅡ学校よりもその度合いが大きい。同様に、ト

ップダウン機能（目標指示や指導等）への効果が出ているかどうかという項目にも、タイ

プⅠ学校の方が強い効果が示されている。 
 第二に、近隣の学校の教育活動が気になるかどうかについて尋ねた項目では、タイプⅡ

学校の方がより大きな影響が表れている。同じ学校選択制の中でも、タイプⅠ学校では、

近隣学校の活動について、それほど意識が向いていないようである。この違いは特徴的な

結果である。学校選択制においても独自の経営が可能ならば、他校への意識は小さくなる

という可能性が指摘できる。 
 第三に、勤務校に対する意識の強さに注目できる。タイプⅠ・タイプⅡ学校共に、変化

が最も強く表れた項目である。この項目については、先のタイプⅢ学校においても+1.500
と強い値が出ている。このことから、学校選択制と分権的経営の両方の要素が影響を与え

ていると考えられる。 
 なお、近隣学校と連絡や連携が取りにくくなるかという項目については、両者共に「そ

うではない」と、プラスの効果として回答している点が特徴的である。学校選択制を取り

入れても、隣接校との関係が悪くなるとは限らない。それどころか、連携は向上するとい

う効果が示されている。 
 
 次に、経営者の配慮事項の違いについての結果を考察する。学校選択制度の学校の経営

者はどのような点を重視したり、何について配慮したりしているのかをまとめたものが、

図表 4-25 である。 
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  図表 4-25 経営の重点・配慮事項（タイプⅠ学校、タイプⅡ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅠ(8 校) タイプⅡ(16 校) 差(Ⅰ-Ⅱ) 

国や教委の意向 0.375 0.375 0 

地域社会の意向 0.875 0.688 +0.187 

外部の関係団体・市民団体 0.125 0.125 0 

世論やマスコミの動向 0.125 0.375 -0.250 

社会的公正性 0.125 0.250 -0.125 

教職員の意向 0.375 0.313 +0.062 

組合の意向 0 0 0 

児童生徒の意向 0.750 0.313 +0.437 

学校評価の向上 0.625 0.750 -0.125 

入学者の増減 0.375 0.563 -0.188 

経費の削減 0.250 0.063 +0.187 

政治行政への説明 0.125 0 +0.125 

 
 これを見ると、やはりタイプⅠ学校では、ほとんどの学校が「地域社会の意向」を重視

すると回答している。また、「児童生徒の意向」を重視する傾向も強い。その他、「学校評

価の向上」、「教職員の意向」、「国や教委の意向」といった配慮が見られる。 
 タイプⅡの学校で上位に来るのは、「学校評価の向上」、「地域社会の意向」、「入学者の増

減」といった項目である。次いで、「世論やマスコミ」、「教職員の意向」、「児童生徒の意向」

といった配慮事項が挙げられる。 
このうち、両タイプ共通して配慮が多かったのが、「地域社会の意向」と「学校評価の向

上」についてである。 
逆に、タイプⅠ学校では七割以上が配慮すると回答した「児童生徒の意向」については、

タイプⅡ学校においては三割程度でしか回答されていない。一方、タイプⅡの学校で半数

以上が重視した項目に「入学者の増減」があるが、これはタイプⅠ学校においてはさほど

高くない。この違いは、入学前の利用者の意向をより重視するか、入学後の利用者の意向

をより重視するかという配慮の違いを表している可能性がある。タイプⅡ学校では、「児童

生徒の意向」よりも「入学者の増減」の方が回答数を上回っていることからも、分権的経

営を採るか採らないかによって、入学後の経営配慮に違いが生じていると言えそうである。 
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  ５．学力との関係 
 
 次に、学校のタイプは児童生徒の学力を向上させるのかどうかという点を検討する。学

力は結果的に見れば「サービスの質」の大きな指標のひとつである。特に日本においては、

利用者は学力向上をニーズとして強く望んでいる点からも、学力指標は教育サービスの質

を構成する大きな要素となっている。 
 ここでは、自治体で全域的な学力調査を実施し、学校ごとの結果を公表している杉並区・

足立区、尾道市の学力調査データを基に検討する。 
 
 
  （１）杉並区 
 まず、杉並区の学力調査結果において調査該当校は次のような結果になっている。（図表

4-26、および図表 4-27）1 
図表 4-26 杉並区学力調査の結果（H17 年度実施、小学校） 

 得点率 65%未満 得点率 65～75% 得点率 75～85% 得点率 85%以上 

国語 

タイプⅡ：４校 

杉並第四小学校 

和田小学校 

松ノ木小学校 

南伊豆健康学園 

タイプⅠ：１校 

三谷小学校 

タイプⅡ：10 校 

杉並第三小学校 

杉並第九小学校 

杉並第十小学校 

若杉小学校 

東田小学校 

馬橋小学校 

桃井第三小学校 

四宮小学校 

井荻小学校 

沓掛小学校 

高井戸小学校 

高井戸第二小学校 

富士見丘小学校 

大宮小学校 

新泉小学校 

方南小学校 

済美小学校 

八成小学校 

タイプⅠ：1 校 

桃井第四小学校 

タイプⅡ：19 校 

杉並第一小学校 

杉並第二小学校 

杉並第五小学校 

杉並第六小学校 

杉並第七小学校 

杉並第八小学校 

西田小学校 

桃井第一小学校 

桃井第二小学校 

桃井第五小学校 

荻窪小学校 

高井戸第三小学校 

高井戸第四小学校 

浜田山小学校 

堀之内小学校 

永福小学校 

和泉小学校 

高井戸東小学校 

久我山小学校 

永福南小学校 

タイプⅡ：1 校 

松庵小学校 

算数 
タイプⅡ：９校 

杉並第三小学校 

タイプⅠ：１校 

桃井第四小学校 

タイプⅠ：１校 

三谷小学校 

タイプⅡ：１校 

永福南小学校 
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杉並第四小学校 

杉並第十小学校 

東田小学校 

馬橋小学校 

高井戸第四小学校 

和田小学校 

済美小学校 

南伊豆健康学園 

 

タイプⅡ：２１校 

杉並第一小学校 

杉並第二小学校 

杉並第五小学校 

杉並第六小学校 

杉並第八小学校 

杉並第九小学校 

西田小学校 

桃井第一小学校 

桃井第五小学校 

四宮小学校 

荻窪小学校 

井荻小学校 

沓掛小学校 

高井戸小学校 

富士見丘小学校 

新泉小学校 

方南小学校 

八成小学校 

松ノ木小学校 

高井戸東小学校 

久我山小学校 

タイプⅡ：12校 

杉並第七小学校 

若杉小学校 

桃井第二小学校 

桃井第三小学校 

高井戸第二小学校 

高井戸第三小学校 

松庵小学校 

浜田山小学校 

大宮小学校 

堀之内小学校 

永福小学校 

和泉小学校 

※『平成 17 年度杉並区立小・中学校学力調査、意識・実態調査結果報告書』（杉並区：2006 年）より編集。なお、

下線の学校は調査校、網掛けの学校名は、調査対象校およびその隣接、近隣の学校である。 

 
 
  図表 4-27 杉並区学力調査の結果（H17 年度実施、中学校） 

 得点率 65%未満 得点率 65～75% 得点率 75～85% 得点率 85%以上 

国語 

 

 

タイプⅡ：5 校 

中瀬中学校 

富士見丘中学校 

松ノ木中学校 

大宮中学校 

和泉中学校 

タイプⅠ：4 校 

杉森中学校 

井草中学校 

向陽中学校 

和田中学校 

タイプⅡ：14 校 

高円寺中学校 

高南中学校 

井荻中学校 

阿佐ヶ谷中学校 

東田中学校 

松溪中学校 

天沼中学校 

東原中学校 

荻窪中学校 

神明中学校 
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宮前中学校 

高井戸中学校 

泉南中学校 

西宮中学校 

数学 

タイプⅠ：1校 

和田中学校 

タイプⅡ：９校 

高円寺中学校 

阿佐ヶ谷中学校 

東田中学校 

松溪中学校 

中瀬中学校 

宮前中学校 

富士見丘中学校 

大宮中学校 

泉南中学校 

 

タイプⅠ：３校 

杉森中学校 

井草中学校 

向陽中学校 

タイプⅡ：10校 

高南中学校 

天沼中学校 

東原中学校 

井荻中学校 

荻窪中学校 

神明中学校 

高井戸中学校 

松ノ木中学校 

和泉中学校 

西宮中学校 

  

英語 

タイプⅠ：2校 

杉森中学校 

和田中学校 

タイプⅡ：10校 

高円寺中学校 

高南中学校 

阿佐ヶ谷中学校 

東田中学校 

松溪中学校 

中瀬中学校 

富士見丘中学校 

大宮中学校 

泉南中学校 

和泉中学校 

タイプⅠ：2校 

井草中学校 

向陽中学校 

タイプⅡ：10校 

天沼中学校 

井荻中学校 

荻窪中学校 

神明中学校 

宮前中学校 

高井戸中学校 

松ノ木中学校 

西宮中学校 

タイプⅡ：1校 

東原中学校 

 

※『平成 17 年度杉並区立小・中学校学力調査、意識・実態調査結果報告書』（杉並区 2006 年）より編集。 

なお、下線の学校は調査校、網掛けの学校名は、調査対象校およびその隣接、近隣の学校である。

 
 タイプⅠ学校のサンプルが非常に少ないため（2 校）、統計的に意味のあるデータを示す

ことはできない。また、杉並区のタイプⅠ学校は、地域運営学校への取り組みを始めてま

だ日が浅いという点も考慮に入れなければならない。しかし現段階において、タイプⅠ学

校の結果に明らかな偏りがあるという傾向は今回のデータでは見られず、タイプⅠ学校（地

域運営学校）とタイプⅡ学校（通常校）とで、学力による有意な差が生じている傾向は見

られなかった。 
もっとも、小学校では地域ごとに学力の高低差があるようで、地域の差が学校の学力を
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反映していると考えられる。また、杉並区中学校においては、学校ごとの学力差のばらつ

きは小さいとも指摘されている。2 
 今後、制度の期間が中長期にわたり、タイプⅠ学校の数が増えてきたときに、この結果

がどのように変遷していくかに注目することが重要である。 
 
 

 （２）足立区 
 次に、足立区の学力調査結果を検討しておく。（図表 4-28） 
 足立区は、東京都全体の学力平均から見れば中位に位置する区であるが、タイプⅠ学校

である五反野小の学力は、それを大幅に上回っていることがわかる。五反野小と比べるべ

きは、同じ地域にある千寿第五小や弥生小といった学校である。これらの学校の学力もお 
 
  図表 4-28 足立区五反野地区近隣の小学校別学力調査結果（平均正答率[%]） 

 国語 算数 理科 社会 問題解決能力 

都全体 71.9 76.8 73.7 81.9 71.0 

区全体 70.8 77.0 71.9 81.1 67.2 

五反野小 75.0 87.8 80.4 88.2 74.3 

千寿第五小 71.7 82.4 78.9 84.8 75.3 

弥生小 72.1 82.0 77.8 85.0 70.1 

弘道小 72.4 79.3 79.5 83.7 70.3 

弘道第一小 67.6 71.2 68.7 77.2 66.7 

梅島小 73.6 77.8 73.7 80.4 68.4 

梅島第一小 70.1 76.3 73.6 80.6 66.0 

梅島第二小 73.2 77.6 71.6 83.8 65.6 

※ 「足立区学力向上に関する総合調査」（足立区、2007 年）を基に作成。実施時期は平成 19 年 4 月。 
※ 下線の学校は調査校を示している。 

 
おむね区平均を上回っており、五反野小と近い値を示している。実際にインタビューで

はこの二校は、小規模校でもあるので五反野小を意識して学力向上に力を入れていると答

えていた。また、弘道小、弘道第一小も近隣地区にある学校だが、こちらは新興住宅や団

地が多く、古くから基盤のある五反野地区とは異なった地域を形成している。 
 足立区のように数値化された結果では、五反野小は近隣の学校と比べても学力で有意な

差を出していることが見て取れる。ただし、ランク別のような形で示された場合、千寿第

五小や弥生小といった学校も相対的に上位に来ることになる。いずれにしても、分権的経

営制度によって学力が向上し、その効果が近隣校にも影響を与えるという断定するために

は、もう少しサンプル数が増える必要がある。 
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  （３）尾道市 
 最後に、尾道市の学力調査結果を図表 4-29 にまとめた。 
 
  図表 4-29 尾道市の学力調査結果（小学校：ＴＫ式領域別標準学力検査結果） 

 国語 算数  国語 算数 
全国平均 50.0 50.0 全国平均 50.0 50.0 
市全体 53.3 53.1 市全体 53.3 53.1 
土堂小 59.5 57.9 百島小 55.1 55.3 
長江小 56.7 57.6 浦崎小 52.0 53.4 
日比崎小 52.7 53.5 向東小 54.7 53.2 
久保小 56.0 57.6 栗原北小 51.0 50.5 
栗原小 53.5 53.1 上川辺小 60.0 59.4 
向島東小 54.7 53.2 御調中央小 52.6 59.6 
東生口小 58.0 55.7 御調西小 53.1 53.0 
三成小 54.8 56.6 三幸小 54.0 52.3 
木頃小 54.8 53.3 三庄小 53.0 51.7 
原田小 55.0 53.1 因北小 52.2 51.2 
高須小 52.8 51.8 田熊小 51.8 51.6 
※平成 18 年度実施分について公表している各小学校ホームページより作成。下線は調査校。網掛け部分は

近隣・隣接学校。なお、山波小、吉和小、木ノ庄西小、木ノ庄東小、西藤小、高見小、向島中央小、土生小、重

井小、瀬戸田小、南小については、ホームページ上で公表していないので未集計。 

 

 こちらもタイプⅠ学校である土堂小学校が成績最上位校となっている。土堂小は、百ま

す計算などのモジュール学習法を全国に発信しており、教育実践においても有名である。 
土堂小の成績は、結果的に最上位に位置づけられているが、インタビューによると、地

域運営学校の採用と学力向上策とは直接の因果関係はないという。地域運営学校の指定を

受けたのは、古くからの市街地で地縁的組織が強い地区であるので、学校選択制による児

童流出や老朽化による統廃合を避けるためにも地域との連携協力が必要だと考えたからで

あるという。したがって、地域運営学校は、本来、学力とは別の取り組みであると答えて

いる。 
 また、注目すべきは、土堂小近隣の学校の学力も相対的に高いことである。例えば、長

江小学校では、学校選択制度以前より研究授業や研修に力を入れており、隣接する土堂小

と並んで全国的にも有名な研究指定校となっている。授業研究の面では、学校選択制を含

めて近隣校の活動がいい刺激材料になっているという声が聞かれた。 
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  ６．小括 －選択制度下での分権化学校と通常校 
 
 本節では、学校選択制を共通条件とした中での分権的学校と通常校の違いを考察した。 
 学校選択制下での分権的経営は、以下のような効果を及ぼす。 
第一に、教職員については、おおむね学校選択制度下の通常校と同程度の効果を及ぼし

ている。ただし、スタッフの多忙化については、学校選択制によって多忙化した部分を、

分権的経営制度による経営工夫がもたらされることで、以前と変わらない状況を作り出し

ていると考えられる。 
 次に、保護者への対応についてである。学校選択制度や分権的経営によって、両タイプ

共に保護者が考える機会が増えており、かつ、保護者からの意見・要望も増えていると感

じている。 
ただし、学校選択制は保護者同士の連携を弱めるという指摘があったように、通常校で

は学校選択制導入によると思われるマイナスの変化が見られた。しかし、同じ学校選択制

度下であっても、分権化学校では連携を高めるというプラスの効果が示されており、この

変化の認識のされ方が両タイプの間で最も異なる点である。つまり、分権化学校では、保

護者の意見や要望が増えても、それらをよりプラスに受け入れる力が高いと考えてよいだ

ろう。 
第三に、地域との関係である。両タイプ共に地域への情報発信量は増えている。中でも、

分権化学校では、それらが従来の学校情報とは異なったタイプの情報であるとも感じてい

る。 
とりわけ、分権化学校と通常校の間では、それらが地域との関係を複雑にするかどうか

という点で、双方の認識の仕方が若干異なっている。分権化学校においては、通常校より

も地域との関係をよりプラスに受け止めていることがわかる。同様に、分権化学校のほう

が、情報発信だけでなく、地域からの意見や要望を受け入れる機会も増えていると答えて

いる。 
第四に、学校内のマネジメントの変化である。総じて、分権化学校、通常校ともトップ

マネジメント機能に変化が見られるが、分権化学校の当事者たちの方がトップマネジメン

ト機能をより強く働かせていると認識しているようである。勤務校への意識も分権化学校

の方が強い結果が示されている。また、学校選択制度においては、近隣校の活動は意識す

るようになるが、どちらのタイプの学校であっても、結果的にはそれがプラスに働いてい

るようである。 
最後に学力との関係である。学力調査の結果から考察すれば、中長期的に見て学校のタ

イプと学力との相関関係は見られるといってよいであろう。しかし、分権的経営への変化

が学力を向上させるという因果関係や、そのメカニズムについては、今回の調査では必ず

しも明確にはならなかった。 
確かに、タイプⅠ学校において、学力が相対的に高いという状況は指摘できる。タイプ
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Ⅰ学校の当事者たちは、学校評価を高めることや、よい授業を実践すること、時には、入

学者の増減に対処するという意味で、学校運営協議会の要請に応えるように経営している。 
しかし、学校運営協議会や理事会が、学力向上策を経営目標として教育現場に要請して

いるという学校は、今回の調査では見られなかった。むしろ、学力との関係では、個々の

学校ごとにおける研究授業や授業実践の効果を検証する必要があると思われる。 
したがって、本節で比較した分権的経営制度の採用が、学力向上に効果を及ぼすかどう

かという点については、直接的な因果関係は見られず、学校ごとによる経営的要素の方が

大きいと判断する。ただし、直接的な効果は及ぼさないものの、通常校よりも分権的学校

の方が、学力向上に関する経営的な努力をしやすい環境にあるという側面は、本稿の調査

から指摘できる。 
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第四節 学校選択制と分権的経営制度を単独で導入した場合の効果 
 
 
 
 本節では、タイプ別比較の最後の組合せとして、タイプⅡ学校とタイプⅢ学校の結果を

比較する。 
 この組合せは、学校選択制度における通常校と指定校制度における分権的経営を採用す

る学校との比較であり、制度的な条件として共通点はないが、制度改革を単独で行った場

合の効果を比較することができる。 
 
 
 
 
 
以下、前節と同様に「教職員」「保護者」「地域」「マネジメント」への効果について検討

する。 
 
 
  １．教職員の能力育成への対応策およびその変化 
 教職員への効果について、タイプⅡ学校とタイプⅢ学校を比較したものが、図表 4-30 で

ある。 
 
図表 4-30 教職員への効果（タイプⅡ学校、タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅡ(16 校) タイプⅢ(10 校) 差(Ⅱ-Ⅲ) 

教員の教育活動の刺激になっている +1.125 +1.400 -0.275 

教員同士での連携や相互評価が増えた +1.063 +1.100 -0.037 

教員の個性や特質が出せる +0.625 +1.000 -0.375 

各種研修の機会が増えた +0.938 +0.600 +0.338 

仕事が増えて多忙化している(逆転項目) -(+0.563) -(-0.500) -1.063 

教職員への効果（平均値合計+10～-10） +3.188 +4.600 -1.412 

 
教職員への効果については、両者共にプラスの効果があると見て取れるが、総合すると、

タイプⅡ学校よりもタイプⅢ学校の方が効果は大きいと思われる。教員の能力育成では、

例えば、仕事への動機付け、教員の個性伸長については、タイプⅢ学校の方が若干効果を

示している。逆に、各種研修の機会が増えたとタイプⅡ学校の法が若干強く感じているよ

うである。これは、学校選択制により利用者に選ばれるという心理的要因が働いているの

 学校選択制あり 学校選択制なし 

地域運営学校 タイプⅠ学校 タイプⅢ学校 

通常校 タイプⅡ学校 タイプⅣ学校 
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かもしれない。 
そして、多忙化についての変化の捉え方に大きな違いが見られる。学校選択制は、教職

員を多忙化させると答えているのに対して、分権的経営は多忙化を軽減させる方向に変化

させると答えているのが特徴的である。 
 
 

  ２．保護者に関する対応策およびその変化 
次に、保護者への対応の変化は、図表 4-31 のような結果となった。 

 
 図表 4-31 保護者への効果（タイプⅡ学校、タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅡ(16 校) タイプⅢ(10 校) 差(Ⅱ-Ⅲ) 

保護者が考える機会が増えた +0.875 +1.000 -0.125 

意見や要望を出す保護者が増えた +0.750 +0.200 +0.550 

学校を見る目が厳しくなった（逆転項目） -（+1.063） -(-0.100) -1.163 

学校への信用や信頼が増した +0.875 +1.100 -0.225 

保護者同士のつながりが強くなった -0.188 +0.800 -0.988 

子どもの情報管理に気を使うようになった +1.188 +0.500 +0.688 

保護者への効果（平均値合計+12～-12） +2.437 +3.700 -1.263 

 
 保護者への効果に関してまず言えることは、タイプⅡ学校とタイプⅢ学校の比較では、

評価はばらばらであるという点である。「保護者が考える機会が増えた」「学校への信頼」

に関してはほぼ同程度の効果を感じており、「意見や要望を出す保護者が増えた」「子ども

の情報管理」については、タイプⅡ学校の方が効果は大きい。 
表から二つほど注目すべき点がある。第一に、「学校を見る目が厳しくなった」という項

目で、反対の効果が出ていることである。タイプⅡ学校では、学校を見る目が厳しくなっ

たと答えているのに対して、タイプⅢ学校では、以前とあまり変化がないという結果にな

っている。 
 第二に、「保護者同士のつながりが強くなった」かどうかという項目にも、同様な結果が

見られることである。保護者同士のつながりについては、タイプⅡ学校の方が以前の学校

とあまり変化がなく、タイプⅢ学校の方が、以前よりプラスの方向に変化があったと答え

ている。 
保護者への効果に関しては、全ての側面においてどちらが優れた制度であるとは、一概

に言うことはできない。しかし、分権的経営制度の方が、マイナスの効果を極力抑えなが

ら、プラス効果を生じさせている点を考慮すれば、各制度を単独で導入した場合の効果は、

タイプⅢ学校（分権的経営制度）を導入する場合の方がよい効果を生み出すと考えられる。 
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  ３．地域社会に関する対応策およびその変化 
 続いて、地域社会に対する効果を図表 4-32 に示した。 
 

図表 4-32 地域社会への効果（タイプⅡ学校、タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅡ(16 校) タイプⅢ(10 校) 差(Ⅱ-Ⅲ) 

地域へ情報を発信する機会が増えた +1.375 +1.900 -0.525 

地域からの意見や要望が増えた +0.813 +0.600 +0.213 

地域との関係が複雑になっている(逆転項目) ±0.000 -(-1.100) -1.100 

従来の学校情報とは違ったタイプの情報が増えた -0.063 -0.100 +0.037 

地域社会への効果（平均値合計+8～-8） +2.125 +3.500 -1.375 

 
地域社会への効果は、総じて、分権的経営制度を採用する効果の方が大きいといえる。

タイプⅡ学校においても、変化がないわけではないが、タイプⅢ学校の値は、それを上回

る効果を示している。この部分は、地域運営学校の性質からして、当然の結果であると思

われる。 
注目すべきなのが、「地域からの意見や要望が増えた」かどうかを尋ねた項目である。両

タイプ共に増えたと回答しているが、タイプⅡ学校においてもこの項目だけは、タイプⅢ

学校と同程度以上の変化があるという結果になった。これは、学校選択制においても、地

域社会からの意見や要望は増えていることを示しており、地域への情報発信と共に双方向

の情報交換が行われる効果があると考えられる。 
また、分権的経営制度によって、地域との関係が良好になるという結果が得られている

ことは、大変興味深い結果である。 
 
 
  ４．学校のマネジメントの変化 
学校内部のマネジメントの変化についての比較を図表 4-33 に示した。 
 
図表 4-33 学校経営手法の変化（タイプⅡ学校、タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅡ(16 校) タイプⅢ(10 校) 差(Ⅱ-Ⅲ) 

意思決定で相談・協議する機会が増えた +0.500 +1.000 -0.500 

目標指示や指導・報告等を意識するようになる +0.750 +1.100 -0.350 

勤務校を自分の学校として意識するようになる +1.125 +1.500 -0.375 

近隣の学校の教育活動を意識するようになる +0.875 +0.200 +0.675 

近隣の学校と連絡や連携がとりにくくなる(逆転項目) -(-0.750) -(-0.700) +0.050 

経営手法への効果（平均値合計+10～-10） +4.000 +4.500 -0.500 
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 マネジメントへの効果については、全体的にタイプⅢ学校の方が若干効果は高い。ボト

ムアップ、トップダウン機能、勤務校への意識の向上などの項目は、分権的経営制度を採

用する方が、効果があると言えそうである。 
学校選択制を導入した場合の特徴的な効果は、近隣校への意識の変化についてである。

分権的経営では以前とくらべあまり変化がないのに対して、学校選択制においては、近隣

校への意識、例えば他校との活動の比較や競争意識は大きく変化すると思われる。 
 
次に、経営活動についての重点、配慮項目を比較したものが、図表 4-34 である。 

 
図表 4-34 経営の重点・配慮事項（タイプⅡ学校、タイプⅢ学校：平均値） 

調査項目 タイプⅡ(16 校) タイプⅢ(10 校) 差(Ⅱ-Ⅲ) 

国や教委の意向 0.375 0.400 -0.025 

地域社会の意向 0.688 0.900 -0.212 

外部の関係団体・市民団体 0.125 0.200 -0.075 

世論やマスコミの動向 0.375 0.100 +0.275 

社会的公正性 0.250 0 +0.250 

教職員の意向 0.313 0.600 -0.287 

組合の意向 0 0 0 

児童生徒の意向 0.313 0.400 +0.087 

学校評価の向上 0.750 0.800 -0.050 

入学者の増減 0.563 0.100 +0.463 

経費の削減 0.063 0.200 -0.137 

政治行政への説明 0 0 0 

 
前項までで述べたように、タイプⅡ学校においては、「国や教委の意向」「地域社会の意

向」、「世論やマスコミの動向」、「教職員の意向」、「児童生徒の意向」、「学校評価の向上」、

「入学者の増減」に関して特に配慮している。 
同様にタイプⅢ学校においては、「国や教委の意向」、「地域社会の意向」、「教職員の意向」、

「児童生徒の意向」、「学校評価の向上」についての配慮が見られる。 
このうち、両タイプ共に配慮を置きつつ、かつ、その度合いに違いが見られる経営項目

は、「地域社会の意向」、「教職員の意向」、「入学者の増減」に関する項目である。 
 地域社会の意向については、当然ながらタイプⅢ学校において重要だと答える割合が多

い。逆に、入学者の増減を重視する回答は、タイプⅡ学校において多い。これらは、制度

の特質を典型的に反映する回答であると考えられる。 
 教職員の意向については、タイプⅢ学校の方が、二倍近くの割合で教職員の意向を重視
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すると答えている。教職員への効果（図表 4-30）で表れた結果と同じように、分権化学校

では、多忙化などの教職員に対する何らかの対応がなされていると見ることができる。 
 
 
 
 ５．学力との関係 
前項でも述べたように、学校選択制の導入と学力向上の結果とは、今のところ際立った

因果関係は指摘できない。 
また、タイプⅢ学区においては、学校ごとの学力情報を公表している例はないため、タ

イプⅡ学区との比較ができない。もっとも、この点も第二節で触れたように、地域運営学

校での具体的なインタビューにおいては、経営と学力向上と直接の因果関係があるとされ

る回答は得られなかった。 
したがって、本稿の分析では、学校選択制および分権的経営制度の導入と、学力向上の

因果関係については、効果を測定できないと判断するに留めておく。 
 
 
 

  ６．小括 
本節では、タイプⅡ学校とタイプⅢ学校の改革の効果を比較した。 
総じて、単独で制度改革を行う場合、分権的経営制度を採用した方が効果は大きいと考

えられる。確かに、部分的には学校選択制の方が効果は大きかったり、分権的経営の採用

だけでは変化が見られなかったりする場合があるが、教職員、保護者、地域社会、マネジ

メントのどの方面においても、分権的経営制度が採用される効果の方が高いと判断できる。 
ただし、この比較で注意すべきは、改革の効果が広がる規模についても考慮しなければ

ならないという点である。すなわち、地域運営学校は、個々の学校ごとに導入される制度

である。したがって、分権的経営制度の効果は、学校単独の効果に限られる。 
その一方で、学校選択制を導入した場合は、自治体全体に効果が広がることになる。学

校単独では、分権的経営制度の方が効果は高いが、学校選択制の導入は、自治体の全学校

が対象となることを加味すれば、そこで生じる改革の効果の規模は、小さくはないと思わ

れる。 
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第五節 総括 －学校選択制か、分権的経営制度か？ 
 
 
 
 
 
 １．各節のまとめ 
本章では、聞き取り調査の結果を分析し、選択制度の導入が、学校にどのような変化や

効果を及ぼすのかについて考察した。具体的には、選択制度の中でも中心となる学校選択

制と分権的経営制度を採用する違いによって、学校をタイプ別に分類し、タイプごとの組

合せによって制度改革の効果を比較した。 
第一節では、従来の指定校制度における通常校（タイプⅣ学校）と制度導入後の各タイ

プの学校を比較した。学校選択制度と分権的経営を両立する学校（タイプⅠ学校）、学校選

択制の中の通常校（タイプⅡ学校）、分権的経営制度を採用する学校（タイプⅢ学校）は、

共にすべての分野において従来の学校（タイプⅣ学校）に比べ、変化ないしプラスの効果

を生み出していることが明らかになった。 
第二節においては、分権的経営を共通条件にしながら、学校選択制度がある場合（タイ

プⅠ学校）の効果と、学校選択制度がない場合（タイプⅢ学校）の効果を比較した。この

比較では、両タイプ共に、どの分野においてもプラスの効果が見られるが、概ねタイプⅠ

学校の方が、タイプⅢよりも効果の度合いが高い。中でも、保護者への効果については、

学校選択制度を導入する方が、プラスの効果は高いという結果になった。 
第三節において、学校選択制度を共通条件とする中で、分権的経営学校（タイプⅠ学校）

と通常校（タイプⅡ学校）の違いを考察した。特に、学校選択制と分権的経営が重なった

場合（タイプⅠ学校）では、学校選択制によるマイナスの効果を抑えて、プラスの効果に

変える傾向を見て取れる。したがって、学校選択制度を導入する場合においては、分権的

経営制度も同時に導入する方がプラスの効果は高いと考えられる。 
第四節では、制度改革を単独で行った場合（タイプⅡ学校とタイプⅢ学校）を比較検討

した。それによれば、分権的経営制度を採用する方が、学校の各分野においてより強いプ

ラス効果を及ぼすことができる。とはいえ、学校選択制の導入も、単に利用者だけでなく、

学区全体の学校に対してプラスの効果を及ぼすことが確かめられた。 
 
 
 
 ２．制度改革による二つの効果 －インパクトを生み出す要因とは何か 
以上、本章ではタイプ別学校の比較検討を行った。実証の分析枠組みは、現在行われて

いる学校制度改革を学校選択制と分権的経営の導入という二つの種類に分け、それらの効
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果やメカニズムを検証しようとするものである。本章での、各タイプの実践校からアンケ

ートの分析結果から、筆者は少なくとも以下の二つの点で、改革の効果が作り出されてい

るのではないかという示唆を受けた。3 
第一に、タイプⅠ学校のように、学校選択制度と分権的経営を併せ持つ学校が最も効果

が大きいという点である。学校選択や分権的経営をそれぞれ単独で行うよりも高い効果が

あることに加え、単独で導入した際のデメリットを補う効果（例えば、教員の多忙化、保

護者の連携、学校間の連携等）が改善されるという点である。このような結果からすれば、

公立学校に学校選択制を導入する意義は見出せるが、学校選択制を推進していくだけでは、

各方面に期待される効果は十分ではないことが予想できる。既に学校選択が行われている

学校では、保護者や地域の参加・連携、校長のリーダーシップ等によるマネジメントの要

素を十分に発揮できる分権的経営が導入されることで、最も高い効果をあげることができ

ると思われる。 
そして第二に、分権的経営の導入の効果それ自体を強調できることが、調査結果が示す

もう一つの点である。今回の調査によれば、学校選択制度と分権的経営制度のいずれを導

入した際にも、以前の学校からの効果や変化は見られた。このうち最も効果が高いのは上

記のタイプⅠ学校であったが、制度を単独で導入した場合を比較すると、タイプⅡ（学校

選択制度）よりもタイプⅢ（分権的経営制度）を実施する学校の方が、教職員・保護者・

地域・経営への各方面への効果が高く表れている。つまり、分権的経営を行うことにより、

学校現場の活動がより向上するのではないかという示唆を受ける。 
確かに、学校選択制度と分権的経営制度を比べた場合、学校選択制度は、学校単位では

なく学区を越えて実施されるため、導入のスケールが異なる制度である。また、調査結果

では学力との関係が不明確であることから、学校選択制度と分権的経営制度の単純な比較

は困難である。 
しかし、今回の調査のように、個々の学校単位での効果を考えた場合、分権的経営制度

を採用している学校が、学校選択制の有無に関わらず、いずれの分野においても高い効果

を示している点に注目できる。これはおそらく、制度を採用した学校は、実際に学校経営

が何らかの形で変化したためであると思われる。分権的な経営の具体的な内容とその変化

については次章で詳しく検討するが、ここでは分権的経営制度の採用が、学校現場に対し

て一定のプラス効果があることを示しておきたい。また、タイプⅠ学校では、学校選択制

によるマイナス効果を補う役割を果たしていることからも、いかなる学校においても分権

的経営を採用する意義は十分に見出せると考えられる。 
 
 

 
 ３．相乗効果を生み出すためには 
供給体制を変化させ、学校への効果を及ぼすためには、制度改革として学校選択制の導
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入、そして分権的経営制度の採用が考えられる。本稿の調査結果によれば、制度を導入す

る際においては、タイプⅠ学校のように学校選択制と分権的経営制度の両者を導入する方

が、学校への効果は総じて高くなるという結論が得られる。 
とはいえ、筆者は、単にこれらの制度を導入するか、しないかだけの違いによって、学

校への効果が生み出されるわけではないと考える。理論的考察でも述べたように、改革の

成否を分けるのは、「選択制度」に対する編成内容や「経営」に対する細かな工夫のあり方

による部分も大きいのではないかと考えるからである。その点を検証するために、本稿で

は、運営当事者に対するインタビューによって、制度改革や経営改革がより高い効果を生

み出すには、どのような方策があり得るのかについても調査している。 
そこで次節以降では、学校選択制度、分権的経営制度の具体的な編成や運用の工夫、そ

して各学校における経営の具体的な実践内容に注目し、改革の効果を高める方法について

より詳細な考察を行う。 
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¹ なお、平成 16 年度の調査結果では下表のとおり。 
  杉並区学力調査の結果（H16 年度実施、小学校） 

 得点率 55%未満 得点率 55～65% 得点率 65～75% 得点率 75～85% 得点率 85%以上 

国語 

  タイプⅡ：8 校 

杉並第四小学校 

桃井第三小学校 

新泉小学校  

和田小学校  

方南小学校  

済美小学校  

八成小学校  

松ノ木小学校 
 

 

タイプⅠ：1 校 

三谷小学校 

タイプⅡ：27校 
杉並第一小学校  

杉並第二小学校  

杉並第三小学校  

杉並第五小学校  

杉並第六小学校  

杉並第七小学校  

杉並第八小学校  

杉並第九小学校  

杉並第十小学校  

若杉小学校  

西田小学校  

東田小学校  

馬橋小学校  

桃井第一小学校  

桃井第五小学校  

四宮小学校  

荻窪小学校  

井荻小学校  

高井戸小学校  

高井戸第二小学校  

高井戸第三小学校  

富士見丘小学校  

大宮小学校  

堀之内小学校  

高井戸東小学校  

久我山小学校  

永福南小学校 

タイプⅠ：1 校 

桃井第四小学校 

タイプⅡ：7校 

桃井第二小学校 

沓掛小学校  

高井戸第四小学校 

松庵小学校  

浜田山小学校  

永福小学校  

和泉小学校 

算数 

タイプⅡ：13校 

杉並第四小学校 

杉並第五小学校 

杉並第八小学校 

東田小学校  

馬橋小学校  

桃井第三小学校 

高井戸小学校  

富士見丘小学校 

和田小学校  

方南小学校  

タイプⅠ：１校 

桃井第四小学校 

タイプⅡ：21校 

杉並第一小学校  

杉並第二小学校  

杉並第三小学校  

杉並第六小学校  

杉並第九小学校  

杉並第十小学校  

西田小学校  

桃井第五小学校  

タイプⅠ：１校 

三谷小学校 

タイプⅡ：8校 

杉並第七小学校  

若杉小学校  

桃井第一小学校  

桃井第二小学校  

高井戸第四小学校 

堀之内小学校  

永福小学校  

和泉小学校 
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八成小学校  

松ノ木小学校  

高井戸東小学校 

 

四宮小学校  

荻窪小学校  

井荻小学校  

沓掛小学校  

高井戸第二小学校 

高井戸第三小学校 

松庵小学校  

浜田山小学校  

大宮小学校  

新泉小学校  

済美小学校  

久我山小学校  

永福南小学校 

 

※『平成 1６年度杉並区立小・中学校学力調査、意識・実態調査結果報告書』（杉並区：2005 年）より編集。なお、

下線は調査校、網掛けの学校は、調査対象校の隣接、近隣の学校である。 

 
  杉並区学力調査の結果（平成 16 年度実施、中学校） 

 得点率 55%未満 得点率 55～65% 得点率 65～75% 得点率 75～85% 得点率 85%以上 

国語 

 タイプⅡ：２校 

中瀬中学校  

大宮中学校 
 

タイプⅠ：２校 

向陽中学校 

和田中学校 

タイプⅡ：６校 

高円寺中学校  

東田中学校  

東原中学校  

富士見丘中学校  

松ノ木中学校  

泉南中学校  

和泉中学校 

 

 

タイプⅠ：２校 

杉森中学校 

井草中学校 

タイプⅡ：10校 
高南中学校  

阿佐ヶ谷中学校  

松渓中学校  

天沼中学校  

井荻中学校  

荻窪中学校  

神明中学校  

宮前中学校  

高井戸中学校  

西宮中学校 

 

数学 

タイプⅡ：13校 

和田中学校 

タイプⅡ：３校 

高円寺中学校  

中瀬中学校  

大宮中学校  

 

 

タイプⅠ：１校 

向陽中学校 

タイプⅡ：４校 

阿佐ヶ谷中学校  

東田中学校  

富士見丘中学校  

泉南中学校 

タイプⅠ：１校 

杉森中学校 

タイプⅡ：12校 

高南中学校  

松渓中学校  

天沼中学校  

東原中学校  

井荻中学校  

荻窪中学校  

神明中学校  

宮前中学校  

高井戸中学校  

松ノ木中学校  

タイプⅠ：１校 

井草中学校 
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和泉中学校  

西宮中学校 

英語 

 タイプⅠ：1校 

和田中学校 

タイプⅡ：５校 

高円寺中学校  

中瀬中学校  

富士見丘中学校  

大宮中学校  

和泉中学校 

タイプⅠ：1校 

杉森中学校 

タイプⅡ：５校 

高南中学校  

阿佐ヶ谷中学校  

東田中学校  

高井戸中学校  

泉南中学校 

タイプⅠ：２校 

井草中学校 

向陽中学校 

タイプⅡ：９校 
松渓中学校  

天沼中学校  

東原中学校  

井荻中学校  

荻窪中学校  

神明中学校  

宮前中学校  

松ノ木中学校  

西宮中学校 

 

※ 『平成 1６年度杉並区立小・中学校学力調査、意識・実態調査結果報告書』（杉並区：2005 年）より編集。な

お、下線は調査校、網掛けの学校は、調査対象校の隣接、近隣の学校である。 

 

² 「平成 16 年度杉並区立小・中学校学力調査、意識・実態調査結果報告書」（杉並区：2005

年）、１１頁。

 
                                                   
 
＊ 「学校経営に関するインタビュー用質問表」調査結果 

 
 以下のグラフは、タイプⅠ学校、タイプⅡ学校、およびタイプⅢ学校に対してのアンケ

ート調査」の結果をまとめたものである。各タイプの学校について、「教職員への効果」、「保

護者への効果」、「地域社会への効果」、「経営手法への効果」「経営の重点・配慮事項」の五

項目に分けて集計した。（※グラフの読み方は本章冒頭部分の説明を参照されたい。）」 
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保護者への効果
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地域社会への効果
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経営手法への効果
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3  なお、本章の随所でも触れたが、本調査はインタビューという形式で行われるため、

調査結果は回答者の主観に依存することは避けられない。しかし、インタビューは学

校経営者（管理職）が変化や効果をどのように認識しているのかに基づいており、運

営当事者であり責任者でもある学校経営者の回答結果から判断することは一定の意味

があると考える。 
また、「学校選択制」や「分権的経営制度」は導入されてからまだ日が浅く、さらに

制度を導入している学校は、全国の公立学校の一部であるため、サンプル数が乏しい

ことも事実である。従って、今回の調査では統計的な結果や断定的な結論を導くこと

はできない。しかし、現段階において現れている効果の可能性について把握すること

は、今後の制度の是非の行方を左右し、今後制度導入の期間が長くなり、導入校が増

えていくことで、効果の傾向の動向がはっきりと定まり、統計的に論証することが可

能になると期待される。 
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第五章 実地調査結果（２） －改革の制度的側面と経営的側面 
 

 

 

 本章では、聞き取り調査の結果を基に、改革の効果を生み出す因果関係について、「選

択制度」と「経営」の二つの側面から分析する。 

第一節では、調査結果を踏まえ、学校制度改革の成功の条件を選択制度および経営の両

面から検討する。 
第二節では、分権的経営制度（地域運営学校）とその経営について詳しく考察する。現

段階で分権的経営制度の先端にある地域運営学校における実際の経営手法を検討すること

で、学校経営の成功の条件を探る。 
 第三節において、分析のまとめとして、調査対象となった各学校における改革後の変化

や効果の違いを選択制度と経営の両側面から再度位置づける作業を行う。 
 

なお、本章の分析および説明は、各教育委員会、各学校における聞き取り調査を基にし

ている。調査を行った際の条件より、以下本論の記述において、特に必要がない限りは、

具体的な学校名や発言者を記載していない点を断っておく。 
また、これらの調査報告の詳細、各地域の学校制度、各学校への調査内容をまとめたも

のは、巻末資料「教育委員会・学校聞き取り調査報告」として記載しているので参照され

たい。 
 
 
 
 
 
第一節 「選択制度」と「経営」による学校への効果 
 
 
 本節では、学校制度改革をめぐる諸制度と様々な経営手法が、どのように学校の効果を

生み出しているのかについてまとめる。制度的側面と経営的側面について、順次考察して

いく。 
 
 
  １．学校の制度的側面 －どのような選択制度が効果を与えるのか 
 学校選択制度と分権的経営制度は、供給者にどの程度の効果を及ぼすのか。第一章第二

節の図表 1-5 で示したように、政府は利用者と供給者に対して、それぞれ選択権と経営権
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を与えることができる。図表 1-6 では、選択権と経営権の有無の組み合わせによって学校

を四つのタイプで表したが、選択権と経営権の二つの自由度の度合いで分類したのが図表

5-1 である。 
本章で述べた学校経営者へのインタ

ビュー質問表による調査結果は、従来

のタイプⅣ学校から、選択権と経営権

の広がりがどのような効果をどの程度

及ぼすのかを考察しようとしたもので

ある。図表からもわかるように、本稿

の枠組みで重要な要因となるのは、学

校選択制度と分権的経営制度の二つの

制度である。 
 以下ではこの二つの制度改革の効果

を中心に説明し、その他の諸制度との関連性を踏まえながら考察していきたい。 
 
 
  ２．制度的側面(1) 状況に応じた学校選択制度の編成 
 聞き取り調査の集計から、学校選択制度の導入は、教職員、保護者・地域・マネジメン

トの各方面への効果が見られた。これは、学校自体への刺激や効果につながっていること

を示すものである。加えて、経営者の認識では「保護者が考える機会が増えた」、「保護者

が意見・要望を出すようになった」、「学校への信頼が増した」などの効果も示された。こ

れは、間接的にではあるが、学校選択制が利用者への効果を与えていることもうかがい知

ることができる。 
 しかし、ここでの問題は、具体的に学校選択制の中のどのような要素が、利用者や学校

に効果を与えているのか、という点である。この点、各自治体では学校選択制への様々な

編成や運用上の工夫を行っている。調査した自治体ごとの選択制度の編成内容について、

図表 5-2 にまとめた。 
例えば、金沢市や瀬戸市、瑞穂市といった地方の自治体では、利用者の大規模な移動を

想定する選択制度の導入を目的としていないと答えている。金沢市の担当者は、学校に刺

激を与えるという意味での目的はあるが、導入本来の目的はあくまで利用者の「選びたい」

ニーズに応えるためであると述べている。金沢市の仕組みは、利用者がどの学校も選択で

きるように全区域からの選択を可能にしているが、その移動コストに配慮していないため、

利用者は他学区への通学距離が遠くなると選択権を積極的に行使しない。利用者の選択ニ

ーズには配慮するが、実質的な利用者の移動と学校間の競争を引き起こすようには設計し

ていないのである。 
逆に、利用者の移動を可能にして供給者への刺激に結び付けたいと明確に意図する仕組 

大きい 子ども・保護者の選択 
小さい 

大きい 

学
校
の
自
律
的
経
営 

図表 5-1 日本の学校制度（タイプ別） 

タイプⅠ タイプⅢ 

タイプⅡ タイプⅣ 
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図表5-2 各自治体の学校選択制の内容（2007年度時点） 

 
学校選択制の編成 

選択の制限 入学者の選抜 通学補助 学校への施策 

足立区 
全学区選択制（小・中学校） 

全員が入学校を申請 

学校ごとに受け入れ上限あり（抽選実

施）、学区内の子ども優先 

なし 

（※自転車通学禁止） 
「特色ある学校づくり予算」 

杉並区 
隣接学区選択制（小・中学

校）、選択希望者のみ申請 

受け入れ上限40名（抽選実施） 

指定校には全員が入学可 

なし 

（※自転車通学禁止） 
「杉並教育ビジョン推進計画」 

尾道市 
全学区選択制（小・中学校） 

選択希望者のみ申請 

学校ごとに受け入れ上限あり（抽選実

施）、指定校へは全員が入学可 
なし 

「さくらプラン」 

学校への研究主題と予算の設定 

金沢市 
全学区選択制（中学校のみ） 

全員が入学校を申請 

受け入れ上限40名（抽選実施） 

指定校へは全員が入学可 

なし（※山間部の一部小

規模特認校のみ有） 

学習指導基準「金沢教育スタンダー

ド」の設定 

瀬戸市 

隣接学区選択制（小・中学

校、特認校を除く） 

選択希望のみ申請 

学校ごとに受け入れ上限あり(抽選実

施)、複数選択希望可、指定校には全

員が入学可 

なし（※市営コミュニティ

バス有） 
「未来創造事業」による予算づけ 

瑞穂市 
全学区選択制（小・中学校） 

選択希望者のみ申請 

受け入れ上限は特になし 

指定校には全員が入学可 
なし 全学校に授業研究特別予算 

京都市 導入なし 導入なし なし 「市民ぐるみで進める教育改革」 

東海市 導入なし 導入なし なし 「輝く学校づくり」プラン 

 
みもある。杉並区や足立区、尾道市の事例は、多くの利用者が選択することを前提とした

制度設計である。例えば、杉並区ではブロック内学校選択制を敷くにもかかわらず、学力

や学校の評判によって毎年、一割以上の利用者が選択権を行使している。これには、確か

に都市部であるため利用者への通学補助をせずとも、移動コストが小さいという要因が関

係する。だが、これらの自治体では、市当局も学校選択制に併せるように、個別学校ごと

への各種支援プランや手挙げ制度による人事・予算システムを連動させており、各種指定

をうけると財政的補助が下りる仕組みも準備している。つまり、学校選択制度と並行して

支援施策をメニュー化し、それらを各学校に選ばせることによって、学校に特色をもたら

そうという意図がある。 
 

 このように考えると、選択制度の細かな編成の中で、学校に刺激や効果を及ぼすための

決定的な違いとは何であるかということが重要になってくる。 
 筆者の考察では、ブロック内学校選択制や特認校選択制（特定の学校のみ全域からの選

択を認める制度）、収容人数の限界による選択者数の制限、その抽選や諸手続きなどの仕組

みの違いは、学校への効果にさほど大きな影響を及ぼす要素ではないと考える。つまり、

日本の事例において、直接に学校に対し効果を出すための学校選択制は少ない。 
というのも、教育委員会が、選択制度にこのような編成を加えるのは、学校への効果を

作り出そうとする他に、大きく二つの理由が考えられるからである。 
その一つは、これらの編成が、教育委員会による「“利用者に向けて”このような選択

をさせたい、こういう選択権を与えたい」という意図で作られたものだからである。例え
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ば、瀬戸市では、以前から通学の利便性を理由とする隣接学区への入学を認めて欲しいと

の利用者の要望が強かったことから、隣接型学校選択制を採用している。したがって、制

度導入後もそれ以外の理由で選択を積極的に行おうとする利用者は非常に少ないし、教育

委員会は学校への特別な対応策や支援策を行っていない。 
「利用者がどう選択するか」を意図する編成は、利用者に対しニーズの充足など直接の

効果を与えるとしても、それが学校に対して直接的なインパクトを与える編成であるとは

言いがたいのである。 
学校選択制にアレンジを加えるもう一つの理由は、「政府自身のリソースの問題、施設

や人材、財源、事務的な作業量に限界がある」ということである。制度編成を加える理由

として、「現状では財政や人事的な制約により実施は難しい」とのコメントが多く聞かれた。

分かりやすく言えば、大規模な選択行動による、その後のフォローのための各種支援政策、

財政的、人事的な拡充の見通しが立っていないということである。 
 したがって、調査において判明したことは、“現在の学校選択制度における編成内容は、

利用者への効果を意図したものであり、学校への効果を主たる目的として編成されている

ものは、実際のところ少ない”ということである。つまり、現在の選択制度の編成が学校

に対して影響を与えられるかどうかは、間接的な関係に留まっているという結論が得られ

る。今のところ、「利用者にいかなる選択を与えるか」という面で選択制度に諸編成を加え

ることは、イコール学校に刺激を与える要因には直接に影響しないのである。 
 
 しかしながら、学校選択制度のある学校は、保護者をはじめ地域や学校内部といった各

方面への効果が見られるという結果が示されていることも事実である。筆者はこの理由に

ついて、選択制度を導入することによって、他の諸制度との連動効果が発揮されるからで

はないかと考える。 
実地調査によって得られた学校選択制度を効果的に運用するために不可欠な条件、ない

し、補助的な施策の組合せやその工夫といった環境整備の方策は、次のように整理できる。

すなわち、選択制度下において、学校への刺激を及ぼすことができる決定的な要因として、

“他の諸施策との連動”が挙げられる。それは主に以下に述べる「学校評価制度」と「情

報公開制度」、そして「分権的経営制度」との連動が考えられる。 
もちろん、これらの諸施策は、単独の導入によっても学校に効果を発揮する。しかし、

選択制度の導入は、各施策に対してさらに制度的な工夫を促すように作用するものと思わ

れる。選択制度に見合ったアレンジが加えられることによって、選択制度をさらに効果的

に実施させ、単独で実施した場合とは異なる相乗効果を発揮させる。 
選択制度と他の諸施策との連動による効果を図式化したのが図表 5-3 である。 
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本稿の枠組みにおいて、四つの制度のうち、最も決定的な影響を及ぼすのは、「学校選

択制度」ないし「分権的経営制度」である。確かに、学校評価や情報公開も制度としては

重要であり、必要不可欠な制度でもある。学校評価システムが整っていなければ、学校の

パフォーマンスの成果が把握できないし、それらを公表する仕組みである情報公開も必要

である。しかしながら、学校制度改革において、学校評価や情報公開がさらなる効果を発

揮するためには、前提となるより大きな制度が必要だと考える。それが、学校選択制度お

よび分権的経営制度の存在である。 
本稿調査では、「保護者」「地域」「教職員」「トップマネジメント」への変化や効果を測

定した。そこでの問題意識は、単に制度が導入され、どのように実施されているかを把握

することだけではない。重要なのは、制度改革の効果が最終的にどこに向けて、あるいは

何に対して、有効な（あるいは無効な）変化を及ぼしたり、改善を促していたりするかど

うかを把握することである。制度改革の最終的な効果を考えた際に、学校評価制度や情報

公開制度は、それ単独では、利用者や学校に向けてあまり影響を与えないのではないかと

考える。 
 とりわけ、学校選択制を採用するにあたり、より有効性を発揮させようと思えば、学校

評価制度や情報公開制度と上手く連動させる必要がある。連動効果を発揮させるためには、

学校選択制と見合った形で各制度の編成や工夫といった改善を加えなければならないだろ

う。 
 以下では、学校選択制の導入を条件とした場合に、これらの諸施策をどのように編成や

工夫すれば相乗効果を発揮できるのかについて順に説明する。 

学校の変化 

情報公開制度 

学校評価制度 

分権的経営制度 

相
乗
効
果 

間接的影響 

相
乗
効
果 情 報 公 開

への工夫 

学校評価への工夫 

選択制度のアレンジ 

学校評価制度 

情報公開制度 

分権的経営制度 

学校の変化 
選択制の導入 

選択制度なし 

図表 5-3 選択制度と諸施策との連動効果 
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  ３．制度的側面(2) 学校評価との連動 
学校評価制度は、最終的な教育サービスの質・コスト・アカウンタビリティについての

成果を把握するための重要な施策である1。また、学校評価は、子ども・保護者（利用者）

の学校選択の際の判断材料となり、その前段階として学校（供給者）へ経営改善の認識を

促す機能も果たす。 
学校選択制度下での学校評価の特徴は、次の二点にまとめられる。すなわち、評価が「多

様化」と「波及」をもたらすという特徴である。 
第一に、選択制度においては、学校独自の評価内容の精錬をもたらすということである。

学校評価制度は一般的に、基本的な評価項目に加え、学校独自で評価項目を設定してよい

ことになっている。この理由は、学校独自の特色を出し、その活動を評価するためである。 
だが、学校選択制度下ではその傾向が一層明確になるといえる。例えば、五反野小の学

校評価は、年数をかけて練り上げている。それは数値化された成果指標を取り入れたり、

保護者・地域の役割を評価する部分を含んだり、あるいは、コンピューター処理を用いて

課題の絞込みや点検作業を行うものとなっている。また、土堂小のように学校評価をまと

めて年次報活動告書として毎年度発行している例もある。 
要するに、選択制度においては、教育委員会が要求する学校評価システムに留まらない

仕組みを採用している例が多く見られるということである。これは、学校自らが自己点検

や上位組織への説明を目的としているだけでなく、利用者や地域に見てもらうことを前提

とした評価、保護者や地域に取り組みが理解され、次の利用者に選んでもらうための評価

を意識しているからである。 
そして第二に、選択制度下では、学校評価の形態や方法についての波及効果をもたらし

やすいということである。本稿の実地調査アンケートでは、タイプⅠ学校、タイプⅡ学校

の経営者は「学校評価の向上」を重視していた（数値 0.750；約 75％の経営者が回答して

いる）。このことからも評価の内容をめぐって各学校が競い合っているという構図は容易に

想像できる。 
しかしながら、学校選択制度においては、ある学校が採用する優れた評価方法は、他の

学校に模倣（真似）されやすい。実際に、足立区の学校では、可能であれば五反野小のよ

うな実践を行い、評価方法も採用したいといった声も聞かれた。尾道市での調査でも、近

隣の学力調査や満足度調査の結果は気になるというコメントがあった。選択制度において

は、ブロックや学区単位で、校長会、教頭会のような連絡会議が頻繁に開かれ、学校評価

についても情報交換がなされているからである。 
以上、少なくとも二つの点で、通常校が行う学校評価とは異なった変化があることを示

すことができる。学校評価が多様化させ、かつ波及を促すという働きは、学校評価が選択

制度と連動して強い相乗効果を発揮する施策であると考えられる。 
 
もちろん、学校評価制度は単独の導入によっても、マネジメントサイクルにおける自己
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点検・自己評価に基づく改善機能を発揮できるため、選択制とは無関係な独立した制度と

しても見なすことができる。しかし、学校選択制を伴う学校評価の実施は、子ども・保護

者、および学校にとって、より重要な役割を果たす。実際に、選択制度における学校評価

は、いくつかの制度的な工夫をして実施することによって、学校側の認識や評価結果の用

いられ方などの面で、評価制度が導入された意味は全く異なってくると考えられる。選択

制度の効果的運用にとって必要な工夫とは、主に次の三点である。 
 
学校評価の工夫①：多元的な評価による実施 

第一に、選択制度下における学校評価は、単に教育委員会が結果報告を要求するための

評価を目的としているだけでなく、多面的な評価を取り入れ、経営改善と説明責任の両方

に直接生かせる仕組みを採用すべきであるという点である。選択制度との連動の一つは、

学校評価に多様な方法を生み出すことである。 
例えばその一つが、保護者、地域、外部専門家などの評価者を多様化するという方法で

ある。五反野小や土堂小、和田中といった人気のある学校では、教育委員会の学校評価制

度、および学校経営計画を作成するだけではなく、保護者による授業評価、生徒からの授

業アンケート、理事会地域役員、外部専門家による評価といった多様な方法で評価を実施

し、それらをホームページや説明会などにおいて公表している。 
場合によっては、重複する評価結果や意見が寄せられるかもしれない。だが、むしろ学

校側にとってそれは意図している点でもある。というのも、学校選択制においては、単一

のフォーマットのみで評価を公表するよりも、多元的な評価をあえて実施することによっ

て、学校の評判（風評）を一つに偏らせないという効果を狙っているからである。学校ご

との多元的な評価を奨励する自治体は、足立区や杉並区など選択者の多い都市部の学校選

択制を採用する自治体において見られる。 
 

学校評価の工夫②：統一項目による学校評価 
評価方法を多元化する一方で、学校選択制においては、教育委員会が主導的な役割を果

たして、統一的なフォーマットによる全学校に対する学校評価の比較を可能にするという

工夫が重要である。その理由はもちろん、利用者の学校選択の比較基準を提供するためで

ある。 
思うに、現在の学校選択制が“利用者は教育活動の内容の違いによって学校を選択せず

に、学校の風評やイメージで選ぶ2”という傾向があるとするならば、その原因は、学校の

教育活動の中身を客観的ないし統一的に比較する情報が利用者に提供されていないためで

ある。現在の学校選択制では、義務教育として各学校がほとんど同じ教育活動を実施して

いるにも関わらず、それらを客観的に比較できる情報が多様に用意されていないという問

題がある。 
実際、利用者にとっての学校選択は、豊富に選択肢が提供されているわけではない。通
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学距離などを考えれば、選ばれる対象校は、通常、数校に絞られるのが現状である。利用

者の現実的な学校選択の判断材料として、学校独自の活動を評価する情報も必要であるが、

その一方で他校との相対的な実践の差を比較する尺度も必要である。統一項目による学校

評価は、多元的な評価の価値を認めた上で、それでも義務教育として、あるいは利用者の

ニーズとして求められる一定水準の教育活動については、学校間で相対的に比較対照でき

る判断材料を提供する。 
しかしながら、学校選択制と並んで、学校評価を統一項目によって実施しようとする自

治体は少ない。本稿調査の中では、杉並区の事例が教育改革プログラムの一環として、各

学校に統一的な成果指標を導入して学校評価を試みている。 
 

学校評価の工夫③：学力調査の実施 

統一的な評価項目の設定と同じ役割を果たすものに、学力調査の実施がある。学力調査

の結果も、学校間に相対的、客観的な評価材料を提供する。 
校長、教職員などの学校関係者にとってみても、今のところ、この学力調査結果が、他

校の教育活動と比較できるほとんど唯一の客観的評価の尺度となっている。したがって、

学校への効果を判断する際に、学力調査を実施しているかどうかという違いは、競争環境

を整える上で極めて重要な工夫であると思われる。 
本稿調査では、学力調査を実施している自治体は、選択制において、足立区、杉並区、

尾道市が当てはまる。もっとも、学力調査は、国によって 2007 年度より全国規模で導入

されたため、現在は選択制度の自治体、指定校制度の自治体ごと、ないし学校ごとで共に

比較できる状況になっている。ただし、その評価結果の使い方については、調査段階では

都道府県教委区委員会レベルに委ねられており、今のところ利用方法は定まっていない。

本稿の調査時点では、国の学力調査をいかに用いるかについては、どの教育委員会からも

どの学校からも明確な回答は得られなかった。 
なお、学力調査結果を利用者に公表するか否かについては、次項の情報公開において詳

述する。 
 
以上の学校評価への工夫について、調査した各自治体の状況を図表 5-4 にまとめた。こ

のように学校選択制度における学校評価は、利用者への選択行動および学校への経営改善

の両方に効果を促す施策である。評価制度の工夫次第では、学校選択制度の効果を補助し、

評価制度としても新しい効果を発揮できる施策として位置づけられる。 
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図表5-4 各自治体の学校評価制度の内容(2007年度時点) 

 
学校評価制度の編成 

実施の形態 多元的な評価（外部評価等） 統一項目による評価 学力調査の実施 

足立区 全学校で実施 
全学校に「開かれた学校づくり協議

会：学校評価部会」を設置 
特になし 

実施（小学校；国算理社、問題解決能力、中学

校；英国数理社、問題解決能力）※07 年度より

小学校；国算、中学校；英国数） 

杉並区 全学校で実施 
第三者学校診断制度（希望した学

校を対象） 
各項目の四段階評価 実施（小学校；国算、中学校；英国数） 

尾道市 全学校で実施 特になし（学校ごとによる） 特になし 

TK 式観点別学力調査、および基礎・基本定着

状況調査（両調査共に小学校；国算、中学校；英

国数） 

金沢市 学校ごとで実施 
特になし（学校ごとによる、学校評

議員制度は必置） 
特になし 

実施（小学校；英国、中学校では国および県の

調査を利用） 

瀬戸市 学校ごとで実施 特になし（学校ごとによる） 特になし 実施なし 

瑞穂市 学校ごとで実施 特になし（学校ごとによる） 特になし 実施なし 

京都市 全学校で実施 
教職員・児童生徒・保護者・地域に

よる評価制度 
特になし 実施（小学校；国算理社、中学校；英国数理社） 

東海市 学校ごとで実施 特になし（学校ごとによる） 特になし 実施なし 

 
 
 
  ４．制度的側面(3) 情報公開制度との連動 
 選択制度と情報公開制度との連動とは、学校評価や入学者数、学力調査から普段の教育

活動までを含めた様々な情報が、利用者にとってどれだけ容易にアクセスできる状況にな

っているか、ということである。 
例えば、選択制を採らない世田谷区や京都市では、学力調査を行っていても、学校ごと

の結果は公表していない。一方で、選択制のある自治体、中でも大規模な選択者数を想定

している自治体では、統計的な情報や学校ごとの評価情報も含め、情報公開には敏感であ

り、ホームページ上などから容易にアクセスできるようになっている。逆に、選択制度が

導入されていても大規模な移動を意図しない自治体では、問い合わせをしないと情報を入

手できないようである。 
では、情報公開について、個々の学校はどのように考えているのか。学校ごとの情報の

出し方は、選択制度下であっても異なっている。学校ごとの事情もあり、実際には情報発

信に積極的な学校や、そうでない学校があるので、制度の影響は一概には言えない。 
しかし、聞き取り調査では、経営者による態度の違いが見出せた。インタビューでは、

概して、情報公開について否定的な意見は聞かれなかった。むしろ、選択制度と絡めての

質問では、「保護者と信頼関係を築くためには情報を出す、学校を開放することが一番だ」

といった積極的な意見が多かった。選択制度下のある学校の校長は、「選択制度になった以
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上、情報については公開していく方向でしか解決は生み出せない」とも述べていた。それ

は情報に対してある意味、覚悟を決めて腹をくくっているような姿勢であった。 
選択制における学校経営者にとって、積極的な情報公開の重要性は、経営認識としてコ

ンセンサスになっているといえる。 
 

 情報公開制度は、主に学校選択の利用者に向けた効果を発揮する。とはいえ、情報が公

開されることによる学校経営への効果もあることから、学校選択制度の中では、情報公開

制度も選択制の効果を補助する施策の一つと見なされる。学校選択における情報公開と、

学校選択のない情報公開とでは、子ども、保護者、学校双方にとって存在意義が異なる施

策として見なされる。学校選択において、相乗効果を発揮させるための情報公開制度の工

夫は、「加工しないデータの公表」、「学力調査結果の公表」、「情報アクセスの向上」の三点

にまとめられる。（なお、各自治体の状況は、下の図表 5-5 を参照。） 
 

図表5-5 各自治体の情報公開制度の内容（2007年度時点） 

 
情報公開制度の編成 

加工しないデータの公表 学力調査結果の公表 情報へのアクセスの向上 

足立区 学校ごとによる 公表している 
全学校に学校公開日、情報誌有り 

各学校・教委に相談可 

杉並区 
学校評価の統一項目は教委が公

表、それ以外は学校ごとによる 
公表している 

全学校に学校公開日、情報誌有り 

各学校・教委に相談可 

尾道市 学校ごとによる 公表している（各学校が可否を判断） 
全学校に学校公開日、情報誌・放送有り 

各学校・教委に相談可 

金沢市 公表していない 公表していない 
全学校に学校公開日、情報誌有り 

各学校・教委に相談可 

瀬戸市 公表していない 学力調査の実施なし 
全学校の学校公開日、情報誌有り 

各学校・教委に相談可 

瑞穂市 公表していない 学力調査の実施なし 
全学校に学校公開日、情報誌有り 

教委に相談可 

京都市 学校ごとによる 公表していない 
学校公開などは学校ごとによる 

指定校変更は教委に相談可 

東海市 学校ごとによる 学力調査の実施なし 
学校公開などは学校ごとによる 

指定校変更は教委に相談可 

 
 
  情報公開の工夫①：加工しないデータの公表 

 第一の工夫は、公表内容を教育委員会や学校の手を加えずに、生のデータとして公表す

るということである。例えば、先の学校評価でいえば、学校側の分析結果や意見・立場を

公表するのではなく、利用者に評価や調査結果を公表するという意味である。生の結果を

公表することにより、実施側にとって都合の悪いデータを隠せなくなる。 
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 このことは二つの意味で効果を発揮する。一つは、実施者側の意図的な情報操作の効果

が小さくなることから、情報公開の効果が直に風評対策に結びつくことである。「情報提供」

の不均衡や不確実性が高まると風評が拡大するという傾向があるため、実施側の手によっ

て加工修正されないデータの公表は、利用者の懐疑的な解釈の余地を狭めるという効果が

期待できる。 
 もう一つは、学校選択の利用者に、あえて学校について比較考慮や分析などの“自ら考

える機会”を与えるという効果である。これは利用者の適切な判断力の育成の効果を期待

するものである。 
事実、選択制のある教育委員会および学校は、“利用者が学校についてよく考えて選んで

もらう”ことを望んでいる。実際に制度の PR の際にも、学校選択の際にはよく考え慎重に

選んでほしいと利用者に呼びかけているのである。利用者が主体的に考える材料を豊富に

提供するという意味で、供給側の解釈を伴わないデータを公開することは、重要であると

考えられる。 
 当然ながら、教育委員会や学校は、実施側としてのデータの分析作業および戦略や対策

は練っておかなければならないだろう。しかし、少なくとも実施者の意見や改善策の立場

表明と、調査結果の公表とは区別して情報公開されるべきである。 
 
  情報公開の工夫②：学力調査結果の公表 

 上記の効果と関連して第二に、学力テストの結果を公表する方策が考えられる。 
 実際、学力調査は実施していても、結果を公表していない自治体は多い。しかし、学校

選択論争では、日本においては学校間の学力差こそが、利用者の選択の判断材料となる可

能性が高いことが指摘されている。 
本稿の聞き取り調査によれば、学校選択制の有無を問わず、どのタイプの学校も学力に

対しては非常に高い関心を払っていることが明らかとなった。これは、利用者のニーズと

学校が認識しているニーズとが潜在的には一致していると考えることができる。利用者と

同様に、学校関係者も学力結果が、学校の評判を強く左右し得ると考えているのである。

したがって、学力調査結果の公表に対する両者への影響は非常に強くなると思われる。 
しかし、供給側と利用者側の認識が一致しているだけに、学校選択の大規模な利用を想

定していない自治体（あるいは学校選択制を導入していない自治体）にとって、この類の

情報は、両者の意図しない行動を生み出す可能性が高い。例えば、指定校制度は、教育活

動はどの学校も同じように実施されているという前提（直営モデル）で実施されているた

め、学力情報が公表されて学校間の格差が顕在化してしまうことへの対応が困難になる。

それゆえ、そのような自治体では学力情報はなるべく公表したくないというのが実情のよ

うである。その意味では、学力結果の非公開は、学校選択の利用者への効果を低く抑える

役割を果たしていると考えられる。 
 しかし、調査結果を非公開とするのは、利用者のみならず、学校にとっての効果も軽減
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される結果につながる。たとえ学校内部で調査結果を把握できたとしても、情報公開によ

る相乗効果を発揮できないからである。例えば、学校へのおどしの効果や、学校への信頼

感の構築などの効果である。 
 学力情報の公開は、しばしば、学校や利用者の過度な競争や風評を煽るとの指摘がある。

だが、これは選択制度を採用した状況では適切な意見だとは言えない。いたずらに競争を

煽るというような批判は、指定校制度を前提とした状況（直営・分権モデルのように入学

校が当初から選べない状況）で当てはまるものだからである。 
学校選択は、利用者のニーズを基に移動可能な制度であるため、行政が潜在的に強いニ

ーズである学力情報を開示していかなければ、利用者は、結果的に塾や民間業者等が提供

する情報を基に判断せざるを得なくなる。例えば、一部の利用者が、民間業者が提供する

学校ごとのテスト結果や塾通学者数、私学進学率、個別相談などの援助を受けることにな

れば、学力情報を持つ者と持たざる者との情報格差が生じさせてしまうことになる。 
 他方、選択制を実施する自治体にとっても、学力情報の比較検討を非公開にしたままで、

学校を競争させるのは、結果的に一部の意識の高い経営者が運営する学校だけを優位な状

態に置き続けることになる。現状では、有能な経営者ほど自らの学校の学力情報を、制度

を問わず積極的に公開する傾向が強いからである。学力情報の扱いが学校経営者の能力い

かんで決定される状況を作り出すのは、経営力の格差を予め広げる要因を制度的に作って

しまうことになる。最終的な制度の信頼性や安定性を考えた場合、潜在的に高いニーズと

なっている学力データを非公開とするのは好ましくない。 
 政府は、利用者のよく考えられた判断を基に選択が行なわれることを望むのであれば、

確かな学力情報を公開する仕組みを導入することが必要である。利用者と学校の双方が、

その情報公開を前提とした競争環境において、選択や経営実践が行われるのが望ましい。 
 
  情報公開の工夫③：情報へのアクセスの向上 

 第三は、それらの情報をいかに取得しやすくするかという工夫である。 
 情報取得の方法に関しては、教育委員会による資料の窓口配付や学校配付の他に、郵送

やインターネットでの公開、各種説明会や懇談会の機会を設けるなど、方法は多様に考え

られる。本稿の調査では、どの自治体も問い合わせや相談について、最終的には、学校ま

たは教育委員会の窓口ないし個別相談によって概ね対応できる態勢になっていた。 
しかしその一方で、筆者が学校ごとに行った質問に対しては、同じ質問内容でも情報提

供してくれる学校とそうでない学校との間にばらつきが見られ、情報を入手する側にとっ

て不都合な面が多いことを実感した。 
 学校選択制度と絡めた情報公開は、ある一定範囲の情報については、教育委員会がまと

めた形で公表するか、あるいは、各学校に情報提供の準備を義務づけておく工夫が必要で

ある。例えば、選択利用者に対しては、単なる在籍数や学校紹介だけでなく、学力情報や

進学実績、部活動の成績、あるいは施設設備や教職員などの情報を、他校と一定程度比較
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できる形で提供できるようになることが望ましい。 
 ただし、全ての学校に関する網羅的な情報を利用者に提供する必要性はあまりない。と

いうのも、実際の利用者は、近隣の数校でしか比較検討をしないため、そのような全学区

的な状況把握を必要としないからである。しかし、近隣校の情報提供は必要であるべきだ

として、比較可能な提供方法を教育委員会なり学校なりが、前もって準備しておくことが

必要である。 
 
 
  ５．制度的側面（4） 分権的経営制度との相乗効果 
 学校選択制度と並んで重要な制度が、分権的経営制度である。日本において、最もその

形態に当てはまるのが地域運営学校である。実地調査において、分権的経営システムを採

用すると、総じて各方面に効果があることが示された。 
 分権的経営制度が最も効果を及ぼすのは、地域社会への対応とトップマネジメントへの

必要性についてである。両者に対しては、選択制度あるなしに関わらず、認識の変化が強

く見られた。 
                    図表 5-6 各自治体の分権的経営制度の導入状況 

もっとも、分権的経営制度は、導入が可

能となってまだ日が浅い。調査した地域運

営学校の絶対数は少なく、その中には、実

際、まだ立ち上げ段階の学校や、必ずしも

運営が上手くいってない学校も存在する

（図表 5-6）。したがって、経営制度の導

入が、各方面への効果や実績をもたらすか

どうかは、現段階の制度採用の有無だけで

は判断できない。そこで、本稿調査では、

分権的経営制度が採用される前と後によ

る経営者の認識と行動の変化に注目した。 
 
そもそも、地域運営学校を採用する経緯となった理由は、大きく二つに分けられる。 
一つは、文科省のコミュニティ・スクール研究指定校に認定された経緯を持つ学校であ

る。そしてもう一つは、地域的な特性から地域運営学校の指定を受けた学校である。 
このうち、学校の意識、実績共に高い効果を挙げているのは、後者の地域的な特性から

採用した経緯をもつ学校である。文科省からの研究プロジェクトでは、予算や支援が継続

的に行われたが、自ら望んで指定を受けた学校とそうでない学校があり、一概に実績を出

しているとは言えなかった。杉並区のある経営者は、「経営システムが成功するかどうかは、

学校、地域にその気があるかどうかに左右される」と語っている。 

 分権的経営制度（地域運営学校）の導入 

 小学校 中学校 

足立区 1 校/72 校中 0 校/37 校中 

杉並区 2 校/44 校中 4 校/23 校中 

尾道市 1 校/32 校中 0 校/20 校中 

金沢市 0 校/58 校中 0 校/24 校中 

瀬戸市 0 校/20 校中 0 校/8 校中 

瑞穂市 0 校/7 校中 0 校/3 校中 

京都市 78 校/183 校中 9 校/82 校中 

東海市 2 校/12 校中 0 校/6 校中 

（2007 年度時点） 
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しかしながら、これまで運営に困難をきたしていた地域運営学校でさえも、経営者のリ

ーダーシップや地域、保護者、教職員への意識は高かったという点が重要である。つまり、

文科省の研究指定校であるかどうかの経緯やその実践結果を問わず、分権的経営学校の経

営者の認識は、概して大きく変化しているのである。 
というのも、地域運営学校は、実際の経営実態がどうであろうと、権限や意思決定、運

営のあり方がこれまでとは根本的に異なるからである。インタビューの中には、「成功する

かどうかに関わらず、地域運営学校は他の普通の学校と比べて、運営の仕方が全く異なる。

たとえ、活動する内容がなくても、理事会の会議にかけ、意見や承認をいただかなければ

ならないのだから」というコメントもあった。 
また、地域運営学校においては、人事の具申権が強化されている点も極めて重要な仕組

みである。地域運営学校の制度的な強みは、学校運営協議会が学校経営の方針を決めると

いう点に加えて、学校がヒト・モノ・カネといった経営資源を機動的に用いることが可能

になっていることにある。 
このうち、現段階の地域運営学校においては、カネ（自主財源）の部分は税制との関係

で未整備の段階である。だが、ヒト（人事）およびモノ（施設・活動）に関しては、事実

上、学校の希望が叶えられる形となっている。特に、人事権が協議会を通じてであれ、上

層部に対して強い働きかけが実現するようになったのは、経営上、極めて重要かつ強力な

仕組みであると考えられる。実際にヒアリングでは、「コミュニティ・スクールになること

で、人事はほぼ確実にこちらの要望が通るだろうし、他の学校よりも優先される」といっ

たコメントや、「協議会からあの教員を変えろといった指示が出たこともあった。それどこ

ろか、校長を交代させようという動きすらあった」、「協議会が学校運営から暴走した場合

に、教育委員会に人事など直接に要望を言う可能性がある。学校現場が滞ることのないよ

うに、京都ではその仕組みをあえて変更している」というコメントがあった。それくらい

人事権の発動は、学校運営にとって影響が大きい。 
さらに、活動力のある学校では、理事会の下部組織（部会組織）へも配慮を払わなけれ

ばならない。このことから、経営者にとってなお一層マネジメント意識が高まる結果につ

ながっていると思われる。 
つまり、地域運営学校の経営形態は、それまでの校長の運営スタイルを一新、一変させ

なければ勤まらない仕組みなのである。その意味で、分権的経営システムの導入が学校に

及ぼす影響や効果は大きいと考えられる。 
 
 それでは、学校選択制度と絡んで、分権的経営制度はどのような相乗効果を発揮するだ

ろうか。 
 上述したように、地域運営学校は、学校に効果を与える制度であり、それ単独の導入に

よっても効果を及ぼすことができると考えられる（詳しくは本章第二節で解説）。 
 しかし、学校選択制と組み合わせた場合、分権的経営は、学校選択制の導入によって生
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じる学校内への様々な状況変化に対応できる高い経営的処理能力を持っていると考えられ

る。学校選択制度と分権的経営制度を併用した場合の主な相乗効果として、主に次の三つ

の効果が期待できる。「①教職員の理解の促進」、「②多忙化への対応力向上」および「③利

用者の選択後における学校改善の向上」である。 
 
  選択制度との相乗効果①：教職員の理解の促進 

 教職員の理解促進を端的に言い換えるならば、それは顧客主義への意識転換を促す効果

である。 
 本稿調査によれば、学校の各方面への効果のうち、教職員に対する効果は、選択制度を

導入するよりも、分権的経営制度を採用する方が、その効果が高い傾向があることがわか

った。タイプⅡ学校とタイプⅢ学校の比較では、タイプⅢ学校の効果がより大きく、タイ

プⅢの効果はタイプⅠ学校の効果とほぼ変わらない値を示している。 
 この結果は、選択制度の有無に関係なく、分権的経営制度を採用すれば教職員への効果

が発揮されることを意味するものであるが、選択制度と併用した場合には、それらにいく

つかの追加的な効果が付加される。 
その一つが、選択制度に対する教職員の理解を促進させるという作用である。例えば、

現状の教育活動を満足に思うかどうか、仕事の意義や充実感を得られるかどうかといった

モチベーションを維持させる効果である。 
 タイプⅡ学校（供給限定された学校選択）においては、制度的には学校経営に関する裁

量は従来のタイプⅣ学校と変化がない。このため、利用者のニーズ表明や選択権に関する

改革が行われるだけでは、学校内部のスタッフの理解や能動的な協力は促進されにくいと

思われる。学校内部の理解や能動的な協力体制を推進するためには、学校側にも何らかの

制度変化をもたらす改革が必要であり、選ばれる側となった学校にとって、経営体制を分

権化する施策は、顧客主義への転換のためには理にかなった対応策である。 
 実際に、タイプⅠ学校における教職員の理解は、利用者の学校選択メカニズムを通じた

学校同士の競争意識で促進されるというよりは、勤務校の学校運営を小さい自律的な単位

で行うことができているという動機付けによって促進されている。 
例えば、本稿の足立区の五反野小における聞き取り調査では、学校選択制よりも、学校

理事会の発言力の方が、教職員らに対しては強い影響を与えていると答えている。また、

杉並区の杉森中や井草中などは、地域運営学校となって以降は、理事会自身が教職員の意

見を尊重する経営方針を採っている。このようにタイプⅠ学校では、経営の自律性を教職

員の動機付けに用いることも可能で、タイプⅡ学校よりも高い効果を維持できていると考

えられる。 
 また、さらにこのようなタイプⅠ学校の効果は、教職員だけでなく、保護者や地域との

関係においても、タイプⅡ学校よりも強い効果を維持できる。分権的経営は、各方面で生

じる選択制度のデメリットを学校ごとのマネジメントの中で解消させるため、学校選択制
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度を単独で導入するよりも概して高い効果を発揮する仕組みであると考えられる。 
  
  選択制度との相乗効果②：多忙化への対応力向上 

 分権的経営制度は、教職員への理解の促進と同様に、職場内の多忙化抑制にも効果があ

る。 
 実際に、タイプⅡ学校において多忙化への変化の度合いが高くなっているのに対し(タイ

プⅡ学校値-(+0.563)；図表 4-21)、タイプⅠ学校では、それが抑制されている（タイプⅠ学

校値 0.000；図表 4-21）。 
この結果は、筆者の聞き取り調査によって次のように解釈できる。すなわち、分権的経

営では仕事量が減っていることを意味するのではなく、仕事が合理的に進められていると

いう意味である。あるいは、仕事に対して教職員が多忙とは感じていないということを示

すものである。 
 分権的経営制度を採った学校は、校内分掌の見直しや役職の整理などの組織再編が行な

われる。また、会議や打ち合わせの回数や方法を見直したり、管理職や加配教員による仕

事の再配分が行われたりする。このような取り組みは、タイプⅡ学校ではあまり進められ

ていない。 
 

選択制度との相乗効果③：利用者の選択後における学校改善の向上 
最後に、分権的経営制度との併用により、利用者の選択後における学校参加を維持でき

るという点である。 
学校選択制度への批判には、“利用者の選択(choice, exit)によるおどしの効果だけで学校

改革が上手くいくのかどうか”、ないしは“選択的志向が強まると、参加（voice）による改

善作用が弱まるのではないか”との指摘があった。 
しかし、分権的経営制度の併用は、これらの懸念を払拭させる役割を果たすものである

と考えられる。実際に調査結果では、タイプⅠ学校においては、教職員、保護者、地域の

各方面に対して、タイプⅢ学校と同程度、もしくはそれ以上のプラス効果を発揮しており、

選択制度を導入しても分権的経営の機能が薄れるものではないことが明らかとなっている。 
 
以上、「学校選択制度」、「学校評価制度」、「情報公開制度」、「分権的経営制度」の四つの

制度的側面の影響力を考察した。これらの制度の細かな工夫や併用を行うことが、学校選

択制度を効果的に運用するために必要な条件であると考えられる。 
学校制度において、これらの諸施策が連動する中で、各学校が経営活動を行う。最終的

な改革効果を決定づける要因として、学校ごとの経営的側面による効果が考えられる。以

下では、選択制度の考察に続いて、経営的な要因の考察に移りたい。 
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  ６．学校の経営的側面 －学校はどのような取り組みや工夫を生み出しているのか  
様々な制度を上手く使いこなすかどうかは、経営者やスタッフがどのように職務を実施

しているかによっても左右される。 
日本の従来の学校経営は直営モデルによる供給体制であった。直営モデルでは、経営者

が独自の経営効果を生み出そうとしても、それを可能にする法制度が整っておらず、取り

組みが適切に評価されない可能性が高い。 
そのため、従来の学校経営においては、「経営」的な効果に注目し、評価することはあま

り意味がなかった。直営モデルでの学校経営の要点は、もっぱら地域性や都市化などの外

的環境の変化や全国的な教育問題への対応力や問題解決力に置かれる。 
むしろ、従来の学校経営では、学校内部で独自の目標や方針を作り出し、成果を上げて

外部へ公表しようという「マネジメント」は、教育委員会からの意思疎通や統一的な実施

を妨げる可能性もあり、学校運営に不可欠な条件ではない。校長のリーダーシップもスク

ールリーダーのそれというよりは、教育委員会から派遣される所属長としての管理能力と

いった色合いが強くなる。 
しかし、現在では学校選択制、あるいは、分権的経営や評価制度の導入によって、校長

の経営裁量の余地は大きく拡大している。改革の効果を強く出すか、出さないかの違いは、

経営能力の違いによっても説明できると思われる。 
また、学校選択制度のない通常校であっても、リーダーシップや経営のあり方いかんで

優れた学校になれるということが、本稿の調査においても判明している。日本の学校制度

における経営的側面は、今までになく注目に値する要因である。 
そして、学校選択制や分権的経営の導入による制度改革の目的は、学校への効果から利

用者への波及効果へとつなげる道筋によって、最終的によりよい教育の成果を出すことで

ある。分権モデルやバウチャーモデルといった供給体制にとって、学校への効果から最終

的な利用者への利益につなげるためには、従来の学校のマネジメントが改善される必要が

ある。 
学校の経営的側面の変化が、最終的に利用者の波及効果へとつながる要素を示したのが

図表 5-7 である。 

 

教育の成果 学校の変化 

マネジメントの改善 
戦略性・分権化・トップマネジメント 

授業改善・専門性向上 

保護者・子どもの参加協力 

地域社会との連携 

リーダーシップの強化 

 

図表 5-7 マネジメント改善の効果 
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まず、学校運営方法の変化として、マネジメント（戦略的な目標管理、権限と責任の委

譲、トップマネジメント機能）の改善が行われる。この変化は、教育活動の各方面に向け

て影響を及ぼし、それらがサービスの受け手である利用者（子ども）に対するよりよい教

育に結びつくという道筋を描くことができる。 
以下では、マネジメントの達成が、教育活動の各方面に及ぼす効果を、経営的側面とし

て考察する。各方面への効果を(1)教員の授業改善、(2)保護者・子どもの参加・協力、(3)
地域社会との連携、(4)管理職のリーダーシップに分けて説明する。 

 
 
 ７．経営的側面(1) 教員による授業改善、専門性向上、カリキュラム作成 
よりよい教育サービスの根幹を支えるのは、教師によるいい授業、いいカリキュラム、

いいクラスづくりである。教員の質的向上策は、学校にとっても自治体にとっても最重要

の施策に位置づけられている。この点、学校選択制の有無ないし、分権的経営の有無の違

いで有意な差はあまりなかった。 
まず、採用段階については、京都市、杉並区では独自に「師範塾」を開講し、就業前か

らの教員養成を行っている。杉並区では、区の予算で教員を採用する施策を行っており、

養成講座やインターンを修了した者に受験資格を認めている。勤務校の異動についても、

教員のフリー・エージェント制度を採用し、募集する学校と異動を希望する教員の意思が

合致すれば異動を可能とする仕組みを採っている。 
 
教員研修に力を入れているのは、尾道市や金沢市の学校であった。県教育委員会の研修

プランに加え、市独自で就業年数ごとの研修を行っている。また、金沢市においては、教

育特区制度に指定されていることからも、プロジェクト型、メニュー型の研修計画も備え

ている。「地方都市がわざわざ研修計画に予算を計上するのは難しいことだけれども、学校

をよくするためには教員の質を向上させるのが最も大事な方法」だと、担当者らは語って

いる。また、尾道市のように、各学校が個々の教員に対する研修に力を入れている例が見

られる。新しく当学校に赴任してきた教員に、学校の教育指針に沿った研修を受けさせる

といった方法である。 
 
授業研究については、尾道市や瑞穂市の学校が力を入れている。尾道市長江小や土堂小

では、研修と同様に研究授業を一般公開して行っている。長江小では「毎年大変なくらい

研究授業を開催するので、それだけで全国的に有名になった」という。「教員は普段の授業

と研究授業の準備を同時にするので、とても忙しく、誰かしら夜中まで学校に残って働い

ている。でも、研究授業で評価を受けることが教員のやる気を支えているし、本校に勤め

た教員は教える力がつくので他へ異動したときも感謝される。長年取り組んでいる実績か

らも教員たちの評判はよい」と述べている。 
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瑞穂市では、全教員が必ず年一回は公開授業を行うことを義務付けている。「年配の教員

になると、公開授業や研究授業は正直、あまりやりたがらないものだ。しかし、どの学校

も行うことで、異動した先でもやらなければならない。そのような壁を取り払うように工

夫している」。 
また、足立区五反野小では、保護者の授業アンケートを教員へフィードバックさせて授

業改善につなげるという方法を行っている。「授業を保護者に評価されて、互いに公表され

るのは当初、非常に抵抗があった。しかし、勤務評定と結びつけないことを条件に取り組

んでもらった。査定の材料にするのが目的なのではなく、保護者の目をどうしても普段の

授業の改善に役立てて欲しかったからだ」と話していた。 
 
最後に、教員の多忙化への対応策である。 
教員が多忙化するという質問に対して、まず、上記の「授業改善や研修などの取り組み

で忙しくなったとしても、その点で多忙さや不満を感じている教員はいない」という意見

がほとんどであった。金沢市、尾道市、足立区、瑞穂市のどの地域の学校の取り組みにお

いても、「よその学校からは『あの学校は忙しくて大変だ』というような噂になるが、中の

人間は決してそうは感じていない」という感想を語っている。多忙化として問題になるの

は、日常のペーパーワークや会議への出席など、授業以外の部分である。 
多忙化については、多方面に活動している学校ほど、何らかの対処を行っている。五反

野小では、原則、朝会をせずに当日の連絡事項はすべてインターネット上のウェブ掲示板

を利用している。個別的な連絡は極力メールを利用するか、でなければメモ書きを使って、

伝達のためにお互いの時間を割かないような工夫をしているという。「会議の回数はほとん

ど週一回くらいに抑えている。会議で説明を要する内容は、前もってメールや掲示板など

で流しておいて、出席者に閲覧してもらう。そうすると議論は実質的な中身から始められ

る。民間では当たり前の方法が学校ではそうではなかった」と述べる。 
逆に、教員同士のコミュニケーションを活発にさせるという意見もあった。東海市明倫

小では、「メールなどを上手く使いこなせない教員も多いし、そういう方法は採っていない。

その代わり教員数も多くないし、会議の数自体も少ないので、朝会や学年会議において徹

底して情報を交換している。朝会の時間を他校よりも五分長く取っている」と述べていた。 
また、主幹制度を採用している自治体では、主幹が実質的なまとめ役となり、主幹がほ

とんどの仕事を把握する学校もある。つまり、会議は校長、教頭、主幹らが出席する会議

と、主幹と教員が出席する会議に分けられる。教員全員で行う会議を減らすための工夫で

ある。金沢市のある校長は、「結局、教員に近い側の人間が個々の教員の意見や要望を把握

しているので、議論の整理がスムーズである。こちらとしても誰の意見を聞いていいかわ

からない状態よりは、ある程度まとまった意見を出される方が意思決定は早くなる。ただ

し、主幹の先生はすごく大変だろうと思う」と話す。 
総じて、調査の結果からは、多忙化の原因は諸連絡・報告の多さよりも、会議の多さ、
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その長さにあると思われる。管理職にとっても教員にとっても、相互のコミュニケーショ

ンは大事にしているが、双方とも会議は減らしたいと考えているようである。特に全体会

議を行っても、自分に関係のない話は聞いていないことが多く、あまり効率的ではないと

いうコメントも聞かれた。 
 
 
  ８．経営的側面(2) 保護者・子どもの参加、協力 
 保護者への対応が進んでいるのは、タイプⅠ学校、タイプⅡ学校においてであった。学

校選択制度の導入が保護者へのマネジメントを活性化させる要素である。 
 まず、取り組みの指標となり得るのが、各学校が、保護者アンケート、あるいは満足度

調査を実施しているかどうかである。この点、選択制度下のほとんどの学校がアンケート

を行っており、ある意味、選択制とニーズ調査はセットで実施されているかのような状況

になっていた。 
ニーズ調査のポイントはいくつかあり、その一つが、保護者からの回収率や保護者会の

出席率である。 
例えば、アンケートの回収率が高ければ、それだけ保護者との関係も良好であるし、参

画意欲や応答性も高いと予想できよう。この点、足立区五反野小では、授業参観日に集中

してアンケートを実施している。したがって、回収率は高くなるが、その際に保護者の記

名蘭も設けるといった工夫をこらしている。「もちろん無記名でもかまわないが、記名した

場合には無謀な要求は出なくなった。当初は、いろんなクレームが書かれていたが、こち

らがそのような姿勢で求めれば、保護者の意見から非常に良いアドバイスを受けることも

ある」。 
同じく足立区弘道小では、学校運営が難しかった頃は、保護者アンケートの回収も上手

くいっていなかったという。「最初は、六割くらいの回収率でした。それが、アンケート結

果をしっかり分析して、その結果を機会があるごとに保護者に説明したり配布したりする

ことによって、徐々に八割、九割と上がっていったと思います。九割くらいの回収率にな

ると、保護者とのコミュニケーションがしやすくなっていることが実感としてわかってき

ます」とコメントしている。 
もう一つのポイントは、保護者に何を聞くかという質問内容とその利用の仕方である。

大方の例は、“学校は教育のどこに力を入れていると思うか、あるいはどこに力を入れて欲

しいと思うか“といった教育活動全般に関する項目を質問している。また、具体的な授業

の評価を聞く場合もあれば、学校公開の様子や各種行事の感想を聞く場合もある。アンケ

ート結果の使い方は、校内で閲覧され個々の教員に渡されることが多く、そのほとんどが

保護者に向けて公表されている。 
そして、これらのアンケート結果は、選択制度や地域運営学校の管理職にとっては学校

運営の重要な指標になるようだ。金沢市のある校長はこう答えた。「例えば、学校が荒れて
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いたりした場合、校長にとっての仕事の突破口は、まず保護者との関係をどううまく作っ

ていくかである。その際、いきなり行動しようとしても上手くいかないことが多い。その

時にコミュニケーションの手段として、アンケートで感想や意見を伝えてもらう方法は有

効である。それらの返事を保護者会や PTA などを通じて公表することで、徐々に関係が作

られていく」。 
管理職にとっては、直接子どもと結びつく機会が少ないことから、これらの調査で保護

者のニーズや様子の変化などを敏感に感じ取っているようである。 
 
アンケートと並んで重視されるのが、学校参加制度の利用の仕方である。 
実は、参加制度を実際に上手く利用できるかどうかは、制度的な工夫ではなく、その運

用レベルでの学校の経営能力に懸かっていると考えてよい。経営者が、参加制度のどの機

能（例えば、意見集約機能、アナウンス機能、意思決定機能、説明責任の効果、実働・協

力部隊としての機動力、など）を重視しているのかによって、用いられ方がそれぞれ異な

っているからである。例えば、「学校が荒れている場合は、保護者会を多めに開く。学校を

開放してとにかく保護者に参加してもらうことが大切だ」、「本校では運営協議会が保護者

部会をうまく組織しているので、学校の要請に応えて活動してくれる」といった利用方法

の違いが見られる。 
ただし、本稿調査では、自治体で一律的に実施しているタイプの制度、例えば学校評議

員、PTA 会議、開かれた学校施策などは、学校側が“それはそれとして”利用している実

態が明らかになった。つまり、個別の施策という形で取り組んではいるが、他との連動は

あまり見出されていないという側面である。 
おそらく、学校評議員や PTA 会の意見には、学校運営協議会のような法的拘束力がほと

んどないという面と、それらが実質的に plan-do-see の戦略的な経営サイクルと結びつきに

くいという面とで、相乗効果を作り出すのは難しいからであろう。ある地域運営学校の校

長は、次のように語る。「学校評議員は、自分が選んだ評議員の人から『意見を伺う』だけ。

校長の意識の置き方として、学校運営協議会は全く違う」と。 
 
その他、マネジメントの働きには、保護者だけでなく、子どものニーズを重視する傾向

がある。 
アンケート調査では、タイプⅠ学校において非常に高い割合で児童生徒の意向を尊重す

る傾向が見られた。次いで、タイプⅡ学校、タイプⅢ学校において強い。これは、多様な

意見を集約していく過程において、サービスの受給者である子ども自身のニーズを最終的

には見逃すことはできないとの理由からくるものである。子どもの意向を重視すると述べ

た経営者は、例えば次のような考えを述べている。「どんなニーズを重視するのかといえば、

子どもの意向は決して無視できないだろう。保護者の意見は尊重するが、現場で普段見た

り接したりしている子どもたちの意見というのは、これからもっと大事になってくる。私
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たちは、親ではなく子ども相手に仕事をしているのだから」、「親ではなく子ども。子ども

の成長を願っているからこそ、子どもと向き合って意見を聞くのは当然しなければならな

いことだ」、「学校がオープンになってしまえば、保護者、地域だけでなく子どもの意見も

聞く必要があるだろう。逆に今までのように保護者の話しや意見を聞いていれば済むよう

なやり方ではいられない」。 
選択制度や地域運営学校には、子どものニーズを重視させる直接の仕組みはない。しか

し、その環境での経営活動は、子どものニーズに目を向けさせる効果を持つのである。 
 
 

９．経営的側面(3) 地域社会との連携 
経営的側面の第三は、地域社会とどのように連携をとっているかである。 
経営者たちからは、「学校は本来地域に開かれているべきである」、「閉鎖性を打破してい

くために必要」、「地域への情報発信が増加しているのは全国的な傾向」であるといった話

が聞かれ、おおむね学校が地域社会と結びつくのは必然性があると認識をしている。 
しかし、現実の経営者たちの認識として、選択制度のある学校、ない学校においては、

それぞれ地域社会に対する違った課題を抱えていることが判明した。 
例えば、学校選択制度のない自治体においては、学校のいったい何を地域社会へ発信し

ていけばよいか、また、学校の何について協力してもらうかに非常に苦慮している実態が

判明した。通常校では、これまでの学校教育に引き続く形で、地域へ何をどうアピールす

ればよいかが、あまり明確になっていないからである。 
しかし、そのような選択制度のない学校、地方の学校においても、近年の趨勢として地

域社会との関係が急速に希薄化していると感じているようである。経営者たちは、「子ども

会の組織率の低下は、放っておくと駄目になってしまう」、「新興住宅地が急激に増えて子

供同士のつながりが弱くなっている」、「旧市街地が高齢化、衰退してきて、地域活動に活

力がなくなった」などの変化は、子どもの育ち方に悪影響を与えると考えている。したが

って、そのように感じている学校は、たとえ制度的な環境がなくても、自ら意識的に地域

社会の学校参加を働きかけているのである。 
 
その主な方法としては、ホームページの更新や学校だより、学年だよりを地域へも配布

する、学校評議員などによって関係を作っている。ただし、調査では学校行事へ直接参加

してもらうといった試みをしている学校は少なかった。 
また、地域が学校評価に参画している場合は、その判断材料を提供するために常時、情

報を発信し続けなければならないといった状況も見られた。例えば東海市渡内小では、地

域と共同で実施する学校評価システムを採用している。したがって、「地域に情報を発信し

ないと、地域から評価のされようがない。例えば、研究指定となっている実践内容は、た

とえ地域社会にあまり関係がないようなものでも、公表していかない限り成果が評価され
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ない」と述べる。 
 
一方、学校選択制度における学校では、利用者の流入、流出によって、子ども同士のつ

ながり、保護者同士の関係が薄れるのではないかとの心配があるようだ。タイプⅠ、タイ

プⅡ学校では、地域社会との関係を密にすることによって、それを補おうと考えている。 
というのも、学校選択制が入れば、子どもが通ってくる地域は必然的に広がるからであ

る。本稿調査においても、「入学前の子どもが他学区への流出するのを防ぐのが地域への重

要課題」、「単に元の校区だけに留まらない対応が必要になってきた」、「保護者同士の連絡

がとりにくい」、「行事などで保護者の連携が取りづらくなっている」との声が聞かれた。

このような利用者の変化にどう対処するかという点が、経営上の重要な課題となっている。 
では、この課題に各学校はどう対応しているのか。結論から言えば、選択制度下の学校

では、学区から入学者の流出を防ぐ対策と基本的に同じような対策を採っている。3 
例えば、学校公開日に地域の人たちの参加を呼びかける、学校だよりをなるべく広い地

域に配布する、入学前に前もって地域と連携した学校行事に参加してもらう、などの取り

組みが行われている。要するに、入学希望者に学校をよく知ってもらう取り組みと、地域

社会に対する取り組みとが重なっているのである。「地域社会の活動は学校のよさを伝える

ために必要」、「単に学力などの一部分の情報では理解されたことにはならない。地域には

学校全体を十分に理解してもらった上で協力してもらっている」、「自校区の人に対しても

あくまで自由選択なので、自校の事をわかった上で選んでいただきたいと思っている」、「自

校区の人にとっても、自ら選択しているのだという自覚が明確になるのが、取り組みの最

終的な形である」との意見が聞かれた。 
選択制度の学校にとって、「地域社会との関係」を聞くと、“自校区における入学者の獲

得や流出の防止”といった考えに結びつくようである。 
加えて、学校がそのように働きかけることによって、地域との関係が変わる場合がある

という。「元々地域との関係はよかったが、取り組むことによってそれまでわかりにくかっ

た地域のニーズが見えるようになってきた」、「選択制の導入により地域の側から学校をよ

り細かく見ようとする、知ろうとする姿勢が増した」、「最初は興味をもたれなくても、情

報を出し続ければ年単位で効果が出てくる」といった効果もあるようである。 
 

 
 １０．経営的側面(4) 管理職のリーダーシップの強化 
第四の要素として、リーダーシップの発揮に変化があったかどうかという点である。各

方面への管理手法には、どのような変化が見られたかということである。 
第二章第三節で取り上げているマネージャーの枠組み（図表 2-3）においては、経営者の

役割は四つの段階に構造化されている。まず、与えられた「公的権限と地位」が、「対人関

係の役割（看板、リーダー、リエゾン）」をもたらし、そこでの振舞いが「情報関係の役割
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（監視、伝達、スポークスマン）」の内容を作り出し、それらが結果的に「意思決定の役割

（企業家、障害処理、資源配分、交渉）」を果たすことになると説明した。 
 
このマネージャー機能の四つの段階のうち、学校選択制度において変化しているのは、

「対人関係の役割」と「情報関係の役割」である。というのも、学校選択制度の導入によ

って、最初の段階に当たる校長の公的権限や地位には、ほとんど変化がないからである。 
したがって、変化の第一段階は、対人関係の役割（看板、リーダー、リエゾン）の変化

に始まる。本稿の調査においても、選択制度の中の学校は、看板（＝外部に向けた姿勢）、

リーダー（＝スタッフに向けた指示・命令）、リエゾン（＝連携・コンセンサスづくり）の

どの点についても変化が見られた。 
その中でも特に注目すべきは、看板（外部に向けた姿勢）の役割の変化である。「勤務校

を自分の学校として意識するようになる」という項目に強い変化があったように、勤務校

へのアイデンティティは、通常校（タイプⅡ学校）においても強くなると考えられる。こ

の点について、聞き取り調査では、「選択制度では、学校に対し校長としての理念を果たし

ていくべきだと思う」、「以前から当校の理念は変わらないが、選択制によりそれが一層明

確になる」、「選択制の導入により、学校の特色が出しやすい。こちらの立場を以前より表

明しやすくはなった」というコメントを聞くことができた。 
次に、情報関係の役割の変化についてである。このような管理職の対人関係の変化は、

以前とは違った「学校」になっているという認識の変化をもたらす。管理職の情報関係の

役割が変化するかどうかは、自身が「学校」が変わってきたと認識する程度によって左右

される。例えば、変化に敏感な経営者は、情報収集において新たに必要な情報の量、ない

しその質を共に重視する。そのために、従来と違った入手ルートを確保し、業務監視方法

や連絡方法、あるいは情報提供（プレゼンテーション）の仕方などを工夫する。 
本稿の聞き取り調査によれば、選択制度におけるどの校長も、自身の役割の変化を敏感

に捉え、情報収集の仕方やその処理の仕方を変えたり、伝達に工夫を加えたりしているよ

うであった。「情報が入ってくるようになったので、昔はわからなかったことがわかるよう

になる。それによってできることとできないことが明確になる」、「隣接している学区の様

子が気になる」、「ブロックごとの連絡会議が新しく行われるようになった。結局、校長に

も異動があるので、仮に別の学校へ異動になっても互いに困らないように、学校間の連携

は逆に綿密になっている」、「クラス編成や教員の増減、部活動の部員構成にも関係するの

で、入学者の動向は気を使っている。ニーズへの対応は重要だと思っている」、「評価を謙

虚に受け止める」、「義務教育として小中学校の連携は大事になる」、「説明責任は意識する

ようになった」という。 
そして、最終的に校長は、情報関係の役割を経て意思決定を行う。意思決定のプロセス

でどんな要素を重視しているかは、各校長によって異なっている。しかし、一般に校長の

リーダーシップが重要だと強調される一方で、校長たち自身は、トップダウン型の意思決
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定スタイルよりも、周囲とのコンセンサス型の意思決定を大事にしている傾向が見られた。

「近年どの場面でもコンセンサスが重要になっている」、「経営協議を行っているという感

じになった」、「選択制によって指示しやすい空気になってきた、スタッフの側に“構え”

がなくなっているし、他の様々な情報についても聞きたい、知りたいという気持ちが出て

きた」、「校長の思いだけでは達成できない。教育の質を高めるにはコミュニケーションが

大事」、「選択制になって年数が経っているので慣れてきたというのが一番の要因」、「都が

求める強いリーダーシップは、まずはスタッフを気持ちよく働かせることが目的。教員の

責任は校長の責任でもあるので、教員のことは第一に考えたい。そのような点からコンセ

ンサス型の会議が増えている」と答えている。 
 

 

  １１．小括 

 以上、本節では、現在の学校制度改革における諸制度の導入や学校経営の変化が、いか

にして学校の効果へとつながり、最終的に利用者への波及効果へと結びつくのか、その因

果関係について考察した。 

 改革の効果に関する因果関係を再度整理すると、次のように説明できる（図表 5-8参照）。 
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図表 5-8 制度と経営による改革の効果（モデル図） 
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まず、改革の効果は、教育委員会がどのような制度を採用するかという制度的側面と、

学校がどのように経営するかという経営的側面に分けられる。 

制度的側面は、学校選択制度や分権的経営制度の導入に加えて、学校評価や情報公開制

度が併用されることで、学校（供給者）の効果を作り出し、学校の経営改善に影響を与え

る。このとき、学校への効果を顕在化させるためには、諸施策と学校選択制とを連動させ

るための編成や工夫を加えることが重要である。 

現段階の実施状況においては、学校選択制度が学校に与える直接の効果は小さいと考え

られる。というのも、国内の学校選択制は、選択前および選択後においても利用者への規

制が強いため、入学者の増減が学校経営に与える刺激（おどし効果）はさほど大きくはな

いからである。これは、教育委員会が、あえて規制の強い選択制度に編成することによっ

て、学校現場の混乱を回避し、人材や予算などの資源の希少さや事務量などのコストの増

大に対応するためであると考えられる。 

 ただし、学校選択制の導入による効果は、決して小さいわけではない。なぜなら、選択

制度を導入することによって、既存の学校評価や情報公開といった制度の効果が向上する

からである。しかも、学校選択制度に沿う形でこれらの制度の編成を加えた場合には、学

校に対してさらに強い刺激を与えることになる。現在の学校選択制は、学校評価や情報公

開といった他の諸制度との連動によって、学校への相乗効果を促していると考えられる。 

 そして、制度的な要因による学校への効果は、学校内部の経営改善を促す。 

学校におけるマネジメントの改善は、教職員、保護者、地域社会、管理職のリーダーシ

ップなど、教育活動の各方面における変化を作り出す。これらが改革の効果に関する経営

的側面である。本稿の聞き取り調査によれば、現在の制度改革は、学校ごとのマネジメン

トの変化を作りだしている。そして、それら経営的側面の変化が、最終的なサービスの受

け手である子ども（利用者）への効果につながっていると考えられる。 

 したがって、学校制度改革の効果は、二段階で説明できる。まずは、①制度導入による

学校への効果である。そして、②学校の経営改善に伴う子どもへの波及効果である。 

これらは、学校選択論争において、学校選択の推進者が主張した学校改善への道筋とほ

ぼ一致する。本稿調査の結論としては、日本における現在の学校選択制の導入状況は、学

校選択の推進者が想定する形で効果を生んでいると考えられる。かつ、実際に①学校が変

化し、②利用者に利益が及んでいることからも、制度改革は一定の効果を上げていること

が確かめられた。 

 

 そして、本稿調査においては、学校選択制度と分権的経営制度を併用した場合の学校へ

の効果が高いことがわかる。タイプⅡ学校よりも、タイプⅠ学校の経営の方が各方面にお

いてより高い効果を上げることができているからである。しかも、タイプⅠ学校の効果は、

分権的経営を単独で導入したタイプⅢ学校と同等以上の効果を発揮する傾向がある。 
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 以下、次節においては、分権的経営制度における具体的な経営手法を省察するために、

実際のタイプⅠ学校、タイプⅢ学校の実践内容について集中的に取り上げる。学校ごとの

経営力の違いが、最終的にどれくらいの活動の差を生み出すのかについて考察する。 
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第二節 地域運営学校における学校運営協議会の経営と成功の条件 
 
 
 
本節では、地域運営学校（タイプⅠ学校、タイプⅢ学校）において、校長がどのように

学校運営協議会（学校理事会）と関わっているか、学校運営協議会の内容を含めた経営活

動について論じる。 
地域運営学校は、通常の学校とは運営方法が異なる。地域運営学校の校長は、法的根拠

のある学校運営協議会から経営方針、教育課程についての承認を得なければならない。 
他方、学校運営協議会は、各種活動報告などの結果から学校運営や教育活動について意

見を述べることができる。そこでは、必ずしも校長がリーダーシップやトップマネジメン

ト機能を果たすわけではない。学校運営協議会と協議ないし自らが委員（役員）の一員と

なって、学校を運営していく。 
しかし、法制度的な地域運営学校の枠組みは、極めてシンプルである。規制が緩やかで

あるがゆえに、実際は学校ごとで多様な活動形態が存在する。例えば、監視的機能を重視

する学校もあれば、教育現場と深い関わりを持つことを目的とする学校もある。また、効

果的な運営をしている協議会もあれば、そうでない協議会もある。 
また、校長ら学校スタッフと協議会との関係では、協議会は直接、教育委員会に対して

人事や教育課程に関する具申権や意見表明権を持っている。そのため、運営に際し協議会

と学校側で緊張関係を持つ場合や、教員と校長・協議会の間で意見が対立する場合もある。 
本節では、学校長および管理職への聞き取り調査の内容を基に、地域運営学校をより効

果的に経営する方法について考察する。 
考察は、学校長の経営活動を中心に行う。校長が行う活動としては、学校運営協議会と

の関係が重要である。以下では、「委員（役員）の人選」、「協議会のタイプ」、「ミッション

提示・承認型の特徴」「部会設置・実働型の特徴」について説明した後、地域運営学校が成

功する条件について考察する。 
 
 
 １．役員の人選 
（制度的側面）：まず、協議会の構成についてである。役員（理事・委員）の出身・所属

などによる配分割り当ては、各自治体が定める規則や要項（条例）によってほぼ決められ

ている点が制度的な要素である。多くの場合、会長を置き、地域代表、保護者代表（PTA
会長）、学識経験者、行政担当者、学校長（および学校代表）が一定の配分数で構成される。

各役員の任期についても各教育委員会の規則によって定められており、三年以内が一般的

である。 
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（経営的側面）：学校ごとの経営的側面としては、協議会の役員にどのような人選をして

いるのかという点が挙げられる。例えば、「地域に学識経験者や会社役員などがいないので、

他の地域からお願いして務めてもらっている」という学校もある。 
誰が人選をするのかという部分では、校長の要請によって行われることが多い。このた

め、協議会の形成過程から校長のマネジメントが働くことになる。 
校長は、制度に則った人材を獲得しなければならないが、平均 10 名以上の外部役員をス

カウトすることに苦慮しているようである。「地方ほど、それほど役員にふさわしい人がい

るわけではないので、納得のいく人選は難しい」、「地域に受け皿があるかどうかが問題。

制度を理解してもらうのが難しく、地域が受け入れに反対していた」、「自分に広い人脈が

ないとしても、誰か一人でも役員を頼めれば、その役員がいろんな人を連れてくるよう仕

向けることができる」、「協議会の役員は、PTA の OB や 30 代、40 代の若手で働き盛りの

人たちにお願いしている。協議会の中では携帯などの情報機器が使えるように構成されて

いる」、「役員の中には地域諸団体の長をしている人もいるが、基本的にはそういう“当て

職”で選んだのではなくて、学校に対する熱い思いをもっている人を学校長が選び、直接

頼みにいって一人ひとりお願いしてまわった」、「学校を助けてくれるような理事を選ぶ必

要がある。仮に学校に何か問題が起こったときにこそ、味方になってくれるような人たち

である。問題が起こった際に、学校の責任を追及してくるような人たちは理事には向いて

ないと思う。加えて、元々地域で活動している人たちの思いを、理事になる人がどれくら

い理解してくれているか、という点も大切ではないかと思うし、子ども達への熱い思いを

もっている人というのも大切だ。そういう理事が揃っていたならば、現場の活動はすぐに

動き出すだろう」、「学校評議員を協議会に吸収せずに、併設している。評議員は顧問役で

ある。評議員になってもらう人は、地域の重鎮、いわゆる長老方にお願いしている」、「協

議会の上に顧問という役をおいて、地域の名士や地域の識者の方にお願いして、相談役に

なってもらっている」などの意見を聞くことができた。 
 
 
 ２．学校運営協議会の機能および活動 
次は、学校協議会がどのようなスタイルで議事運営を進め、どんな教育活動を行うかと

いう問題である。 
学校運営協議会の活動には、大きく二つのタイプに分けることができる。一つは、「ミッ

ション提示・承認型」であり、もう一つは「部会設置・実働型」である。 
 
（制度的側面）：この点、文部科学省が当初に提示した地域運営学校の法制度（平成 16

年改正地教行法）では、これら二つのタイプのうち「ミッション提示・承認型」の枠組み

になっている4。したがって、例えばコミュニティー・スクール立ち上げに当初から関わっ

た五反野小はこのタイプの運営を忠実に行っている。 
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ミッション提示・承認型の運営は、協議会が目標設定と評価を主に行い、その目標の実

施は学校に委任するという形で運営される。協議会は、学校からの要請によって、人事な

どの協力や支援を行うタイプの運営形態である。ミッション提示・承認型では、主に学校

側が運営の大部分を行っており、協議会は協議、アナウンスや意見表明、承認機能を備え

るのみとなっている。このタイプの運営の例として、足立区五反野小、尾道市土堂小など

が当てはまる。 
 
（経営的側面）：しかしながら、文部科学省が提示した制度上の枠組みには、ミッション

提示・承認型以外の運営方法ついて、特に禁止や規制がなかったため、実際は、多様な協

議会運営の方法が行われている。つまり、ミッションの提示、承認という手続を経ていさ

えすれば、学校運営協議会はそれ以外の教育活動に取り組んでも支障はない。 
したがって、ミッション提示・承認型の理事会機能に留めるか、それ以外の活動にも手

を広げるかという違いには、制度的な制約はなく、その選択は各学校の経営判断に任され

ている。そのような理由で広まってきているのが、「部会設置・実働型」の運営方法である。 
部会設置・実働型の運営とは、各種活動に従事する実働的な部会を組織しているタイプ

の運営である。各部会は、協議会の下に主に地域住民や保護者、教員らで構成される。こ

のタイプの学校では、学校側は主に教育活動に専念し、行事や地域活動のコーディネート

や運営は、協議会の指揮の下、各部会が受け持つ形態となっている。主な例として、京都

市の地域運営学校、杉並区和田中などが該当する。 
 以下ではミッション提示・承認型、および部会設置・実働型の学校運営協議会における

活動の特徴についてそれぞれ考察する。 
 
 

３．ミッション提示・承認型の特徴 
 （経営的側面）：ミッション提示・承認型の運営は次のような特徴がある。①校長・学校

側に運営の主導権があるので、立ち上げ段階に有効である、②地域のつながりが弱い場合

でも機能しやすい、といった点がメリットとして挙げられる。またデメリットとして、③

学校側と溝が生じた場合は形骸化につながりやすい、という点が挙げられる。 
実際に、立ち上げ段階の学校にとっては、「うちは保護者や地域がまとまっているわけで

はないので、例えば数値化した成果目標を作ってそれを共に実践していく形をとりたい。

運営協議会はそれを支援して見守ってもらうように働きかけている」、「取り組むにはまず

教員の理解や協力体制が必要なので、ミッション型にするべきだと考えている」、「学校の

実態を知ってもらう必要がある。ある時期まではコミュニティ・スクールの運営理念を話

し合うことが大事なのではないかと思う。それまでは学校が主体的に活動すればいい」な

どの意見がみられた。地域運営学校の立ち上げ段階では、協議会を運営するだけでも苦労

を伴う様子が伺える。 
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それでは実際に、ミッション提示・承認型の協議会を、学校運営にどのように役立てて

いるのだろうか。その主な役割は、「学校だけでは実現が難しいことを協議会に協力をお願

いする」ということである。「校長が何をしたいかにもよるが、協議会は校長の支援部隊と

して活動していただいている。例えば、協議会で施策や人事などを認めてもらうと、強い

推進力となる」、「保護者に向けては校長だけでなく、協議会会長の名で発信すると、地域

も要望していることになるので、説得力が高まる」、「協議会が成熟してきたので中身への

意見を言えるようになってきた」、「毎月一回の協議会では思っていた以上に説明すること

の難しさ、大事さを認識している。『わかりました』という返答だけでは済まない部分があ

る」とのコメントがあるように、協議会が教育活動の正当性を付与する役割を担っている

と考えられる。 
このようにミッション提示・承認型の学校においては、やりたい活動の主導権は、予め

校長が持っている場合が多い。そして、協議会側が活動に対する目標設定や支援、評価を

行うことで、学校側へより高い動機付け、施策への推進力を与えるメカニズムとなってい

る。 
しかし、協議会組織が機能不全に陥った場合はどうなるのか。例えば、校長と協議会と

の関係が悪化した場合は、すぐに形骸化する可能性が高いという指摘もある。 
「ミッション型では失敗するか、最終的には形骸化する。なぜなら、第一線で関わって

いないので、学校内部の理解を得られないからだ」、「昨年まで運営協議会はあまり機能し

ていない。取り組み当初から校長と協議会との関係がうまくいかず、校長の異動や委員の

交代も相次いだので足並みが揃わない状態が続いた。しかし、それでも学校としては、協

議会がなくても運営はしていけるというのが実際のところだ」、「教職員に対して、地域運

営学校を理解してもらうように方針などについて研修、講習を行っている。交流会も行っ

た」、「話し合いながらやることが大事。協議会に人事権があるのは非常に大きい」という

意見があった。 
 
（制度的側面）：すなわち、ミッション提示・承認型の運営のデメリットを整理するなら、

次のような問題にまとめられる。 
地域運営学校においては、学校運営協議会と学校長との間に対立が起きた場合、制度的

には協議会による意思決定に学校長は逆らえない仕組みになっている。学校運営協議会は、

地域や保護者に対する説明責任を負っているほか、学校および教育委員会に対する要望・

意見表明権を持っている。しかも、この意見表明権の中には、教育委員会への人事（具申）

権も含まれているため、運営協議会と意見の合わない校長や教員に対して、最終的に異動

を命じることもできる。 
しかしながら、この人事具申権は本来、当該校を希望する教員を若干名スカウトできる

ようにする目的で創設された仕組みである。したがって、協議会が教員全体と溝が生じた

り、管理職と対立が生じたりする場合に異動や交代を命じるような使い方は、運用上、教
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育委員会も想定していない。 
しかし、そのような場合であっても、教育委員会にとっては、運営協議会による人事具

申の正当な要望を無視することは難しい。しかし、かといって学校運営に支障をきたす申

し立てをそのまま受け入れることには問題がある。しかも、正当な理由がなく、協議会役

員の除名や入れ替えを勧告することはできない。さらに、もし強引に学校側に対して教員

や校長の人事異動を迫れば、管理職・教職員の間に地域運営学校への悪評が広まるため、

人事異動を強行することも現実的には得策ではない。学校側に余計な負担を強いるという

評判が広まれば、地域運営学校に対する理解やその普及すら危ぶまれることにつながるか

らである。要するに、地域運営学校は、学校と協議会の深刻な対立が生じた場合の紛争処

理方法（問題解決手続）を設けていないため、そのまま協議会の要望をかなえるか、地域

運営学校指定の解除をするほかないという、制度上のジレンマを抱えているのである。 
一方、校長にとっては、役員の人選については一定の発言力を持っている。だが、これ

も役員の大部分と対立していれば、その総入れ替えを行うことは不可能である。しかも、

協議会が教職員や教育委員会等と対立した場合、校長は協議会の側につくことは少ない。

なぜなら、学校の教育活動は協議会（地域運営学校）がなくても成り立つからである。当

然ながら、校長の所属や地域運営学校の指定権は教育委員会にあるため、教育委員会によ

る対処が成されるまでの間、協議会と学校長との関係は冷え切ってしまう。 
ミッション提示・承認型の運営協議会は、校長が取り組みやすいという反面で、継続・

更新の際には機能不全に陥る可能性も高い。 
 
 
 ４．部会設置・実働型の特徴 
（制度的側面）：このタイプの学校運営協議会は、下部組織として様々な実働部会を作っ

ている。その特徴は、①協議会の構成や意思がそのまま活動に反映されるのでパフォーマ

ンスが高い、②学校とは一応組織的な区別がされているので、活動量の割に教職員への負

担が少なくてすむ、③部会を組織できるような環境的なベースが必要、④現在、部会を維

持運営していくための法整備などが不足している、といった点が挙げられる。 
まず、第一に活動力が大きいというのが最大のメリットである。協議会が望む活動を直

接組織して実行することができる。役員たちのコーディネートが上手ければ、学校とは別

に活動範囲を広げることも可能である。 
例えば、京都市御所南小では、12 の部会が設置されている。「学校評議員の発展のような

形で、年に二、三回計画案や意見をもらうタイプの活動も想定していたが、しかしそれで

はあまりにも意味がないのではないかということで、各方面の協力を得て思案した結果、

子どもとの直接の関わりにおいて何か協力できる学校ボランティアのような支援組織を作

れないだろうかという案にまとまった。子どもと直接関わってもらうからには、企画から

評価まで考えてもらえるような仕組みが必要だろうということになったし、また、活動の
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中で参加者が各々積極的に意見交換や参画できるようなタイプの組織にするには、一つの

部会の委員が 10人以下ぐらいで構成される方がよいだろうということにもなった。しかし、

九学区もある地域の諸団体の人たちになるべく多く入ってもらう必要性もあったので、当

初は地域の方 50 人くらいで、教職員の数も含めたら 12 個くらいの部会がなければならな

かった。」 
なお、役員が直接に部会の運営を行う場合と、協議会の下に実行委員会のような組織を

設け、協議会の意思決定機能と分離して運営されている場合とがある。例えば京都市洛央

小学校では、「各部会の責任者が役員にもなっており、理事会を開くと各部会の報告ができ

る仕組みになっている。協議会全体の総会を開くと 150 人以上の会議となり、普段の活動

とは別に総会を一回開くだけでもお互いに大変な労力だ。なので、本校では全体総会とい

うものは行っていない」と述べる。同じく御所南小では、「役員を交代する場合は、部会の

後継者についても相談しながらうまく引継ぎを行ってほしいということはお願いしてい

る」などの工夫を行っている。 
 
第二に、各種部会は家庭と地域へ直接、情報発信や活動を行う。家庭や地域もこれらの

組織に対して参加し、協力するので、学校の負担が減ることになる。教職員は教育活動に

専念しやすくなり、したがって学校のミッションも教育活動の指標に特化しやすい。もち

ろん、各部会は必要や要請に応じて学校行事や学校評価の参画、教育活動への支援も行う。 
「行事や各種だより等による地域への情報発信の機会は増えているが、経営者として連

絡調整や雑件処理の類の仕事は増えていない。というか、むしろ減っていると思う」、「活

動のやり易さが以前と全然違う。活動基盤となる組織が既にあるのとないのとでは大きく

違う。例えば、子どもの安全管理について、今までならば、自治会の防犯委員や地域の交

通安全委員、PTA へそれぞれ個別に頼みにいかなければならなかった。しかし、そういっ

た人たちも子どもの安全だけを担当しているわけではないので、こちらで連絡調整も必要

だった。しかし、部会があることによって、それらの団体が一堂に集まって準備や調整が

できる。あちらから集まってきてくれて、しかもアイデアを出し合って協力もしてくれる

のだから、取り組むスピードも早いし学校の労力からしても全然違ってくる」、「実際に仕

事を請け負っているのは、主に学校運営協議会と各部会の方なので、学校として特に仕事

が増えているということはない。協議会の方で情報を出しているし、情報を受けている。

会報などは、協議会の会長名で情報発信したり提案したり協力をお願いすることになるの

で、読む人たちも『学校側だけがそう考えているのではなく、実は地域の人たちもそう思

っていたのか』という効果があって、とても都合が良い面もある」、「部会独自の役割とし

て、学校評価をおこなったり、総括をしたりするほかに、『運営協議会ニュース』を発行し

ている。それまでは学校が発行していたが、学校評価を公表するに当たり、学校が発表す

るよりも協議会から出したほうがいいということになった。協議会が総括をすることで、

学校からは言いにくいような点、例えば家庭や地域のやるべきことや責任を明確に述べて
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もらっている」、「例えば、英語活動では、教員だけで教えるより、地域の中に英語が堪能

な人や外国人がボランティアとしてサポートに入ってもらうだけも効果はとても高くなる。

スキー教室では、担任が面倒をみるだけでも限界があるが、地域でスキーの達者な人を呼

びかけて、クラスに何名かサポートについてもらうと、子どもはものすごく上達が早くな

る」、などの効果がある。 
 

（経営的側面）：このような部会設置・実働型の協議会はメリットが非常に多い。しかし、

その分、組織作りの実現可能性といった点に課題を抱えている。つまり、組織として実体

を作ることがそもそも難しかったり、年数を要したりする。「コミュニティ・スクールの研

修や見学は行ったが、そういうことができる環境とできない環境があるのではと感じた。

市や教育委員会レベルで強く推進して援助でもしない限り、普通の学校がやるのは難しい」、

「本校も昨年から、四つの部会を作って活動しているが、まだイベント的なことまではや

れる段階ではない」、「無理のないような組織を作ることが大切だろう。確かに、あれもこ

れもやりたいと思うことはたくさんある。実際、本校でも最初、部会が 10 個ぐらい必要だ

との要望も出たが、知・徳・体だけに絞ろうということになった。やり始める際は、必要

最小限の活動から始めればいいと思う。無理に手を広げないことだ」、「地元の人とコミュ

ニケーションをとっておくことだ。地域によっては、自治組織がしっかりしていない所も

多いだろう。しかし、協議会をやるとなれば最終的には地域の人たちの組織化が必要にな

ってくる。そこで、まずはボランティアなどを突破口に活動を始めればいいのではないか。

自治組織でなくても、学校に協力しようかと思う人はいるだろう。そういうボランティア

を募集したり組織したりする部会から始めればいいと思う。その際にボランティアの人た

ちには、しんどい思いではなく、いい経験をさせてあげることが、コミュニティ・スクー

ルにつながっていくのではないか」との意見が聞かれた。 
また、地域がしっかりしていたり、学校参加やコミュニティ作りが継続的に行われてい

たり、地域で指導的なリーダーやコーディネートのできる人材が豊富にいなければ、その

ような日常的な活動を組織的に実践することは難しいという点も関係する。「例えば、京都

市の御所南や習志野市の秋津小中学校は、非常に上手くいっていると思う。京都の場合は

実施初期から部会（地域学校協議会）を組織して取り組んでいた。秋津の場合は、街づく

りの段階からコアとなるリーダーと共に学校とコミュニティづくりが一体となって進めら

れた例だと思う」、「学校の方針、いわばそれを決めて実行していく校長のリーダー性とい

うのも必要になってくる」、「学校長がビジョンを持っていること。この学校をどうしたい

のか、そこに地域をどのように巻き込んだらいいのかという戦略がなければいけない。そ

れがなければ、たとえ発足しても継続できないだろう」、「地域運営学校の経営には、普通

の校長の十倍くらいのリーダーシップが必要」などの意見があった。 
さらに、現在の地域運営学校では、別組織となる部会に対して支出入が生じた際の会計

的・税制的な諸手続や活動上の立場を保証する仕組みがない。この点は、既に活動してい
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る地域運営学校は、不十分に感じている。「京都市においても、中学校単位くらいで NPO
にできないかなど、何か運用しやすくなる方法はないか検討中」、「確かにお金の面では苦

心しているが、現在、コミュニティファンドを立ち上げている。資金面はそこから工面し

ようと考えているが、委員会としてあまりに資金や利益が入ってくると支障が出てくる。

なので、大きな売買や赤字のリスクがでる事業、寄付受付など派手に活動はできない。現

在、ファンドでは研究紀要や資料の販売などを行っている」、「NPO よりももっとやわらか

い組織で作れないものかと考えている。NPO でも手続き、設立時の面でまだハードルが高

い。PTA よりも少ししっかりしたものぐらいで、領収書が発行できるタイプの法人格でい

い」といった意見が聞かれた。 
 
 
 ５．地域運営学校の成功の条件 
以上のように、インタビューからも、同じ地域運営学校であっても、実際は運用の仕方

で通常校以上に差が生じる仕組みだということがわかる。分権的経営制度は、学校選択制

と違って、経営的側面が強く働くため、各学校の取り組み次第で、プラスの効果もマイナ

スの効果も生み出しやすいと考えられる。 
この点について、例えば、杉並区和田中の校長は「制度ではなく運用レベルが全て」と

述べる。「地域がどうこうよりも、校長のリーダーシップにかかっている。実際、いくら町

会などの基盤が強くても、地域の人々には学校内部のことはよくわからないのが現実。学

校にとっては教員の理解が重要だ。校長が学校の中に地域を引き入れて巻き込み、ネット

ワーク化していくことが大事」であると述べる。 
地域運営学校の経営が成功する条件や工夫とは何か。本稿の調査から言及できることは、

当事者たちの経験から成功と失敗の条件を洗い出し、それらを整理することである。 
以下、聞き取り調査の結果を参考にしながら、地域運営学校の運営の要点を制度的、経

営的な側面からそれぞれ検討する。 
 
 

 ６．「京都方式」の特徴 ―対立リスクの回避 
（制度的側面）：まず、法制度的な運用方法の工夫についてである。典型的には京都の事

例が当てはまる。 
地域運営学校において「京都方式」と呼ばれる方法は、代表的な部会設置・実働型の実

践の事例として有名である。しかし、この方式のポイントは、幅広い分野で活動を行う実

働型を採っているということではない。 
注目すべき特徴は、校長と運営協議会が対立した際の解決策が制度に組み込まれている

点である。京都方式の特徴は、①校長が地域運営協議会の役員に加わっておらず、独立し

た地位を保っていることである。規則上の協議会の役員構成には、学校関係者を含んでい
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ない。5 
また、②協議会の人事に関する意見は、校長を通じて教育委員会に述べるものとし、校

長の人事に関する権限を制約しないようにしている。さらに京都方式では、協議会が教育

委員会に意見を述べるルートは存在していない。教育委員会への意見は、全て校長を通じ

て具申される。 
加えて、③校長は情報の提供や説明に努めたにも関わらず、基本方針への承認が得られ

ない場合や学校運営に著しい支障が生じた場合には、指定の取り消しを申し出ることがで

きるようになっている。地域運営学校の指定の可否は、通常、教育委員会が行うものとな

っているが、京都方式では、校長もその権限が認められている。 
学校運営協議会は、学校に意見を述べるだけではなく、積極的に学校運営に参画もする

が、企画は校長の裁量の範囲内で行われ、通常の学校運営協議会ほどの権限はもっていな

い。また、協議会は学校側に対して経営活動の承認を行うが、教育委員会へのルートは遮

断され、協議会の存立も最終的に校長の判断に委ねられている。つまり、京都方式では校

長が最も強い権限を持った制度に設計されている。 
このような仕組みは、大きい実働部会をもった学校運営協議会と校長が対立した際の、

深刻な事態を避けるための対応策であると考えられる。つまり、京都方式は、校長の権限

と責任を強化することによって、失敗のリスクを回避する仕組みである。「今の法律の地域

運営学校では、校長は溝が生じたときの事態を恐れて、誰もやりたがらない。京都方式は

校長の権限が強くなっているように思われるが、それは逆に校長が最後まで責任をもって

やってもらうための工夫」である。不測の事態の可能性が低いからこそ、校長は安心して

積極的に取り組める。このように、制度にリスクの回避を組み込むことは、地域運営学校

を普及させていく条件の一つになる。 
「地域の人たちも、学校長の運営理念を退けてまで、自分たちで学校を運営してやろう

と思っている人は実際ほとんどいないだろう。しかし、それが権力として与えられたら、

将来的にそうならないという保証もない。だから、京都市の方式では、地域が学校をコン

トロールするのではないですよ、という意味をあえて制度の中に含めている。したがって、

協議会を設置するかどうかは、この趣旨と仕組みを理解してくれる地域だけに導入するよ

うにしている。いくら一般的にはよい仕組みだろうと、校長が異動させられるかもしれな

い制度の導入に、校長自身の賛成は得られにくい。京都市では、市内の学校に広めること

も目的に、アレンジを加えている。」、「協議会と学校長との関係は、京都方式においても、

上下関係というよりは、ヨコの緊張関係を意識している。でも、最終的な部分というのは

学校長が持っておきたいというのが率直なところだろう。子どもたちの教育に関すること

なので、イニシアチブは学校側が取りたいということだろう。教育を行うのは、プロであ

る学校が中心となって責任を持って行うべきだという考えからきている」。 
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 ７．地域運営学校の発足条件  ― 一定のベースが必要 
（制度的側面）：リスクを回避する仕組みの他に、教育委員会が地域運営学校に指定する

際に求める条件についても、当事者たちの経験によって明らかになっている。 
例えば、杉並区の行政担当者によれば、「受け入れ環境の基本条件が整っていない学校に

おいては、地域運営学校は成り立たないのではないか」という。「将来的には地域運営学校

を区全体に広げたいが、今後は、なるべく学校支援本部がある学校からやりませんかと誘

うようにしていきたい。その代わり、現在、学校支援本部を作る場合には、年間 50 万円の

予算を出している」と述べていた。また、「例えば、ボランティア活動がさかんで参加率が

高い学校は支援本部を作る際の指標になる」とコメントしていた。 
 
（経営的側面）：京都市の学校でも、地域性や学校の受け入れ体制に関する意見が多く寄

せられた。「全国的には、学校が、あるいは協議会が『うまく地域を巻き込めない』、『部会

の活動がどうしても教員側主導になってしまう』、『協議会があまり機能しない』などの問

題が上がっているようだ。大きな違いは、やはり京都市の場合、明治二年に番組小学校が

地域の人たちによって作られて以来、学校と地域とが密接な関係にあることが影響してい

るだろう。自分の所の学校は自分たちがなんとかしようとか、自分たちの子どもは地域の

子どもとして育てようという意識の表れのような気概は感じられる。学校への意識が高い

から、そうはならないのだと思う」、「導入した学区において、地域で子どもを育てる意識

があるかどうかという点は関係すると思う。京都の場合は、その地域に住む子どもだけが

入学してくるので、やはりその学区で育てようという意識は強くある。最近では、付属校

や私学でも地域関係の取り組みをやろうとしているが、子どもの地域にばらつきがある学

校では、やはり地域性が出しにくいだろうと思う」、「地域に協力してもらうための条件と

して、学校の方針がしっかりしている必要がある。学校が荒れているところに、それを補

充するような形で手伝ってくださいとお願いするパターンは絶対に無理がある。学校がで

きてないのに、地域ができるわけがないからだ。だから、学校は（少なくともある程度は）

しっかりやっています、というメッセージが出せる状態でないといけないだろう。学校の

方針が明確に定まっていないと、地域の人は、どういうふうに関わっていけばいいのかも

考えることができないし、わからない」、「本校の場合、保護者の取り組みもしっかりして

いますという条件が整ってから、地域の協力を考えた。地域よりも保護者の体制が整うこ

とを優先させるべきとの考えからである。学校、次に保護者がしっかり固まっていれば、

その次に地域にお願いしても文句は言われないからだ」といった意見を述べている。 
また、京都市の担当者は、指定を認める際の条件を三つ挙げていた。「一つは、学校長の

やる気があること、そして、学校と地域との関係がよいこと、最後は、教職員の参画意識

が高いこと。このうち校長のやる気は絶対条件。二番目の地域との関係は指定を受ける前

に、校長が二、三年間頑張って取り組めばなんとかなる。三番目の教員の意識は大事だが、

『教員の意識を高めるために指定を受けたい』という目的もあるから、これは必須ではな
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いでしょう」と語る。 
協議会の人選びにもポイントがある。足立区では全学校に学校参加制度があり、各学校

は各種の部会を備えているが、学校によりその成果は様々であるという。足立区の担当者

は次のように話した。「会長のポリシーや意志の強さというのがやはり大きな影響を持って

いる。例えば一番多いのは町会長のような既存の地元組織の人だが、やる気がある一方で、

実際の仕事は学校側の負担が多くなる傾向がある。また、リーダーだという認識が薄い人

はもっと困る。よいと思うのは、教育委員会が委嘱して青少年委員をやっているような人

たちだ。学校・教育委員会・地域ともに連携をとりやすいし、仕事もこなす」。これは、役

員の人選についても一定の要件を備える必要があるという示唆として考えることができる。 
この点、聞き取り調査では、協議会役員の人選について、実質的な人物を求める傾向が

あることが判明した。「肩書きだけでは駄目で、学校の特質をわかってもらえる人、例えば

中学校の特質、地域の特質などを理解してくれる人になっていただきたいと考えている」、

「評議員とは全然違う。ゲストティーチャーになってもらえる人、学校経験者、地域との

パイプを持っている人などが望ましい」、「学校に熱い思いを持っている人は学校の変化や

運営対して敏感であると思う」、「学校と理事会が信頼関係を作り出せるような人材、子ど

もの成長を感じ取ってくれる人を望みたい」といったコメントが多く聞かれた。 
 
 
 ８．試されるトップマネジメント ―強い意志と地域を巻き込む経営努力こそ必要 
（経営的側面）：最後に、校長自身のリーダーシップやマネジメント能力である。校長の

リーダーシップの重要性は再三指摘しているが、ここで注目するのは、学校内部でのリー

ダーシップではない。地域運営学校の校長には、地域社会に対しての交渉力や調整力、営

業力や採用力といった、学校にこれまでにはないマネジメント能力が求められる。 
地域運営学校の校長にとって、地域社会における活動スタイルはこれまでと大きく異な

る面がある。確かに、学校選択制においても経営方針策定や目標設定、指示、協議などを

行うリーダーシップは強くなる傾向がある。だが、それらは学校内部のスタッフに対して

の変化であり、外部への活動に対しては、情報の収集や発信、ＰＲ活動などが多くなると

いった変化に留まる。 
しかし、地域運営学校では、地域社会に対し、校長自身が協力依頼する場面がどうして

も多くなる。外部環境へのトップマネジメント機能が要請されるのである。「協議会にいろ

いろお願いするコツは、仲良くなってしまえばいい。これまでの学校だと、管理職にとっ

ても地域行事や親睦会などへの参加は、何か仕事の一部だという堅苦しい気分があった。

だが、学校運営協議会になってからというもの、その中での交流は、イベントから飲み会

までほとんど仲間同士の付き合いという意識がある」、「強いリーダーシップがあっても、

途中では反対されたり、断られたり、反応がなかったりすることもある。しかし、そうい

う対応をされた時には、個人的にも小まめに連絡を行ったり、きめ細かい話し合いをもっ
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たりするような能力も必要である。強引さの一方で、一人一人の関係を大切にする心遣い

ができる人でなければならない」。 
 
というのも、たとえその歴史や基盤が強く、どんなに学校に愛着のある地域だったとし

ても、人々にとって実際に学校に協力する、参画するということは、それなりに手間隙や

苦労がかかることだからである。いくら環境的なベースがあったとしても、地域の人々へ

の協力や支援は、単に要請を求めれば簡単に調達できるものではないということである。 
「立ち上げ当初は足を使ってお願いに回り、何度も声をかけ、再度お礼にも行って努力

していたことが、何年も経つと来てもらっているのが当たり前かのような感覚になって、

電話一本でやってもらえるという錯覚に陥ってしまうものだ。その辺の対応が以前と違っ

てくると、気を損ねる場合もある。やはり、協力してもらう方に対しては丁寧に接して、

初心を忘れないようにすることが大事だと痛感する。細かい対応に気を使うことこそ、長

く続けていく面においては、いろんなことにつながっていくので、非常に重要だというこ

とがわかってきた。長くやっているからこそ、ちょっとした対応のマズさが積もり積もっ

てある日突然、表に表れるということがあるのだ」、「学校長が地域の会合に出た際に得た

口コミなどの情報を利用して、個々に直接お願いしに行った。最初は、公募案内によって

募集もしてみたが、その当時はたった三通しか応募がなかった。というのも、地域の人た

ちは公募があることを知っていたが、みなさん遠慮して自らゲストティーチャーに名乗り

出ようとする人はほとんどいなかったからだ。その時に、やはりちゃんと面と向かってお

願いすれば引き受けてくれるということがわかり、文書でのお願いでは失礼なのだと思っ

た。それ以来、紙で協力をお願いすることはいっさい止めた。直接聞いて、直接会いに行

って依頼するという方法を採っている。地道にやることが大切だ」。 
 
また、地域を巻き込んで協働を作り出すためには、通常の学校運営で済むような情報発

信やＰＲ活動、各種行事の出席や参列をするだけでは足りない。特に、部会実働型の学校

では、地域社会にとけ込み、一体となって協力や支援をお願いするという態度や姿勢が求

められる。また、時には、地域の相談や要望を受けて地域行事へ参加したり、運営を協力

したりすることもあれば、逆に、双方の負担が大きくならないように、交渉したり調整し

たりすることも必要になる。 
「学校の児童生徒および教員が地域の活動にどこまで参加すべきかは、議論があると思

う。確かに、際限なく地域と関わっていたのでは、子どもや教員の休みもなくなってしま

うだろう。実際に、協議会になって、音楽会やスポーツ大会など学校として子どもや教員

が地域行事に参加することはかなり増えている。昔の学校と比べると、教員も管理職も仕

事の量はものすごく増えていると思う」、「だが、学校が地域に協力するということも必要

なことではある。土曜日曜は学校が休みだからといって、全く参加しません、協力できま

せんという訳にはいかないだろう。もちろん、協議会の人たちも平日休日共に忙しくして
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もらっていることは事実だ。だから、学校と地域が双方向に活動していくことを肯定的に

受け止めなければならない。学校側としては、みんなが多忙になったり、一部に偏ったり

することなく、子どもや教員がバランスよく行事に参加できる計画を立て、上手く割り振

るなどして対応していくのが、現実的な策だろうと思っている」。 
「地域の行事への参加は、やはりどこかで一線を置かなければならない。主催者を明確

にすることは大事だ。既にある地域行事を部会活動の中に取り込んでしまうとややこしい

ことになるので、含めていない。部会の活動は、すべて学校が創った新しい活動だ。地域

行事は募集、運営共に別個の活動としてやってもらっている。立ち上げ時は、保護者は協

議会としてではなく、個々人が手伝うという形で関わっていた。地域行事の担当者には、

協議会として相談や宣伝は受けつけるし、協議会内の保護者を勧誘してもかまいませんと

いうことで了解してもらった。ただ、組織運営に関わったり、あちらの行事が入り込んで

きたりはしていない。しかし、地域行事への参加はある程度は仕方のないことかもしれな

い。むしろ、そうやって子どもが地域と関わってくれる機会が増えるということもあるの

で、協力するかどうかは実際、程度問題になってくると思う。ただ、どこかで線を引かな

いと地域からの要請もやりたい放題になってしまうし、それに教員も巻き込まれれば大変

な忙しさになるだろう」と答えている。 
 
そして、それら仕事を担うのは今のところ、校長しかいない。特殊な事例を除けば、地

域運営学校の立ち上げは、教頭や教職員、教育委員会や保護者、地域の名士などから始ま

るのではなく、ほとんど校長自身の活動がきっかけになるといってよい。 
実際にインタビューでは、地域運営学校の多くの管理職が、トップマネジメントとして

の学校長の役割を重視している。「地域運営学校に指定する際の条件の一つは、まず学校長

のやる気があることだ」、「コミュニティ・スクールという形を採るから民間人校長として

応募した。でなければあまり興味がなかった」「普通の校長の 10 倍くらいのリーダーシッ

プが必要」、「学校の方針、いわばそれを決めて実行していく校長のリーダー性というのも

必要になってくる」、「学校長がビジョンを持っていることだ」、「校長のリーダーシップが

とても強くあった。ある意味強引でもあり、一方できめ細やかなフォローや気遣いができ

る人だ」。 
「校長のタイプも関係するかもしれない。どちらかというと、人とのつながりを持った

り作ったりするのが上手い人、コーディネーターになれる人は、地域運営学校の校長に向

いているかもしれない。概ね教員は子どもの相手をしているので人とのつながりを作るの

が下手ではないと思うが、それでも子ども－教師のような上下関係を前提としないで、つ

ながりや人間関係を作れる人がいいと思う」、「個人的につながりを持てるのが大事」。 
「学校内や地域へはトップダウンとかにはなっていない、特にコミュニティからはボト

ムアップで出てくるような組織運営を心がけている」、「継続していくためには、参加者に

“しんどい”という思いを持ってもらっては困る。必ずやりがいや成果があるように橋渡
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しするのが役割」である。 
 
 
 ９．小括 －収斂する地域運営学校のモデル 
以上を総合して、成功しているといわれる地域運営学校のモデルは、校長と協議会がよ

い関係を保ち、実質的な活動にも取り組むタイプの学校として描くことができる。これら

の共通点とは何か。本節の最後に、足立区立五反野小学校、杉並区立和田中学校、京都市

立御所南小学校を例に、その発展過程からまとめておく。 
まず、校長のリーダーシップの存在は既に述べた。これはミッション提示・承認型であ

ろうと部会設置・実働型であろうと成功の共通条件である。三校ともに校長のリーダーシ

ップとマネジメントが発展への推進力となった。 
五反野小の場合は、制度の構想当初から発足していたため、ミッション提示・承認型の

利点を上手く維持しつつ発展した。和田中では、運営協議会を持たずに、普通の学校から

校長のリーダーシップの下、地域本部を立ち上げ、機能させてきた。御所南小は、設置当

初から運営協議会の下に多くの部会をもって活動していたが、京都方式のシステムにより、

学校との権限関係が保たれている。 
ミッション提示・承認型に始まった五反野小は、現在もそのスタイルは変えていないが、

足立区の「開かれた学校づくり協議会」制度の各部会と連携して、地域運営学校として実

質的な部会設置・実働型の活動を行っている。和田中は、2007 年度から地域運営学校の指

定を受けた。和田中では、協議会の会長と校長を兼任するという運用を図ることで、協議

会と校長が対立するリスクをなくしている。 
結果的には、それぞれの学校によって運営方法と発展過程は異なる。かつ、取り組まれ

る目下の課題も異なっている。だが、どの学校においても「校長のリーダーシップ」の下、

「実働部会」を立ち上げ、かつ「校長の権限と責任」は維持できるような仕組みを共通し

て取り入れている。このような要素を持つ学校が、地域運営学校の経営として成功してい

るのである。 
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第三節 実地調査結果の総括 
 
 
 
 １．分析結果による調査校の分類 
本章の最後に、制度的側面と経営的側面の枠組み（図表 2-6 参照）を用いて、個々の学校

ごとの改革効果についての評価を試みる。 
学校制度改革の選択制度と経営による側面から、現在の学校への効果の度合いを分類・

整理してみると、どのような結果が得られるだろうか。実際に聞き取り調査を行った学校

について、選択制度の採用とマネジメントの達成の度合いを基に分類したものが図表 5-9
である。 
 
 

図表 5-9 制度的側面と経営的側面による調査対象校の分類 

 選択制度の採用 

学校選択制度と 

分権的経営制度 

学校選択制度のみ、あるいは 

分権的経営制度のみ 
制度なし 

（目
標
管
理
＋
権
限
委
譲
＋
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
） 

学
校
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
達
成
度
※ 

（＋
＋
＋
） 

達
成
度
３ 

足立区五反野小(Ⅰ) 

杉並区和田中(Ⅰ) 

杉並区和田中(Ⅱ：地域運営学校導入前) 

京都市御所南小(Ⅲ)  京都市高倉小(Ⅲ) 

京都市新町小(Ⅲ)  京都市洛央小(Ⅲ) 

金沢市高岡中(Ⅱ)   

 

（＋
＋
） 

達
成
度
２ 

尾道市土堂小(Ⅰ) 

杉並区井草中(Ⅰ) 

杉並区桃井第四小(Ⅰ) 

杉並区三谷小(Ⅰ) 

杉並区向陽中(Ⅰ) 

杉並区杉森中(Ⅰ) 

金沢市泉中(Ⅱ)   

金沢市西南部中(Ⅱ) 京都市朱雀第三小(Ⅲ) 

尾道市長江小(Ⅱ)  足立区千寿第五小(Ⅱ) 

足立区弘道小(Ⅱ)   

尾道市日比崎小(Ⅱ) 京都市西陣中央小(Ⅲ) 

              京都市南大内小(Ⅲ) 

 

（＋
） 

達
成
度
１ 

 金沢市大徳中(Ⅱ)  杉並区桃井第一小(Ⅱ) 

金沢市兼六中(Ⅱ)  足立区弥生小(Ⅱ) 

瑞穂市穂積小(Ⅱ)  

東海市平州小(Ⅲ)  瀬戸市品野台小(Ⅱ) 

東海市明倫小(Ⅲ)  瀬戸市下品野小(Ⅱ) 

東海市渡内小(Ⅳ) 

達
成
な
し 

   

※マネジメントの達成度は、各学校への聞き取り調査に基づき、マネジメントの三つの要素のうち、どれか一つで

も導入されていたら(+)とし、二つならば(++)、全て導入されていたら(+++)として判断した。（各学校における具体

的な経営実践は資料「教育委員会・学校聞き取り調査報告」を参照されたい。）
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図表 5-9 は、筆者が学校制度改革の効果に関する聞き取り調査の内容に基づいて判断した

ものである（※各自治体における学校ごとの詳しい営実践および図表への腑分けについて

は、資料「教育委員会・学校聞き取り調査報告」を参照）。インタビューの主たる目的は、

改革の効果について、どのくらい学校が変化したと思うか、あるいは、どの程度の効果が

見られたのかを学校経営者に尋ねたものであったため、図表は最終的な成果を示すような

学校評価を意味するものではない。したがって、学力結果や入学者数が伸びていなくても

マネジメントが達成されている場合があり、逆に、学力が高く人気校であってもマネジメ

ントの達成が低い場合もある。分類はあくまで、改革がどのくらいの影響力（インパクト）

を出しているのかの違いを、学校ごとでわかるように示したものである。 
自治体ごとの制度の影響力を見ると、杉並区のタイプⅠ学校、京都市のタイプⅢ学校に

関して、制度導入による学校への効果は大きいと思われる。これらの学校は、全体的にマ

ネジメント達成度の高い部分に集まっている。 
逆に、瀬戸市や東海市、瑞穂市などの制度改革の影響力は小さいと思われる。例えば、

瀬戸市では、制限の強い隣接区域選択制を採っており、かつその結果、利用者の実数も少

ない。東海市の地域運営学校は、調査時点ではまだ実働組織を設置しておらず、ミッショ

ンの提示・承認活動も始まったばかりであった。概して、制度的変化の小さい自治体にお

いては、学校の経営変化に対して強い影響力を及ぼしていないと考えられる。 
続いて、経営的側面から見ると、同じ制度的環境おいても、学校ごとのマネジメントの

差が生じている。まず、教育段階の違いによって、小学校よりも中学校の方がマネジメン

ト達成の度合いが強い。次に、京都市など分権的経営制度を導入している学校は、改革が

比較的マネジメントの達成に反映しやすい傾向があると思われる。マネジメントの達成が

大きい学校は、足立区五反野小、杉並区和田中、京都市御所南小といった学校である。こ

れらの学校経営は、学校選択制ならびに分権的経営制度が非常に上手く機能した事例であ

ると考えられる。 
逆に、学校ごとのマネジメントのばらつきは、タイプⅡ学校において多い。例えば、金

沢市では、学校選択制によってマネジメントに影響を受けていると学校と、そうでない学

校との差が見られる。これにはもちろん、学校の立地条件などの環境的な違いによる原因

も考えられる。だが、学校選択制の導入だけではマネジメントの達成は必ずしも保障され

ないということも言うことができよう。 
 

 
 
  ２．本章の総括 
本章では、聞き取り調査の結果を分析し、改革の効果がどのようにして学校及び利用者

にもたらされるのかを考察した。 
第一節では、聞き取り調査から、学校への効果を「選択制度」と「経営」の両面から考
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察した。学校制度改革の主軸である「学校選択制」と「分権的経営制度」の併用が改革の

効果を最も生み出すが、これらと他の諸制度との連動こそが、現段階の改革においてさら

なる相乗効果を作り出す条件である。 
さらに、学校ごとの経営能力の違いによって、教育活動の評価が決まる。各学校におけ

る経営活動の改善こそが、最終的に利用者の効果となる道筋を提示した。 
そこで第二節では、とりわけ、タイプⅠ学校の改革の効果が最も大きいという理由から、

学校の分権的経営に注目した。従来と運営方法が根本的に異なる分権的経営制度（地域運

営学校）の学校運営協議会と校長の関係、および、そのマネジメントについて詳しく考察

した。制度運用の成功を導く秘訣は、校長のリーダーシップを最大限に発揮させるように

すること、そして活動組織の実体化を進めることである。 
 
次章では、以上の分析を踏まえ、本稿第二章第二節において提起した学校制度改革の論

点についての結論を述べる。 
 

 

                                                   
1   学校評価の基本的な機能や形態については、金子郁容編著[2005]を参照。 
2   嶺井・中川編[2005]、嶺井・中川[2007]による主な主張の要点は、利用者のこのよう

な選択行動における傾向や性質が学校間格差の拡大や固定化を生み出すとする部分で

ある。 
3  自治体側の対処としては、例えば瑞穂市では選択制によるコミュニティの力をそがな

いようにする対応をとっている。すなわち、保護者・子どもは、他区の学校を選択した

場合でも、自治会や子ども会は住んでいる地区の組織に加入するようになっている。し

かし、その一方で校区コミュニティには所属するようにしてバランスをとっている。 
4  文部科学省パンフレット「コミュニティ・スクール 新学校宣言」（文部科学省初等中

等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室）を参照。 
5   教員は各部会の委員に加わっているほか、副教頭が協議会の事務局を担当している。 
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第六章 結論 －教育分野におけるバウチャーモデル供給体制の効果 
 
 
 
 本章では、これまでの調査および考察をふまえた結論を述べる。 

第一部の理論的考察において抽出した学校制度改革の論点、および学校教育におけるバ

ウチャーモデルの効果に関する結論を述べる。 
ただし、現段階において、教育分野でのバウチャーモデルは導入されてから日が浅く、

本調査で得られた結果は、制度導入後の初期的なデータである。したがって、そのような

データを基に、制度導入後の効果について断定的な結論を導くことができる段階ではない

ことをあらかじめ断っておかなければならない。 
しかし本稿では、バウチャーモデルの初期のデータから読み取ることができる結論を過

不足なく導き、制度導入による効果の傾向を探ることを目標としてきた。本稿は日本国内

のバウチャーモデルの初期的な実証研究の一つとして位置づけることができるであろう。

今後、制度導入の期間が長くなることで、その効果がより一層明らかになり、バウチャー

モデルによる効果の論証が可能になると考えている。 
 
 第一節において、学校制度改革の論点について、実証的考察から得られた結論を述べる。 
 第二節では、公共サービスにおける供給体制の変化が及ぼす効果について、本稿の分析

結果を基に説明する。供給体制の変化が及ぼす効果として、制度導入によるインパクト、

経営手法の多様化によるインパクト、制度と経営の相乗作用の点からまとめる。 
 第三節において、本研究の意義、および今後の課題について見解を述べる。 
 
 
 
 
 
 
第一節 学校制度改革における論点 
 
 
 
 本節では、学校教育でのバウチャーモデル導入をめぐる議論から抽出された学校制度改

革の論点ないし課題に関して、本稿の調査結果および考察を踏まえて回答する。本稿第二

章第二節では、次のような論点を提示した。以下、順を追って回答していく。 
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１．供給者への効果（供給者、学校内部はどう変化したか） 

バウチャーモデルの導入によって、供給者がどう変わるのか、どういう工夫があり、ど

う良くなるのか。すなわち、学校内部はどう変化したのかという点である。また、地域に

根ざした学校運営と学校選択制度とは対立・緊張関係を生み出すという考え方が出されて

いるが、実際はどのような関係にあるのか、という論点に回答する。 
 
まず、学校選択制度の導入は、学校の教職員、管理職の両者に変化を及ぼす。 
教職員は、学力や授業改善など統一的な目標に意識を置くようになり、校内研修の機会

は増える。これは、教員個々人の自律的活動よりも組織としてどう動くか、言い換えれば

個人技よりもチームワークで取り組んでいくスタイルへと変化していると考えられる。ま

た、動機付け、相互連携や評価の部分では、従来の学校よりも、外から「見られる」意識

が変化を及ぼす原因になっている。「見られる」相手とは、地域社会や保護者、子どもであ

るが、特に保護者から見られることが緊張感を作り出す要因となっている。多忙化につい

ては、忙しさに対する対応策はあまり打ち出せていないのが現状である。 
管理職については、自校のアイデンティティを意識するようになり、トップマネジメン

ト機能を強化する働きがある。この背景には、管理職が学校評価の向上および入学者の獲

得を意識している点が関係している。学校選択制度は、学校評価や目標管理などの経営手

法を実質的に機能させる効果がある。 
また、管理職は、保護者を重視するようになることに加え、子どものニーズにも配慮す

るようになる。特に中学校においては、学校選択と生徒の意向は、強い相関関係を作り出

すことが予測できる。管理職はそのような点を意識しているのである。 
さらに、自治体によっては、学校選択制度が教育委員会の推進する改革プログラムと連

動している場合がある。この場合、バウチャーモデルとしての効果がより強く発揮できる。

より明確に述べれば、教育委員会が実施する改革プログラムと連動しない限り、バウチャ

ーモデルにおける供給者に対する効果が発揮できないといってもよい。というのも、教育

委員会が、学校の特色づくり、人事、予算、施設に関して支援体制を作らなければ、確か

に当事者たちの「意識は高まっても」現実の成果として顕在化しないからである。その意

味では、学校選択制度は、教育改革プログラムの中の一つでしかないのであり、学校選択

の導入を主張する議論だけでは、改革の成果を出せないと考えられる。バウチャーモデル

において、供給者への効果を重視するならば、学校選択自体は制度改革の一部分でしかな

いことは、実証分析の結果からも殊に強調すべき点である。 
 
次に、分権的経営制度導入の効果についてである。 
分権的経営制度が導入された学校においては、学校選択制度に増して、学校内部に強い

変化をもたらすことがわかった。 
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教職員については、外部との関わりの中で、動機付け、教員相互の連携や評価、個性伸

長への効果が高い。その中でも、教員の個性や特技を生かせるという効果は、分権的学校

において際立っている。例えば、地域運営学校の部会活動では、理事会の指示によって担

当教員が割り振られるのではなく、教員の希望に従って担当を決めている。教員の個性が

活かせると答えた学校では、教員の特技や興味に基づいて活動に従事できるという運営方

法が採られている。 
また、仕事の多忙化についても、分権的学校においては、選択制の学校に比べて忙しさ

を感じていない。当事者たちは、「仕事は増えているが、それが多忙と感じるほど、苦痛と

感じるほどではない。やりがいの方が出ている」とコメントする。これは多忙化している

が、多忙感は出ていないという意味として考えられる。教員の個性伸長と多忙感の抑制作

用については、注目に値する効果である。 
さらに、分権的経営制度は、管理職に対しても選択制と同様に強い効果を生み出す。分

権化学校でも目標管理や評価制度を活用しており、管理職のマネジメント活動は強化され

る。トップマネジメントについては、分権的経営制度、学校選択制度の両者共に影響を与

えることができる。 
 
以上を総じて、バウチャーモデルにおける供給者への効果については、学校選択制度、

分権的経営制度ともに効果を生み出すと考えられる。 
ただし、その効果の度合いには違いがある。本稿の調査によると、学校選択制度の推進

者が期待するほど、制度を導入すれば即、学校への刺激になったり、それがプラス効果に

つながったりするとは言いがたい。むしろ分権的経営を導入した方が、学校選択以上に効

果が高い場合が多く、両制度を単独に導入した場合、学校選択制度よりも分権的経営の方

が強い効果を示すであろうと判断できる。これは、バウチャーモデルにおいて、学校選択

制度が必須であるかのように考えられている予想とは異なる結果であった。 
というのも、現在導入されている学校選択制度は、供給者を直接刺激する効果は乏しい

と考えられるからである。むしろ、制度改革としては、分権的経営を導入する方が、学校

のマネジメントを改善させる直接の効果が出ると思われる。学校選択制度は、利用者に直

接的な影響を与え、あるいは、改革の突破口にはなり得るが、それ単独での導入は、学校

の変化や改善を拡大する働きには直ちに連動しない、というのが本稿における結論である。

その意味で、学校選択制度は供給者改革の一部分にすぎないと考えられる。 
 
最後に、学校選択制度と地域コミュニティを重視する経営は、対立や緊張関係をもたら

すかどうかという論点についてである。 
調査結果からこの二つは、対立的関係であるというより、相補的関係になっていると考

えられる。 
タイプⅠ学校へのインタビューによれば、学校の実践による教職員や地域への効果は、
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学校選択制度よりも地域運営学校に由来する要因の方が強い。他方、保護者のニーズや子

どもの意向についての配慮、あるいはそれらとの緊張感を作っているのは、学校選択制度

による要因が大きい。地域運営学校と学校選択制度が異なる各方面への効果を発揮し、学

校全体の効果を高めているという結果からすれば、両者の関係はトレードオフではなく、

相互に補完的なものであると考えられる。 
学校選択が、地域社会と緊張・対立関係生み出すとされる理由は、学校選択制は分権的

経営（地域運営学校）によって維持される地域コミュニティを壊す可能性があると主張さ

れるためである。確かに、いわゆる私立学校のように大規模な入学者市場が形成されてお

り、経営システムとして地域との関係が二の次に置かれるような場合を想定すれば、その

原理は当てはまるかもしれない。 
しかし、現実的には、どの教育委員会もそのような学校選択を求めて制度設計しておら

ず、入学者の移動も地域コミュニティを破壊する要素をもつまでには至っていなかった。 
また、実際に、タイプⅠ学校やタイプⅡ学校では、自校区からの流出者を減らすために

経営努力している。その場合に優先される戦略は、地域社会への取り組みを充実させるこ

とである。公立校においては、地域の関係を重視する方が結果的に入学者を確保できるか

らである。学校選択による地域社会への弊害を防ぐ方策と、入学者を維持（獲得）する方

策は、学校にとって対立的ではない。むしろ、両者に相乗効果をもたらす方策として取り

組まれている。 
さらに、地域運営学校では、理論的にも地域コミュニティの崩壊を防ぐ仕組みが埋め込

まれている。学校運営協議会（理事会）がその一つで、役員には地域代表者（および保護

者も）が一定の割合で選任されるようになっている。これが他の私立学校等の経営システ

ムと決定的に異なる部分であり、学校運営協議会において地域の意向を無視することは実

質的には難しい。 
したがって、学校選択制度が導入され、地域との摩擦や緊張関係が生まれる可能性があ

ったとしても、地域運営学校の経営に支障が出るということは少ない。むしろ、学校選択

制度によってそういった状況が生まれる可能性があるからこそ、地域運営学校の採用が、

弊害を解消したり是正したりするための対応策となるのである。したがって、学校選択制

度が地域を破壊するという可能性は、学校が地域社会との関係を改善する制度を欠いてい

る場合に起こりうると考えられる。 
 

 
２．利用者への波及効果（学校外部との関係はどう変化したか） 

バウチャーモデル導入の効果として、利用者へのダイレクトな効果だけではなく、供給

者側にも影響を及ぼし、学校改善を促しながら利用者に対する教育の成果につながってい

くというメカニズムが作り出されているかどうかという論点である。学校の変化から利用

者に対しどのような波及効果が見られるのか。 
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 まず、学校選択制度の導入は、保護者や地域に対して、学校の情報発信量、収集量が増

えるという変化を作り出す。これは、改革によって、学校が保護者や地域と関わる必要性

が増えたことを示している。とりわけ学校選択制度の導入は、学校からの情報発信だけで

なく、学校に対する保護者や地域からの要望や要求が増える傾向がある。この部分は、選

択制度特有の効果である。 
学校選択制度より以上に、地域や保護者への波及効果が現れるのは、分権的学校におい

てであった。情報発信量、情報発信のスタイル、連帯の強さなどへの効果は、学校選択制

を上回る効果があると考えられる。 
この結果は、先の「供給者への効果」が、学校選択制度よりも分権的経営制度による要

因が大きいという点からも補強できる。つまり、学校改善が行われる要因は、現在の選択

制度による学校へのおどし効果よりも、分権的経営の導入で学校のマネジメントが改善さ

れ、教育活動が充実するという要因の方が強い。 
ただし、両制度は補完関係にあることも重要である。であるからこそ、タイプⅠ学校に

おける効果が最も大きくなっている。例えば、タイプⅢ学校では小さかった保護者への要

望なども、タイプⅠ学校では増える傾向にある。特に、説明責任および情報発信機能に関

しては、タイプⅠ学校は、従来の学校（タイプⅣ学校）に比べて、極めて高くなるといえ

る。 
 
 

３．「学校教育の質」に関する論点 
３－１ 公教育に対する影響 

バウチャーモデルの導入によって、利用者の選択や学校間の競争が進むと、民主主義原

理による公教育としての一体性が保てるのか、実際の教育現場で、公教育と利用者のニー

ズをどのくらい重視しているのかという論点である。 
この点、学校選択制度下の学校においては、保護者のニーズ、特に親だけでなく、子ど

ものニーズも重視していることが明らかとなった。しかし、その一方で、どのタイプの学

校においても、「国や教育委員会の意向」に配慮するという意見が一定程度の割合で存在し

ている（タイプⅠ学校；0.375、タイプⅡ学校；0.375、タイプⅢ学校；0.400）。社会的公

正性への配慮は高くないが、国や教育委員会の政策を重視するという傾向は、以前の学校

と比べ、ある程度強くなっているようである。しかも、この点は分権的学校においてもあ

まり変わらないため、学校選択制度の有無だけが影響を及ぼすものではないと思われる。 
 
３－２ 利用者の選択能力、地理的な制約などによる機会の不平等の可能性 

国内のバウチャーモデルで、利用者の選択能力の差や地理的な制約は生じているのか。

生じているとすれば、それらへの対応策を行っているかどうかという問題である。 
本稿の調査では、利用者への通学補助を行っている自治体は見られなかった。全区域か
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ら選択可能な制度を採用する自治体でも、「通学は自己責任で行う」という方針を採ってい

た。ただし、自治体によっては、隣接選択制やブロック選択制などの仕組みに編成するこ

とで、前もって通学距離を短くする対策を採っている。また、都市部の自治体では、全学

校に対し自転車通学を禁止している場合も多い。したがって、本稿の結論としては、利用

者にとっての地理的な移動コストは高いままである。 
バウチャーモデルの効果を向上させるためには、利用者の選択権の行使をしやすくする

必要がある。だが、現在の学校選択制度では、利用者にとって通学のための移動コストが

大きい。通学コストは、特に地方の自治体において大きく、そのような場合、隣接選択制

等を導入している、いないに関わらず、利用者への通学環境を整える施策が必要である。 
しかし、本稿の聞き取り調査において、教育委員会は、移動に関する補助には消極的で、

あまり前向きな見通しや改善策を検討しているといった、有効な回答は得られなかった。

この理由には、財政的支出を増やしたくないという面もあるが、最大の理由は、バウチャ

ーモデルの導入が本来、利用者の選択による大規模な移動を目的にしていないからである。 
 
次に、バウチャーモデル導入に際しての利用者への情報提供については、学校選択利用

者が多い自治体、少ない自治体に関わらず整備されているといえる。 
このような状況について、「利用者が少ない自治体においても」という点が重要である。

というのも、おそらく現段階では、バウチャーモデルのこの部分をどれくらい整備してい

るかどうかが、ニーズ達成や学校への活性化を意図しているかどうかを見極めるポイント

になると考えられるからである。 
例えば、指定校変更の条件緩和による対応策は、利用者への情報提供、選択能力の向上

に関する施策を整備する必要がなく、制度を利用する者と利用しない者の間で、情報や説

明が行き届かないなどの不平等な環境を作り出す。また、制度を利用する者にとっても、

判断の根拠となる情報が不足する。情報および説明責任に関する環境が整備されなければ、

利用者の選択行動に悪影響を与えてしまう。 
さらに、情報関連の施策が欠如すれば、供給者への効果作り出す機会を失う。実際に、

学校公開や学校説明会の実施は、利用者だけでなく、学校（管理職・教職員）への効果に

もなっている。 
自治体によっては、指定校に留まる利用者を含め、全員に入学校の申請を実施させてい

る例が見られた。たとえ利用者数が少なくても、利用者全体へ意識の喚起と学校への刺激

を作り出すという意図で行われている。 
 

３－３ 供給者による利用者選抜の可能性 
供給者によるクリームスキミングがあるかどうか。また、その対応策があるかどうかと

いう論点である。 
 利用者選抜が顕在化した様相は、日本の高等学校制度で典型的に見られるが、現在の義
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務教育段階の公立学校選択制において、学校によるクリームスキミングは生じていない。 
クリームスキミングは、学校選択利用者の絶対数が多いか少ないかといった要因で起こ

るのではない。たとえ一つの学校でも入学希望者が集中し受け入れ定員を超えてしまえば、

利用者選抜が起こる可能性があるからである。利用者選抜が生じるのは、背景にそれを許

容する仕組みが存在する。1 
日本の義務教育段階の公立学校においては、利用者選抜を起こす仕組みは、現在作られ

ていない。比較的高校受験と結びつきやすい中学校入学段階においても、利用者選抜がな

されないような工夫をしているからである。 
その一つは、学校ごとに設定された他校区受け入れ人数の上限である。もちろん、この

制限は、施設面からの制約によって定めているという理由もある。だが、学校選択制では、

本来、受け入れ上限数を定めてしまうと、その分だけ少ない定員に希望者が集中し、競争

が過剰になってしまう可能性もある。 
しかし、それらは高等学校や大学のように、学年全体の入学定員を決めるのとは違った

効果を出している。というのも、外からの希望者の上限を設けることによって、入学者の

大部分は、はじめから地域の指定校からの入学者によって占められるからである。この場

合、学校にとっての戦略は、外から優秀な入学者を選抜するよりも先に、まずは自校区の

入学者を外に流出させないようにする事がより重要となる。学校（供給者）への効果や刺

激はむしろ、このような状況に由来しているものと思われる。現状の受け入れ上限数の設

定は、学校（供給者）の利用者選抜の誘引を減らす効果があると考えられる。 
また、入学希望者が過剰になった場合は、試験や面接などの選考を実施するのではなく、

抽選を行っている。これも、供給者の意図的な選抜を減らす効果があることは言うまでも

ないだろう。 
 
３－４ 学校の多様性の創出、学校間格差への対応、学校参加との緊張関係 

バウチャーモデルの導入によって、どのように学校の特色づくりや多様化を保証するの

か。学校間格差の拡大、固定化への対応策についてどんな方策を採っているか。また、参

加制度などの学校改革案と、選択制度との関係について、現場ではどのような考えを基に

工夫や実践が行われているのか、という論点である。 
調査によれば、学校の特色を出すことについては、特色をどのように定義するかにもよ

るが、学校選択制度の導入が必ずしも特色ある学校づくりを誘導するとは限らない。選択

制度下の学校でのインタビューでは、学校の特色についてはそれほど意識しておらず、む

しろ、学力向上、子どもの安全活動、部活動、小中連携、学校行事などの学校固有の事情

によらない基本的な教育活動の項目に重点を置いていることがわかった。 
確かに、環境的に特殊な地域（山間部や島嶼部）にある学校や、立地条件（施設や設備）

の良い学校は、それ自体で特色を出しやすい傾向がある。しかし、日本においては、いく

つかの例外を除いて学校の特色とは、ダイナミックなものではなく、現在実践している活
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動や現在可能な取り組みをより徹底したり、発展させたりする方向で強化されやすい。 
この傾向は、選択制度下における分権的学校（タイプⅠ学校）においても同様である。

タイプⅠ学校でも、自律的な学校経営によって、地域や保護者との連携や説明責任、学力

の向上、教職員の専門性向上などを求める傾向があり、独自的な活動を生み出す方向では

あまり使われていない。仮に、取り組みが継続して特色だと言われるようになった場合で

も、それを特色として外に PR する傾向も、今のところ目立っていないのである。事実、筆

者のインタビューにおいても、ほとんどの経営者が一様に、学校の特色の出し方について

は控えめな姿勢で回答した。 
むしろ、学校に特色を作り出す要因は、学校選択制度や分権的経営制度よりも、教育委

員会による改革メニューの提供の仕方にある。すなわち、施策の立候補制や、研究指定校

の認定の出し方、重点予算の割り振り方、特区申請などの方法が各学校の特色に影響を与

えることができる。加えて、学校が行おうとする取り組みに対して、予算化を行うと特色

を出しやすい。当然ながら、教育委員会が、カネやヒトを補助すれば、学校は特色のある

活動に取り組みやすくなる。現状の学校は、カネやヒトを独自で調達できる術を持ち合わ

せていないからである。 
 
次に、学校の格差ついてである。 
学校間格差についての比較的明確な指標は、学力と入学者数である。各タイプ別学校の

間で、学力に反映する何か決定的な違いを生み出すような要素は見出せなかった。本稿に

おいて、学力向上は、個別の学校の経営方針と経営努力が生み出した結果であるとの結論

を導くしかない。また、学校選択制との関係においても、タイプⅡ学校における入学者数

と学校の学力の差はあまり相関していないことも別の調査において示されている。2 
だが一方で、都市部では、入学者数の格差、いわゆる人気校と不人気校との差が明確に

なりつつあり、それが固定化しつつあるというのも事実である。思うに、現状の公立学校

間格差の問題は、入学者数の差が主に何によって生じているのか、学力なのか、特色なの

か、施設設備なのか、風評なのか、それとも個別の学校の特殊事情によるのか、あるいは

地域格差や利用する人の階層差や社会意識の差によるものなのか、その因果関係が未だ明

確になっていないということがある。本稿の教育委員会や学校への聞き取り調査において

も、（学校間格差があまり起こっていないことが大きな背景にあるが、）この理由について、

明確に把握している例は少なく、それゆえに、現状では教育委員会、学校側共に、明確か

つ有効な手段や対応策を打ち出せていない。 
しかし、学力との関係については、各学校の経営努力による理由が大きいと述べたが、

その他の要因への対応策については、学校の努力だけでなく、教育委員会からの支援（財

政、人事や研修）に負う面が大きいと思われる。例えば、人事はその重要な対策の一つで、

民間人校長の採用や教員のフリー・エージェント制度など、校長や教職員の任用・異動に

関する支援は、学校が成果を出す際に極めて有効な対応策である。 
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さらにこの点について、地域運営学校は、人事についての強い具申権をもっている。本

稿の調査では、現段階で人事権の具申を用いて学力や学校格差を解消させた事例はなかっ

たが、当事者たちは人事具申権の存在について、警戒感と期待感の両方の感想を漏らして

いた。地域運営学校が秘めている、ある意味“制度に内在された強い権力”は、校長ない

し協議会役員らが注意と期待を寄せる点である。 
もちろん、どのタイプの学校においても、採用、研修、異動を含めた人事に対する潜在

的な期待は大きい。しかしながら、人事に関して強い裁量権を有しているのは、通常は市

町村教育委員会ではなく、都道府県教育委員会である。京都市の担当者は、教員の人事権

について次のように語った。 
「本市は、政令指定都市なので、採用から退職まで人事に関する全てのことを管轄でき

る。しかし、他の市町村教育委員会ならば、人事に関しては都道府県が担当しており、良

い人材の蓄積や育成といっても、なかなか自由にはならないのが実際だろう。地域運営学

校は、市町村教育委員会が学校を指定できる制度なのだが、地域運営学校による人事具申

については、市町村ではなく都道府県教委区委員会に申し立てをしなければならない。都

道府県にとっては、もともと市町村に人事についての裁量をあまり振り回されたくないと

いう思いがあるから、ましてや、市町村が自由に指定できる地域運営学校が持つ強い人事

権は、都道府県教育委員会にとってやっかいなことだろう。だから、県教育委員会はあま

り地域運営学校に積極的ではないというのがある」。 
要するに、教育委員会による支援といっても、組織間の仕組みが障害になっている場合

がある。学校と教育委員会との関係だけでなく、教育委員会の権限の分権化や一元化、業

務の見直しや統合などの教育関係組織全体の制度改革を行う必要がある。3 
 
最後に、学校選択制度が学校参加などの学校改善のプロセスに支障を及ぼすのかどうか、

という論点がある。理論的な問題提起として、入学前の選択によって同質的な者だけが一

つの学校に集まり、入学後に異質性と接触するという教育効果の可能性が弱まるのかどう

か、あるいは、選択というニーズ表明だけが強調されると、参加による改革の意味が薄れ

るのかどうか、という問題である。 
この問題に対しては、実践においては、今のところ非常に上手く両立しているといえる。

確かに、理論的には緊張関係をはらむかもしれない。だが、実際の教育現場の当事者たち

は、その弊害が現実化する可能性をほとんど問題にしていない。 
というのも、先に述べたように、現在の学校選択制度における入学者は、大半が地域か

らの指定学区による入学者で構成されているためである。調査を行った学校選択制度は、

指定学区に住む入学者にとって指定校を希望すれば、全員が優先的に入学できる制度であ

る。そのため、学力や経済的階層などを背景に選択権を行使した子どもの割合が多くなっ

ているような学校は見られなかった。 
もちろん、個別のケースでは、地域の歴史や伝統の差、経済的な差や連帯意識の差によ
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って、富裕層だけが集まる学校、就学意識の高い子どもだけが集まる学校など、入学者の

同質性が形成されている可能性があるかもしれない。 
しかし、本稿の調査結果の考察から、それらは学校選択制だけが独自に作り出した結果

ではないと言うことができる。確かに、学校選択制度は同質性を助長させる可能性がある

という指摘はできるかもしれない。だが、その一方で指定校制度であっても同質性を固定

させる可能性があるという指摘もできる。学校に同質的な入学者が集まる可能性があると

すれば、それは現状の学校選択制度では、地域間における（社会的・経済的）差異が引き

起こす問題だと考える方が適切である。学校選択制度や指定校制度といった学校制度は、

むしろ、その従属変数であると考えられる。したがって、学校における集団の異質性を維

持するためには、地域間の格差をどのように改善すべきかという施策を考える必要がある。 
 
学校選択と学校参加の緊張関係については、学校選択制度では、入学前に自ら選んだ学

校の運営方針に則って最後まで卒業しなければならず、入学後はニーズや意見を表明する

機会が失われるのではないか、あるいは、利用者は選択した結果を無自覚に受け入れるし

かないのではないか、という予測が理論的に提起されていた。 
従来の学校において、入学後のニーズ表明や参加の機会は保障されているのかという指

摘まではしなくとも、実際の選択制における学校では、選択の結果よりも入学後の学校参

加や学校公開等のプロセスを重視する傾向が見られた。選択制の中の学校は、選択後にお

ける利用者の一体性や連携を保つために、参加活動を促進しなければならないと考えてい

るからである。このことは、学校選択制度が学校参加を弱める、あるいは学校改善のプロ

セスを軽視するという理論的な提起とは、全く逆の効果（学校参加や学校改善を促進する

効果）として表れている。 
学校選択制度の中の学校では、入学後の様々な機会に各方面に対して満足度調査やアン

ケートなどの学校評価を行い、それを公表するというプロセスをセットで実施している。

さらに、それらアンケート等の結果は、保護者会や経営会議の際に、確証をもった説明や

経営判断を行うための根拠となっている。選択制における学校の方が、通常の学校よりも

そういった施策を効果的に用いていると考えられる。 
確かに、選択制ではなくとも、地域運営学校を導入した方が、参加による効果は高いこ

とが調査で示されている。だが、タイプⅠ学校のように学校選択制度を伴っていても、参

加のプロセスが同じように保持されており、そこでは参加型の学校改善が軽視されるよう

な事例は見られなかった。 
 

３－５ 教職員の専門性の向上 
バウチャーモデルの導入によって、学校マネジメントがどのように教員の効果に結びつ

いているのかという論点である。 
この問題について、厳密な言い方をすれば、まず学校選択制度は教員の効果に必ずしも
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直結するものではない。 
確かに、選択制の導入によって、教員への刺激や意識の変化は生じる。「選ばれている、

信頼させている」という自覚や「期待に応えたい」という意識、あるいは「外から見られ

ている」という緊張感は、学校選択制度によって高まっていることが確認できる。特に、

中学校の場合は、親ではなく生徒自らが選択権を行使している場合が多く、直接の教師‐

生徒関係における意識の変化は強い。 
しかし、それらが実際の教員の能力向上や専門性を発揮する機会を増やしているかどう

かは、単に学校選択制度の要因だけでは説明できない。 
本稿の聞き取り調査によれば、教員への効果を出すには、三つのルートによって教員に

変化を及ぼさなければならないと考えられる。まず一つは、教員本人に対する意識の変化

である。今述べたようにこれについては、学校選択制度の持つ影響力は強いと考えられる。 
二つ目のルートは、学校経営の変化による教員への効果である。学校選択制度は、学校

マネジメントにも変化を及ぼすことから、管理職のマネジメント意識や能力が高ければ、

学校運営は教員への効果として波及する。研究授業を活発にさせる、教員評価の在り方を

考える、チーム意識を喚起させる、職務の割り振りの工夫するなど、教員の動機付けや能

力育成について個々の学校のマネジメントによって取り組める施策は多くある。 
三つ目のルートとして、教育委員会による教員施策の変化がある。しかし、この教育委

員会の教員に対する考え方の変化が、学校選択制度の導入と連動していないと思われる。

というのも、学校選択制度は学校現場へ刺激を与えることを目的としており、教育委員会

に対し変化を促すことを直接に求めていないからであろう。ゆえに、本稿において「学校

選択制は教員の効果には必ずしもつながらない」という結論を導くとすれば、それは厳密

には、「学校選択制は教育委員会の教員施策の変化には必ずしも結びつかない」という意味

である。学校選択制度の効果を向上させるためには、特にこの部分に注目する必要がある

と考える。 
例えば、教育改革プログラムを整備している自治体では、教員の育成計画や研修制度の

整備、フリー・エージェント制度など、改革システムと学校選択制度とが連動して実施さ

れている。一方、そうでないタイプの学校選択制度、例えば、利用者への効果に主眼を置

いた制度（特認校、利便性による通学区域の緩和）や指定校変更基準の緩和（いじめや留

守家庭、友人関係や部活動等による配慮）などの方法は、当然ながら教員への効果を促さ

ない。つまり、学校選択のみが実施される場合（タイプⅡの学区）においては、選択制単

独の効果は、教員育成に対して、あくまで間接的な影響しか及ぼさないと考えられる。 
 この点、むしろ、教員への効果は、供給者の改革を直接に意図した制度、すなわち分権

的経営（地域運営学校）の方が影響力を発揮する。上の二つ目のルートで述べた学校のマ

ネジメントを支援する制度の導入である。 
例えば、京都市における部会型の地域運営学校は、教員も部会に参加しているため、動

機付けと能力育成の双方に効果がある。しかも、子どもへの教育活動をも兼ねており、さ
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らに、協議会の委員が基本的には活動を取り仕切っている。このため、教員の労力を比較

的少なくしつつ、教育活動と能力育成を同時に成すことが可能である。 
 教員育成の問題を、学校選択制度と分権的経営との関係で捉えた場合では、学校選択制

は補完的な役割を果たすと考えられる。 
 
 

４．「学校教育の効率性」に関する論点 
４－１ 教育費の効率性 

バウチャーモデルの導入によって、取引コストや監視コストがかさむのかどうかという

論点である。 
本稿の調査によれば、教育委員会と学校は共に、従来の指定校変更の際の手続に比べ、

費用や手続的煩雑さが増えたという認識はしていない。 
確かに、学校選択制が導入されても指定校変更制度は残っており、また、利用者に配布

するパンフレットなど情報提供のための費用、および学校の情報発信の機会は、以前と比

べて過大でないとはいえ、明らかに増大している。 
しかし実際は、それらは労力や取引コストの増加というよりも、学校内部の閉鎖性に対

する刺激とアカウンタビリティ向上のための取り組みだと捉えている傾向が強い。つまり、

費用や労力はかかっているが、今のところ当事者たちはコストだという認識まで達してい

ないようである。 
また、監視コストについては、現在の学校選択制度では、教育活動に深刻な事態が起き

る可能性が低いため、軽微なものに留まっている。したがって、バウチャーモデルによっ

て生じるコストは、指摘される可能性ほど高くはないといえよう。4 
 

４－２ 教員の労力、時間的な面での効率性 
教員の多忙化、労力や時間的なコストについて、制度改革の前と後ではどのような変化

があったのか、また学校はどう対応しているのかという点である。 
本稿の調査では、教職員は、学校選択制度の要因によって多忙化しているという結果が

示された。もっとも、教職員の多忙化は学校選択制度の導入だけではなく、いじめ対応、

学力問題、保護者への対応など近年の教育をめぐる環境変化によっても多忙化していると

考えられ、学校選択制度による多忙化への影響は、相対的には低いとのコメントが多かっ

た。 
だが、総じて教員は、保護者等への対応の合間をぬって、自己修養や子どもと接する時

間を取らなければならないという状況が生じているので、以前の学校よりも労力や時間的

コストは増大していると思われる。 
しかしながら、このような教員の多忙化に関しての施策は、あまり考えられていないの

が現状である。まして、学校選択制とセットで考えられている向きはほとんどない。例え



 
 

218 

ば、教員に対する何らかの職務負担を減らしたり、教育委員会が仕事の一部を請け負った

り、人材の加配をしたりすることが考えられるが、それらを仕組みとして捉え、何らかの

対策が行われる可能性は今後も低いと思われる。 
したがって、多忙化に対応する手段は、もっぱら学校のマネジメントに委ねられている

と言ってよい。学校によっては IT を導入し、連絡はオンラインや掲示板およびメモを通じ

て行うように職務環境を整備している。また、会議の回数と時間を制限する、全体会議で

はなく主任会議を重用する、事務や管理職が雑務を請け負う、などの経営的な工夫を行う

学校もある。 
学校のタイプ別では、タイプⅡ学校が多忙化への状況を危惧している面が強く、何らか

の施策を求める声も聞かれた。そういった経営的には通常の学校では、これといった打開

策の見つからないまま、対応に苦慮しているようである。 
一方、学校選択制度と分権的経営の重なっている学校（タイプⅠ学校）では、多忙化に

対するマネジメントに特に力を入れている。この点、学校選択制のない学校（タイプⅢ学

校）と比較すると、タイプⅠ学校では、多忙化対策に力を入れているのに対し、タイプⅢ

学校では、実際に多忙化していてもそれらを多忙感と捉えていないという傾向が強い。 
要するに、この違いは、タイプⅠ学校では、タイプⅢ学校と比べて、教員の多忙化状況

を重要な経営課題として認識しているという違いである。学校運営協議会と学校選択制が

並存することにより、マネジメント意識が強く働いている効果だと思われる。したがって、

タイプⅠ学校では、職員の労力や時間を節約する取り組みや工夫が積極的に行われている。 
 
 

５．「学校教育のアカウンタビリティ」に関する論点 
５－１ 政治システム、地域社会との関係 

バウチャーモデルの導入が、政治システムを通じた民主的統制との関係で問題が生じる

要因となるのか。また、学校選択制における学校、コミュニティ・スクールのような学校

では、これまでとは別のタイプの連帯を作り出す可能性があるかどうかといった論点であ

る。 
この点に関して、現状では、学校選択制による議会や教育委員会を通じた責任のあり方

には変化が生じていない。学校、教育委員会の両者は、学校選択制による議会的な責任へ

の影響にはほとんど関心を払っていないというのが実際である。 
先に述べたように、現在の学校選択制は、教育委員会のあり方を変える力はもっていな

い。このため、学校と教育委員会との責任関係はこれまでと変わっておらず、学校選択制

において、学校側からの何らかの契機によって教育委員会の民主的統制が弱まるという効

果は生じていない。 
なお、利用者のニーズの反映が、教育委員会の民主的統制のあり方にどのように影響を

与えるかといった問題は、本稿における学校への調査では明らかにできなかった。この解
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明には、教育委員や教育長らスタッフを含む教育委員会内の仕組み、および利用者の意識

や行動について検証する必要がある。 
 
責任や統制に関して、最も変化しているのが、学校外部への説明責任である。これはタ

イプⅡ学校においては、利用者への説明責任として、タイプⅢ学校においては、地域への

説明責任として非常に変化している部分である。 
また、タイプⅠ学校においては、その両方への意識が高いといえる。学校選択制度と地

域コミュニティとの原理的な緊張関係は、受け入れ上限枠の設定などのような制度的な編

成によって軽減されていると考えられる。 
あるいは、そうでなくても、本稿の聞き取り調査によれば、学校経営者は一般的に、“公

立学校は地域の学校である”といった認識が強いようである。例えば、タイプⅠ学校では、

“学校選択制とコミュニティとの相克についてどのように考えているか”という質問に対

して、「この地域の学校でもあるから、理事会が定めている本校の経営理念や方針に同意さ

れる人に限って、外から選択してもらっている」という回答が多く見られた。タイプⅡ学

校においても、地域からの流出者を防ぎたいという認識を強く持っていることからも、公

立学校では、地域あっての学校という認識が現状では優先されていると考えるのが適切で

ある。 
 
さらに、学校間の意識の変化については、学校選択制の導入によって、ほとんどの学校

が他校の取り組みや入学者数を意識するようになっている。これは、従来の学校にはなか

った典型的な効果である。だが、他校と連携が取りにくくなるかといえば、逆にそうでは

なく以前よりも良くなっていると、ほとんどの学校が答えている。学校選択制は学校間の

過剰な競争意識を生み出し、連携を阻害するという可能性は今の制度では起きていないど

ころか、連携を強めるプラスの効果があるといえる。 
ちなみに、他校への意識は、地域運営学校（タイプⅢ学校）を導入した場合でも生じる。

特に、近隣の地域運営学校間では、活動の波及や連携が強まっている。その意味では、分

権的経営によっても学校同士の刺激を作り出すことができるが、この場合は範囲が近隣の

学校に限られてしまう。また、周囲の普通校にとっては、地域運営学校からの波及効果を

期待できない。通常校と地域運営学校とでは経営システムが異なっており、かつ、校区が

従来の指定校区であるため、意識はあっても活動が波及したり連携が深まったりする効果

についてはあまり変化がないようである。 
 

 
５－２ 選択権の行使が選択以外の改善手段を弱めるかどうか 

学校選択制が、利用者の発言や参加をどのように保障しているのか、または、実際に学

校に対する「おどし」の効果や弊害は出ているかどうか、という論点である。あるいは、
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利用者の「声」が少なくなると改善が進まないという可能性があるが、教育委員会と学校

はどのような対応策を講じているのか、という問題である。 
 これらの問題については、政治学者のレナード・ショッパが日本の社会政策を例に、次

のような指摘をしている。すなわち、理論的には、改革の効果は、「声」か「退出」のどち

らか一方に強く偏った場合に生まれやすく、「声」や「退出」の度合いがどちらも中途半端

な状態では、改革の効果は鈍くなりやすい。例えば、退出できない（コストが高い）場合

は、「声」による改革が原動力となり、退出しやすい（コストが低い）場合は「退出」によ

る改革が力を発揮することができるからである。しかし、両者のコストが中程度の場合は、

「声」による改革も「退出」による改革も停滞することが予想され、一部の者だけが退出

し、残りは不満を抱えたまま「声」も「退出」もできず、結果的にシステムの改革は進ま

ない、という指摘である。5 
 本稿の調査結果によれば、学校選択制において、この類の懸念、すなわち選択が増える

と学校改善の原動力が弱まるのではないかという弊害の可能性は、ほとんど生じないと考

えられる。確かに、ショッパが指摘するように、理論的にはそのような状況は生じうるか

もしれない。しかし、学校選択制度は、ショッパが例に挙げている経済や社会全体に関す

るマクロ政策（少子化対策、社会保障システム、金融システム改革）とはスケールが全く

異なっている。マクロな社会経済政策の効果が鈍化する理由は、その処方箋が打ち出しに

くく、かつ、変化にはかなりの時間を要するからである。一つの自治体における学校選択

制は、自治体がシステムの設計や編成について、かなり詳細な部分までコントロールでき

る。供給者、利用者の反応やその対応策の実施についても、マクロ政策よりも迅速なもの

となるだろう。 
 実際に、本稿の聞き取り調査によれば、学校側はかなりの程度、利用者の「声」の力に

は気を配っている。学校選択制における学校では、保護者だけでなく子どもの意向も尊重

する傾向がある。マネジメントにおいて、学校評価の向上や学力テストの結果を重視して

おり、かつ、入学者の増減や他校の様子を気にかけているというのが実態であり、今のと

ころ「声」と「退出」の両方を意識している。このような点からも、学校選択による「お

どし」の効果は、利用者の声と入学者の獲得の双方に対して発揮されている。 
 もっとも、この効果には制度的な要因も関係している。というのも、現在の学校選択制

度は、一度選択をしたら卒業まで「退出」できないような仕組みになっているからである。

教育活動にとって三年間や六年間（学校によっては九年間）という期間は、一応の教育成

果の目安となるくらいの時間的なサイクルであると思われる。教育活動と経営活動の時間

的サイクルが、必ずしも一致するとは限らないが、現状の学校選択制度は、教育活動のサ

イクルと経営活動のサイクルを一致させながら実施されている。したがって、入学から卒

業までという年限を考えれば、学校にとっては、従来の教育活動と同様に「声」による学

校改善を無視するわけにはいかない。 
もちろん、学校選択以後の退出を認める（転校を認めたり、編入学を実施したりする）
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ことによって、「声」と「退出」のバランスは変化すると思われる。たが、入学時の選択行

動だけでは、「声」の力は弱まらないと考える方が適切である。 
 
 
  ６．小括 ―学校選択制度は経営の自律性を生み出すか 
 本節では、学校教育におけるバウチャーモデル導入をめぐる議論の中から、学校制度改

革、特に学校選択論争から抽出した各種の論点6について、本稿の調査結果から導き出せる

点について回答した。 
 本稿調査の重点は、改革の効果、中でも供給者への効果を確かめることに置かれている。

学校選択制について、これまでの利用者側に対する検証からでは得られなかった論拠によ

って各論点に答えている。 
学校選択制度による学校への効果について、聞き取り調査を主とした実証的な方法で検

証したところ、次のような点を指摘できる。 
まず、学校選択制度は学校に対しては、主にプラスの効果を生み出している。学校選択

制度の導入に伴う「学校の変化」によって弊害が生じる可能性については、現段階の制度

において、学校から起因しそうな問題（例えば、利用者選抜による学校間格差の固定など

の不平等）はほとんど現れておらず、学校によって引き起こされる弊害の可能性は低いと

思われる。また、仮に弊害が起こりうる場合は、政府による制度編成ないし経営上の工夫

を行うことで対応可能であると考えられる。 
 
 次に、学校の変化から利用者への波及効果についてである。利用者への波及効果は、学

校の経営変化によって、各方面への教育活動の改善が促されており、学校選択制度の導入

に伴って必然的に起こるものではないと考えられる。このことは調査結果からも、日本の

学校選択制においては制度を導入しただけでは、教員の専門性や学校の多様化、地域社会

との連携をはじめ上に述べたような各方面への波及効果を効果的に作り出すとは限らない

という形で実証した。 
というのもそれらは、学校選択制の推進者がそのメリットとして挙げている点と重ねて

考えればわかりやすい。例えば、黒崎勲は、学校選択制による親と学校の均衡と抑制が学

校の多様な取り組みを促すと主張する（第一章第三節）。黒崎は導入のメリットとして、学

校選択制度の影響を経営変化につなげて学校を改善させようとする改革のプロセスを挙げ

ている。 
 しかし、日本で実施されている現在の学校選択制度は、そのようなプロセスが必ずしも

容易に成り立つようには計画されていないと言うことができる。これには、日本の学校選

択制度が諸外国と比べ選択の条件が厳しく設計されていることに加え、公立学校の経営の

自律性ないし裁量が低いことが関係している。日本の現行の供給体制の中では、学校の自

律的経営を高める法制度が未整備であり、また、ほとんどの学校で人材・設備・財政など
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のリソースの不足により実質的な経営改革が困難な状態であると言える。そのため、仮に

学校経営者が学校選択による「おどし」を意識しても、現在の状況では、環境変化に合わ

せた抜本的な経営改革は提起しにくく、経営変化は従来の学校裁量の中で対応せざるを得

ない。言い換えれば、日本の学校が学校選択制度を採用している状況では、英米ら諸外国

の制度と比べ、学校選択の規制よりもむしろ、学校経営に対する制度の方が強く規制され

ているということである。学校選択を前提とした状況において、いかに学校側の経営の自

律性を確保・拡大していくかが、英米らとは異なる課題となっているのである。 
この点、本論では、経営理事会や裁量予算などの自律的な経営が認められている分権的

経営制度が導入されているかどうかが、学校経営に変化を与えうる要因として強調できる。

実際、分権的経営制度が導入されている学校では、タイプⅠ学校の実践が最も強い効果を

示しているのは勿論、学校選択制がないタイプⅢ学校でも、教育活動の成果を上げている

事例が多く見られた。 
このことからも、日本でバウチャーモデルに移行する段階の学校制度においては、学校

選択だけでなく、学校経営の自律化が制度改革の焦点となるという見通しが立てられる。

つまり、わが国の公立学校とって、学校選択の効果を教育活動へ反映させるためには、こ

とさら自律的な学校経営の変化が必要であると考えられる。 
 
これは、学校選択の推進者が主張するところの親の学校選択によるチェック・アンド・

バランスが学校経営の改善を促すということに加えて、さらに日本においては、学校選択

と同時に、自律的な学校経営を担保できる仕組みを埋め込んだ制度を設計したり、整備し

たりする必要があるという意味で重要である。今後、日本においてバウチャーモデルを作

り出すうえで、とりわけ学校経営に自律性を与えることが、制度設計と実際の経営改革の

両者にとってより重要な論点となると思われる。 
 

 とはいえ、ここで述べている、バウチャーモデルにおいては経営の自律化が極めて重要

であるとする意見は、他方の学校経営のそれ自体だけを重視する意見とも異なる。 
学校制度改革の論者の中には、自律的な学校経営を行うことが、学校改革ないし教育効

果の拡大につながるという意見も見られる。学校選択を要せず、学校経営の改善で効果を

上げていこうとする意見である。 
 確かに、本稿の調査でもタイプⅢ学校がそれらの意見に近い形で成果をあげていると考

えられる。経営を分権化するだけで、地域によっては各方面に極めて高い成果を出してい

る学校も見られた。経営の分権化ないし自律化は、それ単独でも高い効果を発揮しうるこ

とが示された結果である。 
 ただし、経営の分権化が教育効果に必ずしも万能であるわけではない。本稿の調査では、

分権的経営が単独で成功するか否かは、制度の導入や経営改善の努力の結果に加えて、元々

その地域や校区が分権的経営に対して協力的である、あるいは、地縁的・自治的活動等に
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よる地域的基盤が一定程度関係するということも明らかになった。また、タイプⅢ学校で

は、保護者からの意見、児童の情報管理、近隣校との競争意識などについて見れば、部分

的な効果に留まっている項目もあり、分権的経営の導入だけでは効率的に達成できない分

野もないわけではない。加えて、分権的経営は学校ごとに実施されるので、たとえある学

校が高い効果をあげたとしても、その効果は限定的であるという見方もできる。 
このような改革効果の規模や条件、学校への個別的な対応等のコストを考慮すると、分

権的経営は決してオールマイティな策ではないと思われる。経営の分権化が教育効果に高

い影響力を及ぼすという意見は、学校選択と同様に、現段階では一定の留保が必要である

と考えるのが適切であろう。 
 
 
以上のように、本節では、バウチャーモデルをわが国の学校制度に対して有効に機能さ

せるためには、どのような点に注意が必要であるのか、そして、バウチャーモデルはどう

いった教育活動を改善し、教育現場にいかなる効果を及ぼしうるかといった点を、本稿の

問題設定と仮説に対応させる形で回答した。 
しかしながら、本稿の枠組みと実証の性質上、教育活動の改善効果が、利用者が受ける

最終的な教育の成果にどうつながっているかという点に関して、本稿の調査において客観

的な証拠に基づいた確認はできなかった。例えば、学校選択制度や分権的経営制度などの

制度改革が、学力向上に効果がある、あるいは、以前の学校と比べて地域社会や保護者の

満足度が増加したという明確なデータは得られなかった。これは、学校ないし教育委員会

による教育の成果に関する調査が実施されていない、または調査結果が公開されていない

ことが大きな理由である。あるいは、改革以前にそのような調査を行っていなかったため、

以前の学校と比べて変化を把握できないことも関係している。 
 したがって、学校の経営変化が作り出す「教育活動の改善が最終的な教育の成果を生み

出すか」という部分については、今後のデータの蓄積を待つ必要がある。例えば上記の学

校選択制度や分権的経営制度と学力向上との関係や、地域社会や保護者の満足度について

の結論を得るためには、まず何よりも学力調査や満足度調査が行われ、それらの結果が公

開される必要がある。そして、両制度の導入期間が長くなり、データが蓄積されることで、

学校の経営変化が作り出す「教育の成果」を検証することができると期待される。 
また今後、予算や人事、小中一貫や私立との調整など、本稿の土俵を広げて学校の多様

化を見ていくことも重要であると考えられる。 
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第二節 公共サービスの供給体制の変化が及ぼすインパクト 
 
 
 本節では、公共サービスの供給体制の変化が、どのような効果を及ぼすかについてまと

める。 
第一章第一節において、学校教育における直営モデル、分権モデル、バウチャーモデル

の供給体制の性質について検討した。近年、わが国においてもいくつかの公共サービスは、

直営から委託（分権）へ、ないしバウチャーへと供給体制の変化を見せている。公共サー

ビスの供給体制の変化を見る上で、本稿の分析が貢献できる点とは、学校教育における供

給体制の変化がどんな特徴を伴っているか、そして、公共サービスの供給体制を変化させ

る際に、どのような考慮が必要かについて、経験的な知見を提示することである。本稿で

はその具体的な事例として、学校教育分野を取り上げた。以下では、バウチャーモデルへ

の移行に伴う選択制度と経営の関係について考察する。 
図表 6-1 は、第二章第二節で挙げたサービス供給おける選択制度と経営の関係を説明した

モデルである。以下、本節では、このモデルを基に供給体制の変化が作り出すインパクト

について次の四つの項目に分けて説明する。 
 
 図表 6-1 バウチャーモデルによるサービス供給における選択制度と経営の影響関係（※同図表 2-9） 

 
 
 
 
 

 
第一に、図表の①について、供給体制がバウチャーモデルへと変化することにより、供

給されるサービスがどのように変化するのかという点である。この変化を評価するために、

教育サービスの変化を効率性・応答性・公平性の評価規準を用いる。 
第二に、図表の②について、供給体制が変化し、バウチャーモデルにおいては「選択制

度」が導入されることが、教育サービスの成果や効果に、どのようなインパクト（衝撃）

として作用するかという点を整理する。 
第三に、図表の③について、バウチャーモデルの中での「経営」が多様化することで効

果が生み出されるメカニズムを説明する。分権的経営の導入によるインパクトとそのメカ

ニズムについては、本稿の改革による「学校への効果」を分析する中で集中的に検討した

部分である。検討によって得られた知見を整理する。 
そして最後に、図表④のバウチャーモデルにおける「選択制度」と「経営」が織りなす

相互作用について取り上げる。供給体制の変化に伴う選択制度および経営の変化は、単独

④ 

② 

③ 選択制度 
（設計・編成） 

①成果・効果 
経営 

（裁量・運用） 
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のインパクトや効果を作り出すだけでなく、相互に影響を与え合うという側面について説

明する。この相互作用については、未だ公共サービス研究であまり議論されておらず、本

稿での考察により、公共サービス供給における制度と経営の影響関係について理論的貢献

ができると思われる。 
 
  ①効率性・応答性・公平性に関する変化 －アカウンタビリティへの重視 
 供給体制の変化は、サービスの内容に変化を及ぼす。序論において、公共サービスを評

価するための基準を、サービスの「質」、「効率性」、「アカウンタビリティ」と設定した。

その中でも、本稿の実証結果によって比較的明確になった部分について説明する。それら

は、サービスの「効率性」、「応答性」、「公平性」についてである。 
学校教育における供給体制の変化を上記の三点から検討すると、差し当たり次のような

サービスの変化をもたらすと指摘できる。 
 まず、効率性については、学校教育における直営モデルからどの供給体制のモデルに変

わっても、予算配分の方法は変化していない。これは、単純に考えれば財政的コストが増

減するといった変化がないように見えるが、学校選択による入学児童・生徒数の増減を考

慮すると、従来の（指定校制度の）予算配分方法であっても影響が生じる。というのも、

入学する児童生徒数が大きく変動し、学級数の増減につながれば、それに伴って学校予算

の配当額が変わってくるからである。さらに資金だけでなく、教員などの人的資源も増減

することから、学校選択制によって入学者数が不確実なバウチャーモデルは、従来の指定

校制度よりも資金の配分の面で影響力を強めていると考えられる。このことは、学校選択

制下の学校が入学者数の動向（特に減少）に気を配っていることからも裏付けられる。 
 さらに見方を変えれば、供給体制の変化により、同じ人的資源や財源を用いて、従来よ

りも多くの活動やサービスの質の向上が達成されているとも評価できる。加えて、労働時

間や情報管理の改善を促すことを可能にしていることからも、資源を用いる段階において

も、効率性が向上していると考えられる。このように、一見して財政制度の変化がなくと

も、入学者数を流動化させたり、権限の行使や業務の実施主体を現場に近づけることによ

って、効率性にも一定程度の影響を与えることができる。 
次に、応答性についてである。供給体制の変化によって最も影響を受けているのが、利

用者へのニーズに対する応答性、および学校外部へのアカウンタビリティである。学校の

アカウンタビリティの向上には、分権的経営（分権モデル）と学校選択制度および分権的

経営の併用（バウチャーモデル）の両者が影響を与えていると思われる。 
とりわけ、バウチャーモデルでは、供給者から利用者への応答性や説明責任が極めて高

くなることが判明した。さらに、そういった学校制度を持つ教育委員会（政府）において

も、各学校や利用者の状況や情報を詳しく把握しているので、教育委員会との関係におい

ても応答性は高くなっている。 
 行政学においては、公共サービスを提供する際に、その「責任（行政責任）」の在り方と
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して、「執行責任（レスポンシィビリティ）」を重視すべきか、あるいは、「説明責任（アカ

ウンタビリティ）」を重視すべきか、という伝統的な議論がある。この点について、昨今の

公共サービス改革における行政責任のバランスは、総じて、利用者に対する説明責任をよ

り強化する方向に変化しているようである。わかりやすく言い換えれば、公共サービスの

責任の取り方は、説明責任を重視する方向で改革が行われているということである。 
それでは一方の、執行責任（レスポンシィビリティ）については、どう変化しているの

だろうか。 
第三点として、サービスの公平性、執行責任については、公教育行政としての従来の直

営モデルの供給体制からほとんど変化していないと思われる。公平性や執行責任に変化を

及ぼすには、施設整備や予算配分、教育課程、人材の確保などの各項目わたって自治体ご

と、あるいは学校ごとに明確な色付けが成される必要があるが、義務教育段階では今のと

ころ、それらを意図した変化は見られない。また、民間資金活用の程度や受益者による負

担に不公平が生じているかどうかといった部分でも変化は見られず、政府が直接の責任を

負っているという部分は従来と変わりない。 
 しかし、公平性に関しては、制度面においては直営モデルからの変化はなくても、現象

面においてサービスの公平性に変化が見られるという指摘がなされている。本稿第一章で

挙げた国内の実証研究によれば、学校選択制の導入によって、利用者の意識の差あるいは

経済的格差を反映した選択行動が行われており、結果的に教育の成果に関して公平性が損

なわれているという点を指摘している。言い換えれば、直営モデルからの供給体制の変化

は、供給者側への変化をもたらさなくとも、利用者（行動）の変化を通じて、サービスに

変化をもたらすことができるということである。現在の学校選択制度の導入が、以前と比

べて公平性に関して問題が生じているとすれば、供給体制の変化に伴い利用者の選択行動

に関する直接の対応策が必要であることを示している。 
 
 
  ②｢選択制度｣導入におけるインパクト－規制の強い準市場形成と利用者ニーズの尊重 
本稿のもう一つの理論上の検討課題は、バウチャー供給モデルの中での「選択制度」と

「経営」という二つの要素が、運用に際してどのような、あるいは、どの程度の影響を及

ぼすのかという点である。 
しばしば改革の効果について語られる際に、“制度やツールだけ導入しても、意図した効

果はほとんど生じない”という意見や、“運用（経営）レベルの改善だけでは、一時的な変

化しか生まれない”などと主張がされる場合がある。バウチャーモデルでは、“制度と経営”

の関係はどのようにつながっているのだろうか。 
本稿では、この理論的課題について、選択制度の設計者、および実際の運用者・現場の

経営者に対してインタビューすることによって明らかにしようとした。 
以下ではまず、制度的側面に関する論点について取り上げる。日本の義務教育段階にお
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ける公立学校の制度上の特質としては、以下のような点を回答できる。 
 
第一に、供給制度を構想したり、設計したりする上で影響を与える要因について考えた

い。第二章第一節において、サービス供給制度は、利用者のニーズ（消費者主権）、政府の

認識（行政需要、資源の割当）、供給者の運用（専門主義、ストリート官僚制）の影響を受

けると述べた。学校教育の供給体制は、理論的にはこれらの立場が互いに相補的、対立的

関係を保ちながら構想され、現実の供給制度として設計されるものと考えた。 
本稿調査では、義務教育段階の公立学校制度は、消費者主権のような利用者主体の強い

ニーズ認識はとられていないことが明らかになった。現状の公立学校制度のニーズは、政

府が把握する行政ニーズが中心である。政府は、利用者に絶対必要な“基本的ニーズ”、例

えば、教育内容の最低基準や就学の保障などの必要性については重視しているが、利用者

の要望や要求については、あくまで、アンケートや満足度調査を利用して一方的に政策判

断を下すといった行政需要論や資源の割当論を基調とした考え方をとっていることがわか

った。 
次に、学校内における教員らの専門主義による判断や認識の程度は、学校選択制度では、

子どもや親の意向を尊重する方向に変化が強まっていることから、縮小する傾向にある。

これは、学校長が親に対する教育相談で一方的な判断や助言ができなくなったり、教員が

教育現場で独善的な教育活動がしにくくなっていたりすることからも推測できる。 
また、教育現場において、「ストリート官僚制（※本稿第二章第一節参照）」による弊害

が生じやすくなっていることが指摘できる。つまり、教育活動は本来、現場の裁量性が強

い職種であるが、それがスタッフの多忙化や学校の裁量権が増してくることによって、サ

ービスの質にムラが出たり、公平性に欠けたりするような行動が生じやすい。学校選択制

度や分権的経営が導入される過程おいては、このようなサービスの格差が増加してゆく事

例は、避けられない傾向にあると思われる。ストリート官僚制の弊害を防ぐための学校側

の対策としては、多忙化に対し仕事の合理化を進めたり、利用者へのフィードバックとし

て、子どもによる授業評価、学校理事会による評価を実施したりしている。さらに、教員

自身の動機付けや専門能力向上に報いる形で、研修や授業を工夫するなどの実践を行って

いる例も見られる。 
したがって、そのような取り組みを意識的に行っている学校では、利用者ニーズが意識

されていることがわかる。利用者が望むものを提供すべきという要素は、現場レベルで既

に実践されているのである。確かに、現状の学校制度は行政ニーズが重視され、専門主義

の影響が残っている。とはいえ、直営モデルから分権モデルへ、ないしバウチャーモデル

へという供給体制の変化に伴って、利用者のニーズが重視される傾向は、相対的に強まり

つつあると言うことはできるだろう。 
 
第二に、「政府の制度編成」についてである。本稿の枠組みでは、選択制度が設計される
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際には、「準市場の形成」、「情報」、「取引費用」、「動機付け」、「意図せざる結果への対応」

という五つの要素によって構成されるとした（第二章第一節、図表 2-2）。 
これらの観点から、義務教育段階の公立学校制度改革の特徴は、比較的規制の強い準市

場（＝緩やかな競争市場）を作り出すようにしていることがわかる。つまり、利用者に過

度な競争意識を作らせないのと同時に、学校にも過度な競争をもたらさないような選択制

度である。 
制度編成の手法の中では、選択者の受け入れ上限の設定、および供給者選抜の禁止とい

った規制が、選択制度に大きな影響を与えていると思われる。教育委員会がこのような規

制を行う理由とは、「利用者にとっての学校間の差は、施設や人種、宗教や特殊カリキュラ

ム等のダイナミックな特色の差としてではなく、安全性や通学距離、学力や部活動、行事

といった比較的地味な違いとして認識され、それが学校を選ぶ際の理由となっているだろ

う」と判断しているからである。したがって、行政側にとっては、利用者のニーズをその

ように認識している限り、準市場の形成は、規制を強めにして、競争を煽らないようにし

ておくのがよいということになる。 
このほか、「取引費用」や「意図せざる結果」に対する制度編成は、比較的少ないのに対

し、「情報」と「動機付け」を考慮した編成が多くなる傾向がある。「情報」に関しては、

再三述べているように、教育委員会が最も力を入れている編成箇所であると思われる。例

えば、利用者に向けた「情報」だけでなく、供給者が用いる「情報」も、経営計画や評価

の公開や人材公募などの手段によって強化されていることがわかる。「動機付け」について

は、昇給や昇進制度の採用といった“誘因（外発的動機付け）”を連動させる例は少ないが、

教員が希望する校務や専門分野を積極的に割り当てたり、異動時のスカウト制度を用いて

教員の意向を取り入れたりするなど、教員（スタッフ）を内発的に動機付ける仕組みが実

施されている例もある。 
 
 
  ③経営手法の多様化によるインパクト －戦略的経営とリーダーシップが鍵 
 次に、バウチャーモデルにおいて「経営」部分がもたらす影響力である。 
現在の学校制度において、経営が学校教育のパフォーマンスを左右する部分は非常に大

きいといえる。分権的経営制度がある場合はもちろんだが、学校選択制度の中の学校にお

いても、マネジメントの違いによって、成果が大きく異なってくることが明らかである。 
実際、杉並区和田中学校は、2006 年度まで学校選択制度下の普通校（タイプⅡ学校）で

あった。だが、校長によるマネジメントの導入によって、分権化学校をも凌ぐ著名な実績

を挙げている。和田中の実践例は、マネジメントだけでも普通の公立校がどこまで実践可

能であるかを示したものである。和田中校長の藤原氏（当時）は次のように述べる。 
 
 「学校におけるマネジメントとは、『ヒト、モノ、カネ、情報、時間』の五要素に代表
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される限られた資源を最大限有効に活用し、教育目標の達成（おそらくは、子供たちの

学びを豊かにすること）のために役立てることである。 
 ここで大事なのは『最大限有効に活用し』というところで、この活用の仕方によって、

同じ資源がまったく異なった意味あいを持ったり、効果が何百％も違ってきたりする。 
 だから、マネジメントがいい学校とマネジメントが悪い学校では、同じ設備投資をし

た校舎で、同じ材料を使い、同じ教員配置をし、同じ初期条件で教えたとしても、その

パフォーマンス（生徒の受けるサービスの総量や質、保護者や地域の人々の満足感など

総合的な成果）がまったく異なってくる。 
マネジメントは、知恵比べなのだ。」7 

 
本稿の調査においても、戦略的なマネジンメントは、コスト意識だけでなく、地域や保

護者に対して大きな効果を出すことが示されている。 
例えば、利用者の学校選択前の段階では、学校内の意思統一や経営計画、広報活動が効

果を発揮する。地域運営学校においては、運営協議会のメンバーが調和的・協力的でない

と、その後の運営が上手くいかないため、メンバーの選定、部会の組織化が重要になる。 
また、利用者の学校選択後の経営活動については、次の活動をより効果的に行うことが

大切であることが明らかになった。１．外の組織との連絡調整を密にする。２．各種の評

価・報告を公表する。３．教員の負担を減らし、士気や連帯意識一体感を高める工夫する。

４．スムーズな意思決定を工夫する。５．人・モノ・カネだけでなく、時間や情報などの

資源を有効利用することである。 
 そして、このような戦略的な活動を仕切るのは、学校に関する法制度や管理規則、ある

いは現場の運営マニュアルではない。その原動力となるのは、今のところ、校長のマネジ

メント力とリーダーシップしかないというのが、本稿のインタビュー調査による結論であ

る。 
 なかでも特に、校長のリーダーシップについては、学校選択制度下の通常の学校（タイ

プⅡ学校）、および分権化学校（タイプⅠ・Ⅲ学校）の両者にとって最も重要であり、実現

への核となる要素である。なぜなら、学校選択制度における通常校では、入学者数を維持

するために、単に管理能力やマネジメント力だけでは捉えられない、自校の魅力やイメー

ジを作り出す構想力や決断力といった能力が必要であるからである。通常校の経営システ

ムには、より多くの入学者を獲得するための「制度」は、組み込まれていないからである。 
また、分権化学校においても、大規模な意思決定機関である理事会を組織し、そこでの

イニシアチブを取っていく実行力や決断力が必要である。いわば、“トップマネジメントを

マネジメントし、リードする”能力が求められている。8 
 
 本稿においては、マネジメントを「戦略性」「権限委譲」「トップマネジメント」の三つ

の要素に分けた。バウチャーモデルへの供給体制の変化によって、そのどれもが変化して
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いることが明らかになった。 
まず、「戦略性」については、近年の社会変化と改革によるバウチャーモデルへの移行に

よって、学校は外部からかなりの程度強く変化を迫られていることがわかった。特に、地

域社会や保護者との関係が変化していることから、各学校はそれらへの戦略的な対応を迫

られている。学校によっては、保護者や子どものニーズを重視する、学校の方針を明確に

示す、学校評価に地域・保護者の項目を組み込む、地域と深く交流することで他校への流

出を減らす、風評についてたえず気を配る、学力や行事などで我が校のウリを作り出す、

などの創意工夫を行っており、従来の学校に比べ経営における戦略的行動が増えていると

考えられる。 
 次に、「権限委譲」についてである。学校はもともと現場（第一線職員）の責任性が強い

分野ではあるが、とりわけ多忙化への対応と会議などの仕事の合理化に代表されるような

職場の変化が見られる。 
しかし、現場への権限委譲については、供給体制が変われば、必然的に変化するもので

はないことも判明した。つまり、学校選択やマネジメントの余地が広がれば、自動的に学

校内部で権限委譲が促されるというわけではないということである。 
また、バウチャーモデルのなかで、裁量と責任をどの程度教育現場に認めるかは、各校

によって異なっており、変化の強さを一概に判断することはできない。ただし、聞き取り

調査による限りでは、分権化学校においては、教員に対して権限と責任を委譲し、専門分

業化を進めることで、教員自身にプラスの効果が見られることからも、分権的経営と教員

への権限委譲は、比較的強い相関関係があると思われる。 
 最後に、「トップマネジメント」に関しては、上述のように、供給体制の変化に対応する

ためには、「校長のリーダーシップ」が実現へのカギとなっている。そのため、タイプⅠ・

ⅡないしタイプⅢ学校共に、効果的なリーダーシップを発揮できる環境を整えることが、

現場レベルでの課題となっている。 
ただし、この点に関しては中長期的には、有能な管理職をいかに育成し、より多くの有

能な管理職を学校現場に供給するかという、政府レベルの課題も重要になると思われる。 
しかし、今のところ、教育委員会において、管理職および学校長の人事の改善策につい

てはあまり積極的に考えられていないようである。民間人校長を採用するという案も見ら

れないわけではないが、バウチャーモデルに限らず、どのタイプへの供給体制の変化にお

いても、学校長に求められる新たな能力を評価したり、適材適所に異動させたりする仕組

みはまだ整えられていない。さらに、人事については、都道府県が強い裁量権を持ってい

ることもあり、供給体制の改革と連動して機能していないといえる。 
本稿で再三述べているように、個別の学校改革の効果を決定付けるのは、今のところ理

事会や校長による「トップマネジメント機能」の改善しかないと思われる。それだけに、

トップマネジメントにいかに有能な人材を供給し、育成するかという課題が今後はより重

要になってくると思われる。 
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④選択制度と経営への相互作用 －経営者の努力と工夫が実質的運営への突破口 

以上のように、「選択制度」と「経営」の効果は、ある程度独立して考えることができる。

本稿では、学校における様々な変化を選択制度による要因と、経営による要因とに分けて

記述してきた。 
しかし、実際の因果関係は、単に“システムだけ導入すれば結果が出る”ものでも、逆

に“すべて運用レベル”で片付くものでもない。そこには、選択制度から経営へ、経営か

ら選択制度の相互作用ともいえる、注目すべき効果がある。選択制度に対して、あるいは、

経営に対して新しい発見や学習が進められることで、バウチャーモデル全体の供給体制を

改善させることができる。 
以下では、バウチャーモデルにおける供給体制の変化が作り出す最後の要因として、「選

択制度」と「経営」がどのような相互作用を伴って、進化発展を遂げていくのかを検証し

たい。 
 
まず、「選択制度」から「経営」への効果である。 
選択制度が経営に向けて与える効果は、比較的明確である。選択制度が及ぼす経営への

影響として次の点を指摘できる。 
第一に、選択制度によって、経営上やりたいことの予算化が可能となる。 
既存の制度によっては、以前から法的な規制がされておらず新たな試みを実践するのは

自由だが、財政など資源（リソース）不足の面から、実際には実現可能性がほとんど見出

せないという状況が見られる。現場にアイデアがあるが、資源がないという場合、政府に

特別に措置してもらうためには、その必要性を正当化するための相応の理由や背景説明が

必要になる。選択制度よる成果や課題は、その際の大義名分になり得る。 
例えば、“開かれた学校づくり”、“特色ある学校づくり”といった制度がある。その場合、

実施のために規制緩和しても、資源不足のために積極的な活動できず、実質的に取り組み

が停滞するというような状況が起こる。開かれた学校や特色のある学校づくりといった活

動は、基本的に外部に対する消費活動である。規制を撤廃し、経営の自由を与えたところ

で、現場にアイデアがあっても行動に移すことができない。 
そこで例えば、瑞穂市では、特色ある学校づくり予算として、各学校に対して年間 100

万円を計上し、特色を出す施策を各学校の裁量に委ねている。市担当者によれば、年間 100
万円ものヒモつきなしの予算を認めるのは財政的に相当勇気のいる判断だったと答えてい

る。また、杉並区では、学校運営協議会と学校支援本部を揃って立ち上げた場合は、各 50
万円ずつ、計 100 万円を二年間計上しており、各学校の判断で自由に執行できるようにし

ている。多くの学校はそれらを支援本部の環境整備やボランティアの歳費等に当てている

ようである。9 
ルールだけを変えたのでは、経営に対する効果が小さい場合がある。あるいは、現場に
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アイデアがあってもリソース不足のために活動が停滞する場合もある。選択制度のなかに、

措置的なルール、補助的な仕組みを置くことで、活動を活性化させることができる。選択

制度があることによって、経営側はそれを理由に特別措置を受けやすくなるのである。 
 
第二に、選択制度によって、経営のための人材や資源を集めることができる。 
既存のシステムからバウチャーモデルへのシステムの改変によって、現場にこれまでに

なかった人材や資源が供給されることがある。 
例えば、杉並区和田中学校校長の藤原和博氏が民間人校長として就任したのは、杉並区

が「民間人校長採用制度」を導入したからだけでなく、その背景に学校選択制度と学校評

価制度というバウチャーモデルに沿った制度が導入されていたからである。10 
単に選択制度の存在だけでなく、その背後に潜むいくつかの制度が連動して経営環境を

形作っていることがある。諸制度の編成によって、その当該目的を超えて、資源を集めた

り、それを排除したりすることができるのである。 
 
 第三に、選択制度による経営へのおどし効果がある。 
 選択制度を導入すると、それに伴って、どうしても整備せざるを得ない条件や設備、活

動の準備といった経営様式を変えさせる効果がある。例えば、学校選択制度を導入すると、

どうしても他校や近隣校の活動を気にするようになる。これは、それまでのシステムで“切

磋琢磨”とか“競争意識”、“創意工夫”や“特色ある学校づくり”などのスローガンを掲

げた意識改革よりも、明らかに効果があると考えられる。さらに、他校を気にするように

なるにしたがって、学校間の連絡や連携が頻繁に行われるというのも、選択制度が及ぼす

意図せざる効果である。 
同様に、学校選択制度の導入に伴い、学校評価、説明責任、経営計画に関する準備を行

うこと、さらに、開かれた学校を目指して学校運営協議会を設置することなども、選択制

度が経営に対して暗に及ぼす効果の一種である。それらも無論、スローガンが復唱される

だけでは留まらない。なぜなら、選択制度が直接、マネジメントに影響を与える根幹部分

を構成しているからである。しばしば、従来の学校では、評価システムや経営計画、学校

評議員を形だけ導入して、実質的に利用されていない場合がある。しかし、選択制度の下

では、活動を形骸化させて放っておくことさえ許されない。 
 
 第四に、選択制度による、関係者への誘導および説得効果が見られる。 
 システムや資源環境が整い、経営者の認識が強くあったとする。しかし、経営者へ担当

者の中には、内部のスタッフや直接には関わりのない外部の人たちをどのように説得し、

いかに活動に巻き込んでいくかという課題意識がある。 
たとえ、経営者やスタッフが良いアイデアを持っていても、周囲はそれに対して素直に

応じてくれるとは限らない。公共サービスである限り、法律や規則を基にして動くという
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原則があるからである。この点が、民間企業と異なる公的機関のトップマネジメントの限

界でもある。 
しかし、選択制度の存在があれば、それを理由にスタッフを説得したり、協力を仰いだ

り、活動の組織化がやり易くなるといった効果がある。あるタイプⅠ学校の話では、学校

選択制度の存在が、学校運営協議会を採用する契機となることを認めている。選択制度の

中で分権的経営という制度が、各方面での説得材料となり、学校長のリーダーシップを補

う機能を果たしている。また、タイプⅡ学校においては、利用者のニーズに応える、流出

者を出さないという学校長の掛け声が、教職員への動機付けやおどしに対して説得力を持

たせている。 
 
 最後に、「経営」から「選択制度」への作用についてである。 
 経営から選択制度への効果は、基本的には上に挙げたような効果の裏返しである。 
選択制度を上手く使いこなせるかどうかは、経営者の資質や力量などの能力が関係する。

例えば、選択制度をどのように説得材料にして、関係者を巻き込んだり誘導したりしてい

くのかは、スクールリーダーが負うべき仕事と責任である。単に選択制度の存在によって

“できる”可能性が増えたからといって、それが最終的な成果につながるとは限らない。

最終的な実現可能性は、常に学校を「経営」する側が保持していると言ってよい。 
また、経営者の努力と工夫によって、目標達成とそれまで存在していた評価制度や保護

者会など他のサブシステムやサブイベントとの連動が可能になるという作用も挙げられる。

例えば、「やってはいるが、使っていなかった、役に立たなかった施策や取り組み」を実質

的に使いこなせ、経営に活かせるようになる。これは裏を返せば、選択制度からの“おど

し”効果が出ているとも見ることができる。制度側から見るか、経営側から見るかの違い

である。 
 さらに、制度設計において、考慮や想定されていなかった点を経営現場から提言できる

という作用がある。実務上で困ること、達成が困難な状況を提起することによって、予算

や人員などの特別措置が作り出されることがある。言い換えれば、選択制度を改善してい

く責任は、政策担当者だけでなく経営者側が負っているともいえる。より有効な経営を行

おうとする姿勢によって、新たに「供給制度のニーズ」や「政府の制度編成」の変更を促

すことができるのである。11 
ただし、経営から選択制度へ影響を与えるのは、選択制度の具体的部分に限定されると

いう点に留保が必要である。経営によるインパクトは、学校評価や情報公開、学校選択制

度といった基本的制度の存立自体に影響を与えるのではない。経営現場からの作用は、各

制度の中の細目部分にあたるルールの編成（例えば、評価の具体的内容、情報公開の具体

的な方法など）に影響を与えることができるのである。つまり、経営から選択制度への作

用は、基本的制度の存否に関わるような影響を与えるのではなく、選択制度の細かなルー

ルについて左右する力を持っていると考えられる。 
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 しかしながら、経営に関する最大の問題は、そのような資質のある経営者をいかにして

生み出すのかという点である。有能な経営者を作り出すには、選択制度以外に、マクロな

人事システムや採用・研修計画などの諸々の制度が深く絡んでいることが指摘できる。こ

こでは、どの制度が経営者の育成にどの程度の影響を与えたり、どのような相互関係を形

成したりしているのかを突き止めるのは容易ではない。まして、そこには各種の制度的要

因だけでなく、社会経済的背景や利用者の地域的特性などが絡んでいるかもしれない。 
 
 
  小括 ―何が学校制度改革のインパクトとなるか 
果たして、より優秀な経営者を作り出すには、そして、よりよい経営を生み出し、より

よい供給制度に作り変えていくためには、何をどのようにすればよいのか。 
 筆者は、その改善の突破口となるのが、供給体制を変化させるというアイデアではない

かと考えている。供給体制とは、いくつかの「制度」と、いくつかの「経営」が、整合性

を伴って組み合わさった一つの塊であると考えられる。現状の供給体制を変えることによ

って、それぞれの当事者たちが制度編成や経営変化の必要性を考え始める。直営から分権、

ないしバウチャーという供給体制の変化を軸にして考えることで、これまで別個に機能し

ていた供給制度を整理改善し、再び連動させることができると思われる。 
 本稿の枠組みに従えば、分権およびバウチャーモデルへの供給体制の変化が、いくつか

の制度的変化、経営的変化にとって決定的な影響を与えている。すなわち、日本の義務教

育段階における公立学校制度では、分権的経営や選択制度の導入が、各方面への引き金（イ

ンパクト）となって、変化を生み出し始めると考えられる。 
我が国の公教育改革においては、直営モデル、分権モデル、そしてバウチャーモデルの

うち、どれを選択するのかが、そのカギを握っているといってよい。各自治体は、地理的、

地域的な環境や人口などの外的な条件、政治的動向や教職員らの意向など政治的条件を考

慮しながら、それらの中からどのモデルを採用するかを決めている。採用された供給体制

の中で、利用者、政府、供給者は、生じるメリット、デメリットを享受しながら、それぞ

れのパフォーマンスを高めようと努力している。 
本稿では、公共サービスにおけるその理念形として、「直営モデル」、「委託モデル（学校

教育においては分権モデル）、「バウチャーモデル」の三形態を提示した。そして、日本の

義務教育段階における公立学校制度の中では、分権モデルが「分権的経営」、バウチャーモ

デルが「学校選択制度と分権的経営とが並立」の状態であるとした。本稿の実証分析によ

れば、その教育活動の成果に関して学校選択制度と分権的経営の併用の効果が最も高いと

いう結果になった。すなわち、供給体制の三つのモデルのうち、日本の義務教育段階の学

校制度改革においては、バウチャーモデルが最も効果的であるということが本稿の結論で

ある。 
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第三節 本研究の意義と課題 
 
 
 本節では、本研究の意義、および今後の課題を述べる。まず、行政研究としての研究的

意義を述べた後、今後の課題について述べる。 
 
 
 
  １．本研究の意義  
本研究が行政研究としてどのような意味を持っているかという点について、第二章第二

節の始めに提示した「公共サービスの供給体制の変化が及ぼす効果」の具体的な課題設定

に則した形で述べる。 
供給体制の変化は、学校教育においては、従来の学校制度を「直営モデル」の供給体制

とすれば、学校選択制度の導入により「供給限定されたバウチャーモデル」、分権的経営の

導入により「分権モデル」、そして、学校選択制度と分権的経営の両者の導入により「バウ

チャーモデル」という変化として置き換えられる。 
本稿の理論的な問題関心は、学校教育の供給体制が変化することに伴い、学校制度にど

のような影響、ないし効果をもたらすのかという点であった。義務教育段階における公立

学校制度改革は、日本でのバウチャーモデルの実験例として、どのような効果をもたらし

たと言えるだろうか。 
 
 第一に、本稿の考察結果を踏まえる限り、公共サービスの供給主体（供給者）に対して

バウチャーモデルを導入する効果は大きいということである。 
バウチャーモデルの効果は、主に利用者が作り出すものと供給者が作り出すものとに分

けて考えることができる。本稿で明らかにした点は、その効果を生み出すのは、とりわけ

供給者（供給主体）の変化による要因である。 
というのも、これまでのバウチャーに関する理論的・実証的研究では、主に利用者が作

り出す影響を考察するものが多かったため、その効果の検証についても、利用者の行動の

変化よる説明に焦点が当てられていた。他方で、バウチャーが供給者に対して影響を及ぼ

すプロセスやメカニズムを明らかにする研究が少ないため、供給者の変化を基にしたバウ

チャーの効果についてはほとんど注目されてこなかった。 
 このような研究上の空白を補うために、本稿ではバウチャーモデルの効果を供給者の行

動の変化に基づいて考察を行った。インタビュー調査によって、バウチャーモデルを導入

した際の供給者の変化を可能な限り詳細に説明するよう試みた。実際の考察では、供給者

の変化に基づく効果をできるだけ具体的に検証するために、バウチャーモデルの「選択制

度」と「経営」とを区別しながら検証を行った。その結果、供給体制の変化に伴う、供給
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者側の行動の変化やその影響を捉えることができた。 
 そして、供給者による効果が明らかになることによって、公共サービス研究においてさ

らに新たな課題を作り出す。つまり第二に、バウチャーモデルを効果的に実施するために

は、細かな制度を整備するのみならず、供給主体の経営（マネジメント）が重要になると

いう点である。学校選択や評価制度、情報公開制度を導入しただけではバウチャーの最終

的な効果を左右できないように、供給体制を変化させる仕組みの有無だけではその効果を

保障することはできない。選択制度に焦点を当てるだけでは、実際の現場で起こる効果に

ついての緻密な議論が展開できないからである。 
 この点はＮＰＭ論争における文脈にも当てはまる。本稿の考察に従えば、ＮＰＭにおい

て単に制度の良し悪しを検証するだけでは、効果を判断できないという示唆が得られる。

すなわち、供給主体のマネジメントがＮＰＭにおいて重要な要因となっていることを示す

ことができる。 
確かに本論においては、調査方法の限界もあるためバウチャーモデルの検証方法として

は限定的である。だが、考察によって利用者への選択権だけでなく、供給者の分権的経営

の内容を考察することでその効果を確認できた。それら実証分析の結果を踏まえ、これら

の課題について以下のように回答できる。 

 

  （１）「選択制度」と「経営」に対するインパクト 

本章第二節で述べたように、学校教育における供給体制の変化は、「選択制度」と「経営」

に対して次のようなインパクト（変化）をもたらしている。 

まず、「選択制度」に対しては、規制の強い準市場と利用者ニーズの尊重というインパク

トをもたらす。利用者・供給者双方に対し競争環境の弱い準市場が作られる一方で、供給

者中心の供給制度から、利用者のニーズを尊重した制度設計・編成の度合いが強まる。 

次に「経営」に対しては、戦略的経営が促され、経営者のリーダーシップが強まるとい

う変化を作り出す。これらはマネジメントの三要素のうちその二つを占めるインパクトで

ある。 

そして、選択制度と経営の両者が作り出す相互作用として、①予算化が可能となる、②

人材や資金を集めることができる、③学校現場へのおどし効果がある、④各方面に対する

誘導及び説得効果がある、⑤他の制度の改善を提起できる、という変化が生み出される。 

 

（２）「選択制度」と「経営」が作り出す効果 

 次に、学校教育の供給体制の変化が、上記のようなインパクトないし変化をもたらした

場合、どのようなメカニズムによって効果が作り出されているのかという点である。 

 この部分の要点は、本稿第五章における考察を基に説明できる。 

第一に、選択制度と直接関係のないような他の諸施策においても、選択制度の効果と関

連づける編成や工夫が加えることが重要である。一方で、バウチャーモデルに必要な準市
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場を作り出すための学校選択制度の編成は、利用者、供給者の双方に対してあまり効果を

作り出さない内容となっている。そのため、選択制度導入のインパクトが、準市場のメカ

ニズムによる効果としてはあまり発揮されてない（図表 5-2）。 

しかし、運用レベルにおいては、評価制度や情報公開制度などの諸施策の細かな部分を

編成し、学校選択と連動させている。それによって、学校に対してバウチャーモデルの効

果を作り出すことができる（図表 5-3、5-4、5-5、5-6）。つまり、利用者の選択を伴った準

市場としての機能は強くないが、補助的な施策を講じることで、総合的には供給者に対す

るバウチャーモデルが機能している。 

第二に、学校経営において教職員・保護者・地域社会・リーダーシップなどの各方面へ

効果を導くためには、学校のマネジメントが改善される必要がある（図表 5-7）。マネジメ

ントの改善には、分権的経営の導入の効果が高い。高いマネジメント能力を持つ分権化学

校は、各方面での活動量が多くなる傾向がある（第五章第二節）。 

さらに、学校選択制度に連動する諸制度や諸施策の導入は、各学校の「経営」に向けて

も、①予算化や③おどし効果、④誘導や説得といった影響を及ぼす。もちろん、各学校の

「経営」も「選択制度」の導入を理由に、②人材や資金を集め、⑤他の制度の改善を提起

することで、教育活動を改善していくというメカニズムを描くことができる。 

 

  （３）供給者・利用者に対する効果 

 最後に、供給体制がバウチャーモデルへと変化するに伴い、選択制度と経営によって作

られた効果が、供給者ないし利用者にどのような効果を与えているのかという部分である。 

 まず、供給者への効果については、第四章における考察によって、総じて、プラスの効

果が生じているといえる。 

本稿の調査結果による限りにおいて、学校選択制度における学校（タイプⅡ学校）と分

権化学校（タイプⅢ学校）とでは、各方面への効果は、まばらである。例えば、保護者に

対してはタイプⅡ学校に効果が見られ、地域社会に対しては、タイプⅢ学校の方が効果は

高い。しかし、それらよりもタイプⅠ学校の方が、各方面への効果を両立しうるので、現

段階の学校制度改革では最適な供給体制であると考えられる。 
したがって、学校選択制度と地域運営学校の両者の併用が、義務教育段階における学校

教育の成果を最も向上させることができる。本研究は、学校選択制度と地域運営学校が両

立できることを立証しようとする試みでもある。本稿では、学校選択制度とコミュニティ・

スクールとの関係は、対立・緊張関係であるよりも、補完的関係にあると述べている。 
 次に、利用者に対する効果である。 
利用者に対する効果は、本稿では部分的にしか明らかになっていない。 

 例えば、国内の学校選択制度の事例を分析した先行研究では、学校選択制度が利用者の

選択行動を変化させることにより、教育の成果に関して不平等が生じる可能性を指摘して

いる。だが、これらの研究の実証的根拠は部分的であるため、利用者の選択行動の変化が
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教育の成果に悪影響を与えているかどうかは、現段階の先行研究だけでは検証が不十分で

あり、利用者への効果は、良いとも悪いとも判断できない。 
 しかしながら、本稿においても、利用者の選択行動の問題性については分析対象として

いない。また、本稿では供給者への効果の説明に分析の力点を置いていたが、利用者への

波及効果によって作り出される教育の成果については、客観的なデータに基づく証拠を提

供できなかった。 
したがって、学校選択制度による利用者への効果が、最終的な教育の成果に対して悪影

響を及ぼしているかどうかについては、先行研究からも本稿の調査からも判断できない。 
 ただし、そのような教育成果に関する最終的な判断を留保した上で、本稿の調査は、利

用者への効果に関して次のような指摘ができる。 
それは、様々な制度の編成によって、利用者の選択行動に対して一定の影響を与えるこ

とができるという点である。これは、利用者行動の弊害をある程度抑制できる効果を持つ

ことを意味する。 
利用者の選択行動の代表的な弊害として、噂などの風評による利用者の誤った判断が考

えられる。風評の弊害は、学校に関する情報量（種類や内容）とその質（程度や信憑性）

の両方が影響して発生するため、選択制度の編成だけでは解決が難しい問題である。 
教育委員会が打ち出す選択制度以外の風評対策として、学校評価の統一的なフォーマッ

トでの実施や、学力調査の実施、それらの情報公開が整備される必要がある。例えば、学

校の「荒れ」の評判等の対策として、全学校の満足度調査や学校評価の生データを公表す

ることによって、話し手の主観が入らない情報を提供できる。この方法は、逆に、学校に

「いじめ」などが実際に起き場合に、その情報が過剰な内容に飛躍しないためにも有効な

対応策である。 
また、学校の取り組みによっても、利用者の選択行動を変化させることができる。学校

が行う風評対策では、入学前に地域活動や学校公開を積極的に行い、学校運営協議会の部

会活動を推進することで、根拠のない噂が立つことを未然に防ぐ効果を出すことができる。 
 このような利用者の選択行動に対する対策やその効果については、本稿の教育委員会や

学校への聞き取り調査によって明らかになった点である。制度編成による効果が、利用者

の選択行動に効果を及ぼしており、同様に、学校経営が利用者への波及効果という形で選

択行動に影響を与えているという点を指摘しておくことは、今後、政府や供給者の対応策

によって利用者行動をさらに改善していく方法を探る上で重要な意味があると思われる。 
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  ２．今後の課題 
 本稿は、供給体制の変化という視点から、日本の義務教育段階における公立学校制度改

革の効果を分析したものである。本稿を締めくくるにあたり、引き続き検討すべき課題と

して、以下の点を考察する必要があると考える。 
 
 
  （１）実証分析における方法上の課題 
 第一に、本稿の分析に方法論的な限界があったため、実証分析の精密度を上げる必要が

ある。本稿の実証分析の材料は、学校経営者および自治体担当者の聞き取り調査を基にし

ている。というのも、制度の意図や実際の学校への効果を検証するための発端の作業とし

ては、最適な方法であると考えたからである。インタビューでは、実際に取り組んでいる

事実と発言内容とが一致するような聞き方をして、なるべく回答者の本音を引き出すよう

に試みたつもりである。 
しかし、回答者のコメントに嘘やバイアスがないとはいえない。供給者への効果をより

精緻に検証するためには、担当者や経営者だけでなく、教職員や外部関係者からの聞き取

り調査や各種報告書やデータを加味した分析が必要である。 
それと共に、アンケート調査などの量的な調査手法を採用し、単に効果や変化がある、

なしの判断だけでなく、現実にどの程度の効果が発生し、成果として表れたのか、あるい

は、その大まかな原因の特定だけではなく、変化や効果の因果関係にはどんな要素がどの

くらいの割合で関係しているのかといった点を、より客観的な方法によってつきとめる必

要がある。供給者の経営分析の手法をより発展させなければならない。 
 そして、調査対象の選定もさらに厳密に行う必要がある。本稿では、まだ国内の学校選

択制の事例数や調査を受け入れてくれる自治体が少なく、また筆者単独の調査による時間

的、労力的な制約から、大まかな調査対象を絞り込む他なかった。その中で、都市部ある

いは地方、タイプ別学校、そして隣接校などの要素は一定程度考慮した。だが、具体的な

調査先の選定について一貫性や客観性の限界があった点は否めない。今後は、どのような

環境であれば、どんな要素や効果に着目すべきかを前もって選定し、それに合わせた調査

対象の枠組みを作らなければならない。 
しかし、実際には調査対象の分類に関して参考になる議論も少ない。例えば、学校の経

営環境や経営者タイプに注目した分類、あるいは、教育改革の各施策との連動を関連付け

た理論、施策がどう現場に受容され変化や効果を生み出すかなどの法則性に着目する研究

は少ない。公共サービス研究において、供給者への効果について注目するならば、選択制

度と経営をつなぐ理論をさらに発展させる必要がある。実証の分析枠組みを精緻化するた

めには“実際にどう運用するか”あるいは“再びどう制度編成につなげるか”という点を

さらに追究することが重要になる。 
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  （２）供給体制からバウチャー研究への発展 
 第二に、本稿の研究成果を今後、本格的なバウチャーについての研究として発展させる

ために、次のような点に注目する必要がある。 
 日本国内においては、供給システムとしてのバウチャーが導入されている領域が少ない

こともあって、バウチャーの実証的分析はまだ多くない。その現状を踏まえれば、まず日

本国内においてバウチャーの実証的な研究を増やす必要がある。 
この点、アメリカ、ヨーロッパ等の諸外国では、バウチャーが公共サービスを提供する

手段として実施されている現状を踏まえ、バウチャーに関する研究は実施事例の根拠（デ

ータ）に基づく広範な議論が行われている。 
例えば、ルグランらが、社会経済・教育政策領域におけるバウチャーの効果について実

証的データを基に検討し、その効果ついてバウチャーの導入条件や実施環境を考慮した詳

細な考察を行っている。ルグランの議論はバウチャーの制度的な整備だけでなく、運営側

にとっての実施上の課題も念頭においており、実務的な提言も行っている12。ダニエルらは、

新しい福祉国家の運営にとってバウチャーは有効な手段であることに注目し、アメリカを

中心に導入されている公共サービス各領域のバウチャーの事例を理論的、実証的に分析し

ている13。学校選択に目を向ければ、アメリカでは、古くからクーンズらやチャブらが個別

の事例研究として学校選択制度のメリット、デメリットを考察し、レビンらがそれら教育

バウチャーの効果を包括的に整理した研究も存在する。 
だが、現在においてもバウチャーの効果に関する実証的な研究は、国内では佐橋克彦や

橋野晶寛らによるわずかな例を除き、まだほとんど行われていない。したがって今後は、

バウチャーの実践事例についての包括的な研究が蓄積される必要がある。14 
本稿は、わが国のバウチャーの先駆的・実験的モデルとして、教育分野における学校選

択制度と分権的経営制度が重複する事例を用い、実証的考察を行った。実証分析において

は、供給者の行動変化に着目し、選択制度と経営的部分を区別して考察を行った。これは、

公共サービス供給の制度的な編成の効果に着目しつつ、他方で公共サービス供給主体の経

営活動が、その成果に対してどのように影響を与えているのかを明らかにするためである。 
そして本稿では、供給体制の内容を具体的に考察している。この考察はバウチャーの本

格的な効果の検証に向けて発展性を持つと思われる。したがって、本稿の実証分析の延長

線上には、まだ以下のような課題が残されている。 
 一つは、供給体制が及ぼす効果の中で、本稿の研究課題でもあった「供給者から利用者

への波及効果（下図表 6-2 の②）」をより詳しく検証するための道筋を明らかにする必要で

ある。この点については、現段階では、国内事例の教育の成果に関する調査の実施やその

結果の公表が部分的にしかなされておらず、因果関係が不明確な部分がある。これには、

導入事例の数が少なく、かつ実施年月も浅いため、教育成果に結びつけるための供給者の
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経営ノウハウや実績、参照可能なデータが蓄積されていないという理由も関係する。 
しかし、バウチャーによる供給者側への経路を検証するためには、最終的な利用者への

波及効果につながるメカニズムをより詳細に検証する必要があると思われる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 もう一つは、改革による供給者の変化は、利用者への波及効果を通じて教育の成果をも

たらすだけでなく、利用者の選択行動を修正・誘導させる可能性があると考えられる（図

表 6-1 の⑤）。供給者は供給制度のルール変更に頼らなくとも、自身のマネジメントによっ

て利用者行動に影響を与えることができる。例えば、先に述べた学校による風評対策の例

は、その典型的な効果として挙げられる。 
これは、学校による情報マネジメントに関する工夫の一つである。というのも、利用者

が学校選択を行うためには、一定の情報量が必要になる。しかし、情報が多ければ多いほ

ど、利用者はよい意思決定をできるとは限らない。情報量が多すぎると、利用者の選択肢

は今よりもさらに広がり、意思決定の不確実性が高まるからである。利用者の意思決定の

際により重要になる情報とは、統一的な情報に加え、現在選択肢となっている学校に関す

る不確実性の低い情報である。 
ここでいう「不確実性の低い情報」とは、利用者の今ある選択肢を狭めるための情報で

ある。例えば、ある利用者にとって、既に近隣の二、三校に選択肢を絞っているとすれば、

そこからさらに意思決定を進めるための情報が役に立つ。そのような情報は、教育委員会

よりも、各学校が独自に保有していることが多く、学校が直接公表する方が効果的である

と思われる。 
また、学校が教育実践を行う際にも、利用者行動に変化を及ぼす場合が考えられる。新

たな取り組みをやり始める場合、利用者のニーズを把握するための事前調査は不可欠であ

る。だが、新しい取り組みについて、利用者は必ずしも自らのニーズを適切に表現したり、

主張したりできるわけではない。加えて、利用者自身がどのような内容を望んでいるかを

具体的に認識していない可能性もある。そのような場合は、学校側から積極的に活動を行

図表 6-2 供給体制が及ぼす効果（※同図表 1-7） 

⑤利用者行動への効果 
①供給者への効果 

②利用者への波及効果 

③利用者への効果 

利用者行動の変化 

供給者の変化 

供給体制の変化 教育の成果 

④利用者自身への効果 
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い、利用者に向けどんな実践内容を望むかというメッセージを送ることによって、利用者

の行動を刺激し、その反応を見ながら実践の基本部分を決めていくといった方法も考えら

れる。 
 このような供給者による利用者行動への効果については、本研究の仮説としては提示し

ていないが、供給体制の変化によって生じる利用者への効果の弊害を是正する可能性があ

る。バウチャーの供給効果を考察する際には、供給者の変化が単に教育効果だけでなく、

利用者行動を改善させる効果についても注目する必要がある。 
 
 
  （３）供給主体の違いを超えたサービス供給の比較 
 加えて、学校教育の分野で言えば、今後は、私立学校との関係を考慮に入れる必要があ

る。日本におけるこれまでの学校選択論や学校改革論は、主に公立学校制度を対象にして

きたという経緯から、その論点も公立校内部の利用者、供給者の効果をめぐって争われて

きた。 
 しかし、教育バウチャー論15に代表されるように、我が国の教育サービス供給の論点は、

公私や設置主体等に関わらず、幅広く多様な供給主体の在り方について議論されるように

なっている。現在の公共サービス改革においても、公的機関の改革（行政改革）を議論し

ている状況と、一方でそれらを含めた官民の構造改革や規制緩和の議論が並存している。 
この状況が続けば、いずれ公的機関の改革は、同業種内部の問題に矮小化することにな

る。公的非営利セクターのみの見直しと、その中での規制の強い準市場形成が続いていく

のであれば、一部の利用者は公共サービスを離れ、それ以外の私的な代替サービスを求め

て準市場の外へと逃避するからである。 
 事実、教育分野ではこの傾向が典型的に表れる。都市部で私立学校へ入学する割合が上

昇している状況においては、公立学校制度を分析対象とするだけでは不十分である。公教

育が、政府直営から民間の手へ、かつ、供給者への補助から利用者への補助へと変化して

いる時代では、考察の対象をさらに広げておかなければならない。 
 しかし、我が国の公教育において、公立学校と私立学校を交えたパフォーマンス比較は、

あまりなされていない。例えば、私立校と公立校との間では、経営効果の差が存在してい

ると言われるが、資金投入と比べておよそどのくらいの効果の差があるのか。あるいは、

私立校入学者は、税と教育費の二重負担を強いられており不平等だという意見がある一方

で、公立小中学校は、私立学校受験の受け皿にならざるを得ないといった意見がある。し

かし、不平等が実際どのくらいの程度生じており、また、公立校が私立校からどのくらい

の悪影響を被っているのかは、まだ確かめられていない。今後は、私立学校を視野に入れ

た効果の分析が必要である。一部の利用者の公的非営利セクター外部への例外的な選択に

よって、最終的な不公平を生み出さないようにするためにも、民間非営利セクターを踏ま

えた供給体制の構築について考えておく必要がある。 
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 以上の課題からも、公共サービスの供給体制の変化は、公私の違いを超えたサービス比

較を考える際の重要な枠組となる。本稿における枠組や実証分析は、その議論に貢献する

ことを目指している。行政組織か民間組織かという違いにとどまらず、非営利か営利かと

いう主体の違いを含めた公共サービス供給のあり方を考える必要性を改めて強調しておき

たい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1   なお、「利用者選抜」と「逆選択」とは区別して考える必要がある。逆選択とは、利

用者選抜よりも広義の概念で、本来選択権を行使する者が結果的に選択されてしまう

状況を意味している。例えば、希望者が数多くいた場合、先着順やくじ引きなどで一

部の者を選び出す状況も、逆選択に含まれる。 
これに対し、利用者選抜とは、逆選択の状況において、供給者が何らかの目的を持

って意図的に選択者を選び出す行為である。この場合、選択される者にとっては、供

給者の希望にかなう何かしらの資源（資金や能力など）を持っていなければならない。 
2   「親には好評だが･･････公立小の学校選択制は学力向上に効果ナシ」『プレジデント

Family』、2007 年 12 月号、58 頁。 
3   同じような問題意識として、都教委の人事システムについて、藤原和博氏は次のよう

に語っている。「区をまたいで転勤してくる教員には『異動カード』というのがついて

くるんですけど、A４の紙たった一枚なんです。そこに前任の校長が書いていることは、

嘘八百だったりする。褒めてどこかに受け入れてもらわないと、追い出せないからで

す。そういうことが現実に行われてきた。企業社会では許されないことです。ダメな

ものはダメと言わないと。･･･（中略）･･･もう一つ、新人の採用の仕方にも問題があ

ると思います。もっと、J リーグのように地域で教員志望の人を育てていくようなシス

テムにしたほうがいい。たとえば、東京都のように、千何百人の新人教員を一括に採

用するというのは大変です。半分ぐらいは各区にまかせてもいいんじゃないかな」。（戸

田・福井・藤原[2005]、156-157 頁。） 
4   コストとして、学校に対して国や教育委員会が行う各種統計やアンケート、実態調査、

場合によっては統廃合に伴う調査などが増えているのは事実だが、これらは選択制度

の採用とは関係がない。 
5   Schoppa, L. J. [2006] 。 
6   学校選択論に関わるもう一つの論点として、学校統廃合との関係がある。「学校選択

制は統廃合を促進するかどうか」という論点があるが、本稿の調査では、学校統廃合

（学校の適正配置）に関する問題を扱っていない。調査においても統廃合を促進して
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いるタイプの選択制度は、調査対象から外している。というのも、そのようなタイプ

の選択制度は、供給者への効果よりも、目的としてまさに統廃合を意図して導入され

ているからである。選択制度は政府の編成によって、その目的にしたがって、いかよ

うにも変えることができる。学校統廃合を目的とした制度設計にすれば、利用者のニ

ーズや供給者への刺激といった効果に増して、まさに統廃合を促進することができる

だろう。 
しかしながら、学校選択と統廃合との関係は、学校選択論においてその推進論者も

意図していない論点である。その意味では、よく言われるように、学校選択制は、学

校統廃合とは別の問題なのである。 
とはいうものの、一見すると学校選択制の導入は、利用者ニーズのためなのか、学

校への刺激を目的としているのか、あるいは、統廃合を促進しようとしているのか、

そのどちらに重点が置かれている制度なのかが、極めて判断しにくい。そういった性

質を考慮すれば、学校選択と統廃合は学校制度改革の中で分けて考えることはできな

いだろう。 
ただし、その場合は問題の立て方を変える必要がある。その場合は、学校選択論が

主たる論点となるわけではない。学校統廃合を進める（あるいは進めない）ためには

どうしたらよいか、という問いを立てるべきである。例えば、統廃合を主たる問題に

するならば、統廃合を進める（あるいは進めない）ためには選択制度のどの部分が重

要で、どこを編成するのがよい、といった論点である。 
逆に、学校選択制が学校統廃合を進めるかどうか、という問題設定では、学校選択

論と統廃合論の双方にとって問題を矮小化してしまうことにつながる。ある自治体の

選択制度は統廃合を強く促進するので賛成（あるいは反対）、弱く促進するので賛成（反

対）といった議論は、選択、統合どちらの目的にとっても問題はその一部分でしかな

い。 
7   藤原和博[2007]、224-225 頁。 
8   この点、近年のリーダーシップ論では、マネジメントとリーダーシップを分けて考え

る議論が見られる。野田と金井によれば、その違いを次のように区別する。 
「第一点目は『見える』か『見えない』か。リーダーは『見えないもの』を見て、

あるいは見ようとして、新しい世界を作り出すのに対し、マネージャーは『見えるも

の』を分析し、それらに受動的もしくは能動的に対応しながら、漸進的に問題を解決

していく。･･･（中略）･･･第二点目は、『人としての働きかけ』か『地位に基づく働き

かけ』か。リーダーもマネージャーも、周囲に働きかけ、活動をつくり出していく点

では同じだ。しかし、リーダーが人々の価値観や感情に訴え、共感・共鳴を得て、賛

同者・支持者のネットワークを広げていくのに対して、マネージャーは、組織の成員

に対して、地位に基づく権威、権限をもって働きかける。一言で言えば、リーダーは

パーソナルなパワーをよりどころにし、マネージャーはポジショナルなパワーをより

どころとする。･･･（中略）･･･第三点目は、『シンクロ（同期化）する』か『モティベ

ートする（動機付ける）』か。リーダーは、人々の内在的な意欲に基づく自発的な行動

を誘発し、同じ方向へと向かって歩みをともにするが、マネージャーは、飴とムチを

使って人々の行動を管理（コントロール）し、ある方向へと向かわせようとする。」（野

田智義・金井壽宏[2007]、第二章、93-95 頁）。 
「マネジメントとリーダーシップは異なる。マネジメントは、複雑性に対処し、組

織の安定と持続性を維持するために機能する。これに対し、リーダーシップは創造と

変革を扱う。『見えないもの』を見て、その実現に向けて人々の価値観や感情に訴え、

彼らの共感を得て、自発的な協働を促す」（野田・金井[2007]、第二章、128 頁）。 
また、特にリーダーシップの部分についての要素を次のように説明している。 
「リーダーに求められる資質をあえて要素分解するならば、『構想力』『実現力』『意
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志力』『基軸力』の四つだと私は考える。中でも重要なのが、意志力と基軸力であり、

普段はこの二つをまとめて（広義の）基軸力と呼んでいる」（野田・金井[2007]、第四

章、182 頁）。 
9   選択制度の範囲ではないが、分権的経営制度においても支援策が試みられている。

京都市では、学校運営協議会を設置した場合は、二年間、加配教員を一名追加する措

置を採っている。聞き取り調査によれば、これらの仕組みは、協議会の目的達成のた

めに非常に役立っていると答えている。 
10  「杉並区教育委員会は、４年前、このような問題意識のもと、私に校長就任を依頼し

た。 
現状の制度下では、他校と同じように限られた経営資源で学校マネジメントを進め

た場合、そのマネジメント手法の違いにより、どこまで学校が変わるのかを確かめる

チャレンジだ。 
すでに、『学校希望制（複数の隣接学区の学校から希望の学校を選択できるシステ

ム）』と『外部評価制度（第三者評価とも呼ぶが、生徒や保護者にも学校のサービスや

授業内容を個別に評価させるもの）』が導入済みだったから、私が学校経営を変化させ

られれば、成果が目に見えることも期待できた。･･･（中略）･･･ 
逆に言えば、杉並区が『学校希望制』と『外部評価制度』を採用していなければ、『知

恵比べ』でがんばった成果が『目に見える成果』として評判になり、この２～３年の

間に全国から 3000 人を超える教育関係者が押し寄せることもなかったであろう」（藤

原[2007]、225-226 頁）。 
11  例えば、地域運営学校によって、学校への慈善活動や寄付行為が活発になる“可能性”

がある。これは未だ検証されたわけではなく、現在の学校運営協議会の仕組みでは資

金の獲得については何も触れておらず、特に活動に規制はない。しかし、実際は、他

の法律（税制）との関係で問題が出る可能性があるため、どの学校も積極的ではない。

今後、NPO 法や特別法などが整備されることで、協議会の財政環境が整うことが予想

できる。 
12   Le Grand [1991][1992][2003][2006][2007][2007b], Le Grand and Bartlett [1993], 

Hill, J., Le Grand, J. and Piachaud, D. ed. [2007]、等。 
13    Daniels, R. J. and Trebilcock, M. J. [2005], Coons, J. E. and Sugerman, S. [1979] 

Chabb,J. E. and Moe, T. M. [1990] Levin, H. M. [1991]。なお、近年のアメリカにおけ

る教育バウチャーを包括的に実証研究したものに、Moe, T. M. [2001] Howell, W. G. 
Peterson, P. E., Wolf, P. J., David E. Campbell, D. E. [2002=2006] 、Kirkpatrick, D. 
W [2000=2002] 、Dwyer, J. G. [2001] 等がある。 

14   佐橋克彦[1996]は、介護保険制度を福祉サービスの準市場化として捉え、各地方自

治体で実施された制度の詳細を検討している。橋野晶寛[2003a][2003b][2005]は、教育

分野において学校選択制のデータを基に利用者の選択行動を実証的に明らかにしよう

としている。 
15   日本の「教育バウチャー論」とは、2004 年に内閣府に設置された規制改革・民間会

報推進会議によって提起された学校制度改革論である。 
教育バウチャー論が主張する重要なポイントは、公的資金の配分を公立機関補助（供

給者補助）ではなく、公立・私立を問わない利用者補助に切り替えることである。そ

れにより、学習者としての権利を、これまでの学校主体、教師主体から、子ども・保

護者主体へ転換させることが目的であるという。もっとも、これらの主張は近年にな

ってされ始めたのではなく、日本における議論の発端は 1980 年代の臨教審時代に始ま

り、さらにその主張のルーツは、1955 年以来の M.フリードマンによる提言にまでさか

のぼることができる。わが国における近年の教育バウチャー論議は、フリードマン以

来の基本的枠組みを踏襲するものだと見ることができる。（参照：Friedman M., [1955] 



 
 

246 

                                                                                                                                                     
"Role of Government in Education"「教育における政府の役割」については、Friedman, 
M. [1962] に再録。） 

   なお、ここで挙げている近年の教育バウチャー議論に関しては、福井秀夫編著[2007]、
戸田忠雄[2007]、嶺井・中川[2007]、斉藤泰雄[2007]を参照した。また、教育バウチャ

ーに関する政策提言等は次のものを参照されたい。 
・ 日本経済団体連合会「これからの教育の方向性に関する提言」（2005 年 1 月 18

日） 
・ 規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第１次答申」

（2004 年 12 月 24 日） 
・ 規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放推進三ヵ年計画」（2005 年 3

月 25 日） 
・  
・ 経済財政諮問会議「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005（骨太の方

針 2005）」（2005 年 6 月 21 日） 
・ 内閣府「学校制度に関する保護者アンケート」（2005 年 10 月 6 日） 
・ 文部科学省「教育バウチャーに関する研究会」（2005 年 10 月） 
・ 規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第２次答申」

（2005 年 12 月 21 日） 

・ 規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放推進 3か年計画（再改定）」 
    （2006 年 3 月 31 日） 
・ 規制改革・民間会報推進会議「規制改革・民間開放の推進のための重点検討事項

に関する中間答申」（2006 年 7 月 31 日） 
・ 規制改革・民間開放推進会議教育・研究ワーキンググループ「教育バウチャー（児

童生徒数に応じた予算配分方式について）（2006 年 9 月 8 日） 
・ 野村総合研究所「海外調査結果報告（イギリス、オランダ、スエェーデンの事例

より）」（2006 年 9 月 8 日）。 
・ 内閣府「教育に関するアンケート（教育委員会・学校法人アンケート、学校制度

に関する保護者アンケート）」（2006 年 11 月 27 日） 

・ 規制改革・民間会報推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第 3次答申」

（2006 年 12 月 25 日） 
・ 規制改革会議「規制改革推進のための第 1次答申」（2007 年 5 月 30 日） 
・ 規制改革会議「規制改革・民間開放推進 3 か年計画等のフォローアップ結果」

(2007 年 7 月 3 日) 
・ 内閣府「教育委員会アンケート回答結果 集計表」（2007 年 2 月 16 日） 
・ 内閣府「教育委員会アンケート結果」（2008 年 5 月 23 日） 
・ 内閣府「学習者本位の教育の実現に向けた調査 米国調査報告書」 
  （2009 年 3 月 31 日） 
・ 内閣府「教育委員会アンケート集計結果」(2009 年 6 月 5 日） 
・ 内閣府「保護者アンケート調査結果」(2009 年 6 月 5 日） 
・ 内閣府「教育委員会アンケートと保護者アンケートの比較概要」 
    (2009 年 6 月 5 日） 
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資料 教育委員会・学校聞き取り調査報告 
 
 
 
以下の資料は、聞き取り調査を行った教育委員会および学校の調査内容を記録したもの

である。 
調査記録は自治体ごとで構成している。教育委員会による学校制度への編成を明した後、

調査を行った各学校における経営活動について記載している。 
なお、本資料の文章およびその内容は、筆者のインタビューによる記録やメモ、参考資

料などを基に、本稿の枠組みに合うように筆者が再構成したものである。記録に際し、回

答者の意図からなるべく外れないように努力したつもりであるが、文章や表現内容は、当

時の回答者の発言そのままではない。したがって、文責は全て筆者にあることをお断りし

ておく。 
 
 
 
  調査対象先 
  １）東京都足立区（タイプⅠ学校 1校、タイプⅡ学校 3校） 

 足立区教育委員会学校地域連携課、足立区立五反野小学校、足立区立弘道小学校、足立

区立千寿第五小学校、足立区立弥生小学校 
  ２）東京都杉並区（タイプⅠ学校 6校、タイプⅡ学校 1校） 

 杉並区教育委員会学務課、杉並区教育委員会教育改革推進課、杉並区立三谷小学校、杉

並区立桃井第四小学校、杉並区立井草中学校、杉並区立向陽中学校、杉並区立杉森中学校、

杉並区立和田中学校、杉並区桃井第一小学校 
  ３）広島県尾道市（タイプⅠ学校 1校、タイプⅡ学校 2校） 

 尾道市教育委員会学校教育課、尾道市立土堂小学校、尾道市立長江小学校、尾道市立日

比崎小学校 

  ４）石川県金沢市（タイプⅡ学校 5校） 

 金沢市教育委員会教育総務課、金沢市立泉中学校、金沢市立兼六中学校、金沢市立西南

部中学校、金沢市立大徳中学校、金沢市立高岡中学校 

  ５）愛知県瀬戸市（タイプⅡ学校 2校） 

 瀬戸市立品野台小学校、瀬戸市立下品野小学校 
  ６）岐阜県瑞穂市（タイプⅡ学校） 

 瑞穂市教育委員会学校教育課 

  ７）京都府京都市（タイプⅢ学校 7校） 

 京都市教育委員会地域教育専門主事室、京都市立御所南小学校、京都市立新町小学校、
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京都市立朱雀第三小学校、京都市立高倉小学校、京都市立西陣中央小学校、京都市立南大

内小学校、京都市立洛央小学校、 

  ８）愛知県東海市（タイプⅢ学校 2校、タイプⅣ学校 1校） 

 東海市立平州小学校、東海市立明倫小学校、東海市立渡内小学校 
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１）東京都足立区 
 
 
 東京都足立区は 2002 年度より小・中学校における学校選択制を採用している。都市部か

つ区内全域での選択が可能であることから、性格としては非常に規制が緩い準市場である。 
 聞き取り調査は、開かれた学校運営協議会を担当している区教育委員会学校地域連携課、

および、タイプⅠ学校である足立区立五反野小学校、その隣接区域にある同弘道小学校、

同千寿第五小学校、同弥生小学校に対して行った。 
 
 
 
１．学校制度の概略 
 

１－１．学校区・学校制度の概略 
小学校・中学校共に区内全域から選択が可能。ただし、すべての学校が通学時の自転車

通学を禁止しており、実質的な通学には、徒歩もしくは公共交通機関の利用、親の送り迎

えが必要。なお、平成 12 年度より順次、学校統廃合（学校適正配置）計画が実施されてい

るが、選択の結果で進められているわけではない。 
 
１－２．制度導入の経緯 

2000 年 7 月に「学校選択の自由化懇談会」を開催。1995 年からの指定校変更・区域外

通学の基準変更から実質的には開始されていたとの指摘もある。ブロック選択制における

境界区域への対応が困難であることから、全区域による選択制を採用。1 
 
１－３．学校の規模 

小学校数 72 校、児童数 32602 人。中学校 37 校、生徒数 13846 人。（2007 年度） 
 
２．制度に対する教育委員会の役割 

（A：準市場形成に関して、B：情報に関して、C：取引費用に関して、 
D：動機付けに関して、E：意図せざる結果に関して） 

 
２－１．選択前の対応策 

 A  審査・資格等： 
入学予定者全員に選択を義務付けている。従来の指定校変更の該当者に対しては

別に基準がある。 
                                                   
1   嶺井・中川[2005]、82-83 頁。 
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B 情報公開（保護者への説明）： 
区では利用者に対して、5 月に学校説明会、6 月と 10 月に学校公開日を実施して

いる。 
C  申請手続きの緩和： 

郵送により保護者全員に送付している。 
D 平準化・多様化策： 

入学希望者が集中した場合は、各学校ごとの最大受け入れ数を公表した後に抽選

を実施している。ただし、学区内の児童は優先される。 
 
  ２－２．選択後の対応策 
 A 情報提供： 

応募者の最終結果・抽選結果として入学者・区域外選択者数を公表している。 
 B 事業経過報告・評価： 

学校経営計画の策定を各学校に義務付けている。学校評価は実施しているが選択

制度と特にリンクしていない。 
 D 人事的・財政的調整： 

「特色ある学校づくり予算」を計上している。これは「各学校が学校経営計画に

基づき、部活動、校内研修、放課後学習、地域連携による課外活動など、それぞれ

の学校の特色を出すために活用する ことを目的とした予算」であり、「毎年、各学

校の申請に基づき、校内体制やこれまでの実績を加味し、予算の範囲内で配分」し

ている。学力調査などの査定によって予算の加減調整は行っていない。2 
 E 外部評価等： 

「開かれた学校づくり協議会」を 2002 年度以降全ての小中学校において設置して

いる。各種作業部会をつくり、学校参加、地域活動、学校外部評価の作成、その他

企画運営などに関わることが期待されている。 
 
  ２－３．利用者への波及効果への対応 
 B 評価・情報公開： 

全学校のホームページ公開。 
 C 施設補助・付加価値の提供： 

五反野小学校を地域運営学校に指定。学校へ裁量権を拡大させると同時に新たに

学校支援委員会の設置し、学校ごとの学校支援チームが施策の整備と対応を行う。 
 D 多様化政策： 

学力向上政策との連携、など。 

                                                   
2   足立区ホームページより。なお平成 18 年度当初予算では、約２憶６千３百万円を計

上している。 
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※ その他のコメント 

・ 他の教育改革施策との連動 
平成 15 年度に二学期制に移行。平成 16 年度にコア・スクール制度（特色ある学校づく

り）、区による学力調査、小中一貫教育特区を採用。平成 17 年度に、学校支援委員会（学

校マネジメントのシステム開発等の研究）、全校のホームページ開設、副校長制度の採用。

平成 18 年度に、家庭教育部会を設置。平成 19 年度から、各学校に学校経営方針の策定を

義務付け。 
・ 足立区「開かれた学校づくり協議会」の制度について 
平成 12 年度から取り組みを始めた。「学校のオープン化」、「地域の学校化」、「地域参画

と学校評価」を取り組みの三つの柱としている。各学校の下に、それぞれの活動部会を設

置することになっている。学校ごとに名称や部会の数、具体的な活動内容は異なっている。 
導入当初は、できそうな学校に対してお願いして実施してもらった。平成 13 年度に 46

校（全体は 109 校）になり、同時に学校選択制を採用した。平成 14 年度には全校に対して

実施。主に学校評価と授業診断を実施してもらっている。委員は一年任期（再任あり）で、

部会を含めると一校あたり 20 名から 50 名（平均 25 名）の委員が参加している。 
・ 「開かれた学校づくり協議会」と「学校評議員」との違いについて 

単に話を聞いたり懇談したりするだけではなく、いろんな活動を実施できるようになっ

ていることが大きな違い。人材確保の面でも評議員より強い力を持っている。例えば、協

議会運営費として予算を年間 13 万 5000 円を計上している。他にも、土曜授業を実施させ

るために 5 万円、家庭教育部会を設置した学校には 10 万円の予算を支出できるようになっ

ている。 
・ 学校へのサポート 

2005 年度に教育委員会において、地域連携課を設置した。生涯教育と開かれた学校づく

りを担当しており、隣接する学校同士の連絡や連携を作り出すための調整役となっている。

その他にも、広報誌を発行、教員への理解を深めてもらうために学校参加に対する教員へ

の研修、教委からスタッフを派遣し、協議会運営をサポートするなどしている。 
・ 「開かれた学校づくり協議会」の実態 
最も違いが表れるのは、会長になる人の強さだと思う。会長の影響力は大きく三通りぐ

らいある。一つは既存の町会長が会長になるパターン。これは学校の負担が多くなりがち

で、学校の力が強くなる傾向がある。二つに、青少年委員や社会教育関係などの職につい

ている人が就任する場合。これらの人たちは、教育委員会からの委嘱でもあるので学校に

ついてある程度理解や指導力があり、自主的な仕事や連携がとりやすくなる。あと、協議

会の意味をあまり理解していない人や学校に対する熱い気持ちがない人が会長になる場合

がある。この場合はコミュニケーション自体が上手く取れないことが多いのでとあまり機

能していない感じを受ける。 
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もう一つ協議会と既存の団体（子ども会、青少年対策委員会、NPO、地域スポーツ団体、

社会教育団体）との問題がある。協議会が何でも仕事を請けていると、既存の団体の整合

性がつかなくなって、もめたり混乱したりすることがある。そのような団体とはメンバー

も重なっており、既に地域に根付いて活動している場合が多く、そこと話し合って役割を

整理していかなければならないといった課題がある。 
 
 ※調査日：2007 年 5 月 16 日（足立区教育委員会学校地域連携課） 
 ※参考資料 
 足立区ホームページ「子育て・教育」 
 足立区教育委員会『足立の教育’06』、『足立の教育（資料編）』2006 年。 
足立区パンフレット「21 世紀の子供たちのために『開かれた学校づくり』を進めます」 

 足立区教育委員会学校地域連携課「開かれた学校づくり協議会インフォメーション」 
 足立区学校地域連携課学校連携担当「開かれた学校づくり実施結果及び学校活動等調査

（平成 17 年度）」 
 
 
３．学校のマネジメント 
（A：目標管理に関して、B：権限委譲に関して、C：トップマネジメントに関して） 
 
 
 
  足立区立五反野小学校【タイプⅠ学校】（児童数 491名；2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域への戦略： 

地域との関係のとり方は、複雑ではないと感じる。民間出身の校長なので、従来

の学校とは比べて増えたかどうかはわからないが、他の学校よりも地域への活動量

は多いと思う。地域への情報発信の機会は多い。それによって、学校の活動を理解

してもらうようになっているので、意見や要望の数というのは、逆に減っていると

思う。現在、学校でやっている活動が、外部の方にもわかってもらっているので、

学校に相対する立場の意見や要望は少なくなっており、学校と一緒に考えてくれる

スタンスの意見や要望が多い。ただ、こちらとしては、活動内容のついての意見を

聞くようにしているので、向こうから言ってくるのではなくて、こちらが吸い上げ

るようにしている。 
教育活動と関わりの少ない仕事の量は、間違いなく増えている。テレビ等も含め、

いろんな所からしょっちゅう仕事が舞い込んでくる。 
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 A 保護者への戦略： 
保護者が学校について考える機会は多いと思う。学校説明会（学校公開）を年三

回行っている。昨年はのべ 976 名が来校した。そこで、五反野小の教育の考え方や

地域運営学校の仕組みや、保護者が果たすべき役割などを説明している。 
また、足立区は学校選択制があるので、校区内の子どもたちも他学区へ通う権利

があるし、他学区からも入学する権利がある。そこで、どの入学者にも五反野小へ

通うのであれば、保護者として家庭教育を含めた役割というのもをしっかり自覚し

て学校と連携してやってほしいということを伝えている。説明会の際に、子どもを

放ったらかしにするのであれば、他の学校へ入学してもいいのですよ、と言ってい

る。例えば、一日、十五分でも話をする時間や手伝いをする時間を作ったり、食事

のマナーや挨拶のマナーなどを教えたりしてほしい、子どもの宿題を見る、テレビ

は一日二時間以内にする、などの内容を伝えている。これらは、学校運営協議会の

会長が述べる。“この学校、そこまで言うか”ぐらいのことを協議会から言ってもら

うようにしている。これを校長が言うと、“なぜ保護者にそこまで望まれなければな

らないのか”といった反発が即座にくるが、本校は地域運営学校という仕組みで、

そこの代表者が述べることは、地域の学校として望んでいることだというメッセー

ジとなって、強い説得材料になる。そういう方法も含め、選択権を行使したという

意味で、保護者に対しては、明確な要望や協力を仰ぐようにしている。 
    また、学校公開日に来た参観者から「授業診断」として、アンケートをとってい

る。授業を見てもらって、その内容を 13 項目に渡って評価（五段階評価および自由

記述）してもらう。1000 名ぐらいの参加者から 600 ぐらいの回答数が集まる。授業

を担当した教員にすれば、一人当たり 30～40 枚くらいの回答が寄せられることにな

るので、教員評価にもなっている。観点別評価と自由記述がセットになっていて、

その結果はデータ化する。保護者や地域住民の評価は必ずしも客観的なものではな

いが、各項目の中の五段階評価で五の評価がいくつあったかはデータとして信頼で

きるのではないかと考えている。これらの教員のデータについて、学年単位で意見

交流会を開き、地域や保護者の方と共に話し合いの材料に用いている。 
    学校外の人が一番感じているのは、「学校が何をやっているかわからない、意見や

要望を出してもやってくれたかどうかがわからない」という点だ。そういう状況が

ある中で、保護者による授業診断は、自分の書いた感想、意見や要望が確実に教員

本人に伝わる仕組みである。そうなれば、保護者もアンケートを行う価値があると

わかってくるので、保護者の意見や要望が徐々に増えてきているという流れになっ

ている。 
ただし、教員の中には保護者の意見を聞くということがあまり慣れていない人、

プレッシャーに感じる人もいるのも事実だ。なので、保護者に対しては、なるべく

前向きで建設的な意見や感想を述べてもらうようにはしている。確かに、匿名の保
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護者が、教員に対してひどいクレームや言われなき非難をあびせる可能性もあるが、

そういった例は、実際はあまりない。この評価シートは、地域や保護者自身も読む

ことになるので、仮に、そういったひどい言い方やクレームが出たとしたら、逆に

それらは事実に反するとして、保護者の在り方にクレームが向かうようになるから

だ。意見交流会は、いろんな人の意見に触れる機会を増やしているので、学校と保

護者だけでなく、保護者同士が双方向に理解し合う場になっていると思う。成熟し

た大人としての行動を促す効果があると思う。 
    したがって、学校を見る目が厳しくなったということではない。大人の意見を言

うようになったということだろう。 
C 意思決定機関： 

2000 年度よりコミュニティスクールへの取り組みが開始される。2004 年度から国

内で初の学校運営協議会を設置。また、足立区の開かれた学校づくり協議会により

活動部会を設置している。 
開かれた学校づくり協議会は並存しているが、こちらは学校関係者、PTA、地域、

理事会役員から成る複合体で学校の意思決定機関とは異なる。各作業部会が実働部

隊として活動してもらっている。役員は 52 名で各活動部会に所属している。会合は

各部会の会議と全体会を合わせて月六回行っている。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 
 A 事業経過報告・評価： 

授業参観日に保護者アンケート「授業診断」を行う。学校として経営計画、経営

報告、活動報告書を作成し公表している。さらに、学校運営協議会が議事録や報告

書を発行している。学校評価は成果目標、ベンチマークを数値で設定している。 
教育目標は具体的に設定することが、保護者や地域にとってわかりやすく、かつ、

意識を高める方法である。学校評価は、31 の成果指標と 51 のベンチマークを設定し

て、現在値と目標値を表すようにした。また、学校や子どもができること、家庭や

地域ができることの責任分担も加味してある。そして、成果指標に基づく具体的な

アクションプランを作成している。項目が改善されていくための取り組みとは何か、

以前と比べてどのくらいの成果が出ているのかをわかりやすく説明できる。したが

って、子ども、保護者、地域に対して、学校側が何を望んでいるのか、今どんな活

動をやってほしいのかが、具体的な活動メニューの提示という形で明確に示せるよ

うになっている。 
 B 教員への効果： 

年二回、学校公開によって 1000 人もの人に「見られる」機会を作っていることが

大きいと思う。学校公開ともなれば、前もって準備もするし、授業診断とその後の

意見交換会によるフォローもある。そうすると、教員自身、「自分はこういう目で見
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られているのか」ということが客観的にわかる。何をどう改めればいいのかがわか

ってくる、自分で気が付くことの効果は大きい。 
さらに、春と秋の年二回公開を行うので、春での課題が秋にフォローアップでき

るようになっている。言われっぱなしではなく、秋の評価が変われば、教員のモチ

ベーションが高まる。この手の評価で怖いのは、クレームの悪循環だ。保護者によ

る評価をやってみたは良いが、学校からその後何も反応がなかったり、改善結果を

見せることができなかったりすると、保護者は不満になって次にまた、さらに悪い

評価を下すという言いっぱなしの状態になる。仮に、教員が変わらない、変えられ

ないのは、それなりの状況や考え方もあってのことだから、保護者の訴えに無反応

なままではなく、何からの応答をすべきことが学校側としても大事である。春、秋

の学校公開の後に意見交換会を開くことは、教員から説明する機会を設けている意

味もある。お互いの意見を出し合って認識を一致させることが、保護者と教員の悪

循環を解消するための工夫だと考えている。 
事実、そういう取り組みをしている学校はない。ただし、本校では信頼強化のた

め、それらを査定には用いていない。保護者、地域がいる場で、教員名を挙げて授

業の良い悪いの議論することに耐えられる教員は、実際いないと思う。アンケート

に何を書かれるかわからないということ自体、教員にとって相当なプレッシャーに

なっている。だから、その一方で、何を書かれてもそれによって教員の評価は下げ

ない、異動や給与査定の材料にはしないという約束をしているからこそ、教員への

効果が出ている。保護者がどう考えているかを知る機会にしてほしいという効果を

ねらって行っているので、人事評価の方法として用いるのではないことを強調して

いる。 
でないと、校内の信頼関係が保てないだろう。授業診断は、無論、当初は教員全

員が猛反対した。しかし、「保護者に説明すべきことをしっかり話し、コミュニケー

ションをとる良い機会なんだ、教育の質を上げるきっかけなんだ、そういう場とし

て活用してほしいだけだ」と、何十回繰り返し説得することで、だんだんと理解を

得られるようになってきた。確かに教員は、保護者・地域の活動に忙しくなっては

いるが、校長がそう言うことで、逆に、一致団結して行動するというか、組織とし

て求心力が働くようになっている。 
 B 教員の研修： 
    校内研究会によって、教員の専門的な質の向上はフォローしている。各教員が年

一回は、必ず行うようにしている。 
 B 教員の個性： 
    評価をしていくにつれて、教員の個性は小さくなる傾向にあると思う。というの

も、教員の中には、ベテランの人も、まだ若い人もいる。そういう状況で、教員の

中で教え方に独自性が出すぎていると、このベテランの先生に担任になってほしい、
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あるいはこの先生には担任になってほしくない、という意見が出てくる。教員個々

人の個性や特性で比較する目で見るようになってしまうと、逆に保護者の要らぬ意

見や要望を引っ張り出してしまうことになる。 
もちろん、教員の個性は大事なのだが、問題は、個性によって教員の評価が下さ

れてしまいやすいということだ。若いかベテランか、男性か女性か、などのラベル

の違いで意見を出してもらうと困るので、アンケートなどでは、そういった項目を

なるべく排して設定してある。例えば、どういう教え方がいいのか、どういった授

業展開が有効なのかについては、議論した上で、学年で一番高い「教え方」の水準

に目標を合わせている。単に授業が上手い教員を目標にしたり、人気のある教員の

やり方を目標にしたりしているわけではない。基準はあくまで教育技術や方法であ

って、教員の個性で設定するのではないということだ。 
 B 教員の多忙化： 
    保護者対応というよりも、地域対応の仕事がずいぶん増えていると思う。地域に

学校の活動を知ってもらうために、教員がいろいろと動いている。開かれた学校づ

くり協議会の各部会との会議などで夜まで働くことも多い。 
    ただし、ペーパーワークは減っている。職員全員がパソコンを利用し、後方支援

ソフトウェアを導入して会議を運営したり、連絡を回したりしている。職員の諸連

絡はメール、掲示板、メモ渡しを利用する議案・提案内容は前もって回覧し、極力、

会議を少なくする工夫をしている。 
そもそも、みんなが集まって何かやるというのが、最も労力と時間がかかる。例

えば、朝会議なども出張連絡や時間割の変更から始まり、最近の出来事や事件等の

注意喚起に至るまで、職員が矢継ぎ早に挙手をして伝達するが、その場で全て把握

している人はほとんどいないし、時間も長い。そういう情報は、既にどこかのホワ

イトボードなどに書いてあったり、書類が手元に配ってあったりするものだ。本校

では、そういった情報について、職員全員が管理の方法を共有しているので、いち

いち伝達事項を口頭で言わなくてもよい体制になっている。オンラインの掲示板が

あり、何かあればそこに書いておくだけで、みんなが見るようになっている。各種

会議などは、その場でアイデアを考えるから意見も出ないし、時間もかかる。会議

の前から、アンケート項目をオンライン掲示板の中に作って、そこで前もって賛成、

反対意見およびその理由を出し合うようにしている。会議では、すでに書いてある

アンケートの集計結果やその理由を元に議論を進めることができる。すべて賛成意

見、反対意見の項目については、会議をする必要はなくなる。話し合うの必要があ

るのは、意見が分かれている部分だけ、しかもその理由が記載されているので、参

加者が前もって見ておけば時間はかなり短縮される。 
C 管理職の役割： 

    会議のコーディネートなどは校長の仕事だ。校長はなるべくそういった仕事の割
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り振りを考えることによって、教員に授業研究や教育活動の時間を確保させなけれ

ばならないと思う。 
「校長の仕事は、地域や保護者、子どものニーズに応えることであり、自分の教

育理念を具体化することではない。要望に応えるのだから、その実現のために学校

は地域、保護者にどんどん注文をだし、協力してもらう。」（※参考資料「教育ニュ

ース観察日記」） 
    実際に、学校運営協議会へは、あらゆることを相談・協議している。五反野小は

コミュニティスクールの研究段階から始まったという経緯もあり、制度を忠実に運

用している。学校運営協議会が意思決定機関だから、そこで決まったことを学校長

が実行していくというやり方を忠実に行っている。そういう意味でも、校長は、CEO
（執行役員）という認識でやっている。普通の学校ならば、入学者の受け入れ人数

の設定などは教育委員会に任されているが、本校では、協議会がどのくらいまで受

け入れたらよいかという点も話し合うことができる。校長としては、教育委員会よ

りも協議会の意見に重点を置いている。本校では、理事の中に教育委員会代表も加

わっており、教委も一緒に決めているという感覚がある。なので、協議会と教育委

員会の間に深刻な対立が生まれるということはあまりない。 
    協議会の中で、学校運営の中身はほとんど決めることができる。制度を超えて何

かお願いしたいことがあるならば、教育委員会や教育長などに頼みに行くかもしれ

ないが、そういう場合は特殊事例だろう。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 開かれた学校づくり協議会：総務－事務局 

・ 学校のオープン化部 
・ 地域の学校化部 
・ 学校評価部 
・ 企画運営部 

A 年間計画カレンダーの作成・配布： 
    学校では企業とは違い、年間計画が前もって決まっている。しかし、不思議なこ

とに地域や保護者は、その予定をほとんどしらない。毎月の学校だよりが配られて、

はじめて知らされるぐらいだろう。これらを最初から、皆に教えない手はない。入

学式から卒業式、運動会や遠足、学校開放や PTA 活動、地域の行事に至るまで、学

校の基本情報と子どもに関するありとあらゆるイベントや活動を一つのカレンダー

の中に収めて、保護者や地域に配布している。発行に際しお金がかかるので、地元

の企業から広告スポンサーを募って作成した。 
A 利用者への説明責任： 
   年間計画カレンダーの配布は、情報公開に強い効果を発揮していると思う。そこ
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には、学校の行事から各学年のカリキュラム上のイベントに至るまで記載されてい

るので、学校が今何に取り組んでいるかがわかる。 
また、学校ホームページの充実させている。児童の活動の写真を主体として毎日

更新する。長い記事はいらない、子どもの日々の様子を見せればよい。学校要覧、

学校経営計画、経営報告、学校便りなどの配布文書は随時ホームページへ公開して

いる。学年ごとの行事予定をホームページで公開、児童の写真入の様子を毎日更新

し、行事動画配信なども行っている。 
 A 保護者の要望の具体化： 
    「保護者の要望を具体化した教育活動の例としては、朝 15 分間の反復学習「パワ

ーアップタイム」（週３回）、チームティーチングの導入、大学生による教育ボラン

ティアの導入など」。（※参考資料「教育ニュース観察日記」） 
 B コスト意識： 

顧客ニーズに応えるために教員に時間を生み出す（※参考資料「教育ニュース観

察日記」） 
・教員に一人一台パソコンを配備し、文書ですむ連絡事項はすべてメールですませ

朝の全体会議は廃止。 
・児童の出欠、早退、給食必要人数などの管理は、連絡を受けた職員がデータベー

スに入力するだけで済ませる。 
・記録簿などの記載もデータベースへの入力のみとする。 
・担任に関係なく児童について気がついた点があれば、データベースに入力する。

具体的には「よいこと見つけ」という仕組みで、児童の長所の共有化を図る。 
・通知表の所見欄の手書きを廃止。代わりにパソコンで入力した日々の記録を基に

した所見を通知表とは別に添付する。 
 C 学校参加機関の設置： 
    本校が、他の学校と比べて最も違う、特色のある点とは、そもそもコミュニティ

スクールとは何か、というフレームづくりから始まったということだ。保護者や地

域の意見を学校経営に反映するというコンセンサスを初めて作っていったことも

あるし、それをどうすれば活動として反映できるのかということも議論してきた経

緯がある。そのために理事会の委員の任命だとか、理事会がもつ権限や役割だとか、

他との関係だとかのフレームを事細かく検討してきた結果、国レベルの法制化に至

った。 
    例えば、学校運営協議会が持つ「人事に関する意見表明権」は、文部科学大臣（河

村健夫文部科学大臣）が法制化に際して視察に来た時に、「人事に関していくら話

し合えても、意見を聞いてくれないようでは、意味がないじゃないか」ということ

で、加味されるに至った。五反野小理事会の創始者たちは、“我々が法律を作った

んだ”という自負みたいなものがあるだろう。 
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なので、法制化以後の他の学校と比べて、実践の意味づけに一段深みがあると考

えている。つまり、単に学校の応援団を増やそうとか、地域活動、保護者との協働

を増やそうという方向性とは少し違う。どうやって制度を運用するかを考えている

というよりは、どのような制度であれば保護者や地域の意見を反映できるかという

ことを考える段階から始まっている。学校経営の在り方、権限関係や組織作り、政

府で例えるなら、いわば新しい立法、行政、司法機関をつくり出すことに意識を置

いているので、その部分の実践は、現在も忠実に行っているということだろう。 
 

※その他のコメント 
 ・学校運営協議会の経緯 
本校が地域運営学校になるきっかけは、2000 年度に足立区の開かれた学校づくり協議会

の研究指定校（五校のうちの一校）に選ばれたことである。二年後の 2002 年度には、開か

れた学校づくり協議会は、足立区の全学校に広がるが、その中でも取り組みの活発だった

本校に、文科省からのコミュニティスクール研究校の指定があった。なので、コミュニテ

ィスクールの仕組みを考えたのは、当初の開かれた学校づくり協議会の役員メンバーであ

った。それらは地域代表の 3 名、PTA から 3 名、学校から 4 名、教育委員会から 1 名の計

11 名で構成され、最初の学校運営協議会が出来上がった。 
学校運営協議会は、イギリスの学校理事会をモデルにした。「イギリスでは国が金を出し

ているけれども、学校がいろいろと決められるらしい。その仕組みはいいね」ということ

で、それを日本で適用できないのかということから検討が始まった。 
・地域運営学校の条件 
元来、五反野小は地域の人が寄せ集まって作った“わが学校”なので、歴史がある。祖

父母の代から本校に通っている児童もいる。マンションなどが少なく、商店街などが残っ

ている地域だ。また、当時、開かれた学校づくり協議会のプロジェクトに町会役員、区議

会議員などのメンバーも協力的だった。そういう成熟した意見をいう地域社会の土壌があ

ったから、コミュニティスクールの研究指定を受けることになったのだと思われる。 
だから本校が上手くいっている条件を挙げるならば、地域的な土壌もあるが、理事会の

メンバーに“我が学校”というような「地元意識、OB 意識」の強い人たちが集まっていた

のが大きいと思う。「地域の学校」なのだから、他所から来た人たちがああだこうだ意見を

言っても、最終的に地域が納得しなければ動かない。きちんと地域を管理している人がメ

ンバーになって、密着していないと動かないだろう。 
その代わり、本校では管理職を含め地域との関わる機会が非常に多い。いろんなメンバ

ーが入れ替わり立ち代り、飲み会を含め、会合は頻繁に行っている。 
・民間人校長の応募の理由 

 民間人校長として応募したのは、コミュニティスクールの校長として募集をしていたか

らである。普通の小学校の校長なら興味はなかったので、手を挙げていなかっただろう。 
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 ・近隣校との関係 
 連携は取りやすくなっている。例えば、学校にクレームが来て大変だ、というような共

通の課題があるとする。それを受けるのは、基本的に副校長なのだが、学校の情報をこう

いう形で公開すればクレームは減るというやり方を近隣の校長会議、副校長会議を通じて

アドバイスしている。学校の年間計画カレンダーの作成なども提案している。どの学校に

でも起こっている問題は、連携して取り組むことが多くなっている。 
また、選択制によって、通ってくる子ども達の地域がおおまかにわかってきた。なので、

区全体の会議を開かなくても、広域ごとの校長会議、副校長会議、主任会議などが頻繁に

行われるようになった。そこには、区域の幼稚園、保育園の担当者も含んでいるので、・幼

保・小の連携も視野に入っている。 
もっとも、選択制によって学校同士が切磋琢磨しながら高いレベルを目指していく関係

はあってよいと思う。「なぜうちの学校には入学者が来ないんだろう」という疑問は持った

ほうがよい。その原因が施設の古い・汚いからというのは、行政的な問題なので仕方がな

いとしても、それを圧して余りあるぐらいの学校の魅力、特色というものを作らなければ

ならないと考えている。黙っていても、何もしなくても、毎年何十人もの子どもが入って

くるという発想自体がお上の発想だ。何もしなくてもいい、変わらないという停滞感の中

にこそ、現在の世の中のニーズや学校に求めるものとのギャップが拡大しているのだと思

う。家庭や社会が何を望んでいるのか、それに敏感になるために学校選択制というのは、

非常に上手く使えると思っている。それが教員や校長にとってはプレッシャーだというけ

れど、当たり前だろう。利用者からのプレッシャーがなくて、自分にどうやってプレッシ

ャーをかけるのか。本校では、そういう要望やニーズはどんどん言ってきてほしいと考え

ている。何らかの反応が来ること自体が、学校の活動を認めてもらっているという証明だ

ろう。本校も、校舎が古く、決して綺麗というわけでもないし、空き教室が少ないから特

別活動が充実しているというわけでもない。しかし、それでも入学希望者が増えているの

は、地域と学校が協力して運営している、そういう体制というか学校の特色を望んでのこ

とだろう。だから、コミュニティスクールが本校の特色になっているといっていい。 
 ・選択制と地域運営学校との緊張関係について 
 そういう問題は、教育委員会はあまり意識してなかったのではないか。一連の教育改革

の中で、選択制によって、よい学校には人気が出て、悪い学校は自然と淘汰されるだろう

ぐらいの考えではないか。コミュニティスクールの地域で学校を支えるという話と、選択

制のどこから入学してきてもいいよという話は、どう見ても相反する考え方だろう。事実、

地域の人たちに言わせれば、学校を支えるのは学区の人しかいない、と言う。今年度の入

学者は、学区内と学区外からの子どもが半々ぐらいの割合になっている。これ以上、学区

外の入学者が増えてくるようだと、年金制度ではないけれど、学区内の地域では支えきれ

ないという声が挙がっているのも事実だ。なので、制度的には緊張関係をはらむのではな

いかと思うし、もっと広い地域で連帯が起こるかどうかもわからない。今のところ、本校
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理事会では、“五反野は足立の教育をリードしていく立場にあるのだから、がんばっていこ

うよ”という形でまとまっているが、内心では学区意識から来る割り切れない思いもある

と思う。 
本校としては、入学者に対して、選択権を行使してうちの学校に来てもらったからには、

我が校の目標を理解してもらって協力してもらうという姿勢が大事だと考えている。した

がって、入学者には必ず承知してもらっている。その点は特に言いにくくはない。我が校

学校の理念に共鳴して来てもらえることが、選択制を導入する大きなメリットでもある。 
 ・コミュニティスクールにおける保護者としての参加 
 コミュニティスクールとしての PTA の在り方については、協議会に PTA 代表と保護者

代表が入っており、そこで議論している。本校の保護者の取り組みでは、「一家庭一支援」

という方式を採用している。本校は、約 400 家庭の児童が通うので、年間の学校行事や計

画の中から保護者が参加できる約400個の仕事をピックアップしている。それらは例えば、

運動会の受け付けの仕事であったり、PTA 総会の接待の仕事であったり、各種勉強会への

動員参加であったりする。各家庭は、年に一回は、その仕事一覧の中から三つぐらいを選

んで参加をしてもらうという形で取り組んでいる。 
概して、行事への参加というと、どこの学校でも PTA 役員が過重負担になりやすい傾向

があり、PTA 役員から不満が出るのが普通である。だが、本校では、そういった仕組みを

とることで、一般の保護者にもなるべくフラットに仕事が行き渡るようにしている。なの

で、保護者の参加に対して、説得性が高いという点がある。また、通常の PTA だと、近所

同士や同じ学年の保護者同士でしか関係やコミュニケーションがなかったのが、ランダム

に仕事を組んで参加することによって、今まで知らなかった異学年同士の保護者がつなが

りをもつ機会が増えるという効果もある。さらに、普段は忙しくてなかなか参加できない

保護者にとっても、年間計画の中に、保護者が参加すべき活動が予めわかっているので、

前もって休みや有給休暇を取りやすくもなっている。 
 ・コミュニティスクールの規模 
 規模はあまり関係ないと思う。児童数が多くなると、その分だけ意見の集約がしにくく

なるかなという感じは受けるが、機能的には支障はないだろう。例えば、大規模校ならば、

そのうちの過半数がイエスといったときの推進力はとても強くなる。大きな学校では、半

分以上の賛成を得ることさえできれば、それで運営が進められるという面がある。 
・地域の意識、保護者の意識をどのように判断するか 

 やはり、色んな行事への出席率がわかりやすいと思う。毎回出てくる人は何名くらいい

るとか、いざというときに出てくる人は何名くらいいるとか、会議であれば八割くらいの

出席があれば、意識が高いほうに考えていいと思う。周りが「みんな来てるよ」とか「行

ってあげなければ」という意識になることが大切。そのような意識にさせるために、学校

は、日頃から何をやっているかを伝えなければならないし、また、何がやりたいのか、ど

うしたいのかというメッセージをはっきりと伝えることが大事になってくる。きっかけを
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作るのは、あくまで学校からだと思う。 
どの学校でもそうだと思うが、いったん出来上がったものに、「さあみなさんご協力を」

と言うだけでは、地域や保護者もなかなかモチベーションが上がらないものだ。それは、

学校から与えられたものだからだ。だが、コミュニティスクールではそうはならない。自

分たちが理念から組織まで一から作っていくところが、まさにこの学校の活動のおもしろ

さのミソなのであり、盛り上がりを見せる秘訣なのだと思う。 
 
※調査日：2007 年 5 月 16 日 
※参考資料 
五反野小学校ホームページ 
      「学校要覧」（平成 19 年度） 
      「学校経営計画」（平成 19 年度） 
      「学校経営報告」（平成 18 年度） 
      『活動報告書』（平成 18 年度版） 
五反野小学校理事会ホームページ 
五反野小学校理事会・足立区教育委員会『（新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践

研究報告書）コミュニティ・スクールへの挑戦 －すべては子どもたちのために－』（2005
年 1 月 29 日） 

五反野小学校理事会・足立区教育委員会『（平成14・15・16年度文部科学省指定新しいタ

イプの学校運営の在り方に関する実践研究）学校が変わる －保護者・地域のニーズを

生かす学校改革－』（2005年1月29日） 

五反野小学校開かれた学校づくり協議会ホームページ 
文部科学省パンフレット「コミュニティ・スクール 新学校宣言」 
週刊五反野小通信 
教育ニュース観察日記  
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  足立区立弘道小学校【タイプⅡ学校】（児童数 349名；2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 選択制度による保護者への影響： 

地理的な要因が大きい。隣に五反野小があることからも入学者の流出を防ぐのが

課題だと認識している。入学前に周囲の幼稚園などに働きかけを行なっている。外

から来てもらうというよりも、地域から出て行って欲しくないという意識の方が強

い。実際の入学者の人数には年度ごとに波がある。 
 C 教員の人事具申権： 

校長の具申権は強まっていると思うが、通常あまり機能しにくい。人事権が都に

あることも関係するかもしれないが、ある人がほしいと具申しても、赴任先の距離

が遠い場合や、本人があまり乗り気でない場合など、異動に関する課題は多いと思

う。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 
 A 制度の試行錯誤： 

研究や改革はたくさんやってきたが、「本当に子どもの成長につながったのか」と

いう課題はあった。試行錯誤してきたが、赴任して数年経って落ち着いてきたとい

う感じだ。そこから認識したことは、スタッフの協力、チームワーク、学校の組織

的なアイデンティティを確立することが必要だということだ。 
 B 教科担任制の課題： 

高学年に教科担任制の制度を導入したことがあったが、足並みがバタついた。地

域との関係も薄くなってしまうことから、現在は元のクラス担任制に戻している。 
各教員の授業評価は、授業参観などでのアンケートの他、実際に自分で直接授業

を視察して行なっている。 
 C 組織的活動・目標の共有： 

教員一人ひとりの力を伸ばす必要があるのと同時に、組織的に動く必要性を感じ

る。昔から教師は個々人の自主性や自律性は強い職種であると思うが、頭ではわか

っていても、一つの目標に向かって組織が一体となって行動するということにどう

しても慣れていない面がある。目標の共有を前提とした取組が必要。 
最終的に教育の質を高めるには、校長の思いだけでは達成できない。目標の共有

のためには、コミュニケーションが大事だと思う。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 利用者への説明責任・情報発信： 

学校だよりを地域に出している。情報発信量が三倍くらいになった。地域に理解
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してもらってから協力してもらうのが大事。だが、理解してもらうためには、ある

程度の情報提供や説明が必要でもある。たとえば、学力テストの結果なども公表す

るようにして、学校の実態を知ってもらうように取り組んでいる。 
情報を発信し続ければ、当初は興味がない地域であった場合でも年単位で効果が

出てきた。保護者アンケートも始めた当初は満足度も 85％ぐらいだった。赴任前の

学校では 95％以上あったのでそれを目指している。学校が良くなれば、アンケート

の回収率も徐々に高くなってくるので、それも参考にしている。また、授業参観や

学校公開日の人数も参考にしている。 
 B 地域への開放： 

「塀の中の教育」に終始しない、閉鎖性の打開が必要。地域と一緒にやっていく

必要がある。教員が学校の外へ出ていく姿勢が大事。例えば、まずは登下校の監視

などから始めた。 
他にも、地域の掲示板で学校関係のＰＲを行なうようになった。地域の掲示板が

キレイになっているかどうかも、その地域の意識が高いかどうかの目安になる。掲

示板での情報発信を絶えないように心がけている。 
 C 開かれた学校づくり協議会： 

古くからの地域なので、高齢化という問題はあるが、地域の年配の方々は協力に

積極的である。ただ、意思決定機能としては未成熟で、学校評価などは学校が主体

性を持ってやっていくことが必要だと考えている。 
 

※ その他のコメント 
・近隣校との関係 
 やはり入学者の増減についての意識はする。しかし、それは連携が取りにくくなるとか

いう意味ではない。隣の五反野の取り組みでできることは積極的にわが校でも採用してい

る。 
学校のタイプ、校長のタイプにはいろんなタイプがあっていいと思う。民間人校長のよ

うに外部との関わりが上手い校長もいれば、学校づくりが上手い校長もいる。私は教員出

身の校長なので、学力や授業研究の向上などに力を入れている。 
・コミュニティスクールは波及するか 
 校長の学校づくりの方針や考え方もあるので、すぐにコミュニティスクールが増えるか

どうかはあまり関係ないのでないか。なので、隣がコミュニティスクールだからといって、

それを採用しようなどは意識していない。区の方針としても、そのような方向性ではない

ようだ。 
・コスト意識について 
 もっと予算に柔軟性を持たせて欲しいかなと思っている。予算品目が細かすぎる部分が

あるので、その部分についてはあまり効率を意識できないような仕組みになっている。も
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っと大まかな予算であってもいい。特色ある予算、プロジェクト型の予算もあってその部

分はいいが、それを獲得できるかどうかわからないし、予算全体に占める割合はまだまだ

小さいと思う。 
 
※調査日：2007 年 5 月 16 日 
※参考資料 
弘道小学校ホームページ 
     「実践事例集 教師力、授業力を高める」 
     「研究紀要 基礎・基本の定着に関する実践研究」 
     「弘道小だより」 
     「学校経営方針（平成 19 年度）」 
     「開かれた学校づくり協議会 平成 19 年度保護者に対する学校教育・家庭教育

等のアンケート」 
 
 
 
  足立区立千寿第五小学校【タイプⅡ学校】（児童数 221名；2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域・保護者との関係： 

保護者や地域に協力を求めれば応じてくれるような基盤が整っていると思うので、

両者との関係は取りやすい。 
A 選択制度導入後の地域や保護者に対する影響について：  

導入当初や以前の校長についてはわからないが、赴任してから選択制の影響によ

って学校経営に支障が出るという感じは受けない。私自身は選択制度を前提として

赴任してきている。導入から時間が経過しているのが一番の要因だと思う。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 
 A コストへの対応： 

やりたいことが合った場合、なるべく教委に要望を出して、予算化をしてもらう

ような努力をしている。予算化できれば取り組みが潤滑に進む。 
 A 学力への対応： 

学力をつけるためには、教員の質の向上が必要。そのために、区の研究奨励校の

指定を受けて算数などの授業研究に励んでいる。 
 C 管理職の役割向上策： 

教職員への報告・連絡を意識するようにはなっている。しかし、校長一人が決め
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ていることは少なく、まずは教員に理解してもらうようにしている。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 開かれた学校づくり協議会： 

・ 家庭教育部会 
・ 評価部会 
・ 広報部会 
・ 地域の学校化部会 

A 利用者への説明責任： 
開かれた学校づくり協議会による年次報告書を発行・配付している。学校だより

を保護者、町会、主立った方々に配付している。保護者への承知が一番重要だと思

う。地域行事にも出席し、学校のＰＲにも力を入れている。 
 B 教員の多忙化への対応： 

教員は多忙であるが、選択制の影響ではないと思う。近年の学校週五日制や開か

れた学校づくりのような取り組みの影響ではないかと思われる。 
会議は少なくしている。各教員から起案を立ててもらって、主幹・副校長・校長

に承認うけたものを全体に知らせるようにしている。 
 C 学校参加機関の設置： 

「開かれた学校づくり協議会」の役員構成は、ＰＴＡ会長、ＰＴＡ経験者、町会

長、子供会役員、青少年委員、保護司、幼稚園・保育園の園長など。積極的に役員

に働きかけるのが校長の役割。常に連絡を取るようにしている。 
保護者アンケートのデータ化を役員の方々が行なっている。地域的に高齢化して

いるので、地域に顔が利くが、なかなか実働的な協力は難しい面がある。そういっ

た方々に対しては、相談役として協力を仰ぐような工夫をしている。 
 

※ その他のコメント 
・近隣学校との関係について 
 協力したり、真似できたりするところは積極的に参考にしている。選択制度を前提とし

ているので、連絡は密に取り合う体勢が整ってきた。 
・地域運営学校との関係について 
 意識はする。特に五反野小学校との距離は近いので無関係ではない。確かに、隣に地域

運営学校ができることによって入学者は減った。しかし、それらが危機感となって学校経

営に影響を与えたのも事実。だから、指定校制であるよりも選択制になって入学者が増減

する影響が大きく働いていると思う。しかし、近隣校がコミュニティスクールだからとい

って、本校がそうならなければならないという理由もないので、自分は自分のやり方で学

校を運営していこうという気持ちでいる。コミュニティスクールという仕組みがなくても
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地域に対しては開いていける。今ある制度をうまく活用するのが校長の仕事、学校のマネ

ジメントだと考えている。 
 
※調査日：2007 年 5 月 18 日 
※参考資料 
千寿第五小学校ホームページ 
       「開かれた学校づくり協議会活動報告」（平成 19 年 2 月 27 日） 
 
 
 

足立区立弥生小学校【タイプⅡ学校】（児童数 541名；2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 入学者への説明： 

自由選択になっているので、自校の特色や方針を理解した上で選択してもらう。

入学者前の情報発信は増えた。6 月と 10 月の学校公開によって経営方針をプレゼン

する。ホームページでも連絡を取れるようにする。 
B 保護者との関係： 

保護者にとっても選択を迫られるので、興味や積極性も高まっていると思う。例

えば昔は、新任の先生や学校の状況も考慮してくれたが、今はその辺はあまり関係

なく自分たちのニーズを表明するようになってきた。 
C 保護者に対する経営者の判断： 

必ずしも保護者の要望に応えることだけが信頼を増す手段とは考えない。例えば、

隣の学校で給食に力を入れているので、うちでもそうしてほしいという要望がよく

あるが、うちの学校ではまた違った取り組みに力を入れて、他とは異なる特色を出

しているので、理解していただきたいと答えている。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 

 A 勤務校への意識： 
この学校をよくしたいとか、この学校を選ぶ人を増やしたいという意識があるの

で、伝統を引きづくという面はあるが、新しいことを取り組みたいという意識はそ

れ以上にある。 
A コスト意識を持つ： 

今までの学校にはなかったけれど、やはりすごく大事かなと思う。生ゴミ処理機

などを利用してゴミの減量に努めている。コスト（＝ムダ）を減らして、それらを

子どもたちのために利用するという姿勢。他に、本校では朝の朝礼をなくしており、 
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朝はすぐに教室に行って演習をしてもらう。その代わり夕方にミーティングがある 
が、連絡事項はメモや掲示板、回覧板を回すなどして情報を共有する。 

B 教員の意識変化： 
昔のように最初から信頼があったり、自然に信頼が増えたりするわけではない。

選択されている状態で信頼が成り立っているというふうに前提が変わった。なので、

「期待にこたえなければならない。いいかげんなことはできない」というふうに、

教員もきちんと子どもを伸ばさなければいけない。特色を出しながら責任を果たさ

なければならないという意識に変わっていると思う。 
B 教員の相互評価： 

選択制になって、授業研究や管理職による指摘や相互評価の機会は増えている。

研修の機会が増えているのは選択制とは無関係だ。 
C 管理職の仕事の変化： 

多忙化している。補助金なども出るので、その報告や評価を出さなければならな

いし、協議会への出席やその資料作りも管理職の仕事になる。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 教育の質の評価： 

学力テストを重視している。また、区の定めた学校評価、満足度評価を行ってい

るが、それだけでは不十分であるので、保護者から回収したアンケート・意見を参

照して子ども一人ひとりの状況をフォローする。教員の方からも、年二回の自己申

告や提案制度を設けて質を判断している。教員に対し研究会への出席や学級経営案

の作成にあたらせる。あと、実際に子どもや授業を直接見に行くようにもする。 
C 学校評価： 

毎年 12 月に学校説明会があるので、それにあわせて学校評価の結果を公表してい

る。それに対する質疑応答もあるので、今後の取り組みや対応策を説明する場にも

なっている。保護者アンケートはほとんど回収できている。満足度は 90％ぐらい。 
 C 開かれた学校づくり協議会の活用： 

地域性はよい。現在四つの部会があるが、評価部会が授業診断やアンケートを作

ってまとめてくれている。校長らにとっては、学校の取り組みを（プラスに）見て

もらえるいい機会だと思っている。教員にとっては、まず理解してもらう段階だと

思う。刺激になればよいと思っている。 
 
※その他のコメント 
・ 地域に関して 

地域との関係は基本的にはあまり変わっていない。昔から行事などが多い地域であるの

で、校長や教員は参加しているが、選択による影響はないと思う。ただ、開かれた学校づ
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くり協議会などの取り組みによって、それまで見えなかった地域の意見というものが見え

てきたので、地域からの要望は増えたかなという印象はある。 
・ 保護者同士の関係 

変わらない。元から悪かったわけではないが、選択制によってつながりが悪くなったわ

けでもないし、それで強まったというわけでもない。 
・ 近隣校の影響 

情報が入ってくるようになったことが昔との大きな違いかなと。昔は、隣の学校がなに

をやっているかよくわからなかった面がある。しかし、他校の情報がこのように入りやす

くなっている状況では、隣の学校の何かを負けずに真似るとかよりも、まず自分の学校の

方針や取り組みを理解してもらうことが大切。連携についても、お互いに認め合っている

というか、張り合っているという関係ではない。 
・ 隣接する地域運営学校の影響 

五反野小の存在は、プラスにつけてもマイナスにつけてもあまり影響を受けていない感

じはする。入学者の影響をあまり受けているわけでもないので。ただ、五反野小と比べる

と、人事的な面であちらはいろんな人材が入っている違いはあるので、そういう意味では

いいなあと感じる面はある。 
 
※調査日：2007 年 5 月 18 日 
※参考資料 
弥生小学校ホームページ 
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  ２）東京都杉並区 
 
 
 東京都杉並区における学校選択制度（学校希望制度）の採用は、2002 年度からである。 

小・中学校共に選択制を採用しているが、指定校に隣接している学区に限り選択が可能

な隣接校選択制である。また私立校への入学者も少なくない。2006 年度では区の全児童の

約 88％が公立小学校に、全生徒の 65％が公立中学校に入学する。 
 聞き取り調査は、学校選択制度（学校希望制度）を担当する区教育委員会学務課学事係、

地域運営学校を担当する同教育改革推進課計画係、タイプⅠ学校である杉並区立三谷小学

校、同桃井第四小学校、同井草中学校、同向陽中学校、同杉森中学校、同和田中学校、タ

イプⅡ学校である同桃井第一小学校に対して行った。 
 
 
 
１．学校制度の概略 
 

１－１．学校区・学校制度の概略 
小学校・中学校共に指定校に隣接する学区の選択が可能。通学に関わる措置は特に行っ

ていない。自転車での通学は全て禁止されており、交通機関の利用もできるだけ避けるよ

うに指導している。 
隣接学区以外の選択は、引越しした場合に転校という形で認められる。しかしこの場合

も希望校に空きがなければ認められない。 
利用者の移動や学校間の競争を促進するということが目的ではなく、むしろ、逆に緩や

かな選択結果となるような制度として設計した。したがって、学校統廃合を意図するもの

ではない。なお、2008 年度に区内の二校（若杉小と杉並第五小）が統廃合され、新しい学

校が設置される。これは、若杉小が選択制導入以前より小規模校化していたためであるが、

廃校とするよりも、隣の杉並第五小との合同での新学校設立という措置を採った。 
 
１－２．制度導入の経緯 

2002 年度の導入に先駆けて、2000 年度より「杉並の教育を考える懇談会」が設置され、

そこで「通学区域の弾力化を図る」ことが検討された3。 
懇談会での検討を経て、最終的に隣択制を採用したのは、通学上の安全確保が大きな理

由である。加えて、従来の指定校変更手続の利用者の約九割が隣接の学区を申請していた

こともあった。学校選択制は、当時の区長・教育長のリーダーシップというよりも、1996
年の文部省からの通知「通学区域の弾力化について」を受ける形で検討課題とされた。 
                                                   
3   嶺井・中川[2005]、45-46 頁。 
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１－３．学校制度の規模 

児童数 17348 人、小学校数 44 校。生徒数 6406 人、中学校数 23 校（2007 年 8 月）。 
 
２．制度に対する教育委員会の役割 

（A 準市場形成に関して、B 情報に関して、C 取引費用に関して、 
D 動機付けに関して、E 意図せざる結果に関して） 

 
２－１．選択前の対応策 

 A 審査・資格等： 
入学予定者には選択を義務付けていない。学校選択を希望する場合のみ申請を行

う。 
B 情報公開（保護者への説明）： 

10 月に申請の締め切りがあるため、区では 9 月の約三週間を学校見学・学校公開

日として指定している。この他各学校が独自に学校公開や学校行事を行っている。

希望申請書の送付時に指定校と隣接校の「学校紹介」を同封している。また、区内

の図書館、区民事務所・分室、駅前事務所、児童館、保育園、幼稚園、地域区民セ

ンターなどに、「学校紹介」をまとめた冊子が置いてあり閲覧することができる。 
C 申請手続きの緩和： 

郵送により保護者全員に希望申請書を送付し、郵送・持参により受け付けている。 
D 平準化・多様化策： 

各学校の教室数等の受け入れ態勢から、受け入れ人数は各校 40名以内としている。 
学校によっては施設の限界もあり、これより少ない場合もある。受け入れ人数を超

えた希望があった場合は、原則として公開抽選になる。ただし、希望状況や入学予

定者の動向、学校の受け入れ態勢を検討したうえで、可能な場合は全員を受け入れ

る。また、住所地の指定校へは全員が入学できる。 
 
  ２－２．選択後の対応策 
 A 情報提供： 

過去の状況、応募者の最終結果、抽選結果として入学者、区域外選択者を公表し

ている。保護者を対象に学校希望制度に関するアンケート調査を行い、その結果を

まとめて公表している。 
 B 統一的な学校評価： 

学校評価は実施している。評価は統一のフォーマットで実施されており、各学校

の位置が上位から下位まで四段階で評価されているので、学校ごとの学校評価比較

が可能となっている。また、学力テストも同様の形式で実施して結果を公開してい
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る。 
 D 杉並教育ビジョン推進計画の策定： 

教育委員会が三ヵ年ごとに、子どもの学習面、家庭教育、教員研修、地域社会教

育、文化スポーツにわたる総合的な教育施策プログラムを策定している。学校選択

制や地域運営学校はこのプログラムの一部として連動する仕組みとなっている。地

域運営学校や学校支援本部の設置などのように、各施策の中にはプロジェクト型の

特別予算がつくものもある。 
 D 区独自の教員養成・育成： 

区が独自で教員養成（杉並師範館）や採用を行っている。教員配置についても、

学校独自で情報収集し内申できる制度（ゆびとま情報収集）を導入している。この

他、民間人校長の任用など学校の経営力を上げる権限委譲策を導入。 
 E 外部評価等： 

地域運営学校の指定、学校支援本部の取り組み支援のほか、第三者による学校評

価（診断）を希望校に対して行っている。 
  
  ２－３．利用者への波及効果への対応 
 A・B 学力調査・学校評価の公開： 

全学校の評価が統一的なフォーマットで公表されているので、利用者にとって比

較検討しやすくなっている。学校評価の結果は全学校がホームページ公開している。 
また、学校評価は、保護者アンケートそのものを成果指標とする方法を採ってい

るので、自己評価よりも客観性や説明責任は高い。 
 D 特色ある学校・施策の連動： 

学力向上策や研修など必ず実施される施策のほかに、メニュー化された施策の中

から各学校が実態に応じて取り入れたいものを選ぶという方式を採っている。 
 

※ その他のコメント 
・学校選択と地域とのつながり 
 確かに、選択制度によって地域とのつながりが薄れてしまうとの批判はある。しかし、

あくまで子どもに合った学校に通わせたいとのニーズに少しでも応えるために、選択制を

採用している。学校に対しては、従来の地域のつながりを保つことを前提としながらも、

そういった利用者のニーズにも応えるような学校づくりをしてほしいとの要請をしている。

今もやるべき課題はたくさんあるが、現段階の選択の動きを見るところ、地域との関係が

悪くなるような状況は起きていないので、今後も双方の課題について取り組んでいきたい

という見通しを持っている。 
・ 格差をどう捉えているか 
入学者の増減によって学校の規模に差が出ている。しかし、実際は大規模な学校を希望
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する利用者もいれば、逆に、小規模でこじんまりした学校がいいという利用者もいる。ま

た、小さい学校でも学力が低いといった批判はあまり当てはまらないと思う。そういう意

味では、学校の規模は深刻な格差としては捉えていない。 
 格差が問題というよりも、風評の影響の方が問題だと思う。実際、風評への特別な対策

はあまり行っていないが、教委としては、利用者に対し確かな情報を出したり、必ず学校

訪問をさせたりするなどして、風評に惑わされないようにアナウンスしている。「実際に学

校を見て選んでもらう」というのが対策になると考えている。 
・ 学校選択制と地域運営学校との連動は上手くいくのか 
計画段階での議論はわからないが、実施するに当たっては両者ともあまりそのような問

題性を意識していない。選択制が地域運営学校に支障を与えたという話は聞かないし、そ

の逆も聞いていない。 
・ 地域運営学校の機能させるには 

率直に言って、学校運営協議会といった制度だけを取り入れても、地域の協力、教職員

の理解、経営者の能力などのような基盤が整っていないところでは、あまり成り立たない

のではないかという実感を持っている。2005 年度から手挙げ制によって導入したが、うま

くいっている所とそうでもない所が出てきて成果は一様ではなかった。基盤作りの方が先

ではないかと思っている。 
・地域運営学校の基盤づくり 
実際に学校運営協議会のメンバー（役員）になる人たちは、ほとんど学校の人事やカリ

キュラムを知らない、わからないという人がほとんど。しかし、制度上の協議会の意思決

定機能や権限はあるので、形骸化したり対立が起きたりする。実態にそぐわない制度は実

施が難しいということがわかってきた。 
今年度以降、学校支援本部と連動させて、支援本部のある学校に地域運営学校の指定を

受けないかと誘うようにしたいと考えている。支援本部を導入する学校に対しては、年間

50 万円の予算をつけている。さらに現在、地域運営学校に指定されると 50 万円の予算をつ

けているから、両方を備えれば年間 100 万の予算がつくことになる。学校支援本部をベー

スにして、将来的には区全体に広げたい。 
・ 学校支援本部が作られるための条件とは 
地域性や学校との連携を計る指標はあまり具体的に設定していないが、ボランティア活

動が活発な学校、参加率などが高い学校はそういう素地があるのではないかと思う。 
・ 教育委員会から地域運営学校に対するサポート 
今のところ指定校数が少ないので、関係は密接に取れていると思う。制度的には、教委

の中に全体を管理する事務局を設置し、各学校運営協議会へは教委代表として職員が参加

をしている。 
※調査日：2007 年 5 月 15 日（杉並区教育委員会学務課、杉並区教育委員会教育改革推進

課） 
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※参考資料 
杉並区教育委員会ホームページ 

『杉並区教育ビジョン』 
『杉並区教育ビジョン推進計画（平成 17 年～19 年度）』 
「学校希望制度に関する保護者アンケート結果」（平成 17 年度、18 年度） 
「区立学校・幼稚園 学校評価結果の概要（平成 17 年度）」 

杉並区教育委員会学務課学事係「学校希望制度のご案内」（平成 18 年度） 
「年度別学校希望制度実施結果（平成 15 年～17 年度）」 
「児童・生徒数、学級数調査（平成 19 年度）」 

杉並区教育委員会事務局庶務課「地域運営学校について」（平成 18 年 10 月） 
「『17 年度学校評価』の結果に関する意見」 
「17 年度 学校運営協議会の取組みに関する当事者評価」 
「教育委員会による地域運営学校及び学校運営協議会の運

営状況等に関する点検・評価(平成 17 年度)の結果について」 
 
 
３．学校のマネジメント 
（A；目標管理に関して、B；権限委譲に関して、C；トップマネジメントに関して） 
 
 
 
  杉並区立三谷小学校【タイプⅠ学校】(児童数 399名；2007年) 

  
 ３－１．選択前のマネジメント 

 A 地域・保護者への PR： 
ホームページを充実させている。学校説明会でのアンケートなどを行っている。 

A 保護者の要望： 
元々保護者の意識は高い学区だと思う。公教育に対する目は厳しいし、ニーズや

期待としても表れている。学校周辺の安全や（付属施設や学童などの）環境を整備

して欲しいという要望が強い。共働きの家庭が多いと家庭と学校の間の環境が重要

になる傾向があると思う。小学校に特有な要望だと思うが、学校内部の経営だけを

見ていては不十分だと思う。 
C 学校運営協議会からの PR： 

協議会の報告書をリアルタイムで発信している。毎学期に一回はあるので、学校

経営は伝わりやすい。 
C 地域運営学校の評判： 
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地域性を重視すると他からの入学者が少なくなると思われがちだが、コミュニテ

ィスクールになったことがだいぶん知れ渡っているので、入学者は増える傾向にあ

る。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 

 A 利用者の意向を重視する： 
児童の意向を尊重して評価する方法は難しいが、児童の意向を捉えていくことは、

これから益々重要になると考えている。地域のニーズも同じで、両方ともまず今は、      

学校や授業を見てもらって、意見を聞くということを大事にしている。実際、授業

を見に来る人が多くなっている。 
B 教員に対する選択制・地域運営学校の影響： 

刺激にはなっていると思うが、選択制やコミュニティスクールの直接の影響とい

うよりも、公教育改革（；杉並区の推進プラン等）の一環で教員の育成や研修には

力を入れるようになっている。なので、選択制やコミュニティスクールになったか

らといって、特別に教員に強い働きかけはしていない。 
各教員に対しては、一週間ごとに指導計画を提出させ活用している。都全体が実

施しているものだが、これを毎週しっかりやっている学校は少ない。 
B 多忙化への対応： 

管理職が仕事を請け分担して処理しているので、教員に負担が及ぶことはない。

もちろん、子どもとの関わりの部分は多くなっていると思うが、それは忙しくても

仕方ない。また区がパソコンを配布しているが、小学校へも本格的に導入される予

定。 
B「責任執行制度」： 

仕事分担のコツとして、ある一つの仕事に対して一人で担当させ、複数で分担さ

せないようにしている。複数で分担しても、結局その中の一人がメインで処理して

しまうことが多い。そのように、何個もある仕事を何人かでシェアしていると、全

員がすごく仕事を抱えているかのようになってしまう。一人ひとりが責任を持って

最後まで執行してもらうために、仕事は「一役一人」と決めて担当させている。誰

かと一緒にやるとか、みんなでやるとかいう、従来の学校文化からの意識改革の工

夫である。 
C 学校としての「構え」がなくなった： 

選択制とコミュニティスクールによって、連携や情報交換など、言いやすい、聞

きやすいといった風通しはよくなった。教員・保護者・地域、誰であろうと何でも

言ってきてほしいし、こちらも他の様子など何でも聞きたい、知りたいという形に

変わってきた。 
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  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 教育の質と説明責任： 

教員による評価だけでなく、保護者、地域運営協議会の役員の方々にも参観して

もらっている。他に区による学力調査の数値も重視している。これらのデータをま

とめた形ではなく、生のデータのまま結果として公表している。 
 A コストについて： 

役員のみならず、ボランティアなどにも謝礼を出している。交通費だけでも出す

のと出さないとでは扱いが大きく異なると思う。杉並区にはそのような予算制度が

あるので、その点は恵まれていると思う。 
C プロジェクト型予算の活用： 

区教委が用意しているプロジェクトを活用するようにしたい。申請は学校側から

の自主性によるので、管理職としてはいつも何かいい案はないかと思いを巡らして

いる。 
 
※その他のコメント 
・コミュニティスクールに隣接する他校の様子 
 他校はコミュニティスクールであるかどうかはあまり気にかけていないと思う。なぜな

ら、コミュニティスクールも学校の特色のひとつだと考えているからだ。杉並区全体が、

学校に特色を出して行きましょうという方針になって以来、どんな特色を出すかは各学校

に任せられている。コミュニティスクールもその方法の一つなので、入学者はどう判断す

るかとは別に、学校関係者が、お互いにあちらの学校の仕組みが上だとか下だとかという

意識は持っていないと思う。 
・地域運営学校のタイプは 
 当初のコミュニティスクールは、学校・校長の支援部隊だと考えていた。だからまず、「学

校は何がやりたいのか？」という点が問われた。そこで、協議会として何ができるだろう

かということを学校側が考えてきた。しかし、二年を経過し成熟してくると、こんどは協

議会の方から「こういうこともできるんじゃないの」と言えるようになってきた。これは

学校の事を理解してきたからだと思う。これからは、本来のコミュニティスクールとして、

学校側と対等というかもっと意見や提案のやり取りのできる関係になっていくと思う。考

え方や方法はいろいろあるので、コミュニティスクールのタイプにも色々あっていいと思

う。三谷はこれまでやってきた流れというものがあるから、うちの場合は今後、理事会が

もっと機能を発揮することで、学校側がさらに活発になっていけばいいと思う。 
・ 学校評議員制度との違い 
個人で意見を言うのと、組織で意見を言うのとでは、発言の重さが違う。行政に何か要

望するにしても、個人ではなくて協議会として認められたものであれば、単に学校の要望

だけでなく地域全体の要望として受け取られるので、大きな力となって行政を動かすこと
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ができる。普通の学校ではありえないことだと思う。例えば、教員の具申なども非常に通

りやすい。 
・ 選択制とコミュニティスクールの緊張関係 

緊張関係を作り出すほどまでいっていない。外から入ってくることはあっても、児童が

ひどく流出していく状況にはない。元々、地域が古く、学校施設を寄進したような協力的

な地域なので、地域性が強いことが大きい。 
 
※調査日：2007 年 5 月 14 日 
※参考資料 
三谷小学校ホームページ 
三谷コミュニティスクールホームページ 
三谷パドレスホームページ 
学校紹介「三谷小学校」 
三谷小学校三谷コミュニティスクール「三谷のチカラ」 
                 「あいさつアンケート結果」（2007 年 3 月）  
 
 
 
杉並区立桃井第四小学校【タイプⅠ学校】（児童数 577名；2007年） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域運営学校制度の採用： 

本校では昔から保護者や地域の目が厳しいという状況があり、それを上手く生か

してさらによい学校づくりができないものかと考えていた。ちょうどその時期に、

区からコミュニティスクールの提案が出ていたので、こちらから積極的に手を挙げ

て指定された。また、当時の学校評議員の理解と一致協力があったので採用できた。 
その時からの学校のポリシーは「学校や地域の古い伝統を生かしながら、桃四流

のコミュニティスクールを作る」ということだったので、他の学校の取り組みはあ

まり気にならない。我が校のルールや価値観を共有してもらうために、「みんなのス

マイルブック」という冊子を作成し配布している。これは入学者だけでなく、教職

員、地域、協議会、教委に向けて共通の理解を促進するためにも発信している。 
B 地域との連携： 

元々、地域が学校の設立の際に七割の予算を出し合ったというくらい学校を支え

る地域がよい。町会などもしっかりしている。 
C 児童の情報管理： 

最近では当たり前のことになっている。選択制度やコミュニティスクールは関係
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ない。ただ、うちはコミュニティスクールで有名になってしまい、常時、外部の人

が職員室などにも出入りしているので、特に気をつかっているのかもしれない。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 
B 教員の連携： 

教員同士の連携で仕事が動いている。チームワークがすごく出てきたのが効果と

して表れた。今後も文科省のコミュニティスクール研究発表と、同様に区の研究発

表が控えているので、教員のモチベーションは高い。でも、当初は本当に大丈夫か

というくらい仕事がまわらなかった。 
C 地域運営学校の成果： 

コミュニティスクールに指定されて、取り組みが有名になったり評価されたりす

るので、教員共々成果を明らかに認識できるようになったのはいいことだと思った。 
 C 協働に対するマネジメント： 

かつて前任校で校庭の前面芝生化という取り組みを実行したことがあった。芝生

を敷いたり維持したりするのは、地域や保護者、教員、児童の協力がないとできな

かった。コミュニティスクールの取り組みは、その手法とほとんど同じだった。ど

うやっていろんな人たちと協働するかというのが学校のマネジメントだという考え

はその時から変わっていない。 
 

  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 目標管理： 

コミュニティスクールをやればやるほど学校の役割が明確になる。教師の責務や

役割がより明確化され、最終的には一人ひとりの専門性が問われると考えている。

だからやればやるほど学校や教員にとっては厳しい制度だ。 
B チーム制の導入： 

一学年で地域の人たち、副担任、教科担任などを含めた一つのチームを作る。あ

る学級の運営が困難になったとしても、そのチームがフォローすればいいようにし

ている。要するに、組織変革のための取り組みで、学校を活性化するために組織を

わかりやすくしている。 
C 学校教育コーディネーターの活用： 

コミュニティスクールを含め、学校を取り巻く人たちの協力を要請している。例

えば、ボランティア活動として学校行事の運営を手伝ってもらったり、平日に授業

を手伝ってもらったり、復習支援ボランティアとして放課後や土曜日に漢字や算数

を手伝ってもらったりしている。これらには校長のコーディネートが必要。 
 
※その他のコメント 
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・選択制度と地域運営学校との緊張関係 
 選択制の影響によって、地域との関係が複雑にはなっていない。うちは地域運営学校で

もあるが、二つの制度が入り混じることによって地域と関係が取りにくくはなっていない。

むしろ、地域運営学校の影響が大きくプラスの効果が出ている。入学者の増減も、コミュ

ニティスクールを採用したから大きく変わったということはないと思うし、外からくる入

学者に対しても違和感はない。そう指摘されれば初めてそうかもという感じを受けるくら

いだ。 
 杉並区のコミュニティスクールと選択制との関係は上手くできていると思う。というの

も、選択が隣接区域しかできないため、隣接学区全体が大きな一まとまりの地域になって

いると考えられる。 
 選択制度との関係で言えば、選択制だけでは学校の運営の中身はなかなか変わらないと

思う。コミュニティスクールの方が教員への効果があると思う。 
・ 選択制度と近隣校との関係 
連携はとりやすくなる。近くの学校は似たような設立経緯をもつ学校もあるので、仲良

くやっている。 
・ 学校運営協議会の苦労、運営の工夫 

最初は協議会が持つ権限と責任について理解してもらうのが大変だった。役員ごとでそ

れぞれ協議会に対する認識が違っていたので、最初は取り組み内容や決定やその責任に対

する温度差が生じていた。それを乗り越えるには時間がかかった。 
 やはり学校の実態を知ってもらう必要があると思う。実態の把握なくして、新しい提案

や最新の試みを求められても、運営側としては受け入れられるものとそうでないものがあ

るからだ。学校の独自性を知ってもらう必要がある。したがって、ある時期まではコミュ

ニティスクールの基本理念や運営方針を話し合うのに時間を費やした。それを作るまでは、

ほとんど学校側が主体性をもって引っ張っていった。また、会長も校長も「学校現場（教

職員）が元気が出るのが一番だ」というポリシーは共通していたのでよかった。立ち上げ

時には会長と校長足並みを揃えることが大事である。 
・ 地域運営学校のタイプ 

本校は、もともと土曜日学校やスポーツ団体を持っていた学校だったので、どちらかと

いえば、実働部会が揃っているタイプの学校である。しかし、コミュニティスクールとい

う制度をどのように運営するのが一番良いかを考えた場合、協議会では基本理念をはじめ

に作るのが大事なのではないかと思う。現場が混乱したり、経営がブレたりすることが学

校としては一番つらい。 
・ 地域運営学校を機能させる条件 

一つは、協議会のメンバー構成、どのように人を揃えていくかという問題。最後はやは

り人ではないかと。熱い思いをもってやってくれる人が望ましい。結局、役員自体も変化

し育っていくものなので、やはり「思い」を持っている人であれば大丈夫ではないかと思
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う。 
もう一つは、学校の中（教員）がまとまっているかどうか。どんなにいい仕組みを作っ

ても、スタッフの理解や意欲が伴っていないと何もできないと思う。立ち上げから数年間、

内部のマネジメントに意識を置いてきた。学校の規模はあまり関係ないのではないか。 
 それと、地域が参加してきてくれた時に、いい思い（達成感）を作り出してあげること

が必要だと思う。 
 
※調査日：2007 年 5 月 17 日 
※参考資料 
桃井第四小学校ホームページ 
学校紹介「桃井第四小学校」 
「教育目標」「桃井第四小学校教育の重点（平成 18 年度）」「桃四地域コミュニティ構想図」 
「豊かなかかわりの中で自己を高める桃四の子」（平成 18 年度研究紀要）  
『みんなのスマイルブック 子どもたち、教職員、保護者、地域の方、コミュニティ委員

みんなの思いを込めて』杉並区教育委員会 
 
 
 
杉並区立井草中学校【タイプⅠ学校】（生徒数 343名；2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域との関係がわかりやすくなった： 

地域運営学校になったことによって、地域との関係がとりやすくなった。こちら

が理解したというのがあると思う。そもそも選択制の影響はほとんどうけていない。

というのも、隣接選択なので選択の影響も限定されており、実質二つくらいの選択

肢しかない。この地区は広い地域としての井草地区があるという認識。 
A 保護者からの信頼向上： 

監視の目が厳しくなったのではなく、逆に信頼されるようになった。これは選択

制の影響だと思う。というのは、学校から保護者へ、保護者から学校への双方向の

連絡や意見交換が活発になったからだろう。 
地域運営学校の影響としては、保護者が学校のサポーターとして関心が強まり、

それが保護者同士の連帯を強めているという面はある。こちらからいろいろお願い

したり頼んだりして実現したことも多い。 
A 子どもの意向の重視：  

子どものニーズというか、子どもは家に帰ったら親にいろいろと言うものだ。保

護者の意見を大事にするならば、子どもの意見も最初から無視できない。 
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とはいえ、やはり、子どものための学校なので、子どもの意向を最も大事にする

というのは、むしろ当然のことだと思う。選択制でなくても重視すべき要素だと考

えている。特に、教員にはいつも強く言っていることだ。 
C 外部の関係団体との関係： 

外部の団体との交流では、子供たちとどのようなつながりがあって、どのように

支援をもらえるかという点を意識している。地域の外部団体も活性化してもらいた

いという思いもあるので、何か関わりあえる点などがあれば関係を保つようにして

いる。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 

 A 地域への戦略性： 
本校を起点にして保護者や地域の人に対して、子どもの教育に携わってもらい、

相談にのってもらえるよう、こちらからいろいろ仕掛けるようにしている。今まで

の教育は、学校内で教師による子どもの指導を考えていればよかったし、あとはせ

いぜい保護者との連絡を密にするぐらいしかなかった。しかし、地域の力を借りる

際にはどうしてもネットワークを作っておかなければならない。校長としては、最

初のつながり作りやアナウンスメントを積極的に展開している。学校は外につなが

りを求めて出て行くようになったというのが一番の違いだと思う。 
B 選択制度による教員への刺激： 

教員の刺激になっていると思う。これは選択制の影響だろう。教員の仕事は増え

ていると思う。だが、教員はとても忙しくなっているが、教育活動に関わる仕事が

ほとんどなので、多忙化とは言いがたい。地域との連携事業をやるとなると、自分

ひとりだけの仕事ではなくなる。他との連絡を取ったり調整したりしなければいい

活動はできない。本校では地域との交流研修を導入しているので研修の機会も増え

ている。 
C 学校評議員・学校評価による経営スタイルの変化： 

学校運営協議会もあるし、学校評価（外部評価）を採ってみてもそれを教員へ返

さなければならないので、他との相談協議や連絡報告の機会は増えている。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 質への評価： 

学校アンケートの実施（保護者・教員）により年度ごとの変化がわかるようにし

ている。校内に学校評価検討委員会を設けており、結果を改善していくシステムも

作っている。まだ地域運営協議会では作られていないが、今後そちらにシステムを

移行させていく予定である。 
 A コスト意識： 
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教育課程を連動させてやっている。例えば、テーマが似かよっていても時期的に

分散しているカリキュラムを一時期に集中してこなしている。その方が生徒の頭に

整理して入りやすいし、こちらも労力の削減になる。特に学校行事や道徳などにも

連動させて、その行事が近づくにつれ授業でも並行して取り上げるようにしている。

労力に対して効果が大きくなるような工夫である。 
 A 改善計画の公表： 

説明責任としては、学校評価については本校の改善計画を作成・公表している。

また年度ごとの学校経営計画を作成し、保護者に説明を行っている。 
B 教員への労力の削減：  

他に、企画の立て方を工夫して、時間や労力を減らしている。例えば、職員会議

を月二回に減らし、あとは少人数で話し合って方針や計画案を作っている。あと、

土曜日に子どもの居場所として学校を開けているが、地域の方にお願いして子ども

と関わってもらうようにした。 
 
※その他のコメント 
・近隣の学校を意識するか 
 連携や連絡はとりにくくなったとは思っていない。この地域は非常にスムーズに連携を

取り合っている。ただし、選択制なので、やはり隣の学校について意識は向くようになっ

た。あちらの特色ある活動は何かとか、うちのウリは何であるかなど、それぞれの特色と

か、よさとかを意識するようになるのは当然のことだと思う。逆に、選択制になって、隣

の学校がほとんど気にならない、わが道をいくというような学校があれば聞いてみたいく

らいだ。 
・地域運営学校導入の経緯 

 一つは、校区の二つの小学校（三谷小・桃井第四小）が地域運営学校に指定されたこと

が大きい。このことは、それをやるだけの地域の熱意が高かったり、支援する能力があっ

たりすることを示すものだと思われたので、中学校でも採用していいだろうという運びに

なった。でないと、中学校ではコミュニティスクールになろうとする動きは少ないだろう

と思う。 
 ・地域運営学校における小学校と中学校の違い 
 運営の仕方はあまり変わらないと思うが、中学校では学校のやることが明確になってく

るので、中学校の特質をわかってもらうことが必要だと考える。校長や役員の「私が学校

をこうしたい」という単なる個人的な思いだけで運営されては困るからだ。中学校では、

子どもたちの意見も入れながら学校運営を行う機会が増えてくる。中学生は小学生と違っ

て、意思がはっきりしていて自分たちの生活にある程度ストーリーができているので、そ

れらを無視することはできない。子ども達が大切にしているものをわかっている必要があ

るし、何か方針転換などをする時は、生徒にもきちんと論理的な説明ができないとなかな
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か変えられない。そういう意味では中学校のコミュニティスクールは学校側のしっかりと

した運営ができていないと危ないな、という感覚はある。 
 ・地域運営学校が成功するための条件とは 
 中学校教育の特質がわかってくれる方を役員に迎える工夫は必要。実際に学校にいる生

徒を直に見てもらって、どういうふうに考えているか、どう生きたいのかなど、生徒の思

いを捉えて意見を表明してくれる人が必要。肩書きでは選ばない。実際に公募によって依

頼した役員は、子どもの教育に携わってくれる、ゲストティーチャーになってくれる人を

選んだ。また、地域とのパイプをたくさん持っている人、つながりをたくさん持てる人を

選んでいる。 
 加えて、学校と協議会がお互いに信頼し合わないといけないだろう。尊敬し合う関係に

なるということだ。どちらかが主導権を握って、一方をないがしろにしては駄目だろうし、

一方が無視してもいけない。お互いに信頼し合うには、双方にメリットがある必要がある。 

学校にとってのメリットとは、良いアドバイスだったり、実際の助けだったり、支援や擁

護の声だったりする。協議会にとってのメリットとは、実際に行ったことが子どもの成長

に反映し、身を持って感じられるような達成感や充実感ではないだろうか。ただ単に、会

議に出るだけが仕事、意見を言うだけが仕事だと考えているような人にとっては、何のメ

リットもないだろう。役員にも何かをしたい、協力したいという思いが必要だと考える。 
 学校の規模というのは関係なく地域運営学校はできると思う。地域運営学校に対しては、

校長や教員、地域・保護者・教委らのいろんな思惑があり、それぞれ懸念や疑問が表明さ

れているが、要は、「地域運営学校になってよかったね」と言える仕組みでないといけない。

それにはまず、子どもにとってよかったねと言える（メリットのある）仕組みであること、

そして教員にとってよかったと言える（メリットのある）仕組みであること、そして保護

者にとっても、地域にとっても、そして校長にとってもメリットがあるような仕組みにし

なければならない。 
 校長のタイプも関係するかもしれない。どちらかというと、人とのつながりを持ったり

作ったりするのが上手い人、コーディネーターになれる人は、地域運営学校の校長に向い

ているかもしれない。概ね教員は、子どもの相手をしているので人とのつながりを作るの

が下手ではないと思うが、それでも「子ども－教師」のような上下関係を前提としないで、

つながりや人間関係を作れる人がいいと思う。 
 ・学校評議員との違い 
 全然違う。学校評議員は校長の求めに応じて意見を言うだけの役割。いろんな権限もな

い。評議員についても実質的な人になってもらわないと機能しない。逆にそういう人でな

いと、会議のための会議に時間を費やされる結果になって困る。 
 ・地域運営学校のタイプ （ミッション型か部会型か） 
 どちらでもいいと思う。子どものために良い形で運営できるのであれば、ミッション型

でも部会型でもその混合型でもいいと思う。機能としてはどちらも大事である。いかに子
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どもと関わっているかという部分を見た時に、状況に応じて無理のないタイプを選べば良

い。大事なのは、地域と子どもが関わりを持つ際にどのような形をとることができるか、

状況に応じてそういうことを予め考えられる仕組みや体制を採っていることが大事だと考

える。それが地域運営学校の一番良い点だと思う。 
 本校としては、学校支援本部を立ち上げて関わっていこうと考えている。学校に実際に

携わってもらいたいと考えた際に、関わるための組織が必要である。本校の地域運営学校

は、学校を手伝うということが前提なので、学校側へのメリットを考えると実働組織の存

在は必要になる。 
・選択制と地域運営学校の両立、緊張関係について 

 人によっては矛盾するという意見もある。地域運営学校が地域を代表して運営していく、

地域の希薄化を防ぐ仕組みであるのに対し、選択制では生徒の移動を可能にする。これら

の矛盾を解くのは、地域を一段大きな地域として見ることだ。本校だと井草地区という地

域で考えるようにしている。学区外であっても助けてくれる団体や人は、地域の人である

という認識の下で、連絡や連携をとっていくという姿勢を示している。「学校支援本部」と

いう考え方は、おそらくそれを体現するものだろう。 
・地域の強さの条件 

 保護者や地域の教育力なのではないか。ただ単に、そこの保護者が良いとか悪いとかで、

その地域の良し悪しを判断していない。 
学校や校長の考えやメッセージが通じているかどうかは、重要な指標になると思う。例

えば、学校経営計画や学校評価を作り、それを保護者や関係者の前で説明した際に、どの

ような反応を見せるか。通じるか通じないかは、経営者にとっての大きな判断材料となっ

ている。学校経営というものが組織的に行われていることを理解しているかどうか。それ

が地域や保護者の教育に対する関心だったり、教育力だったりを反映するのではないかと

感じる。メッセージが伝わっていれば、コミュニケーションも取れると見込めるので、こ

の地域は大丈夫だというふうに判断できるのではないか。 
もちろん、子どもの様子からわかるというのはあるだろう。普段の子どもたちを見てい

ると、どのような地域なのかというのは判断できる。 
 
※調査日：2007 年 5 月 17 日 
※参考資料 
井草中学校ホームページ 
     学校紹介「井草中学校」 
    「平成 19 年度学校経営計画」 
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杉並区立向陽中学校【タイプⅠ学校】（生徒数 291名；2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 保護者・地域との関係： 

どちらかといえばここ数年で、保護者個々人というよりも地域との関係がよくな

った。その中に保護者も混ざっているという感じ。学校からの説明がわかりやすく

なったとの声がよく聞かれるようになった。公立校では本校を選択してくれる人は

多いが、本学区は私学へ抜ける率が多い。私学へ行く割合との関係が課題かなと思

う。 
C 地域運営学校の校長としての変化： 

思っていた以上に、きちんと説明することの大事さを認識するようになった。毎

月一回、協議会が開かれるが、その場では背景要因などを含めた細かい報告が求め

られるし、これまでの「わかりました」「わかりません」「検討中です」で終わる話

し合いは通用しなくなっている。したがって、教職員にもそのような状況で仕事を

しているんだということを理解してもらうような努力をしている。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 

 A 保護者同士の連携： 
もう少し保護者同士でつながりがあってもいいかなと思う。例えば、他の学校で

は、PTA 役員の経験者は何らかの形で関わってもらうということが多いが、本校で

は PTA 役員は今年やったら来年やらなくてもいいというような慣習があった。地域

運営学校になったということで、PTA 運営のルールを変えていく必要がある。 
協議会の役員には PTA 会長と公募による保護者を一名入れている。 

 APTA と協議会の位置づけ： 
PTA を後押しするような存在として学校運営協議会がある。そもそも PTA は親の

主張や意見を代表する組織。協議会は親と地域を含めた意見を表明するので、客観

性がある。PTA による意見を、協議会による第三者からのアドバイスで補完する関

係になればよいと考えている。 
B 教職員の変化： 

変化はあってほしいが、今のところ変化はない。前校長の地域運営学校の取り組

みがあまり浸透、理解されていなかったと思う。教職員らへの改善策として行って

いるのは、教員の新規採用を行うこと、そして、地域運営学校に対する理解を深め

てもらうことだ。そのために、人事の具申や各種研修、方針への参画、地域との交

流会、協議会役員による講習会を開催した。 
C 地域運営学校への理解への努力： 

難しいのは、制度がそうなっていることを理解してもらうことだった。講習会や
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研修では、教員として自分がやってきたことへの誇りや自信とは別に、学校の運営

方針が協議会によって決まるという仕組みを強調した。地域運営学校においては、

学校の方針が気に入らなければ異動希望を出してもらってもかまわない、というく

らいに説明した。 
C 学校運営協議会のインパクトと緊張関係： 

協議会の存在のインパクトは二つある。一つは、校長の学校経営、教育課程を評

価・提言・承認する権限。もう一つは、教職員、管理職を含めた人事を具申する権

限を都教委に対して行うことができる。これはあくまで規則上の権限だが、本校で

はこの二つはきちんと行っている。やはり学校運営について、いろんな点を協議し

て決めていっているので、その点の機能は大きいかなと思う。 
C 財政の自立： 

区からは（ファンドのようなものを作って）財政も自立してほしいと言われてい

る。プロジェクト型予算など金額そのものは少ないが、用途の縛りがない予算が増

えてきている。お金の集め方や使い方については、これまでの学校ではあまり得意

ではないことが増えているので、現場のマネジメントが対応できるかが課題だと思

う。区では若い校長を集めて研修や指導をしている。 
 

  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 学校評価： 

杉並区と本校独自のアンケートを併用しているが、両方とも生のデータを公表し

て評価を求めるという姿勢。 
B 労力の削減： 

地域本部を立ち上げて、教員の本来の仕事ではない部分を地域が担ってもらい、

教員の多忙化に対応したいと考えている。 
C 学校評価の向上： 

評価に対する協議会への説明は、対外的な説明責任といったものではなく、内部

への報告事項として認識している。例えば、アンケートなどで低い項目があった場

合、協議会へは学校のメンバーとしてどう関わってもらうかを意識している。子ど

もへの教育活動を行うメンバーとして行う意味で重視している。 
 
※その他のコメント 
・ 地域運営学校導入時の抵抗 
今年度で三年目になる。前校長が導入を引き受けたが、導入に際しては地域には反対意

見が多かったようだ。大きな理由は、地域に協議会を運営する受け皿があるかどうか。も

う一つは、既存の学校評議員制度との関係や調整が難しかったことだった。学校評議員を

ないがしろにするのかなどの声が一部で挙がった。評議員を協議会の役員に加えることも
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考えたが、仕事や労力の面で見送らなければならなかった。 
地域に制度を理解してもらうのが難しかったようだ。現在、評議員制度は廃止し、協議

会だけで運営している。 
 ・学校運営協議会のタイプについて 
 部会制度は今年から作った。「教育力」「地域」「評価」「広報」の四つの部会を設けて、

まずは各部会がそれぞれの課題を探すことから始めている。まだイベント的なことはやっ

ていない。もっと学校応援団的な組織にならないだろうかという意見と、協議会としての

機能を重視すべきだという意見がまだ混在している状況。というのも、小学校のコミュニ

ティスクールでは様々な活動が見られるが、中学校とは求められる要望や学校運営の中身

が異なっているので、あまり単純に真似することは難しいと思う。本校では、まずは協議

会の機能をしっかりやっていこうという運営方針である。 
・地域運営学校へのサポート 
杉並区は立候補制をとっており、導入は自由。しかし、地域運営学校になれば、予算が

つく、区の職員、教員を加配できる。他に、校長へ経営相談などのサポートや協議会が行

われる際には教委からサポートしてくれるので役立っている。 
・近隣校との関係 
保護者としては、選択制度ではコミュニティスクールだから選んでくる親もいるかもし

れない。ただ、学校同士の関係としては、どんな制度を入れたとしても、学校が置かれて

いる状況やその伝統や特色は変わるものではないと思う。また、そのような各学校の方針

はしっかり持っていなければならないものだ。その面で学校のあり方には変化ないし、そ

れでいいとも思う。もし私が近隣校の校長であったら、隣がコミュニティスクールであれ

ばどんな教育内容なのかは気になるとは思う。しかし、自分の学校において、通ってくる

子どものためにどんなことができるのかという考え自体は変わらないだろう。 
・選択制度と地域運営学校との関係 
地域運営学校と選択制度はそうリンクするものではない。地域運営学校はやりたい所が

取り組んでいくタイプの制度なので続いていくと思うが、学校選択制は今後どうなってい

くのかなと感じている。杉並区の中学校は、人口変動によって地域によっては小規模化が

進んでいる。小規模校になっている地域は、その周りの学校も含め小規模校化していると

いう状況があるが、隣接選択制度は、隣接した学校でしか選択できない。結果的にそのよ

うな地域内で生徒を取り合っていることになるので、競争としては激しすぎるのではと感

じている。学校の統廃合は人口変動や老朽化の面から仕方ない面もあるが、あまりに早く

統廃合が進められてしまうと、保護者や卒業生の思い入れがなくなったり、地域住民から

の理解や融和が得られなかったりするのでよくないと思う。選択制の程度が難しい。その

意味では、地域との協力が必要なコミュニティスクールは運営が難しくなると思う。 
・地域性と学校経営の相関についてどう考えるか 

 教育というのは積み重ねが大きいので、地域の強さというのは関係すると思う。京都の
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コミュニティスクールの取り組みを見ると、以前から京都市の町そのものが集団で学校と

協働している姿勢が伺える。そういう基盤がない所にとっては、それらはすごい取り組み

をしているように思えてくるし、それを真似しようと思ってもできない。例えば、京都市

で言えば、コミュニティスクールより以前にやっていたことに目を向けていく必要がある。

あくまで今住んでいる子どもの成長のために、その土地や地域に合った課題に取り組んで

いく必要があると思う。 
 
※調査日：2007 年 5 月 14 日 
※参考資料 
向陽中学校ホームページ 
向陽中学校学校運営協議会『学校運営協議会の歩みⅠ（平成 17 年度、平成 18 年度）』2007
年 3 月 
学校紹介「向陽中学校」 
 
 
 
杉並区立杉森中学校【タイプⅠ学校】（生徒数 277名；2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域への戦略： 

こちら側から地域へ意識を向けるように仕向けさせている部分はある。校長によ

って異なるが、市民の税金で運営される公立学校に、今までいかにステークホルダ

ー（出資者）に対する還元がなされていなかったという意味においてである。保護

者にとっては、自分の子どもを通わせているのである程度興味・関心はあるだろう

が、地域の人々にとっては杉並ような都市の状況では、だいぶ興味が薄れつつある。 
私自身は、地域住民の人たちが税金を出してよかった思ってもらえるような対応

をしていかなければと考えるようになった。地域にああして欲しいこうして欲しい

などの要望をいう状況にはないが、今学校ではこんなことをやっていますといった

取り組みの説明をちらしや学校だよりなどでなどで積極的に出していくようになっ

た。 
地域や保護者共に苦情であれ提案であれ何でも学校に要望を言ってくるようにな

っているが、地域性が弱いかというとそうでもない。入学してくる地域の生徒は落

ち着いている。地域の自治が弱いというよりも、最近の中学生をどう教えればよい

か、関わり方がよくわからないといった全国的な趨勢の方が要因として働いている

のではないか。 
A 保護者の変化： 
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ニーズを学校に言うようになっている。引越しなどで住民の移動が増えると、あ

る区より杉並区の方がサービスが良い、悪いなどの意見や、公立学校は私立や民間

の塾や保育園・幼稚園や高校、大学と比べるとサービスが良い悪いなどと他の業種

と比較される対象になってきていると思う。 
B 教師への心がけ： 

上のような状況から、教員に対してサービス意識を持つように指導している。教

壇という聖域に立って、ひとりよがりのパフォーマンスをしているようでは駄目だ

というふうに。十年ひと昔というが、いつまでも同じ授業をして満足しているので

はなく、毎時間工夫をしようという意識を持つようにと言っている。 
 
 ３－２．選択後のマネジメント 

 A 杉並区の施策との連動： 
区が教育改革に積極的なので、そことの足並みを揃えるために教委や国の意向は

重視している。コミュニティスクールになったことにより、地域や保護者の意向も

重視するが、これは学校評価の向上や入学者の増減に体現されると考えている。 
また、それとは別に、いつまでたっても学校に経費削減の意識が生まれないとい

うのでは困るので、校内で経費削減に取り組んでいる。 
B・C 強いリーダーシップとコンセンサス： 

学校選択制が入ることと同時に、都教委からも校長の強いリーダーシップが求め

られているので、トップダウン型の経営は確かに強くなっていると思う。しかし、

そのような上意下達のやり方だけでスタッフが思い通りに動いてくれるとは限らな

いし、最終的に子どもたちへよりよい教育をできるとは思わない。なので、スタッ

フに理解協力を求めるようなコンセンサス型の会議というものも増えている。 
すなわち、経営者としてスタッフを第一に重視している。トヨタなどでも見られ

るように、経営者にしっかり守られている従業員は、安心して働けるので、利用者

に対してよりよいサービスを生み出そうとする。保護者・地域との対応や危機管理

のどれをとっても校長が最後の責任をもたなければ、人は動いてくれないものだ。

「教師の決めたことは、校長の決めたことでもあるので、責任は私が取る」という

ふうに教師の責任は校長の責任だと言ってしまうことで、教員の側にも強い責任感

が生まれる。 
  教員との接し方では、完全に任せて放っておいても、その都度細かくチェックし

すぎてもいけない。無駄なおせっかいや愛想のいいだけの褒め方をするのではなく、

教員自身が褒めて欲しいと思うところを探して褒めて、あまり認めたくない課題が

あればきちんと指摘するという姿勢が大切。そうすることで教員は気持ちよく仕事

が進められるようになる。 
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  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 教育の質への評価： 

学校独自の授業アンケートを保護者に対して実施している。また、行事ごとに参

加者にアンケートを実施して授業以外の面についても要望や提案を聞いている。こ

の他に、区による学校評価、学力調査、都による学校評価、学力調査、国の学力調

査などを目安としている。 
B 時間と情報の軽減： 

まず勤務時間が短くなれば相対的に経費の削減にもつながる。いくらお金を減ら

せといっても活動する分だけ経費はかかるが、そもそも無駄な仕事をやめてしまえ

ば経費も時間も労力もかからない。それらを一番支配しているのは、時間ではない

かと思う。余計な時間をいかに使わないで仕事をするかが大事だ。 
C 協議会役員らによる保護者・教員・生徒らへのヒアリングの実施： 

昨年、役員の方から三者に対してそれぞれ意見や要望を聞き取るためのヒアリン

グを実施した。単にニーズ調査という意味だけでなく、それぞれの理解を深め合う

ためでもあった。 
 
※その他のコメント 
・地域運営学校導入の準備段階 
 校長の異動や役員の交代などがあって、協議会全体としての方針や方向性がまとまりき

らないまま続いてきた。今年で導入三年目になるが、昨年までの二年間はほとんど制度導

入の準備期間だったと捉えていいと思う。その二年間は、教職員への理解協力や校長と役

員との意思疎通に費やした。例えば当初は、何か協力してやってほしいことがあっても両

者共に、それは学校内の問題、それは学校外の問題というふうに、お互いのコミュニケー

ションがとれていなかった。したがって、地域運営学校としての機能は停滞していたと思

う。 
 ・近隣校との関係 
 あまり変化していない。周りの学校では、隣がどんな取り組みをしているかなど気にな

る向きもあるが、私自身はあまり気にしない方だ。 
 ・選択制度と地域運営学校との緊張関係 
 区全体において地域運営学校はあまり浸透していない。杉並区では、地域運営学校の導

入は始まって数年なので、通っている学校が地域運営学校になって精力的な活動をしてい

る所はあるが、地域運営学校だからといって入学してくる利用者はほとんどいないのが現

状。 
特に中学校の場合、保護者が選択する理由は、今のところ自分の子どもに安心して学力

をつけてくれる学校や雰囲気が穏やかだったり、安全な学校だったりするのが大きい。 
 ただ、そのような理由だけでいいのかという問題はある。地域運営協議会がなくても学
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校はやっていけるが、やはり学校運営に親・子どもの意見、地域の意見を反映させる仕組

みが必要だと考える。普通の学校では、そのような意見を教育課程などに反映させるのは

なかなか難しい。校長がダメといったらダメなのだから。そういう意味では、地域運営協

議会を利用していくというのは良いと思う。 
・学校運営協議会、学校評議員、教委との関係 

もちろん、学校評議員よりも強い効果がある。人事権もあるし、区の教育委員会と直接

話し合えるのが大きい。区教委も協議会の意見に対しては一目置いて接しなければならな

いので。今の仕組みだと、教委の下に協議会がありその下に学校があるという関係になっ

ている。校長は協議会の一員なので、その分協議会がしっかりしないといけないようにな

っている。 
・学校運営協議会のタイプ（ミッション型か部会型か） 
 協議会はミッション型にしていくべきだというのが理想的かなと感じている。企画と実

施を明確に分けるという形で機能させたほうが良いと考えるからだ。協議会が運営の部分

に細かく入ってしまうと、「現場はなにをやってるんだ」といったクレームや摩擦が生じや

すくなる。 
特に、やり始めの段階や役員が学校現場をあまりわかっていない場合に、運営に支障が

出やすくなる。経営面と実働面を分けてやっていくほうがいいのではと思っている。 
 
※調査日：2007 年 5 月 15 日 
※参考資料 
杉森中学校ホームページ 
学校紹介「杉森中学校」 
杉森中学校学校運営協議会通信「コミュニティ すぎのもり（第 1 号）」2006 年 7 月 
 
 
 
杉並区立和田中学校【タイプⅠ学校】（生徒数 378名；2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 入学者に向けての PR： 

学校だよりをカラー化して内容刷新した「WADA Renaissance」の他、区外から

の入学希望者に対して「新入学を希望される皆様へ」、「保護者への５つのお願い」

という案内を配布。 
また、学校公開日に特別講師として著名人の講演や特別授業を催している。 

A 学校経営方針および年度計画：2007 年度 
・ 真のコミュニティスクールを目指して『地域運営学校』の形を取ります 
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・ 『バウチャー制度』が導入されても、選ばれる授業を 

・ 学力のさらなる底上げと上位層の引き上げに取り組みます 

・ [よのなか]科を核に外部資源を学校に取り入れる和田中方式を全国に波及 

・ 機動的な教員配置を行います 

・ 学校運営協議会は学期ごと、実質的な経営会議として運営します 

・ 文部科学省の『新教育システム開発プログラムで全国に和田中方式を 

B 教員の募集： 
杉並区の「ゆびとま制度」を利用して、機動的な教員の配置を目指している。募

集については、「和田中に新しく赴任してこられる先生に期待したいこと」、「和田中

の求める教員像」、「和田中の先生方に心得ておいていただきたいこと」という文書

において、校長による採用方針を公表している。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 

 A 校長主導による公開授業： 
「よのなか科」という教科を保護者や地域の人々、あるいは教師になりたい学生

や教育関係者に公開している。授業はほぼ毎週実施し、必ず公開している。何度も

授業に来る人たちがまず学校のファンになり、『地域本部』の核になってくれる。 
 A 学校内部に「地域本部」の立ち上げ： 

学校を核に地域社会を学内に再興するという発想を基に、スタッフとして PTA の

OB・OG、教師を目指す学生ボランティア、保護者、地域のおじいちゃん、おばあ

ちゃん、おじさん、おばさんを含めたボランティアで構成される組織を立ち上げて

いる。現在は生徒数約 300 名に対し 60～70 名の参加がある（教員数は 17～18 名）。 
「地域本部」の事務局長は、PTA 会長を二年間やった後、事務局長を二年引き受

けるという形になっている。その後、土曜寺子屋の実行委員長を一年間するという

ローテーションである。 
 A 授業時間の改善： 

生徒一人ひとりの細かな指導と授業時数を弾力的に運用するために、通常の「50
分週 28 コマ授業」を「45 分週 32 コマ授業」に変えた。また、三学期制を四学期制

「フォー・シーズンズ」に変え、学期ごとのフィードバックの回数を増やすように

した。 
これらと土曜寺子屋の実践により、学力向上に大幅な成果が見られた。（「区の学

力調査において、英語ダントツ 1 位、国語 2 位、数学 4 位で区内 23 校中総合ナ

ンバーワンに輝いた」。） 
B 経営会議の開催： 

平日に主任格の教員が集まって運営会議を行う。地域本部の事務局長も出席。運

営委員会の後には委員会だよりを発行。 
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C 学校運営協議会のリーダーを校長が兼任： 
協議会と学校との対立を避けるために、協議会の委員長（会長）を校長が兼任し

ている。 
C「けっこう大事な細かいこと」：（※参考資料『校長先生になろう！』） 

校長自ら校舎内のゴミを拾う。トイレを綺麗にする。校庭の荒地や倉庫のように

なっている空き教室を一掃する。訓示を止める、職員会議も話は短く。職員の朝礼

はチャイムが鳴り始めたら即始める。いらないアンケートには答えない。 
C「校長としてやってはいけないこと」：（※参考資料『校長先生になろう！』） 

教員の悪口は言わない。生徒や保護者の要望はおおいに聞くが、聞きすぎない。

教頭は私設秘書ではないのでこき使わない。教委は経営のパートナーだから敵対し

ないが、決して媚びない。人のせいにして責任転嫁をしない。 
 C ヒト・モノ・カネ・時間と情報をマネジメントする：（※参考資料『校長先生になろう！』） 

特区を申請して取り組んだわけではないし、教師を改めて募集したわけでもない。

校舎が新しいわけではないし、マンションが次々と建つ地域でもない。杉並区教委

から他の学校が得られない特典をもらっているわけではないし、文部科学省のモデ

ル校指定を受けてはいない。これは、もっぱら、マネジメントによって達成された 
成果なのである。 

 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 学力調査結果、学校アンケート： 

結果について検討した後、公表している。同様に生徒による授業評価を行ってい

る。 
 A 地域本部との協働： 

土曜寺子屋の運営。図書室の改造と開放した「子どもの居場所事業」の運営。芝

生を中心にした学校全体の緑化維持管理。英語の特別コースの運営。入学予定の六

年生に対して、「読み書き計算」の履修度調査を行い、三学期に入学前教育を行う「ド

テラ・ジュニア」。英検・漢検・三年生向け模擬テストの放課後、土曜日実施。夏休

みの寺子屋「ドテラ・サマースペシャル」の実施。指導する教員がいない部活への

コーチ供給、など。 
B 地域本部の財政規模： 

ボランティアの報酬には、区の「学校サポーター制度」と「土曜日学校のサポー

ター制度」、文科省の「子どもの居場所づくり事業」などの予算を計上。総事業規模

は、現在 600 万円程度にまで成長している。 
C 公教育の質を上げるのはコミュニケーション：（※参考資料『校長先生になろう！』） 

「公教育の信頼を回復するには、校長のリーダーシップに率いられた学校の開放

と地域社会の再生しかない」というメッセージだ。再生すべきは「教育」ではなく
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て、「地域社会」とそこで起こる良質のコミュニケーションなのである。そのコミュ

ニケーションは、外部からの刺激で混ぜ返さなければ沈滞し、やがて沈殿してしま

う。 
 
※その他のコメント 

・地域運営学校に移行するに当たってのメリット 
 学校支援本部による取り組みは、地域運営学校であるかどうかを問わず実践可能である。

本校では本年度から地域運営学校になったが、経営上の変化は次の四点ぐらい考えられる。 
第一に、学校支援本部の活動を予算化しやすいということである。以前から財政面は自前

で捻出できていたが、今年度からさらに年 100 万円の予算がつくようになった。第二に、

人事が他の学校よりも優先される点だ。ほぼこちらの要望する人材を配置できるようにな

る。第三に、9 名の役員を追加することになる。これも学校支援本部の拡充につながる。第

四に、年四回の会議（協議会）を開くことが決まったことである。 
 ・地域運営学校のタイプ（ミッション型か部会型か） 
 ミッション型では失敗するか、最終的に形骸化する。なぜなら、第一線で関わっていな

いので、学校内部の理解を得られないからだ。現に他の学校でミッション型にしようとし

ているところは失敗しているし、上手くやっている学校は外部の人たちを積極的に巻き込

んだ取り組みをしている。 
 ・地域運営学校の運用の継続性 
 まず、校長のリーダーシップが何よりも必要だ。普通の学校長の十倍くらいのリーダー

シップが必要。と同時に、最初の立ち上げ段階では様々なアイデアや協力などのイノベー

ションが必要だ。しばしば「校長が変わってしまえば廃れてしまうのではないか」との声

を聞くが、そうはならないだろう。地域支援本部が一端完成し、実体化してしまえば、次

にくる校長がどうであっても機能していく。次期の校長については、リーダーシップ、マ

ネジンメントができる人であればよい。組織は継続するだろう。もし自分がその後の行く

末を見守りたければ、協議会の役員や顧問の一人として加わることもできる。 
 ・地域運営学校の成功の条件 
 結局、地域がどうのこうのよりも、学校（校長）のリーダーシップにかかっている。例

えば、いくらその地域に歴史があり、町会や住民同士のつながりが強くても、地域の人々

は、学校の中のことはよくわからないのが現実だからだ。むしろ、学校内の教員らの理解

が重要である。リーダーシップとスタッフの能力が必要だ。 
 ・将来ビジョンとして、コミュニティスクールは波及するか 
 本校で行っている取り組みは、「リーダーシップを持った校長が地域の資源を開拓してい

く」、というイメージを持っている。これには、「学校の中に地域を引き入れる」というね

らいと「地域を復興させる」というねらいがある。地域の中には今まで気付かれないダイ

ヤの原石のような人材がたくさんいると思う。それをどのように活かしていくかだ。その
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ためにはまず、校長がそれらを活用できる人でなければならない。 
 そのような校長を多く供給するためには、外から呼び込む必要があると考える。例えば、

民間人出身の校長を呼び込むことができれば、教頭以下、現場の教員が学ぶチャンスにな

るだろう。学校現場にネットワーク化のうまくできる教員たちが育つまで、民間からリー

ダーを募るのがよい。その後、教員たちが育てば、彼らがリーダーになっていけばいいと

思う。全て校長を民間人にしろという意味ではなく、今はその過渡期にあるのではないか。 
 ・学校支援本部の法人化について 
 検討中ではある。実際、文部科学省も本校の学校支援本部をモデルに法人化の制度を検

討している。NPO などではなく、NPO よりももっとやわらかい組織で作れないものかど

うかを思索中。NPO でもまだ手続き、設立の面で堅い。どちらかといえば PTA に毛が生

えたくらいで、かつ、領収書などが発行できるタイプの法人をイメージしている。 
 ・選択制度と地域運営学校は両立するか 
 選択制とかコミュニティスクールとかいう法律や制度の問題ではない。運用レベルでの

解決がほとんどというか全てだ。制度がどうであれ、マネジメントによって様々な要素が

ネットワーク化していくことの大事さを感じている。なので、コミュニティスクールは制

度がなくてもできるし、運営に際して選択制度とのコンフリクトは意識しなくてもよい。 
 
※調査日：2007 年 5 月 19 日 
※参考資料 
和田中と地域を結ぶページ（ホームページ） 
藤原和博のよのなか net （ホームページ） 
全国[よのなか科]ネットワーク（ホームページ） 
  和田中学校流最強の学校支援本部のつくり方 

「最強の『学校支援本部』を作ろう その一歩は[よのなか]科に参加することからはじ

まる（DVD資料）」平成 18 年度文部科学省委託事業「新教育システム開発プログラム」 

学校紹介「WADA Renaissance」、「和田中ってどんな学校？」 

「平成 19 年度学校経営指針」、「平成 19 年度経営計画」（2007.4.14） 
「『真のコミュニティスクール』とは何か？～ネットワーク型の学校運営をめざして」

（2007.4.16） 
「新入学を希望される皆様へ」（2007.9.19） 
「保護者への５つのお願い」（2006.9） 

「和田中に新しく赴任してこられる先生に期待したいこと」（2004.3） 
「和田中の求める教員像」（2006.4） 
「和田中の先生方に心得ておいていただきたいこと」(2005.9) 
「和田中の現２年生の学力は何故急上昇したか？」（2007.7.14） 

「フィンランド調査報告」(2007.9) 
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藤原和博[2002]『リクルートという奇跡』文藝春秋社 
藤原和博[2004]『公立校の逆襲 いい学校をつくる！』朝日新聞社 
藤原和博[2005]『公教育の未来』ベネッセコーポレーション 
藤原和博[2007]『校長先生になろう！』日経 BP 社 
 
 
 
杉並区立桃井第一小学校【タイプⅡ学校】（児童数 541名；2007年） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 入学者の獲得戦略： 

本校は規模も大きく、かつ 132 年の歴史ある伝統校なので入学者数はずっと昔か

ら安定している。ある意味、黙っていても評判はいい学校と言えるかもしれない。 
個人的な経験から言えば、前任校では学区が密集していたので入学者の獲得はと

ても重視していた。小規模校でかつ激戦区となると、入学者一名二名の増減でも重

要になってくる。そこでの経験だが、選択制では情報発信の仕方が一番大事だと感

じた。学校説明、学校紹介など情報の出し方 PR の仕方によって入学してくれるかど

うか決まるので、本当に一人ひとりに「営業」するという感じだった。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 

 A 入学後の対応： 
他学区から選択してきた入学者の対応は難しいと思う。やはり外部から来る人は

いろいろ調べてわざわざ入学してくるわけだから、学校を見る目は厳しい。外から

の入学者の数が多くなると、保護者同士の連絡がとりにくくなるという面もある。

国立の小学校のような感じになる。ただ、管理職が何年同じ学校に勤務しているか

によってもやり易さは異なってくると思う。 
B 教員の評価： 

個々人の教員の評価は（本人たちも含め）気にするようになっている。これは選

択制になって学校を公開する機会が増えたからである。どう見られているか、どう

思われているかといった外からの評価の目が入るようになったからだと思う。 
B 選択制や研修等による教員の影響： 

研修はあるが、それによって教員の個性や特質が出やすくなるとかはあまりない

と思う。同じく、選択制についても同じ。緊張感が出て仕事の質は向上していると

は思うが。 
C 学校経営方針・教育方針： 

どのような子どもを育てたいかという基本方針は、各教員に任せるよりも校長ら
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が決めるようになっている。教育課程いわゆる教科等について何に重点を置くかは、

学校の方針として定めている。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 教育の質の測定： 

毎年五、六年生を対象に満足度調査を行っている。学校評議員が主体となって、

学校評議員が主体となって項目作りや実施をしている。区の学力テストは非常に重

視している。特に、学力テストと学校評価の結果を分析するために教員全体で時間

をかけて検討している。また、校内研修で分析の時間を設けたり、冬休みに作業を

したりして、時間を節約している 
 A 学力テスト・学校評価の結果の公開： 

学校だより、ホームページで結果を公開している。その際に、どのように結果を

受け止めたか、分析したかをも報告している。 
 
※その他のコメント 
・ 他校との連携のとり方 

各学校は入学者を増やしたいし、学校ごとでいろんな方法も練っているが、いくら入学

者が移動したとしても、連携が悪くなることはまずないし、そういう意識も持っていない。

全く逆だ。自分の学校さえよければ良いものではない、助け合い・支え合いが大切で、区

の学校希望制からしてそのように作られている。結局、お互いの学区で入学者が出入りし

ており、その時の連携や共通の行事で協力も必要だし、例えば事件が起こったときなどで

は早急な情報交換が必要なので、普段から連携をよくしておかないと困ることになる。や

はり情報が大事になってくる。 
・ 近隣に地域運営学校があることへの影響 
桃井第四小学校から本校までは少し距離があるので、小学校の段階では実質住み分けが

できている状態かなと思う。 
選択制で入学者が増減する原因は、それぞれの学校までの距離がほとんど等距離の地域

の人たちが、どちらの学校を選ぶかという要因が大きい。その点では本校と桃四は規模も

同じくらいであるし、あまり影響を与え合っていない。 
 ただ、学校経営としては桃井第四小も有名なので、本校の学区の人も、もしかしたら入

学を考えたかもしれない。しかし、おそらく父母や祖父母が本校出身の人であれば、外に

コミュニティスクールがあるからといって、わざわざ選ぶほどでもないだろうと考えてい

る。だからある意味、それくらい本学区のコミュニティもしっかりしているといえるので

はないか。 
・コミュニティスクールは周囲に波及するか 
 環境が整えば将来的にはやってみてもいいかな、と感じている。確かに、経営面ではい
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いなと思う。協議会があれば人事も通りやすいし、何よりもオフステッド（学校監査）の

ように、学校や教員の評価や改善を身近な外部機関がやってくれるので、内部で評価・指

導するよりも効率も効果も高くなると思う。だが、他方で、制度を入れるというのは、そ

れなりの準備や苦労も伴う。導入するかどうかの問題はその点のバランスだと思う。例え

ば、コミュニティスクールだと、理事会を踏まえなければならないという手続があるが、

普通校ならそのような手続がなくても気軽にできるというメリットもある。幸い本校は、

学校側のリーダーシップもあるし、地域や PTA がそれに対して協力的なので、恵まれた状

況なのかもしれない。 
・地域の強さをどう測るか 
 「地域・家庭の教育力」がある。例えば、学校で何か催しをやろうとした際にどれくら

い地域・家庭が支えてくれるか、などだ。指標としては、学校評価のアンケートの回収率

がある。98％という学校もあれば 60％を割っている学校もある。保護者会の参加率も目安

になるかなと思う。 
あと、コミュニティスクールをするには、高い経営手腕をもった人が、学校と地域との

両方に絶対必要だと思う。校長の経営能力はもちろん必須だが、地域においても校長と同

じレベルの経営感覚を備えた人がいないと、制度が回らないと思う。 
 
※調査日：2007 年 5 月 15 日 
※参考資料 
桃井第一小学校ホームページ 
学校紹介「桃井第一小学校」 
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  ３）広島県尾道市 
 
 
広島県尾道市は、2004 年度より小学校、中学校での学校選択制を導入している。 
元々、市内全区域から選択可能であったが、2005 年に向島町および御調町と合併し、2006

年に因島市、瀬戸田町と合併しており旧市町の境界を越えた選択が可能となっている（面

積 284.85 ㎢）。とはいえ、入学後には海や山を越えて通学しなければならず、実際は全区

域規模での移動は少ないようである。2007 年時点で小学校 32 校、中学校 20 校あるが、地

域的な特徴として小規模校が多い。 
 聞き取り調査は、尾道市内でも特に市街地にある尾道市立土堂小学校（タイプⅠ学校）

とそれに隣接する同長江小学校、同日比崎小学校（タイプⅡ学校）、および、教育委員会学

校教育課に対して行った。 
 
 
 
１．学校制度の概略 
 
  １－１．学校区・学校制度の概略 
 小学校・中学校共に市内全区域への学校へ入学が可能。通学に関わる措置は特に行って

おらず、各学校が定める規則に従うこととされている。 
 従来の指定校通学区域制度は維持し、指定校以外の学校へ希望する場合のみ、申請の手

続を行う。 
  学校選択制の目的 
 ①保護者・児童生徒の多様なニーズに応える。②保護者の学校への関心、自ら選んだ責

任による学校への協力意識を高める。③選択による評価で教職員が経営感覚を身につける

ことにより、教育改革の推進を図る。④選択されるための特色ある学校づくりを展開し、

学校の活性化を図り、開かれた学校づくりを促進する。 
 この他に、以前から転校を認めるようにしてほしい等の要望が寄せられていたこと、学

校現場にどうしても刺激を与えることが必要だったことなどの要因がある。したがって小

学校中学校の区別なく、全市域を対象に制度を導入した。最初からブロック制を検討する

という意図や小・中学校段階的に導入するという意図はなかった。 
  
 １－２．制度導入の経緯 
2002 年度に、市教育委員会から諮問を受けた尾道市立学校通学区審議会の答申「尾道市

立小・中学校の適正配置および通学区域について」に始まる。答申では、当時の国の各種

答申（臨教審、文部省通達、総合規制改革会議）等と受ける形で、本市においても通学区
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域の弾力化と新しいタイプの公立学校の導入を検討することが示された。ならびに、人口

減少に対する学校の適正規模についても議論され、一学級 30 人程度で複数学級を適正とす

る旨などの方針で学校の適正配置についても見直しが検討されることになった。 
全市における制度創設については、2003 年に検討が始まり、規則の改訂、実施要綱の作

成などが行われ、2004 年度より学校選択制度が導入された。 
 
１－３．学校制度の規模 

児童数 7525 人、小学校数 32 校。生徒数 3779 人、中学校数 20 校（2007 年 5 月）。 
平成 19 年度の統廃合で学校数は二校減少した。 

 
 
２．制度に対する教育委員会の役割 
（A；準市場形成に関して、B；情報に関して、C；取引費用に関して、 

D；動機付けに関して、E；意図せざる効果に関して） 
 
   ２－１．選択前の対応策の有無 
 A 抽選から入学までの流れ： 

希望者が多数の場合は抽選を行う。抽選から外れた場合は、補欠登録をしなけれ

ば指定校へ入学することになる。二次募集や複数の希望校の受け付けは行っていな

い。 
 B 情報公開： 

市広報誌やホームページ、尾道エフエム放送の行政番組などによる制度の周知に

加え、学校紹介冊子「おのみちの小学校・中学校」を対象者に送付している。また

尾道ケーブルテレビでの学校紹介番組の放送（一日一校各三分間）や学校公開日を

設けてオープンスクールなどを実施している。 
C 申請手続き： 

当初は全学年でも選択を認めるような仕組みも検討していたが、事務作業量が追

いつかないという理由で採用しなかった。 
 D 多様化政策： 

選択があることによって学校の特色作りを促進する意図があると考えている。 
 
   ２－２．選択後の対応策の有無 
 B 各学校への研究主題の設定： 

特色ある学校づくりを進めるために、各学校に研究主題を設けて、それについて

の取り組み結果を報告させている。 
D 教育改革プランとの連動： 
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選択制度を含める形で市の教育改革プラン「さくらプラン」の取り組みを行って

いる。そこでは、特色ある学校（他にも開かれた学校、学力向上等）を作り出すた

めの各種施策が用意されており、各学校はそれらを採用することによって、特色や

付加価値を加えられるようになっている。各学校の取り組み方を見ていると、選択

制による学校現場への刺激は出ていると思う。 
 D 研究主題への財政的補助： 

上記の研究主題に対して、一校あたり 100 万円程度の予算を設けている。全体規

模では 3000 万円くらいになる。 
 E 追加的な支援の必要性： 

学校選択制の影響、つまり入学者が増えたから減ったから何か追加的な支援を必

要とする要望はほとんど請けたことがない。時々、追加の補助教員がほしいとの要

請が来るが、大規模校での話であって学校選択制に関係するものではない。 
    もともと本市の状況では、土堂だけに選択が集中しているだけで、全体的な影響

はほとんど出ていないのが大きな理由ではないかと思う。 
 
   ２－３．利用者への波及効果への対応の有無 
 B 学校評価・情報公開： 

学校評価には健康面、生活習慣、学力、様々な観点があるが、どのような結果や

評価の公表を望むか、それらをどのように受け取るかは意見が分かれるので、学校

ごとの結果を一律的に対比した形で評価したものについて公表はしていない。例え

ば、テストの点数だけで評価を下されることは教委側としては望んでいない。 
したがって、個別の学校ごとに学校評価を実施させている。学校ごとには、満足

度調査、評議員の意見や学力検査の結果を実施して公開しているところもあるが、

教委としては総合的な学校の成果を統一的に把握しているという段階ではない。た

だし、それを計ろうとする動きは始まっているのは確かで、本市でも学校評価の研

究指定を受けて 10 校程度を対象に試行錯誤を試みている。 
 C 施設補助・付加価値の付与： 

受け入れ可能数で事前調整しているので、追加的な財政措置は特に行っていない。

ただし、特別教室や給食室などの改修は生徒数の必要に応じて行っている。選択制

ではないが学校関連で入れば、教育改革プラン「さくらプラン」では年間 6200 万円

程の予算を計上している。教科アシスタントや学習支援コーチなどの人件費や、発

展的研究指定校（学校独自で課題設定を行う）、パイロット校（市が課題設定を行う）

などの取り組みによって学校に予算を与えている。他の自治体と比べると学校の特

色作りには財政的には多く出していると思う。 
D さくらプランの波及効果： 

さくらプラン実施後には、学校間で切磋琢磨、いい意味での競争感覚が芽生えてき
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たと思う。例えば、音楽発表会などは各学校が出てきて発表しあうという形だった

のが、今は予選・本選があるようなコンクール形式に変わったのも一つの結果であ

ると思う。その他にも、スピーチコンテスト、芸術祭における俳句、論文コンテス

ト、中学校のスポーツフェスティバルにおいても学校間の競争意識が見られるよう

になってきた。また、それらと共に愛好精神の育成にも役立っている。 
 

※ その他のコメント 
・尾道の教育改革の流れ 

 1998 年に文部省から学校運営の是正指導を受けて以来、方向性や計画性を持った教育改

革を行おうという流れになってきた。1998 年度から 2001 年度までは学校運営組織や運営

規程を確立するための基盤作りの期間に費やした後、2002 年度から 2004 年度にかけて「尾

道教育プラン 21」を策定し、教育内容やカリキュラムの見直しを行った。2005 年度からは

「さくらプラン」に刷新して財政規模の充実や制度の整備などに取り組んでいる。 
・土堂小における選択制の先行実施 

 尾道市は 2004 年度より全市を対象に選択制を実施したが、土堂小だけは 2003 年度から

区域外の入学生を受け入れている。その際、土堂小だけは全市だけでなく全学年からも受

け入れ対象にした。というのも、新しいタイプの学校の研究校に指定されたこともあるが、

教員公募、教育内容を含め、いろんな新しい試みをやってみようということで全学年から

の入学者の受け入れを試してみたというのがある。二年目から本格的な選択制が動き始め

たので、徐々に学年ごとの受け入れを止めていった。 
・ なぜ土堂小だったのか 

 土堂は中心市街地であることに加え斜面市街地でもあり、空洞化が激しい地域だった。

そこに高齢化が進んできたことによって、人口減少が非常に激しい地域になっていた。一

時期に比べ人口が半分から三分の一以下になり、しかも高齢化しているという状況だった。

児童の数も 1000 人規模から 70 人近くまで落ち込んでいたため、統廃合の可能性も出てき

ていたが、新しいタイプの学校で取り組んでみてはどうかという動きになった。学校の立

地条件はよく地域のコミュニティはしっかりしていたため、上手くいく要素はあったと思

う。 
 ・選択希望者が多くなってしまった場合、地域との適合をどう考えるか 
 本市は選択制の利用が多くなっているということではないが、もし他地域から来るよう

な子どもが多くなってしまったら、学校は地域に根付いた行事と学校の中での地域的な行

事を別々にしなければならなくなるだろう。その時に学校とすれば、両方を重視するだろ

うが、保護者にとってはそうはならないだろう。それまでは地域と保護者が一体となって

いたかもしれないが、他からの入学者が増えた場合に学校側は、地域と保護者の双方へコ

ミュニケーションをとるように迫られるのではないだろうか。 
 ・学校の適正配置と選択制が同時に提言されたが、どのような繋がりを持っているのか 
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 実際に、学校統廃合に関わる地域の学校は山間部であったり島嶼部であったりするので、

選択制の利用はほとんどないというのが実態。なので、選択制と適正配置はリンクしてい

ない。適正配置の問題は選択制よりずっと前から課題になっていたので、当時はたまたま

通学区域と学校規模の問題を審議会で話し合おうということになった。 
 
※調査日：2007 年 5 月 9 日（尾道市教育委員会学校教育課） 
※参考資料 
尾道市教育委員会ホームーページ 
尾道市教育委員会「尾道教育さくらプラン」、「さくらプラン関連記事」、「さくらプラン主

要事業」  
尾道市立学校通学区域審議会「尾道市小・中学校の適正配置および通学区域について（答

申）」平成 14 年 11 月 29 日 
「尾道市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」「尾道市立小学校及び中学校の学校

選択制度実施要綱」（平成 15 年 9 月） 
「学校選択希望申請件数（平成 16 年度～19 年度）」 
「尾道市立小・中学校 児童・生徒数」（平成 19 年度） 
募集要項「学校選択制度のご案内」（平成 18 年 9 月） 
募集要項・学校紹介冊子「おのみちの小学校」、「おのみちの中学校」（平成 18 年 9 月） 
 
 
３．学校のマネジメント 
（A；目標管理に関して、B；権限委譲に関して、C；トップマネジメントに関して） 
 
 
 
尾道市立土堂小学校【タイプⅠ学校】（児童数 289名：2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域との関係： 

地域があったかくて協力的だ。連携は非常にとりやすい。学校に対する熱い思い

を持っているので、地域的特性があるのではないか。地域運営学校になって、学校

経営が地域の意向によって進められるようになったことで、地域の意向は気になる

し動向を的確に把握しながら運営していこうと思っている。 
 Ａ入学者よりもミッションの達成： 

選択によって入学者を増やそうという意図は、全くない。確かに選択制によって

入学者は増えているが、何より重視しているのは、協議会で決まったミッションを
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体現することだ。ミッションを具現化していく取り組みの過程を情報発信すること

により、結果的に外からも入学者が増えるのは望ましいと考えている。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 

 A 基礎学力向上策： 
本校の特色はモジュール学習を中心とする基礎学力の向上や定着に取り組んでい

る点である。中学校区（長江中学校校区）では、本校と長江小の両方が学力に力を

入れており、共に連携して取り組んでいる。 
    モジュールの教育実践は、百ます計算や漢字練習などが有名だが、要は、スピー

ド・テンポ・タイミングが肝心。反復練習なので、学習準備が整ったら後はやらせ

るだけ。準備自体はそう大変ではないので、教員への負担は少ない。 
B 職員の能力向上： 

研究開発校になっているので、職員の研究に対する意欲は高い。教育委員会が準

備する研修コースへの自主的な参加はもちろんだが、研究開発校に伴う研修の機会

は多い。 
Ｂ 学校訪問の多さ： 

取り組みに対する学校訪問や説明会などで教員は忙しくなっていると思う。それ

らも含めて教育活動なので、本校の教育実践に再び生かすという意味では教育と無

関係に忙しくなっているというわけではないが、子どもと触れ合う時間は少なくな

っているかもしれない。 
C 我が校へのアイデンティティ： 

やはり学校選択で選ばれて来ている児童に対して、期待に応えていかないといけ

ないという使命や責任がある。そういう意味で、自分の学校をより向上させていき

たい思いは強くある。選択制でなかったときよりも比べ、強く感じるようになった。

せっかく遠くから入学してくる児童に対する期待に応えたい。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 教育の質への評価： 

県の学力調査、本校の満足度調査を意識している。他の学校との比較は、取り組

みなどが違うので参照していないが、県や市の平均値などとは比較して検討してい

る。 
この他、学力は、その子どもの総合力で評価すべきだと考えている。モジュール

学習体制により個々人の伸びが把握できるので、子ども自身に自己チェックさせる

ということでも役立っている。 
 Ａ説明責任： 

ＰＴＡ総会でプレゼンを工夫するなどしている。教育方針やその進捗状況、結果
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の公表や分析を説明する。また、学校要覧や研究紀要、経営結果報告を作成して配

布することによって、説明責任を果たしている。ホームページの充実にも力を入れ

ている。 
Ａミッションに対する成果目標： 

本校のミッションに対してではないが、尾道市として自己評価表を作成している。 
市が学校ごとに固有の達成目標を設定して、その進捗状況を見ている。 

C ミッションの具現化： 
運営方針に関しては、地域運営学校の影響が大きい。もちろん、本校の伝統のよ

さを受け継ぎながら、新しいものを創り出していくが、本校にはミッションステー

トメントがある。それへの具現化のために校長をはじめとする学校が取り組むとい

う形をとっている。マネジメントはそのためにあると言っていい。ミッションは、

そういう学校を作ってもらいたいという声の現われだと考えているので、運営は校

長の理念というよりもそちらの方が優先されるだろう。 
 
※その他のコメント 

・地域運営学校を導入したきっかけ 
 最初は文部科学省の新しいタイプの学校づくり研究指定校になったのがきっかけだった。

新しい学校づくりの中でも選択肢がいろいろあったが、こういった地域だからコミュニテ

ィスクールを選択した。 
・地域運営学校と学校選択のどちらの影響が大きいと思うか 
保護者の変化についてはおおむね学校選択制の影響が強いと思う。保護者の心の中には

やはり選択して来ているという意識が基本的にあるだろう。こちらもその変化から刺激を

受けていると思う。 
・選択制度と地域運営学校の両立、緊張関係について 
コミュニティスクールとしてのミッションステートメントがあるが、そのミッションに

賛同してもらえる保護者が学校選択をしてもらえればいいと思っている。それが両立を生

み出す一つの策なのではないか。もし、学校の取り組みがミッションに反映されていなけ

れば、保護者はミッションを読んで選択をしてこないはずだ。だから、学校はミッション

の中身をしっかり運営していくことが大事だと考えている。 
もっとも、本校としては地域運営学校なのだから、ミッションを軸にした運営をしてい

るというのが特色の一つになっていると思う。保護者としてもそれは選ぶ理由となるし、

こちらとしても運営の基準となる。なので、そういう意味では、選択制とコミュニティス

クールとの矛盾はあまりないかと感じている。 
・学校運営協議会のタイプ（ミッション型か部会型か） 
本校では部会を設置していないので、実際どちらがいいのかということはわからない。

本校の場合、PTA 組織が各種委員会を持っており、しっかりしている。PTA の委員会と地
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域の社会福祉協議会などの諸団体や町会が協力し合って実施しており、必要があれば学校

運営協議会を通じてお願いすることもある。京都市などは、それらの団体が学校の部会に

入っていると聞いているが、本校ではそれは行っていない。ただ、それらの団体のメンバ

ーが学校運営協議会の役員となっている点は同じ。本校としては、協議会でミッションを

作ってもらって、経営を承認してもらうことを主要な仕事としてお願いしているという形

をとっている。 
 
※調査日：2007 年 5 月 9 日 
※参考資料 
土堂小学校ホームページ 
土堂小ブログ 
土堂小学校「学校要覧」「コミュニティ・スクール」（平成 19 年） 

（学校経営報告書）「土堂小教育」（平成 19 年度） 
「研究紀要 グローバル時代を切り開くたくましい人間の育成」 

 
 
 
尾道市立長江小学校【タイプⅡ学校】（児童数 133名：2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域・保護者等への戦略： 

地域の歴史は古く、伝統があるし、保護者のつながりは元から強い地域ではある。

しかし、学校への信頼や信用はさらに増していると思う。どこの学校を選択するか

ということで、こちらも学校を開いていろんな活動を見てもらっている。いろんな

学校を見てきて、それで本校へ選択してくる家庭や保護者の理解は大きく、意識も

高い。どちらかといえば、選択してくる保護者の方が信頼は強いと感じる。そして、

何かにつけそういう雰囲気は全体に波及してくるので、地域の保護者の関心も高く

なっているというメカニズムが働いているのではないかと思う。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 
B 教職員のやる気はどこからくるか： 

本校は前校長の時期から授業研究の面で全国的に有名なっている。公開授業や視

察がしょっちゅう行われているので、職員たちにはいつも緊張感や刺激を受けてい

る。したがって、選択制があるからという理由で職員の意識が高まっているのでは

ない。授業研究は選択制導入前から地道に続けてきており、そういう取り組みの結

果が選択制に反映されて入学者が増えているという現象が起こっている。 
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B 授業研究や視察による刺激： 
また、広島県では県の全校研究が導入されていて、そういった研修や研究の機会

も刺激になる要因として働いているかもしれない。普通なら三、四校に一校が課題

校に指定されて、教員はだいたい異動や持ち回りを考えると三、四年に一回くらい

で授業研究の担当がまわってくる。しかし、全学校が何かしらの研究課題を持つよ

うになると、その順番が早くなるし、どの学校も他の取り組み事例が気になって視

察なども多くなる。その中で、良い実践を行うと、たちまち視察や参観者が増えて

くる。去年は 600 人以上が来校した。そういう意味で、授業や学校がオープンにな

ってくると教員自身も意識が高まっているのだと思う。教員同士の評価も増えた。 
 B 多忙化への対応： 

選択制が入ったからといって教員の仕事が増えたということはない。仕事は増え

て忙しくなっているが、主に研究授業や研修に関するもの。教材作りなどは、どこ

かしらの学年の教員がオールシーズンやっている。多忙化への対応策はメールなど

を使っている以外あまりないが、教員には週一回は子どもと遊ぶ時間をとるように

と伝えている。 
でも確かに、あまりにも勤務時間が超過し、残業が続いている状況では、そうい

う指導は言いにくい。やはり、人をもっと増やすというのが一番の対応策なのでは

ないかと思う。 
C 教育実践校として有名になることへのプレッシャー： 

年によって来校者には波があるが、それでも基本的な人数は多い。中には遠方か

らの来校や全国の教委関係者、文科省の方もたくさん来るので運営する側としては

かなりのプレッシャーを感じる。取り組みを一から創っていくということも大変苦

労があるだろうけど、作ったものを受け継いで維持していく努力も大変だというこ

とを実感している。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 教育の質の把握：  

自己評価が中心で、隣の学校と比べて評価を出すということはしていない。教育

の評価というのは、他と比べてどうこうというよりも、以前と比べてどうなってい

るかを知ることが大事だと考えている。 
県が学校評価表を作っており、そこで取り組みを「知」「徳」「体」「信頼される学

校づくり」の四つの目標で分けて達成目標と評価指標を作成している。それぞれの

細項目に対して、アンケートや満足度調査などを行って、進歩状況を把握している。

そして、それらが独りよがりにならないように、学校評議員に見てもらい、また市

の外部評価者から意見をもらっている。 
 A コストの削減：  
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コストの削減は弱いところだ。民間ではないので、なかなか難しいと思う。 
いろんな連絡をメールで行っている。教員はもちろんだが、保護者の方々にもア

ドレスを登録してもらって必要があるときは一斉連絡ができるような体制が整って

いるので、その点は時間と労力を省いている。携帯などのメールが使えないという

保護者はほとんどおらず、残りわずかな保護者へは直接電話などで済ませることが

できる。  
会議はかなり減った。広島県では主任レベルが集まる学校経営会議で運営すると

決まっているし、その会議は週一回行っている。朝会は週二回やっている。諸連絡

はほとんど黒板に書いてそれを見て各自が動く仕組みを採っている。会議を減らし、

かつ、コミュニケーションが上手く取れる背景には、職位同士の仲が良いという面

があると思う。何か困ったことや悩みがあったら、個別に相談にのったり、話し合

ったりするようなインフォーマルなコミュニケーションが円滑に行われているとい

うのがあるだろう。協働意識があるというのが良い点だと思う。 
 A 説明責任： 

学校評価、学力調査結果を保護者およびホームページで公表している。保護者に

対しては、各行事でアンケートを行い、結果を分析・公表しているほか、校長は「校

長室だより」を作成し、教頭らは「学校だより」を作っている。「校長室だより」「学

校だより」これらは、回覧板などを通じて地域の方に見てもらっている。 
学校内外には良い事、悪い事を含めいろんなことがある。保護者だけでなく地域

にも目を向けておかないと、そういった際になかなか協力してもらえないので、関

係は大事にしている。 
 
※その他のコメント 

・選択制度の影響 
地域との関係では、入学者の地区が広くなっているので、各地区への連絡などをはじめ、

学校行事などで連携をとりづらくなっているという変化はある。 
学校内部での変化は、やはり入学者が来てもらう仕組みになったということが大きいと

思う。しっかりとした成果や結果を意識するようになった。他と競争して入学者を獲得し

ようとか、入学者を増やしたいとかという目標にはなるということはないが、選択される

ということで学校側も子どもには何かちゃんと見になるものやしっかりと力をつけさせて、

選ばれる学校にならなけばならないという形で機能している。 
 ・近隣にコミュニティスクールがあることへの影響 
 意識しないことはない。個人的には、どの学校であっても他と比べてどうこうというの

は気にしないタイプではあるが、職員の中には学力などの面で隣（土堂小）と比べてこち

らもという意識はあるだろう。ただ、教育目標が同じならば、もっと意識するかもしれな

いが、学校ごとで取り組む方針に違いがあるので、普段はあまり気にしていないと思う。
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土堂小には土堂小の特色があり、本校は本校での特色があって、お互いその他の目標にも

力を入れているが、結果的に同じ学力という基準で計った違いというものには注目してい

る。 
 地域運営学校という仕組みについて意識することはあまりない。本学区でも地域の協力

は得られているし、どうしてもそういう制度を入れたいというニーズもない。学校として

も必要性をあまり感じていない。 
 
※調査日：2007 年 5 月 9 日 
※参考資料 
長江小学校ホームページ 
長江小学校「学校要覧」 
長江小学校「学校選択制について」 
角屋重樹監修・尾道市立長江小学校著[2002]『これからの教育のデザインと評価』教育出版 
 
 
 
尾道市立日比崎小学校【タイプⅡ学校】（児童数 464名；2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域・保護者への戦略： 

地域・保護者を問わず、学校から出す情報量は間違いなく増えた。でも、かとい

って、地域・保護者からの意見や要望が増えたかといえばそうではない。あまり変化

はない。選択制になる以前から、保護者が学校について考える機会は増えていると思

うが、学校に要望を出すというまでではない。 
 地域・保護者の学校に対する意識は昔から高い。父母、祖父母の代から学校を卒 
業し、運動場なども地域の人たちで作ったと聞いている。行事参加にも熱心である

地域だ。 
C 校長によるビジョン： 

「さくらプラン」では、特色ある学校づくりが推進されている。校長としては、

我が校をどのような方向へ特色を出していくかが大事な仕事である。また、それを

教職員へ浸透させるのも仕事になっている。  
 

  ３－２．選択後のマネジメント 
 A 本校の特色： 

以前から英語教育、学力向上には力を入れてきたが、今年度は心の教育も兼ねて

コミュニケーション能力（伝え合う力）の育成を研究課題に挙げている。 
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B 教員のモチベーション： 
尾道市に赴任した時から、教員の変化は感じていた。おそらく、市の教育プラン

（「21 世紀プラン」「さくらプラン」）が浸透しているからだと感じる。教員の士気は

とても高い。 
「21 世紀プラン」を実施した際、教員の意欲を高める施策（「教育内容づくり」）

が推進された。すると、子どもが変わる。子どもが変わると、さらに教員の意欲が

高まるという好循環が働いていたのだと思う。「さくらプラン」になって、個々の 
学校の特色を出した教育活動（「学校文化づくり」）が推進されているので、その意

欲の高さが学校ごとで定着していると思う。 
C 経営スタイルの変化： 

経営会議は週一回行っている。教員の活動を把握する機会も多くなっている。た

だ、同じ管理職といっても、教頭で勤務している場合と、校長で勤務している場合

では大きく異なるという点に注意しなければならない。校長の場合は、経営スタイ

ルの変化は強く感じているし、自分の学校という意識もより強いだろう。 
 

  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 教育の質への把握： 

県・市の学力調査・学校評価など質を計るツールは充実していると思う。特に市

教委のプランに則ることによって、仕組みを整えており、公表もしている。ホーム

ページなどで発信もしているが、同時に情報公開のガイドラインも作成している。 
 C 実践のカギを握るのは校長： 

目標を立て、それをどう具現化していくのかという責任を負っているのは校長だ

と思う。校長になって思うのは、色々考えられるビジョンというものをどう作るか、

あるいは、学校の環境に合わせてどう作り変えるかという役割がまず重要。 
かつ、それを明確に判断して、わかりやすく示していくという役割も重要だと思

う。最終的に、教員・子どもへ浸透、定着させていくことまでが仕事だというふう

に思う。 
積み重ねが大事で、それが教育の原点だろう。たった一年、二年の積み重ねがそ

の後何十年の積み重ねの基礎となることも多くある。そうやって歴史や伝統が作ら

れていくならば、この何年かの実践を積み重ねるということはとても大事なことだ

と実感している。 
 
※その他のコメント 
・選択制度による変化 

 保護者の学校を見る目について、“どういう中身をやっているんだろうか”といった、よ

り細かく見ようとする、知ろうとする姿勢が強くなったと思う。それに伴って、学校の情
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報発信量が増えていることは関係があるだろう。 
保護者同士のつながりは、若干薄くなっているのかなと思う。学区内にマンションが増

えており、教室が足りないという状況があるが、人数が増えたという点で PTA の数が変化

したということもあるし、従来の学校から言えば保護者同士の連帯に変化が見られる。他

に、情報管理や学力などにもある程度気を使うようになっている。 
・近隣校への意識 

 近隣校への意識はとても強くなると思う。でも連携が取りにくくなるかといえば、全く

逆。かえって蜜に連絡が取れるようになった。わからないことがあったら尋ねたり、いろ

んな情報を共有しあったりしており、やりやすくなっていると思う。だいたい同じような

問題や課題を抱えていることが多いからだ。 
 ・近くの地域運営学校の影響はあるか 
両学区で子どもたちの性質は基本的には違わないが、土堂を選択する子もいる。ただし、

それほど多くないので、悪い影響は受けていない。土堂へはコミュニティスクールだから

選択しているというのではなくて（いわゆる運営の方法論の違いではなくて）、教育実践の

違いから選択しているという印象を受ける。 
土堂小は地道に教育実践を積み重ねてカリキュラムなども工夫してきたという経緯があ

り、その影響は出ていると思う。こちらとしても、同じような状況で取り入れるものがあ

れば教えてほしいし、学んでいきたいと思っている。そういう意味では、刺激を受ける対

象であると思う。というのも、尾道の選択制は、学校の特色を出していくという意図が込

められている。いわゆる「学校のウリ」が、土堂ではコミュニティでやっているという面

も含んでいる。だから、本校はコミュニティスクールという面以外で、何か取り入れたり

真似したりできる教育課程や実践例などはないのかは考えている。学区や地域が似ていれ

ば、他校の斬新なアイデアは、こちらでも採用可能だと思うし、それらを本校で昔からや

っている実践と兼ね合わせて取り組めば、相乗効果が出るのではないかと考えている。な

ので、土堂のアイデアはとても参考になる。 
 
※調査日：2007 年 5 月 10 日 
※参考資料 
日比崎小学校ホームページ 
日比崎小学校「学校要覧」「教育構造図」「学校経営全体構想図（ひびさき教育）」 
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 ４）石川県金沢市 
 
 
 石川県金沢市は、県中央よりやや南に位置する人口約45万、面積 467㎢の中核市である。

学校選択制の導入は、市内の中学校を対象に 2006 年度から始まった。全区域からの選択が

可能で、初年度の利用者は 155 名（新中学一年生の 4.1％）、２００７年度の利用者は 312
名（同 7.2％）だった。 
 インタビューは、学校選択制度を担当する市教育委員会学校教育部教育総務課、および

市内の市街地にある中学校 5 校（金沢市立泉中学校、同兼六中学校、同西南部中学校、同

大徳中学校、同高岡中学校）に対して行った。 
 
 
１．学校制度の概略 

１－１．学校区の概略 
 金沢市は、県の中央よりやや南よりに位置し、東は白山山系、砺波丘陵をはさんで富山

県小矢部市・南砺市に接しており、西は日本海に面し、北は内灘町、津幡町、南は白山市、

野々市町と接している。地形は、市の東部から南部にかけて白山山系と砺波丘陵の山地に

よって構成され、西部から北部にかけては沖積平野となっている。また、二つの稜線に抱

かれた河川（犀川・浅野川）にも接している。 

 市制施行後は県庁所在地として行政、文化、経済の中心地として発展をづづけ、大正 14

年以来 10 数次にわたる隣接町村の合併により、市街地規模の拡張を図っている。 

 

１－２．制度導入の経緯 
利用者の学校を選びたいという希望を叶えるのが第一の目的。加えて、学校が選ばれる

側になるという意識の転換も大きな目的である。ただし、競争を煽って学校間で子どもを

取り合いにならないような仕組みにしている。利用者も選択が無いよりは、もちろんあっ

たほうがいいというニーズもあり、結果的に入学者の増減に差が出るような状況を作り出

される。そのことによって、学校の側に刺激というか、意識の変化や特色ある学校づくり

をもたらしたいと考えている。 
学校選択制度（通学区域の弾力化）の趣旨（※教育委員会パンフレットより）  

 この制度は、教育委員会が入学する中学校を指定する前に、保護者やお子さんのご希望

をお聞きする制度です。  
通学区域の中学校（お子さんの住所地に基づく中学校）への入学を基本としながら、通

学区域外の中学校への入学を希望する場合には、受入枠（全中学校４０人としています）

の範囲内で、入学できるようにするものです。  
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１－３．学校制度の規模 
 児童数 25131 人、小学校数 58 校。生徒数 11531 人、中学校数 24 校。（2006 年度） 
 
 
２．制度に対する教育委員会の役割 

（A；準市場形成に関して、B；情報に関して、C；取引費用に関して、 
D；動機付けに関して、E；意図せざる効果に関して） 

 
   ２－１．選択前の対応策の有無 
 A 選択許可基準： 

選択の理由の如何を問わず申請が可能。通学区域の中学校を希望する場合は、全

員が入学できる。 
希望者数が受入枠（４０人）を超えた場合は、 申請締切後の希望状況に基づき受

入枠を調整し、４０人を超えて受入できる場合がある。受入枠を調整しても希望者

全員を受入できない場合は、公開抽選を実施する。 抽選の結果、受入枠に入らなか

った場合は、通学区域の中学校へ入学となる。ただし、希望した中学校の入学予定

者から辞退者が出た場合は、補欠順位に従って繰り上げする。 
 B 情報公開： 

各中学校の概要については、小学校６年生の保護者に金沢の教育［学校編］」を配

布している。また、学校公開週間の期間中は、各中学校の様子を直接見学できる。

その他の期間に学校見学を希望する場合は、事前に学校へ連絡のうえ、見学できる。  
 C 申請方法： 

通学している小学校から配布される入学校希望申請書に必要事項を記入のうえ、

その小学校に提出する。通学区域の中学校を希望する場合及び国立・県立・私立等

の受験を予定している場合でも、全員が必ず提出する。 

C 小学校への対応： 
中学校の選択となれば、実際に選択するのは小学校六年生である。だから、選択

に関する様々な諸手続や説明や情報は、小学校を経由して行っている。教育委員会

としては、各小学校向けに説明会の資料などを準備している。それ以外の準備（PR
など）というのは、各中学校が独自でやってもらうということになっているので、

教育委員会は特に担当していない。 
 D 通学の支援： 

各中学校の規則等を遵守したうえで、保護者の責任と負担のもと、最も安全な方

法により通学。 自転車通学については、許可していない中学校もある。一部、小規

模特認校（山間部の学校）に関しては、通学者に補助が与えられる。 
 E 特定の学校への補助・援助、利用料や選抜の規制： 
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入学前に関して教委から中学校に何か支援するということは特にしていない。入

学者を取り合うための制度ではないので、教育委員会から子どもをたくさん集めな

さいというような圧力をかけたり、そういうフォローしたりする意図はない。 
 
   ２－２．選択後の対応策の有無 
 A ニーズ、アンケート調査： 

始まったばかりなので、一年目の結果を見て評価をすることはできないが、おお

むね保護者の満足度は高かったと判断している。だが、これから修正点も出てくる

だろうから、回数を重ねることによって制度を工夫していきたいと考えている。（※

下記「金沢市立中学校学校選択制・アンケート概要」参照） 
 B 学校評価： 

選択制とは関係なく、学校の評価を把握しておくというのは大事な仕事だろう。

しかし、金沢市では学校評価の結果を学校選択の際の参考資料として用いてはいな

い。 
つまり、特別に問い合わせがあれば応じるが、教育委員会から、「選択の際には、

学校評価を参考にしてください」という言い方はしていない。各学校の紹介の冊子

及びホームページなどによる、学校ごとの PR 活動に任せている。 
 C 施設補助、付加価値の提供： 

選択制とセットで何か学校に補助や支援を行うということはしていない。選択制

以外の部分で、同時期に行われている学校への主だった取り組みは以下のとおり。 
・ 学校二学期制の完全実施 

・ 学習指導基準金沢教育スタンダードに基づく授業実践 
・ 教育課程実施状況調査（学力調査）の実施 
・ 地方分権型教育実践推進校での教育実践：学校の自主性・自律性の確立 
（学力向上推進事業・学校経営ビジョン実現事業・その他指定校（国・県）事業） 

・ 教育特区における小中一貫英語教育の推進 
・ 国語力を高めるための語彙力検定や創作文コンクールの実施 
・ 不登校防止、問題行動解消に向けた指導体制の充実 
・ 職場体験・キャリア教育の推進 

 C 事務作業の軽減： 
教委にとっては、いじめ等による指定校変更の手続が増えていたこともあって、

選択制を導入した方が以前に比べると手続きや事務作業が減ってきているというの

はある。ただ、選択制の導入によって、こちら側が学校ごとに見積もった人数から

希望者大きく外れることになった場合、いろいろな準備が必要になってくることも

あり、必ずしも労力軽減につながるとはいえないだろう。 
    利用者から見たら、指定校変更の手続よりは、選択制の方が圧倒的に手続は楽に
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なっている。事務側としてみれば、選択制によって手続は簡素化されたとはいえ、

今のところ利用者が数パーセントなので、そのために全小学六年生に書類等で希望

を聞かなければならない。今のところ全体的な労力は増えたのではないかと思う。 
 D 教員の研修など： 

管理職や教職員へのフォローは組織的にも別に行っており、選択制とは連動して

いない。教員研修に関する施策は主に以下のとおり。 
・ 研修センター（教育プラザ富樫）による研修プログラム 
・ 管理職のマネジメント能力向上 
・ 海外派遣研修等による中核となる教職員の育成 
・ 学校図書館の充実に向けて、コーディネーターを配置 

 E 外部評価等： 
金沢市では、学校評議員制度が全校で導入している。また、独自に保護者からの

アンケート調査をやっている学校もある。教委で何か統一した外部評価制度を取り

入れているわけではない。 
 
   ２－３．利用者への波及効果への対応の有無 

A アンケート、マーケティングの必要： 
教育バウチャー制度では、大規模なニーズ調査やマーケティングなどが必要だと

の意見があるが、本当にそこまで必要なのかどうかは疑わしいと思う。つまり、本

市の場合、利用者の選択の希望を叶えるという意味で、選択の幅、選択の余地を広

げる意図で行っている。また、それによる学校の刺激としてやっている程度なので、

あたかもニーズを掘り起こしたり利用者を増やしたりするような調査やマーケティ

ングをする必要性は感じていないし、導入する見込みもない。 
B 学校公開： 

選択希望者は一斉に行われる一週間の学校公開日に参観することできる。もとも

と、公開日は選択制とセットであったのではなく、開かれた学校づくりの施策とし

て行われていた。開かれた学校づくりの推進施策は次のとおり。 
・ 「全市一斉学校公開週間」の実施 
・ 「スクールフォーラム２１」の開催：教職員と保護者・地域住民が一堂に会し、各学

校が教育ビジョン等を説明するとともに、保護者や地域が学校との連携をより深める

ために何ができるかを考え、一緒に学校づくりに取り組むためのフォーラムを全焼中

学校で実施する。 
・ 「豊かな心を育む体験活動推進事業」の実施 
・ 「スクールサポーター」の活用 
E 学校間の格差に対する対応策： 

実際二年間しかやっていないから何とも言えないが、教委としては、学校間の格
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差が生じているかどうか、どういう格差が生じているか、どれくらい生じているか

どうかといった状況を把握することがまず大切だと考えている。したがって、学力

であれ、何であれ、まずはアンケートや学力テストなどの調査によってより詳しい

実態をつかむというのが求められる策であると思われる。 
詳しく実態を分析することによって、その格差が本当に深刻なものなのか、ある

いは、一時的なものなのかが見極めたり、判断したりできると思うので、それによ

って対策はいろいろ考えられるだろう。単に安易な対策を採ると、逆に風評を煽る

ことにもつながるかもしれないと考えている。 
 

※ その他のコメント 
・二年目を経て 

 導入前は様々な説明や準備を要したり、意見を聞く場設けたりしたが、二年目になるに

あたって、保護者を含め関係者の制度の仕組みに対する理解は大分広まっていると思う。

選択制度の説明会を開いているが、既にわかっているので来なかったりする保護者も多い。

制度が始まってからは、書類を渡したり、その場で対応したりする場面が多いので、入学

前手続に関しての混乱などは少ない。 
 初年度、二年目を経て、実際、選択を希望する人はそれほど多くないというのがわかっ

てきた。生徒のほとんどは指定学区の学校に通っており、選択して通う制度は学校内では

少数派になっている。なので、あまり選択した生徒を優遇するような措置は、逆に選択し

た生徒本人の居心地を悪くする可能性もあるので、あまり有効だと思わない。教育委員会

としても、選択する人を増やしたいという意図はないので、利用者に対する援助支援など

は今のところ考えていない。 
・ ブロック制、隣接区域制、全区域制の判断 

 全区域から選択可能とした理由に特別な理念はあったわけではないが、ブロック制、隣

接区域制にすると、利用者から再びブロック外、隣接外の学校を選択したいという要望が

出てくるだろう。もし、ブロック間で区切ったとなると、なぜブロックを超えて選択でき

ないのかという問に対して、理にかなった説明がこちらもできなくなる。しかも、どうい

うブロック割がいいかを考える際にも、何を基準にして区切ればいいのか合理的な基準が

ほとんど考えつかない。 
また、制度の検討段階で、選択者の大規模な移動は通学の面から見て起こりえないだろ

うという予測があったので、選択制を導入しても、行きたいところにいけないという苦情

が出るくらいなら、市全体から選択可能にして、各自が通学できる範囲で自由に選択して

もらうのが一番良いと考えた。 
 ・小学校の選択制導入の可能性 
 金沢の小学校区は校下意識が強く、検討段階でも議論にならなかった。通学できる距離

や小学校入学前の子が学校を希望するということも考えにくい。保護者からの何らかの希
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望があれば、指定校変更の手続で対応できるようにしておくということで、学校選択制は

見送っている。 
 ・統廃合との関係について 
 統廃合を絡めるかどうかは、その自治体ごとの事情があるので一概には言えないという

のが実情だろう。例えば、小規模校と通常規模校が隣接しているような場合に選択制をい

れると、それが目的でなくても、結果的にどうしても統廃合が絡む要素になってしまう。 
また、自治体全体の人口が減少傾向にある場合に導入すれば、統廃合を促す結果になっ

てしまうだろう。本市の場合も、選択制によっていくつかの学校が消えてしまうのではな

いかという懸念は少なくなかったが、以前から統廃合に関わるような規模や状況の中学校

はなく、現在も適正規模は維持されている。 
 
※金沢市立中学校学校選択制・アンケート概要（金沢市教育委員会） 
対象者 ：中学校学校選択制により、通学区域外の学校を選択した中学１年生 155 名及びその保

護者１５５名 

調査方法 ：対象者あてにアンケート用紙を郵送。無記名の回答用紙を郵送で回収 

調査期間 ：平成１８年７月４日（火）～７月１３日（木） 

有効回答 ：１７４票（生徒８７票、保護者８７票）回収率 ５６．１％ 

 
１．中学校を選択した理由について  

(1) 生徒は、部活動（23.8%）と友人関係（23.8%）を理由に選択している場合が多い。 

(2) 保護者は、子どもの希望（29.0%）と部活動（16.7%）を理由に選択している場合が多い。 

(3) 生徒、保護者とも、学校を選択する理由に部活動をあげる人が多かった。 

２．入学する中学校をどのように決めたか  

(1) 家族で相談して決めた場合が多く、次いで生徒本人が決めた場合が多かった。 

(2) 学校選択制導入のねらいの一つである「家庭で学校の教育内容や進路について考え、目標

を持って就学する。」がある程度実現されていると思われる。 

３．中学校を選択できて何がよかったか  

(1) 「子どもの個性や関心に合う中学校を選べるようになった」を選んだ生徒（23.0%）、保護

者（34.8%）が多かった。 

(2) 生徒では「仲のよい友達と同じ中学校を選ぶことができてよかった」を選んだ場合が最も

多く（28.6%）、選択理由と同様、生徒にとって学校での友人関係が重要であることがわかる。 

４．受入枠について  

 「希望者は全員受け入れるようにしてほしい」「受入枠の弾力的運用により、できるだけ多く

の希望者を受け入れるようにしてほしい」と回答した人を合わせると、生徒では 73.5％、保護

者では 75.9％となり、生徒、保護者ともに、できるだけ多くの希望者が受け入れられるような

弾力的運用を求めている。 
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 （対応）平成１９年度入学者に対する受入枠については、より弾力的に運用する。 

５．中学校に関する情報をどのように集めたか  

(1) 生徒、保護者ともに、友人や知人を通じた情報収集を行っている場合が多いことがわかる。 

(2) 「金沢の教育（学校編）」は、生徒、保護者ともに、ある程度参考にしていることがわかる。 

 （対応）１８年度版については、より各中学校の特色がわかるよう、学校の自由作成部分を増

やすこととする。 

６．その他の意見  生徒、保護者から様々な意見を頂戴した。 

(1) 自らの判断で選択した学校に通っているという自覚を持ち、中学校生活を主体的に過ごし

ている様子がうかがえる意見が多く、期待された効果が上がっているものと思われる。 

(2) 通学方法、受入枠や抽選方法について配慮を求める意見も一部にあった。 

 
※調査日：2007 年 4 月 18 日（金沢市教育委員会教育総務課） 
※参考資料 
金沢市教育委員会ホームページ 
金沢市教育委員会『金沢の教育[行政編]』2006 年度 
        『金沢の教育[学校編]』2006 年度  
        『金沢の教育（パンフレット）』2006 年度 
「金沢市中学校学校選択制（通学区域の弾力化）のご案内〈平成 19 年度中学校新一年生用〉」 
「中学校学校選択制に関するアンケートの結果について」（平成 18 年度入学者） 
「金沢市中学校学校選択制 入学希望者の集計結果」（平成 18 年 11 月 10 日現在） 
「金沢市中学校学校選択制（通学区域の弾力化）入学者数」（平成 19 年 4 月 9 日現在） 
 
 
 
３．学校のマネジメント 
（A；目標管理に関して、B；権限委譲に関して、C；トップマネジメントに関して） 
 
 
金沢市立泉中学校【タイプⅡ学校】（生徒数 437名；2006年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域への戦略： 
    地域への情報発信は間違いなく増えている。選択制の影響というよりも、以前か

らの学校公開週間、スクールフォーラムなどの「開かれた学校づくり」による取り

組みが大きいと思う。選択制に関係しては、特色をアピールする機会が多くなって

きた。冊子を作って配布することや、ホームページで公開する内容も多くなった。 
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A 保護者への戦略： 
   こちらから情報発信をしている分だけ、保護者は考える機会は増えている。以前

から比べたら、学校だよりの類の書類はかなり出すようになった。また、従来なら

ば、通知表や懇談会のような季節的な行事だけしかなかったものが、色んな情報発

信の機会が増えているということは、参加してもらっているということでもあるの

で、ただ情報を聞きっぱなしという状況ではないだろう。アンケートの他に、授業

を何件か見てもらった感想を書いてもらっており、授業の改善に活かしている。 
B 透明度を高くする効果： 

    学校の授業などの中身を見てもらって、透明度を高くしていくと、教員や学校へ

の信頼がより明確になるという効果がある。“学校が何をしているかわからない”と

いうことがなくなれば、信頼が築きやすい。 
C 閉鎖性の打破： 

 選択制度が入ったからやらなければならないというよりも、やはり、そもそも学

校はもっと開いていかねばならないという思いの方が強い。学校は閉鎖的だといわ

れるが、確かに当てはまる部分はある。もっと学校は透明度が高くならないと駄目

だと考えているので、地域に人にもどんどん入ってほしいと思っているし、選択制

も入っているので校区を越えた関わりでも活動している。ここ数年で「学校」はも

のすごく変わってきたと思う。言われたから情報を出すのではなくて、積極的に情

報を出す、自信を持って発信していく態度や姿勢というものも変わってきたのでは

ないかと思う。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 

 A 特色を出す： 
    本校は日本語教育を開講しており、市外を含め外国人生徒も多い。通級教育にも

力を入れているので、多様な教師や生徒たちが通っている学校だと思う。また、市

の学校力向上推進事業の指定校となっており、教員の育成、指導力の向上に力を入

れている。 
 A 金沢教育スタンダードに基づく学校目標： 

 金沢市は独自の教育基準を定めて実践している。各校が金沢教育スタンダードに  

照らして、どの部分が達成していて、どの部分に課題があるかを分析したあと、そ

れぞれ目標を設定して取り組んでいる。 
B 研修のあり方の変化： 

 研修自体も変わってきた。教委で研修担当をしていたが、企業派遣研修は、教員

に社会性を吹き込むために必要だということで、金沢市は国よりも先に導入した。

今までの教員研修というのはフィールド（教育分野や教科）が決まっていた。しか

し、研修のこれからはそこから出ないといけないと考えた。教員に対しても、従来
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までは、教職とは民間企業と違う職務だというふうに真逆の事をいっていたが、こ

れからはそうではないという方針に変えたのは反響が大きかった。 
 しかし、いざやってみると、派遣先企業での教員に対する評価は高かった。当初

は、教員というとどこか堅いイメージがあったらしかったが、派遣してみると意外

と評判がよく、感心されたことは嬉しかった。 
B 自己研修の奨励： 

 本校の研修としては、学力向上推進事業に指定されていることから、学校研究を

行っている。だが、それがなくても、本校では教員の自己研修を重視している。例

えば、自分の授業をビデオに撮ってそれを自分で見返すだけも研修になる。教員自

身の中で日常的に自分の課題を見つけて改善していくというのが、一番大事な研修

ではないかと思う。 
 だから、研修計画も本来ならば、（経年研修ではなく）個々人が何年間かの計画を

自ら立てて（単位を取るように）実行していくのが良いと思うし、研修メニューは

経年研修を整備充実させるのではなく、教員が勤務年数や役職に関わらず選べるタ

イプのシステムを充実させるのがいいのではないかと考えている。であれば、教員

の興味関心や必要性に基づいて受けることができるだろう。 
B 小・中連携： 

 また、金沢市は小中一貫英語教育を行っていることもあり、小・中学校の連携に

対する研修も行っている。例えば、中学校教師は小学校の教科書を見たことがない。

確かに指導要領上の教育課程はつながっているが、実際に子どもが受けている授業

や教科書はあまりつながっているとはいえない。教育上の連携をよくするためには、

小学校の授業や教科書をただ見ておくだけではなく、小学校の授業の特徴や教科書

の使い方のポイントをつかんでおく必要がある。教員に小・中学校一貫した見通し

を持たせるための研修である。おそらく、そういった研修は、小中一貫の併設校や

大学の付属校であってもあまりやられていないのではないかと思う。 
B 教員の多忙化： 

 職員室でパソコンに向いている時間が多くなっていると思う。おそらく書類作り

などの仕事が増えているからだろう。本来なら、職員室の中で学級経営や授業に関

する会話や議論が活発になるのがいいと思うが。一つの問題や課題に対して国レベ

ル、県レベル、市レベルで調査や報告が必要なので、話し合うというよりも、仕事

の処理がメインとなってしまっている感じがする。 
 ただし、それは即、意欲の減退を意味しないと思う。教育にとって一番大切なの

は情熱だ。教員は忙しいと思っていても情熱を持って頑張ってやっているわけで、

教員に対してはとても評価している。 
C 本校のアイデンティティに対する最終責任： 

 赴任した限りは、我が校をどうしていくかというトップとしての責任は強く感じる
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ようになった。選択制によって、他区からも含め入学者を預かったからには、何とか

していかねばならないという思いや責任は強い。他にも、普段から教員や地域一帯に

も泉中学のメンバーとして、何かできないかと考えるようになったと思う。だから、

行政と同じく学校も中期目標を立てて、三年間ぐらいの計画でもって経営している。

だから、あまり他校の取り組みについては意識していない。その学校はその学校なり

に一生懸命やっていると思うので、他校と比べても仕方ない部分はある。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 学校評価・学力調査の活用： 

 年二回、保護者・生徒に対してアンケートを行っている。結果を広く公開してい

る。学校評価を年二回行うことはハードではあるが、年に二サイクル行うことによ

って、改善のスピードが早くなると考えている。学力調査については、結果に漠然

と対応するのではなく、研究指定校でもあるから、学力に関する分析や対策は実践

的に行っている。 
 A 生徒の声： 

 生徒の意見を聞いてそれを規則やルールに反映して変えてという意味ではなく、生

徒の声や感想をデータや記録として残して、他との意見と比較したり、生徒自身が自

己評価したりする目的で生徒の意見を聞く仕組みを取り入れている。 
 A 学力向上と心の育成： 

 外部評価の意見やアンケートの分析結果などから、本校の経営の課題は二つある。

一つは、学力の向上。学力を伸ばすためには、教師の授業指導力の向上が最も大事

である。なので、特色でもあるように市から学校力向上推進事業の指定を受けてい

る。もう一つは、心の育成である。生徒のチャレンジ精神や思いやりの心といった

ものを、もう少し伸ばしたい。なので、ボランティア活動推進事業を受けている。

この二つを学校評価の柱としている。 
B 会議の削減： 

 朝の打ち合わせは、週三回しかやらない。週一回でもいいと思っているが、まだ

そこまでいっていない。会議のない日や空いた時間は、学級へ行って子どもと触れ

合う時間を確保させている。 
C 学校を組織として機能させる： 

 運営委員会（主任会議）をしっかり機能させることが大事だと思う。組織として

機能する学校づくりを考えていかなければいかない。単にトップダウンというわけ

にもいかない。そうではなくて、それぞれの場所にチーフがいるが、それらはとて

も大きな影響を持っている。そのチーフやキーパーソンがどういうふうな動きをし

たいのか、彼（女）らが動きやすいように、意思疎通を上手くできるように、環境

を整えるのが経営者の役割ではないかと思う。それができれば、会議などの仕事は
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ずいぶん減るだろう。 
 また、今までは、得てして力のある教員に頼ることが多くあった。しかし、今は

そういう時代ではないと思う。スタッフ全体として、組織として取り組まなければ

ならない。その意味からも、組織全体の力、「組織力」を高めないといけない。組織

力は、これからの教員に求められる力でもある。 
 
※調査日：2007 年 4 月 19 日 
※参考資料 

泉中学校ホームページ 
金沢市教育委員会『金沢の教育[学校編]』2006 年度  
 
 
 
金沢市立兼六中学校【タイプⅡ学校】（生徒数 617名；2006年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域の変化： 

 それぞれの学区、地域には特殊性がある。元々地域と密接な関係にある学校やそ

うでない学校もある。地域の力自体は変わっていないのだから、選択制が入ったか

らといって学校との関係はそういきなり変化しないだろう。 
    ただ、説明責任は意識するようになった。経営者として、学校評議員に対する活

動、学校の公開など色々な形で重視している。特に、学校の公開というのは特別な

変化だと考えられ、地域やいろいろな人が学校に入ってくるということは、普段の

学校の教育活動ではなかった部分だろう。 
A 保護者の変化： 

 教育に関して関心が高く熱心な保護者とあまりそうでない保護者がいる。関心の

高い保護者は、学校に対して要望も言うし、普段あまり感心のない保護者も、時と

して学校に強い期待や意見を出してくることがある。昔のように両者とも学校にお

任せするという態度を取る保護者は少なくなっているように思う。 
C 学校評議員： 

 経営に関しては、評議員との話し合いなどの変化があるが、選択制かどうかはあ

まり関係がないだろう。 
C 地域とマスコミ： 

 教育問題というのは誰でも論じられる部分があるので、こちらとしても子ども、

保護者だけでなく、その地域や世間の動向というものにも注意を払って対応しなけ

ればならないと思う。 
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  ３－２．選択後のマネジメント 

 A 子どもの意向の重視： 
 保護者のための教育ではない。子どものための教育なので、子どもの意向が大事

なのは当然のことだろう。生徒の視点に立った教育活動となるような取り組みを心

がけている。 
B 世の中の流れ： 

 教員が変化しているというのは、選択制による変化というよりは、世の中の流れ、

社会の変化による影響が大きい。学力向上や教育改革論議は、今の時代の趨勢であ

るので、学校もそういう影響を受けている。金沢市だけが特に変化しているわけで

はなく、全国的に変化しているのではないか。 
B 教員の多忙化： 

 もっと教員たちに時間を与えたい。放課後の生徒会活動や部活動など、生徒たち

としっかり向き合う時間が必要だと思う。教員は授業以外にしなければならないこ

とが多すぎるという感はある。 
B 教職員の健康維持： 

 働き過ぎて、体の健康管理は大丈夫だろうかと心配になることがあるので、教員

の健康の維持については特に配慮している部分だ。 
C 学校へのアイデンティティ： 

 選択制によって学校のアイデンティティが強くなるかどうかは今段階では変化な

いと感じる。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 学校評価： 

 保護者、学校評議員、外部評価等、様々な観点からの評価について重視している。

結果は謙虚に受け止めている。 
A 教育の質への対応： 

 確かな学力をつけるというのは最大のテーマだが、そのためには教員が「わかる

授業」をすることだ。授業がわかるようにすれば、子どもは学校に来るのが楽しく

なる。学力の把握はいろいろな調査を行っているので、分析して対策を練っている。 
A 信頼される学校づくり： 

 説明責任など全ての行き着くところは、信頼される学校を作ることだ。そのため

には、公開していくことだと思う。アンケートや情報公開だけでなく、評議員や人

的な交流や外への活動なども広い意味での信頼づくりだろう。そういう意識でやっ

ている。学校への理解が深まっていく中で、教職員の取り組みも正しく評価された

いと思うし、学校に対して見守ったり、時には応援したりしてほしいと思う。 
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※その他のコメント 

・ 選択制度の現状 
 昨年度の選択制利用者のアンケート集計結果によれば、選択した理由を聞くと、学校の

取り組み内容や特色で選んでいる傾向はほとんどなかった。多くは、通学距離や友人関係

や、部活などの理由で選択している。なので、利用者に対する効果というのは今のところ

あまり大きくないのではないかと思う。様々な変化は、選択制導入がきっかけではない。

今後はわからないが、現在のところ、学校の特色や運営内容が、選択の理由に影響を与え

るということは少ないだろうと考えている。 
 思うに、選択制と教育の本質とは、本来関わりがないものではないかと思う。選択制が

あるから、あるいは、ないからといって、実践内容が変わってくるわけではない。ただし、

仮に、選択理由の中に学校に関する問題が多く入ってくるようであれば、その時はまた別

の考え方が必要になってくる。もちろん、都会と地方では状況や地域性が異なることも留

意しなければならない。 
 ・近隣校との関係 
 校区の小学校とは、こちらから意識して連携をとっている。やはり義務教育は九ヵ年だ

と考えなければいけないので、とても重要だと認識している。品川区のような、小中一貫

の取り組み、３・４・２年制などのスパンで切ることも考えていいと思う。 
・ 選択制と地域 
 金沢市では地域性が強いので、小学校区では選択制を導入しなかった。中学校で導入

したのは、その中学校の性質からして、ある程度地域性の範囲を広くとってもよいと判

断したからだろう。選択制を導入しつつ地域との関係を密接にするというのはなかなか

難しいことなのではないか。かといって、選択制になったから地域を無視していいとい

う問題ではないが、両方を高めあうのは難しいのではないかと感じる。 
・ 大規模校と小規模校 

  もし小規模校であっても、選択してくる人はいるというのが実感だ。大規模な学校で

教員の目が届きにくいことを避けたいと思う保護者もいる。学校の大きさはあまり関係な

いだろう。 
 
※調査日：2007 年 4 月 19 日 
※参考資料 

兼六中学校ホームページ 
金沢市教育委員会『金沢の教育[学校編]』2006 年度  
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金沢市立西南部中学校【タイプⅡ学校】（生徒数 835人：2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域への戦略： 
    本来学校というのは、地域に開いていくべきであって、選択制が敷かれたから地

域との関係を変えるべきという思いではない。従来の学校の中だけで物事を考えた

り処理したりすること自体が問われている。 
 A 保護者の変化： 

 保護者にとっても、実際に学校選択制が敷かれているという意識はまだ希薄なの

ではないだろか。制度の本当の意味を受け止めるというのは、ある程度時間が経た

なければ、難しいことなのかなと思う。現状では単に「子どもが行きたいというか

ら」どの表面的な理由で考えている人が大部分だろう。 
A 保護者への戦略： 

 自校区の生徒を逃してはならないということが最も大事なポイントだ。確かに、

選択制によって、部活指導など、どうしても他の学校へ行きたい理由のある子ども

が権利として選べるようになったのはよかったと思う。本校としてもそういう部分

は仕方がないと思うが、生徒の生活面や学習面での理由で他区域に行ってしまうの

は、絶対に避けなければならないことだ。選択制で一番意識するのはその点だ。 
B 顧客主義への意識の転換： 

 普段、教員へも言っているが、自分の思いや理念に従って実践していくだけなく、

今大切なことは、子どもの思いがどうであるか、保護者や地域の思いがどうである

かを的確に捉えて、学校が何をしなければならないのかということであり、それを

第一に考えて判断をしていくべきであると思う。教員の意識の転換、意識改革を狙

っての学校選択制でもあるので。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 
B 教員意識の変化： 

 選択制度の導入によって、いろんな刺激を受けているというのが実感だ。当然、

教員自身のプライドもあるから口には出さないし、本人たちは制度と関係なく元か

ら意識はしていたと言うけれど、やはり客観的に動きを見ても意識は変わってきて

いる。選択制による、いわゆる外圧の効果ではないかと見ている。変わらざるを得

ないという部分はある。 
B 目標管理・業績評価： 

 研修も企業派遣研修などがスタートしているし、実際に教職員にも目標管理や業

績評価を導入している。例えば、年度始めに校長と教職員との一対一の個人面談を

行い、個々人の希望や目標について協議している。特に、昨年の反省を含め自分の
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いい部分、悪い部分の振り返りができるようなアドバイスや分析の機会を設けるこ

とがねらいだ。同様に、年度の終わりに目標に照らした評価や反省の機会を設けて、

目標管理と共に教員の育成の場となるようにしている。 
 これまでの勤務評定は、あまりにも形式的で実質的に両者にとってほとんど意味

のないものになっていたので、県レベルでも取り組みが始まっている。 
B 顧客主義とチームワーク： 

 教師としての情熱は必要だが、教師として自分の思いだけで意思決定したり行動

したりするのではなくて、こういうふうに育てたいという思いがあれば、その思い

をなるべく多くの人と共有していくことが大事だ。 
 それに加えて、他からのニーズをきちんと受け止める姿勢も大事で、その両方を

踏まえて自分として何ができるのかを導き出す必要がある。それができれば、選択

制など関係なく子どもはついてくるし、もし選択制があったとしても、選ばれるよ

うになるだろう。 
 本来、教師としてすべきことが、制度によって影響を受けるのかどうかは、鶏が

先か卵が先かのようなものだ。そうしようと思って制度を入れたこともあるし、制

度によって変わってきたことの両方の意味がある。 
C 勤務校へのアイデンティティ： 

 自分の学校として意識する度合が高くなったかどうかというのは、経営者人それ

ぞれで違うと思う。私の場合は、昔から意識は強い方だったと思う。というのは、

経営者というのは本来、トップに立った時点で経営理念や方針などについて自信を

もってやるべきなので、経営手法としては昔とあまり変わっていない。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 学校評価： 

 学校評価は、選択制と絡めて論ずべきものではない。経験から言うと、学校とい

うのは、計画はとても立派で素晴らしいものを立てるが、いろんな計画を立てるだ

けで完結していたり、当事者たちが満足していたりする面がある。しかし、大事な

のは、子どもたちをある目標に向かって育てたいから、計画を立てているのだとい

うことだ。 
 その時に P-D-C-A サイクルがしっかりできていないと意味がないだろう。学校組

織の場合、自分らのやったことに対する、チェック機能、そして達成度を振り返っ

て問題点や計画を修正していく機能が弱いと思う。しばしば「教育の成果や人間性

の育成などはそう簡単には計れない」ということを言い逃れのように言う場合があ

るが、計画だけを立てて、それ以後は何も取り組もうとしないということとは、問

題が別だろう。計画と評価のサイクルを回すことこそが大事だと言いたいのではな

くて、自分が育てたい子どもの理想や目標に対して、どこまで近づいたのかを振り
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返ってチェックしていくことが大事なのである。それがなければ我々の教育活動は、

単なる独りよがりなのだと思う。 
 A 教育の質への対応と改善策： 

 まず自己評価がある。教員が自分自身をどう捉えているか、他者との関わりでは

どうかを感じ取ってもらうようにしている。また、中学生ともなれば判断力もある

ので、生徒からの評価も行う。さらに、教育について見識のある人からの客観的な

評価（外部評価）ということも重視する。ただし、現段階ではまだ仕組みとして未

完成な部分が多い。 
 このほか、保護者からの評価を取り入れている。やはりアンケートの中身や評価

の基準を設定するのが難しい。指標の作成にあたっては、客観性と妥当性が大切だ

し、専門性と顧客ニーズとの緊張関係をいかに作り出せるかが問題だ。 
 A コストへの対応： 

 ヒト・モノ・カネのコストについては、学校の中で何とかできる面は少ないと思う。

与えられているものは限られているので、どういうふうにして優先順位をつけて、

いかに効率よく利用するかを考えている。本当に必要なものは何なのかという点を

的確に判断して、やらざるを得ないのかなと思う。 
C 説明責任： 

 ホームページ、学校だより、学年・学級だよりでの情報発信はしているが、経営

者としては、学校公開日や参観日、PTA 懇談会などの機会に説明をしている。保護

者への説明責任が、最も優先順位が高いと思うので重視している。 
 次に地域である。地域へは、例えば地域懇談会や公民館の会合での質疑応答の中

で行っている。そうやって、学校がやっていることについて説明をしていけば、自

然と評判が上がっていくので、必要な時は協力や支援をお願いすることもしやすく

なるだろう。 
 
※その他のコメント 
 ・選択制の効果 
 二年目なので、保護者、子ども、教職員などに強い変化があるとはいえないが、では全

く変化がないかといえば決してそうではない。教員にも変化している部分があるし、管理

職も教員に対して、保護者に対して言わなければならないことや対応が変ってきている。 
 金沢の選択制は全員が申請するので、外の学校へ行くことも選択だが、自分の地域の学

校へ行くことも選択しているという意味が置かれている。本学区の子どもたちに選ばれて

いるということが明確になるのが最終的な形だ。学校のスタッフへもそういった意識が芽

生えてくることが、選択制の効果であると思う。 
 ・選ばれる学校、選ばれない学校 
 以前、教育委員会の中で仕事をしていたが、市が選択制を入れたのは、当然ながら、背
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景に学校側の変化を促すという意味があって入れた。教育関係者の意識改革というのが、

最大のねらいだと言ってもいい。当時、よく議論されたのは「選ばれる学校が出てきて、

選ばれない学校が出てくる。選ばれる学校はいいけれど、選ばれない学校はどうなるんで

すか、どうすればいいのですか」といった疑問だった。しかし、当時から「だから、頑張

って選ばれる学校になってくださいよ」というのが、当然の答えだろう。 
 要するに、低いところばかりに合わせるような基準にしていたのでは、いい方向に仕事

はいかない。だから、選ばれるようにするためには、教職員スタッフ同士がどうすればい

いかの話し合いは必要であろうし、閉鎖的だった部分を公開していく必要もあるだろう。

もし、学校のレベルが上がれば、他所の学校に行くということは絶対にない。学校はやは

り、近い場所にあるのが便利で一番有利だからだ。 
日本人がそうなのか日本社会がそうなのかわからないが、色んなことを変えようとすれ

ば色んな所から抵抗がある。もちろん、学校からもかなりの抵抗があったし、保護者にと

っても概ね歓迎だったが一部に反対意見があった。変えるというのは大変苦労することで、

そのまま何もしなくてもいいという意見も一方であるが、それは単に楽をしているだけと

取られても仕方がないだろう。 
仮に、変えないとした場合に、学校が閉鎖的だと言われている状況に対して、対応策が

なかなか思いつかない。そう変化なくやっている状況が、果たして子どものためになって

いるのかと問われた際に、どう返答すればいいのか。市としては、それは何とか打破しな

いといけないという思いや危機感があった。であれば、学校へ危機意識を持たせるような

やり方、開かれた学校や選ばれる学校に誘導していくような仕組みを考えた方がいいとい

うことになった。選択制を導入したのは、そういった背景があるので、利用者の大移動が

目的なのではなく、学校運営に刺激をもたらす事が最大のねらいである。 
・ 学校に特色は出せるのか 

 特色ある学校づくりと言われるが、特色というと見た目や感覚的にパッとわかるような、

ある意味派手なことを思い浮かべる人が多い。しかし、そういう受け止め方自体が間違い

だと思う。中学校は義務教育なのだから、学校としてやるべき最低限の内容というのは決

まっていて、しかも、その部分は最も大事で、かつ、どの学校もあまり差は生じないもの

だ。だから、特色をどこに求めるかといえば、例えば、基礎基本の時間を増やして徹底的

にやるとか、習熟度学習を取り入れるとか、部活動があるとかいう、外からはあまり目立

たないような「特色」であると思う。 
・ 近隣校との関係 
入学者を単に増やしたい、減らさないという狭い意味で意識しているのではない。近隣

校よりも増やしたいから意識するのではなく、本校の義務教育が結果として果たせている

かどうかを確認するための目安として、結果的に入学者がどうだったのかを把握している。 
・ 学校のパフォーマンスをどうやって把握するか 
抽象的な言い方になるが、例えば、教室で子どもの顔を見れば、どんな学校かというの
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はすぐわかる。子どもの顔に全てが表れているのではないか。また、校舎の中を見ても、

整頓されているとか、雑然としているとかで雰囲気は感じられるだろう。ただ、それを数

値化するというのは非常に困難だ。数値として表せればそれに越したことはないが、だか

らといって無理に数値化を求めるのは意味が違ってくるのではないか。したがって、そう

いった雰囲気や活気に対して見る目がある、価値判断できる人たちが、評価のメンバーに

入ってもらって評価を受けるという仕組みが作れればいいのではないかと考えている。 
 
※調査日：2007 年 4 月 20 日 
※参考資料 

西南部中学校ホームページ 
金沢市教育委員会『金沢の教育[学校編]』2006 年度  
 
 
 
金沢市立大徳中学校【タイプⅡ学校】（生徒数 540 人；2006 年度） 
 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域への変化： 
    窓口を担当するのは教頭であるが、地域からの質問や要望が増えてきている。学

校が地域の人たちに対応することが多くなった。これは学校のあり方、対応の仕方

が変わってきたからではないかと思う。開かれた学校というのが徐々に浸透しつつ

あると感じる。 
 A 保護者の変化： 

 地域とは異なり、保護者の方が変わってきている。保護者の学校を見る目が変わ

っていると思う。保護者としての考えを持つようになって、それを基に学校とはこ

うなんじゃないかというような、言いたい意見をきちんと述べる人が多くなってい

る。ただし、制度的な理由による保護者の変化ではないと思う。おそらく長い時間

をかけて保護者が成熟、変化してきたのではないかと考えている。 
 もっとも、今後は、選択制の影響もあるだろうから、保護者への対応はますます

多くなっていくことが予想される。選択してきた人は、少なくとも他の学校と比較

して入学してきている。表面上の理由は、学区境界上にあり、距離的に近いから選

んだという人が多いが、中には他校と比較した上で評判を聞いて選択してきた人も

おり、理由の真相はわからない部分があると思う。 
 本校の選択理由は、小学校区が半分に分けられている事に加え、地域少年スポー

ツ団などのつながりによる友人関係を基にした入学が多い。遠くから入学している

人は全体で 10 人前後。その場合、留学交流や新体操部による選択の理由が多い。 
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C 入学者の増減に対するマネジメント： 
 入学者の増減は管理職として非常に気にかかる。競争するという意味ではなくて、

年度ごとに教員やクラスが増えたり減ったり変化するようになったのは経営的に重

要な要素だからだ。学年ごとに偶数の学年と奇数の学年が出てくると、各種行事運

営にも支障が出てくる。その年の入学者の数に応じて後手後手に対応しているよう

ではいけないので、こちらから選択制による支障が生じないように、一定数を維持

していくための工夫も考えていかねばならないと思う。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 

 A 英語特区による特色： 
 選択制によって特色を出すというのも一つの方法だと思うが、たまたま自校に存

在していた既存の特色を活かすというのも方法だろう。本校は新しく特色を出すと

いうよりも、昔から実践していた国際交流活動を市の英語特区と連動させて特色と

してアピールしている。また、偶然にも新体操部があるのは市内で本校だけになっ

たので、部活動の面でも特色として選択対象となるように配慮をしている。 
B 教員の多忙化： 

 選択制になって、教員の刺激や活力になるというプラス面もあるが、反面で忙し

くなっているという面もある。本校の一学年の規模は三クラス、四クラスとそれほ

ど多くない適正規模だったが、現在五クラス。これ以上多くなるようだと人員が足

りないというデメリットはどうしても出てくるだろう。 
B 研修による修養： 

 選択制によって教員が育つかどうかはわからない。だが、選択制の入ってきた時

期にあわせるように、教員の育成プログラムも充実してきたというのは実感してい

る。 
 これまでならば自主的に申し込まなければならなかったが、各職能に合わせた研

修メニューが揃っており、能力育成の機会は増えている。市が中核市になると同時

に、教員研修を整備したことも関係しているが、他の自治体と比べると、本市は教

員育成の意識は高いと思う。 
C 意思決定の増加： 

 選択制が入ったことによって、地域・保護者への仕事が増えた。かつ、それらは

意思決定の場面が増えているということでもあるから、当然、選択制の影響による

マネジメントやリーダーシップには変化があるだろう。外に対して情報発信しなけ

ればならないし、学校内に対してはその準備のための仕事が増える。今まであれば、

学校に来る入学者は決まっていて、決めなければならないことも現場に任せていて

もよかった。それが、毎年変化するようになると、入学者がプラスになったかマイ

ナスになったかで、部活やクラスの編成から、生徒会活動や運動会の団分けに至る
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まで、単に任せたり独断で決めたりすることができなくなった。 
  
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A マスコミを活用： 
    学校の PR 活動にマスコミを利用するのは効果がある。マスコミへの配慮も変わっ

てきたと思う。 
A 学校評価： 

 保護者がどのように学校を見ているかを知るためには、学校評価が目安となる。

やはり学校としてもその評価を上げていきたい。 
A 説明責任： 

 本校は文科省の研究指定を受けていることにより、授業に対しては公表責任があ

る。 
 学校経営方針を作成して各種機会で説明している他に、外部評価として、アンケ

ート（保護者、教職員、生徒）を年二回行って、PTA、学校評議員らに公表してい

る。 
A 学校のパフォーマンスを知る手立て： 

 一つは、学力や部活動の成果というのは、実績が出るものなのでわかりやすい。

もう一つは、地域からの評判だろう。「生徒の雰囲気や態度が落ち着いている（かど

うか）」という地域住民からの評判は傾聴に値すると思う。なので、保護者や地域懇

談会などのイベントでのコミュニケーションは大事である。例えば、本学区のよう

に、小学校区が分離学区であるような地域は、もう一方の中学校区との比較ができ

るので重要な指標だ。 
B 口コミも重要： 

 近年の傾向として学校として説明責任や評価を重視するようになった。しかし、

昔ながらの口コミによる評判や説明も大切だと思う。例えば、昔なら、高校進学者

の名前なども公表していた時代があったが、今では個人情報なのでそういう情報は

学校からは出せない。間違った噂や情報に対しては学校として否定するが、学校ス

タッフにとってもある意味、口コミによる評判を重視している。教職員、管理職と

しても、そういった周囲の評価や個別の説明の機会は大事にしたいと思う。風評は

良くないというイメージがあるが、保護者、地域のそういった口コミだけを否定す

べきものでもないだろう。 
C ニーズに対するマネジメント： 

 例えば、生徒数が全体で 80 人増えたり減ったりすれば、必ずどこかの部活動の絶

対数が増えたり減ったりする影響が出る。部の形態によっては、その年の選手やチ

ームが揃えられない部活も出てくるし、一度作った部活は簡単に廃止できない。そ

うでなくても、指導者の確保や運営費の維持などでも難しい場面が出てくるだろう。 
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 ニーズに対して敏感になるのと同時に、それに対する判断をしていかなければ、

全てやりっぱなしで収集がつかなくなるだろう。金沢市の場合、そういった弊害は

まだ出ていないかもしれないが、今後、教育現場に向けてどういう対応や判断をす

べきかをしっかり考えなければならないと思う。 
 
※その他のコメント 

・ 金沢市の教育改革 
 金沢市教育委員会は、学校選択制だけではなく様々な改革に取り組んでおり、全国の各

地域で行われている事例も積極的に取り入れている。二学期制は仙台市の事例を参考にし

ているし、学校選択制度も東京都の事例を参考にして導入した。 
 選択制導入の背景は、元々あった部活動などの潜在的ニーズを、越境入学などの手段で

はなく、しっかり権利として認めていこうというのが大きなねらいである。 
 
※調査日：2007 年 4 月 18 日 
※参考資料 
大徳中学校ホームページ  
金沢市教育委員会『金沢の教育[学校編]』2006 年度  
 
 
 
金沢市立高岡中学校【タイプⅡ学校】（生徒数 814名；2006年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域への戦略： 

 やはり地域の皆さんに、学校のよさというか特色を伝えないといけないと思って

いる。 
 どちらかというと、学校間の競争原理の部分も意識しないと本学区への注目が薄

れていく。地域で育つ子が最終的には本校を選んでもらうようなことは意識しなけ

ればならないだろう。情報発信はもちろんだが、例えば新しく部活を作ってほしい

とか、自転車通学を認めてほしいなどの色々な要望も受け止めるようにしている。 
  地域に関しては、選択制によって複雑になるどころか、より関わりの深い関係が

築けるのではないかと考えている。なぜなら、もちろん他の地域からの入学者も来

たいと言えば受け入れるが、何より本学区の入学者をしっかり獲得していくことに

よって、より地域に根付いた学校が作り出すこともできるからだ。だから、地域の

学校があるも関わらず、他の地区の学校に逃げていくというのは、どうしても避け

たいと考えている。 
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 A 保護者への戦略： 
    金沢市では保護者全員がどの学校あれ申請をしなければならないため、保護者が

学校について考える機会は必ず増えている。多くの親子が情報誌に目を通しや説明

会に顔を出していると思う。 
  意見や要望を出す保護者は選択制とは関係なく以前から存在していたが、保護者

の学校を見る目は全体的に見れば厳しくなっていると感じている。以前はこの学校

は荒れていたこともあり、選択制が入ると同時に、風評や噂が広まって保護者から

「この学校は大丈夫ですか」という問い合わせが多くあった。学校としては、それ

を打ち消すような努力を続けてきた。学校公開の際に徹底的に情報公開する、小学

校の説明会や保護者会へ何度も足を運ぶ、荒れや風評に対しては、徹底して公開す

る姿勢で臨むのが、一番効果があると思う。年三回の学校説明会、年四回の学校公

開週間、年二回の休日授業参観、保護者・地域と連携した学校行事、部活動によっ

て開かれた学校づくりを実践している。 
   保護者同士のつながりは、まだ選択してくる絶対数が少ないので今のところ変

化がないと見てよいだろう。 
C 多様な仕事： 

    選択制になってから、調査取材や問い合わせが増えるようになって、説明や回答

など、今までにない仕事が増えていると思う。 
C 公民館・警察との連携： 

 市民活動にも力を入れている。小学校区には各公民館があるが、そこと協力して

懇談会やいろんな活動、説明を行っている。これも地域から入学者をもらさないた

めの工夫だ。警察とは安全について協力を求めることが多くなった。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 

 A 本校の特色： 
    学力向上に関して、きめ細かい指導体制と、三年生による自主的な学校行事の運

営を行っている。 
B 教員の変化： 

 「職員の切磋琢磨」という学校経営目標にもあるように、学校を選んでもらって

いる意識を持たせるようにしている。また、教員たち自身も、全国でも少ない学校

選択制が導入されたということで、教育技術者として、きちんとした対応やしっか

りとした説明ができなければならないという自覚が出始めている。 
  特に、中学校の場合、子ども達本人の希望で入ってくるという要素が強く働く。

教員たちも、生徒自身が選んで来たんだと考えているようで、導入前と後では自然

と対応が違ってきた。やはり選ばれるような実践をしたいとか、この学校の教員の

評判などといったことを意識しているのだろう。 
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 また、外部啓発や職員の育成に関することも、外部へ積極的に発信している。 
C トップダウンの強調： 

 職員には目標や報告などを指示することがかなり多くなった。特に、最近では学

力向上などの目標が明確になってきているので、その辺は学校としても保護者に対

してごまかしが効かないし、保護者もデータなどはわからなくても、取り組みの様

子やその雰囲気によって感覚的にわかってしまう。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 教育の質の確保： 

 学校公開や行事や参観日の際に、保護者や地域の人に対してアンケートを行って

いる。この他、いくつかのアンケートを（卒業生、教職員、生徒、各教科、学年）

学校教育目標に照らして実施し、結果を分析している。これらは学校評議員らも含

め公表している。 
 現在考えているのは、教員自身が自分の授業を評価するだけでなく、生徒からの

評価を踏まえて授業改善をしていけるような仕組みづくりだ。例えば、一つの単元

が終わったら、テストの結果だけで授業を評価するだけではなく、指導のどこがわ

かりやすかった、わかりにくかったなどの声を聞けるような仕組みである。授業を

受ける生徒の意見をうまく反映することができたら、おそらくそれが、学力向上へ

の一番の近道になるのではないかと思う。 
B チームワークの涵養： 

 学校組織に求められるのは、教員たちが課題を共有して一緒になって取り組むと

いう姿勢だ。民間企業であれば、全員一丸となって顧客獲得や利益を上げることに

取り組むことはわかりやすい。学校は教員が担任や教科や部活といった個々で持ち

場がはっきりしていることもあって、一生懸命やっているのだが、どうしても目的

の共有というものがされにくい。例えば、学校全体としていじめが多いならば、い

じめをなくすような取り組みというのは、目標や課題を共有化して、自分が何をす

ればいいか、何が大事かなどを全体の中で把握していく必要がある。そういう組織

風土や雰囲気作りというのは、これからも一層大事な経営課題になってくると思う。 
C トップダウンとボトムアップ： 

 そういう経営課題を解決していくために、学校に従来あるそれぞれの校務分掌が

あるが、それがきちんと機能しており、かつ、校務分掌をまとめる主任がいて、管

理職からの意見と教員の意見をまとめ上げる話し合いや議論ができれば、目標は共

有されていくのではないかと考える。そういう強い組織を作っていくという意味で

は、学校はまだまだ民間に負けているので、まずはそういった体制をしっかり築き

上げたいと思っている。 
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※その他のコメント 
 ・近隣校への意識 
 “隣は何をする人ぞ”というふうに、隣というか周りの学校の様子は、一体どんなこと

をしているのかとても気になるようになった。ただ、連携が取りにくくなるということは

ない。 
隣の学校に本校にない部活動があったりすると、それだけで隣に流れていく原因になる

ので、今までは何でもなかったような違いが選択制になると重要なちがいになってくると

いうのは実感している。 
隣接している学校同士は、（学力などでは昔からあったことだが）入学者などで勝ってい

るとか、負けているとかという意識は実際のところあると思う。例えば、入学者が去年よ

り増えれば、本校を選んでくれたのかなという気持ちはあるし、経営者としてもうれしく

思うだろうし、逆に減ってしまえば、何が原因だったのかなと思案するだろう。また、仮

に、不人気校へ異動になったならば、どうやって立て直そうかと必死になるだろうし、人

気校へ赴任になれば何としても人気を維持しないとというプレッシャーというのはある。

したがって、そういう経営者としての意識や感覚は選択制になれば当然出てきている。 
 
※調査日：2007 年 4 月 18 日 
※参考資料 

高岡中学校ホームページ 
金沢市教育委員会『金沢の教育[学校編]』2006 年度   
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 ５）愛知県瀬戸市 

 
 
愛知県の北中部に位置する瀬戸市は、人口約 13 万人、面積 111 ㎢の都市である。2005

年度より一部の小学校、中学校で学校選択制を導入しており、2006 年度からは市内全学校

が対象となった。選択方式は隣接区域の学区のみに限られる隣接学校選択制である。市内

の一校（品野台小学校）のみ、オープンスクール・エコスクールとして他校にはない特色

があることから、市内全域から選択できる特認校制を採っている。 
 本稿の聞き取り調査は、タイプⅡ学校で特認校である瀬戸市立品野台小学校とそれに隣

接する同下品野小学校に対して行った。 
 
 
 
１．学校制度の概略 

 
  １－１．学校区・学校制度の概略 

市内全域から選択が可能な品野台小学校を除いて、隣接学校選択制度を採っている。小

学校への入学時、中学校への入学時、引越しに伴って転校する時に選択して入学すること

ができる。従来の学校区は変更せず、希望がなければ通常の指定校に入学することになる。

その際の手続きは必要ない。入学後は原則として卒業まで通学する。希望者多数の場合は、

抽選により入学者を決定する。自転車通学は原則として認めていない。通学に費用がかか

る場合は保護者の負担となる。 
申請は 18 年度に 110 人、19 年度は 103 人の実績があった。 

 学校選択制の目的（瀬戸市ホームページより） 
○ 子どもや保護者の願いに応じた学校選択の機会を広げます。入学後は積極的に学校に

関わってください。  
○ 選択制によって学校を活性化させ、さらに魅力ある学校づくりをすすめます。  
○ 学校の活性化に伴って、地域と学校との連携が深まり、地域社会から学校への幅広い

参画が期待できます。 
  
 １－２．制度導入の経緯 
瀬戸市では、2001 年 10 月に「瀬戸の教育を創造する市民会議」を設置し瀬戸市の教育

ビジョンを確立した。引き続き、その具現化にむけて 2005 年 3 月に「瀬戸市教育アクショ

ンプラン」を策定している。隣接学校選択制はその施策の一つとして位置づけられる。 
 
１－３．学校制度の規模 
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児童数 7606 人、小学校数 20 校。生徒数 3512 人、中学校数 8 校（2007 年 5 月）。 
 
 
２．制度に対する教育委員会の役割 

（A；準市場形成に関して、B；情報に関して、C；取引費用に関して、 
D；動機付けに関して、E；意図せざる効果に関して） 

 
   ２－１．選択前の対応策の有無 
 A 抽選から入学までの流れ： 
    希望者が多数の場合は抽選を行う。抽選から外れた場合は、補欠順位を同時に決

定し、欠員が生じた場合には順位に従って入学できる。また、受け入れ人数に余裕

のある他の隣接校を選択し直すことが可能。 
 B 情報公開： 
    学校ごとに学校公開日を設けている。また、学校紹介用パンフレットやインター

ネットのホームページを作成し、保護者や地域のみなさんに学校の様子を公開して

いる。 
C 申請手続き： 

 選択希望者は、締切日までに教育委員会で申請手続きを行う。原則として、学校

経由や郵送での申請はできない。 
C 通学補助： 

    市営コミュニティバスの利用は子ども一回 50 円となっている。 
 D 多様化政策「未来創造事業」： 

 各学校が行事を通して創造性をはぐくむ体験活動事業、国際的な視野を身につけ

るための国際交流事業、より大きな夢をもたらす夢創造事業、学校や児童生徒が幅

広い自由な発想に基づいて事業内容を企画できるよう、子どもたちが夢をはぐくむ

ことができる取り組みを推進している（平成18～20年度計画：各種事業の推進と予

算の確保）。 

 E 特定の学校への補助・援助： 
 品野台小学校は、県にも数校しかないオープンスクールという形態の学校なので、

市内全域から選択できるようにした。 
 
   ２－２．選択後の対応策の有無（※参考資料：『瀬戸市教育アクションプラン』より） 
 Ｂ 教育懇談会： 

 「児童生徒の健全育成について、市民、教職員、行政が一堂に会し話し合う会を

毎年開催します。各学校別地区懇談会で話し合われたこと、また、基礎学力、子ど

もの居場所、特別支援教育など一定のテーマを設定し、保護者・地域・学校・行政
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それぞれが担うべき役割とその方策を検討します。」（平成18～20年度計画：実施） 

Ｂ 学校別地区懇談会： 

 「学区の児童生徒の健全育成について、保護者、地域住民、教職員などが一同に

会し、話し合いを継続的に開催します。各校の経営目標、学校評議委員会での討議

事項、最近の地域の問題、全市で設定したテーマ等について話し合いをします。」

（平成18～20年度計画：学校づくり体制の推進懇談会開催） 

Ｂ 情報公開の推進： 

 「学校・学級の経営目標・計画及び実践結果を、児童生徒、保護者、市民に対し、

ＰＴＡ会議やホームページ、学校別地区懇談会などを通じて、積極的に公開し、そ

の理解と浸透を図ります。」（平成18～20年度計画：情報の整理・提供） 

Ｂ 学校公開： 

 「小学校入学前の親子や地域住民への定期的な学校公開、また休日に授業参観を

開催するなど学校を広く市民に公開する機会を持ちます。当日は、不審者等の進入

を防ぐための安全面の配慮をします。」（平成18～20年度計画：ホームページの全

校開設、公開日を増やす） 

Ｃ 情報システムの導入・機器の定期的な更新： 

 「校内ＬＡＮの構築と保守管理システムの導入、普通教室へのパソコンの整備、

教職員へのパソコンの貸与、情報機器の定期的な更新など、高度情報化の進展に合

わせた環境整備を行います。」（平成18～20年度計画：24 校更新） 

Ｃ 教員の業務の効率化： 

 「教職員のアンケート結果では、『保護者が学校にしつけを頼りすぎている』『教

員の教科指導以外の仕事が多すぎる』など職場環境に関する問題があがっています。

教員の業務の効率化を考慮し、教員が本来の職務に専念し、学校が活性化するため

の環境を整備していきます。」（平成18～20年度計画：研修制度の充実・教員評価

の有効活用） 

Ｃ 教職員の人員の増加： 

 「児童生徒一人当たりの教職員数、学校経営計画、校長の要望等をふまえながら、

各学校の教育目標や課題などに応じて市独自の教職員、非常勤講師の人員増加に取

り組みます。」（平成18～20年度計画：必要な人員を市独自で配置） 

Ｄ 校長の裁量権の拡大： 
 「学校の教育目標を実現するために、予算裁量権の拡大、教職員の人事配置、非

常勤講師の採用など、校長（学校）の裁量を拡大します。」（平成18～20年度計画：

校長の職務の明確化を図り、基準を設置する） 
Ｄ 人事考課制度の充実： 

 「教職員自ら目標を設定し、その達成度について確認し、改善を図る目標管理の

導入と適正な人事考課の導入に取り組み、教職員個々人の能力開発を促します。ま
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た、意欲・能力・成果をふまえた人事評価と昇格・給与等への反映について、効果

的な手法の検討を続けていきます。」（平成18～20年度計画：制度の検討と実施） 

Ｄ 教職員のＦＡ（フリー・エージェント）制： 

 「特色ある学校づくりや未来創造事業などに、教職員が持つ特別な技能や意欲を

生かすことを目的に、小中学校の経営計画に基づき、教職員が異動先の希望を表明

し、その表明を尊重して人事異動を行うＦＡ制度の導入を図ります。」（平成18～

20年度計画：モデル校での実施と考察） 

Ｄ 教育実践総合研究・開発支援センター： 

 「専任のスタッフを配置し、教科指導方法の研究、副教材の開発、学校運営の課

題克服に向けた研究、教職員や保護者の相談や指導などを行う教育実践総合研究開

発支援センターの設置に向け、研究します。」（平成18～20年度計画：センター設

置調査研究） 

Ｄ ティーチャーズ・アカデミー： 

 「教職員の研究発表の機会を設け、成果の共有、意見交換、問題提起の場として

充実を図り、教職員の資質の向上を図ります。」（平成18～20年度計画：重点分野

の検討を全教職員で行う） 

Ｄ 教職員インターンシップ制度： 
 「夏季休暇など長期休業中に、希望する教職員が工場・商店・福祉施設など民間

事業所で一定期間、働く機会を設け、社会経験を広げる支援をします。」（平成18～
20年度計画：年々人員を増加し、対象者を増加する） 

Ｅ 学校サポーター： 

 「学校の授業・行事等で教職員を支援する学校サポーターの充実を図ります。そ

の効果についての検証を行い、サポーターの活動対象を環境整備、図書館整備、交

通指導、安全パトロールなどさらに拡大を図っていきます。」（平成18～20年度計

画：未配置サポーターの拡充と予算の確保による増員） 

Ｅ 保育園・幼稚園・小学校の連携： 

 「教員・保育士の合同研修や互いに指導の様子を視察し交流を深めます。また、

合同活動（運動会、学芸会、音楽会、遠足等）、学校訪問など異年齢交流を進めま

す。特に基本的な生活習慣の定着を重点課題として設定し、小学校１年生が落ち着

いた学校生活を送れるよう保育・教育の指導方法の改善・工夫を行い、また、家庭

教育の支援も行います。」（平成18～20年度計画：現状把握のための合同会議を開

催） 

Ｅ 小中一貫・連携教育： 

 「小中学校で、学習指導や生活指導における学校間の連携を図るため、職員の交

流、教科別の系統的なカリキュラムづくり、小学校高学年の教科担任制の導入など

に取り組みます。また、小中学校の併設や体育施設・特別教室などの共同活用化な
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どを検討します。」（平成18～20年度計画：全中学校ブロックで実施） 

 
   ２－３．利用者への波及効果への対応の有無 

（※参考資料：『瀬戸市教育アクションプラン』より） 
 A 学校評議員： 

 「市内のすべての小中学校で学校評議員制度を導入し、保護者・地域住民等の意

向を校長に伝え、学校経営に反映します。また、保護者や地域住民の学校運営の参

画意欲をふまえて研究を進めます。」（平成18～20年度計画：機能的な制度として

全校に設置） 

 B 学校評価： 
 「学校、学級の経営方針を明確化し、重点目標を設定して、その方法と効果の検

証方法を定め、実施後に各校が自己評価を行うとともに、その評価を公表し、今後

の対応について、学校評議員、地区懇談会などで検討し、改善につなげていきます。」

（平成18～20年度計画：評価方法の検討と整備） 

 D モアスクール（地域子ども教室）： 

「子どもたちが、放課後・休日・長期休業日に、地域の学校で、遊びや様々な体験 

ができる場など、子どもの居場所づくりとして、モアスクール（地域子ども教室） 

の実施を支援します。運営は、地域の大人が担い、社会全体で子どもを見守り育て 

ます。自治会、子ども会、地域の各種団体など様々な機関との連携を図り、多様な 

メニューづくりに取り組みます。また、休日においては、通学する学区以外の教室 

への参加を認めたり、学校教職員が公務とは離れ、地域住民として得意な分野の講 

座を開講するよう働きかけます。」（平成18～20年度計画：開設） 

Ｄ 総合型地域スポーツクラブ（子ども関連）： 

 「中学校区で設立していく総合型地域スポーツクラブの活動において、子どもを

対象とした活動を広げていくことを支援します。例えば、ニュースポーツなどスポ

ーツ体験の機会を設けたり、学校の部活動にはない種目を開設したり、土・日曜日

の小中学校の部活動を総合型地域スポーツクラブに移行したりすることも想定して

います。」（平成18～20年度計画：４地区設立） 

 
※参考資料 

瀬戸市役所ホームページ 
  瀬戸市教育総務課（ホームページ） 
  瀬戸市学校教育課（ホームページ） 
『瀬戸市教育アクションプラン』（平成 17 年 3 月） 
「瀬戸市教育アクションプラン推進会議開催結果」（平成 18 年 6 月～） 
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３．学校のマネジメント 

（A；目標管理に関して、B；権限委譲に関して、C；トップマネジメントに関して） 
 
 
 
瀬戸市立品野台小学校【タイプⅡ学校】（児童数 146名；2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 社会全体の複雑性への戦略： 

 一つは教育に対する不信の時代だと思う。マスコミを含め、教育が荒廃している

というが、現実は昔からそう変わってはいない。すべての問題の原因は学校教育に

あるのではなく、社会全体の問題だろう。家庭や経済など社会環境が変わってきて

いるのが原因で、それを教育の問題に結びつけて批判する論調は、本質的な解決に

ならないと思う。学校と社会、学校と保護者との関係が難しくなっているのは、そ

ういった背景が絡んでいることが大きいと思う。選択制度が入ったことの影響とは

ほとんど関係がないだろう。 
 B 教員の意識： 

 選択制度による教員の意識の変化はあまりないと思う。むしろ、時代や社会が変

わることによって要請される変化の方が大きいのではないか。 
 
  ３－２．選択後のマネジメント 

A 特色を出すことへの課題： 
    学校に特色を出していけばいいとよく言われるが、実際今の学校にそういう余

地はあるのかなと思う。例えば、指導要領があり、教科書も市内で統一されており、

各教科の時間数が決まっている中で、どういう色を出す余地があるだろうかと苦心

している。「落ち着いた学校」とか「近い学校」とか「安全な学校」というのは特色

とはいえないだろう。 
 本校では、「英語活動等国際理解活動の推進を図る」「あいさつの習慣を身につけ

させる」、「基礎学力の定着を図る（「漢字がんばりテスト」「計算がんばりテスト」

を 3回実施する）」を重点努力目標に掲げている。 

C コンセンサス重視の経営： 
 教員の思いや教育観はそれぞれで一致していないものだ。とはいえ、学校として

の何らかのコンセンサスを作る必要があるが、その状況でトップダウンを行使する

というのは、なかなか難しいし、やってもほとんど機能しないだろう。そういう場
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では、協議や話し合いによる調整は非常に大事だと思う。これには選択制の影響が

ほとんど関係していないということもある。だから、トップダウン方式よりコンセ

ンサス方式が強くなるのかもしれないが。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 学校の説明責任への努力： 

 以前の学校は、学校が本来やっていることの説明をあまりしなかった、説明の手

立てを尽くしてなかったように思う。保護者のクレームなどがあるが、その大半は

こちらの取り組みに対する説明を欠いていることが大きな原因。例えば、以前の学

校でも、学年・学級だよりなどを発行しているが、どうしても諸連絡事項が多くな

っていた。 
 実際、中身についてのねらいや経過、評価や課題を伝える部分は、一人の担任の

仕事では荷が重かった部分もある。現在の学年・学級だよりには、そういった内容

に変わってきており、情報発信の量としては増えている。 
 新たなイベント開催や PR 活動、説明の機会を設けるというよりも、従来の PTA
総会や授業参観などの場において説明を行っている。ただ、それだけでは新規の入

学希望者にとっては不十分なので、学校への訪問や質問には随時、個別の対応を行

っている。 
A 学校評価の必要性： 

 やったことに対する振り返りという意味で評価は必要だと考える。ただし、それ

に振り回されているようだと元も子もない。単に学力の数値を上げたければプリン

トなどを大量にやらせれば上げられる。だが、それが全てであるかのようなものと

して評価を活用されてしまうのは間違っている。学校評価は数値を上げるための目

標にしてはいけないだろう。 
 
※その他のコメント 
 ・選択制の影響 
 選択制が入ったことによって大きな変化はほとんどないと言ってよいだろう。確かに制

度的には目に見えるものとして、ルールがあるかもしれないが、実際は通学の距離的な遠

さなども関係して、利用者が少ないのが現状だ。学年に数名いるかどうかの違いなので、

学校経営にはほとんど影響がない。 
・ 教育と競争 
学校に競争意識を導入すべきかどうかの意見は人それぞれだろう。思うに、問題は、競

争意識によって教育への意識が芽生えるのか、高まるものなのかどうかだ。企業のように

利益を上げるふうにはいかないのではないか。教員をやる喜びというのは、子どもたちと

触れ合って、成長を感じることだろうから、成果によって給与が上下する仕組みなどはあ
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まり意味を成さないのではないかと考える。 
・ 教育と分権 
制度を入れたときのメリットとデメリットをトータルで考える必要があると思う。要は

バランスの問題。例えば、単にコミュニティスクールや特色ある学校制度を入れたらすご

く現場の事務量や作業量が増えるとか、教育活動の時間が取れないとかの問題が出る。人

材供給や財政の面などで教育行政と連携して導入しないと、ただフリーにしていいよ、や

ってくださいというだけでは、現場は非常に困難を伴って上手くいかないだろう。システ

ム全体の整合性が大事。 
 ・近隣校との関係 
 現状では、どの学校も入学者や特色について極端な大きな差というものはないと考えて

いる。だから、他所の学校がそうだから、うちはこうしようというような意識はほとんど

ない。我が校の子どもをどうするかという視点でしか学校経営を見ていない。 
 ・特認校と通常校との関係 
 一般的に考えたら、隣の学区から我が校のオープンスクールに魅力を感じて入学する人

が増えていると思うだろう。しかし、隣からの入学者はゼロだ。なぜなら、ここは田舎な

ので、いわゆる村意識が強いことが要因だ。学校だけ生活エリアを離れて通わせることは、

普通に考えたらさせにくいことだろう。したがって、近隣の地域からの入学者はほとんど

なく、むしろ少しはなれた市街地からの入学者が多い。交通の便がもっと良くなれば、市

街からの入学者はもう少し増えるかもしれない。 
 
※調査日：2007 年 4 月 11 日 
※参考資料 

品野台小学校ホームページ 
品野台小学校「学校要覧」 
 
 
 
瀬戸市立下品野小学校【タイプⅡ学校】（児童数 421人；2007年度） 

 
  ３－１．選択前のマネジメント 
 A 地域・保護者との関係： 

 地域との関係は難しくないというのが実感。本校は市街地から少し離れており、

昔からの地域社会が残っているので、学校に対する意識はあまり変化したとは感じ

ない。 
 変わっているといえば保護者だろう。マスコミの影響だろうと思うが、自分の家

庭を省みず、学校に要望を出す保護者が増えている。都会の報道で見られる学校へ
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の非難などもしばしば見られる。保護者もマスコミの報道の影響を直に受けている

のではないかと思う。 
A 保護者との信頼関係づくり： 

 選択制度に関する質問についての説明する機会は増えた。むしろ、選択制がある

ことによって、保護者との信頼関係を作るために、こちらから前もって情報を出す

ようになったと思う。学校の情報を積極的に出すことによって、中身や実態が理解

されやすくなる。ホームページもブログ形式に一新して、すぐに情報発信ができる

ようにしている。 
 

  ３－２．選択後のマネジメント 
 A 特色を出す： 

 本校の特色といって良いかどうかはわからないが、小学校なのに外国人の教員が

いるということだ。市は、外国人の教育のために日本語教師を派遣しており、そう

いう学校は市内で数校ある。 
 Ａ教育目標の設定（本年度の努力目標）： 

すぐれた知恵（基礎基本の確実な定着を図るために） 

① 朝学習（漢字・計算・読書）を充実させ、基礎的・基本的な力の育成を図る。 

② 算数を中心とした少人数学習を充実させる。 

③ 図書館教育を充実させ、児童の読解力・表現力の向上に努める。 

④ 児童の実態に応じた校内現職教育の充実に努める。 

⑤ 家庭・地域社会との連携を図り、地域に根ざした子どもの育成に努める。 

やさしい明るい心  

① 基本的生活習慣を定着させるために、繰り返しの指導と実践を行う。 

 （あいさつ・返事・聞く姿勢・時と場に応じた言動・時間を守る） 

② 何でも話し合え、お互いを認め合え、自分の居場所がある学級すくりに努める。 

③ 心に響く体験活動をとり入れ、体験に基づく道徳的実践力の育成に努める。  

④ 異学年交流を積極的に取り入れ、豊かな人間関係の育成に努める。 

たくましい健やかな体  

① 生命を尊ぶ心を育て、自らの健康増進と安全に心がける態度の育成に努める。 

② 「元気いっぱい運動」を継続展開し、スポーツの楽しさや喜びを味わわせるとともに、

精神力・体力向上に努める。 
B 多忙化への対応： 

 多忙化しているが、選択制とは関係がない。多忙化には、勤務時間内で処理でき

ない程の仕事量が増えている、土曜日などに行事がある、教える内容自体が増えて

いる、安全管理などの仕事も求められるようになった、などの要因が絡んでいる。

なかなか解決策は生み出せず、教員には負担をかけていると感じている。 
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B 保護者から担任へ： 
 保護者の意見要望は、学校にではなく、直接担任に向かうようになっている。担

任はそれらを職員室に持ち帰って情報交換するなどして検討している。そうやって

管理職からの指示ではなく、教員同士のコミュニケーションや連携によって他のク

ラスでも同じような事が起きないようにしている。 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 
 A 学力の把握： 

 瀬戸市ではまだ学校評価システムは本格的に導入していない。今のところ、取り

組みや学力などの評価は各校が自分たちでやらなければならない。本校でも評価に

ついてはまだ整備しておらず、個別の取り組みや日々の活動について細かくチェッ

クしている状況だ。 
A コストに関して： 

 “お金はない”というのが学校の現状だと思う。無駄をするほどの財政的余裕は

ないが、地域環境も含め昔の学校と変わっていない部分なので、コストを削減しろ

という要望もない。むしろ、安全性に関してもっと整備してほしいという要望の方

が強いので、その部分についてはお金をいとわないで支出していることが多いだろ

う。 
A 説明責任： 

 全学年の保護者に対して、行事や参観日の際にアンケート調査を行っている。 
 

※ その他のコメント 
・近隣校との関係 

学区から隣接学区へ出て行く人はほとんどいない。地域がしっかりしていることもある

だろうが、学校側としては児童数が多いことが大きな要因だと思う。隣の品野台小だと一

学年一クラスだが、本校は一学年三クラスある。本校はマンモス校というほどではなく、

人数としてはちょうど良い規模だ。隣接しており選択の可能性があるのは品野台小しかな

いが、そこを選択しようとする動機は少ないと思う。 
規模と並んで、児童の登下校の安全性が重要だろう。小学生で通学に距離があるのはや

はり心配だ。わざわざ遠くの学校まで通わせる必要はないと考える保護者がほとんどだと

思う。そういう面から見て、おそらく地方（都市）の学校選択制では、「距離」あるいは「交

通の便」が決定的な要因になるのではないか。 
さらに、中学校への進学に関係して選択してくるというケースも聞く。例えば、ある中

学校の評判が良かった場合、そこへ進学させるためのステップとして前もって中学校区内

の小学校に通わせる人もいる。中学校からいきなり学区が変わらないように、友人関係が

地区の雰囲気に慣れさせることが目的にあるという使い方も聞いている。 
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また、瀬戸市では、特別支援学校については、選択制が機能しており、本校でも選択対

象となっている。以前は、指定校か越境通学するかしかなかったのが、選択権として認め

られるようになったので、特別支援学校には多く利用されていると思う。 
 ・隣に特認校があることの影響 
 以上ような状況もあって、意識は選択制になる以前とほとんど変わっていない。 
 確かに、品野台小は、国道整備事業に関係したことで再度新築された学校だ。本校がな

かなか改修もされないことを比べると、施設設備の面で差があるのでその点は非常に羨ま

しく思うことが多々あるが、それは選択制度からくるものではない。 
 
※調査日：2007 年 4 月 12 日 
※参考資料 

下品野小学校ホームページ 
下品野小学校「学校要覧」 
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  ６）岐阜県瑞穂市 
 
 
 岐阜県瑞穂市は県北西部にある人口約 5 万人の市である。学校選択制度は、旧穂積町か

らの制度を引継いで 2000 年度より導入が行われており、導入時期としては早い。市内小･

中学校の全区域から選択が可能である。 
 聞き取り調査は、市教育委員会学校教育課に対して行った。 
 
 
 
１．学校制度の概略 
 

１－１．学校区、学校制度の概略 
 瑞穂市の小学校における学校区は、大半は町村合併のなごりであり、また、創立も明治

時代である。そのため、比較的地域との結びつきが強く、学校に愛着を持っている住民が

多いのが特徴である。  
 

１－２．制度導入の経緯 
 市町の合併前の穂積町の制度を受け継いでいる。導入の意図はいろいろあるが、その一

つとして、魅力ある学校づくり、特色ある学校づくりを推進していくことになったことが

大きく関係している。選択制度より先駆けて始まった「魅力ある学校づくり」では、校長

がそれぞれリーダーシップで独自の学校運営をできる。例えば、生津小で行われている英

語教育は、開始当時は、画期的な取り組みとして全国から注目された。その際、保護者が

それぞれの学校を選びたいという要望があるだろうとのことからも選択制を準備した。 
 瑞穂市（旧穂積町）における弾力化の目的 
①「指定された学校以外の選択は困難という学校制度の硬直した状況から、自分（わが

子）にあった学校が選択できる状況を醸成する。保護者の選択幅を拡大し、より公平性・

平等性に応えることができる。 
②弾力化が「特色ある学校づくり」「開かれた学校づくり」を推進することにより、総じ

て瑞穂市の教育の推進に資することになる。 
③瑞穂市の場合、学校の統廃合を意図しているのではなく、児童生徒のための教育本来

の目的を実現し、教育の質的向上を図るものである。 
④弾力化の目的は、学校選択の手段を通じながら、それぞれの子にあった自主的な生き

方、個性を伸長する魅力ある教育風土を醸成していくことである。 
 

１－３．学校制度の規模 
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小学校７校、中学校３校（児童数 3153 名、生徒数 1467 名；2006 年度） 
 
 

２．制度に対する教育委員会の役割 
（A；準市場形成に関して、B；情報に関して、C；取引費用に関して、 

D；動機付けに関して、E；意図せざる効果に関して） 
 
   ２－１．選択前の対応策の有無 
 A 事前審査など： 

審査・抽選などは行っていない。現状は、申請すれば、全学区のほぼ行きたい学

校に入学が認められる。ただし、途中の転校は不可。 
 B 情報公開： 

市広報によるわかりやすい制度の説明、および学校公開などのアナウンスを行っ

ている。小学校については就学時健康診断の際にも説明をしている。また、学校自

由参観日の実施（十二月の一週間）、学校紹介冊子「まちの学校」の配布を行ってい

る。 
また、各学校は毎年、公開授業、研究授業を行っており、そこへの参加も自由。

学校に関する情報としては、隠しようがないくらい情報漏れなく行き渡っていると

思う。 
 D 平準化、多様化政策： 

「魅力ある学校づくり」ということで、瑞穂市の大きな特徴は、全学校に特別予

算を配分していることである。毎年、各学校へ 100 万円を配分している。 
 E 通学への対応： 

登下校については、保護者の責任とする。登下校の通学班は、通学する校区の、

自宅から最も近い通学班に所属する。自転車通学については、各学校が実情に応じ

て判断する。 
    

２－２．選択後の対応策の有無 
 A 情報提供および指導： 

特色ある学校づくりの判断は、各学校の校長の裁量に任せられているので、教育

委員会から指定を行うことはしていない。もちろん学校づくりへの支援・研修は随

時行っている。 
B 事業経過報告・評価： 

毎年一回以上、各学校に魅力ある学校づくりの実践としての授業の公開を義務付

けている。取り組みの成果を教育委員会が「魅力ある学校づくり」推進授業報告書

として作成し、公表している。 
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 C 教員に対する研修制度： 
公開授業のためなど自らもとめる姿勢での研修は奨励しており、積極的に行わせ

ている。 
 E 選択制度に対する支援： 

選択制度について、あるいは教育に関する調査・統計などは教育委員が一括して

対応している。教育委員会は、学校が本来行うべき教育活動に集中できるような環

境作りを目指しているので、学校選択制を含む様々な質問や要望、情報収集・発信

などは、ほとんど教育委員会で受け付け、処理するようにしている。 
 
   ２－３．利用者への波及効果への対応の有無 

B 評価・情報公開： 
利用者に学校を知ってもらうために行っている学校公開日は、一週間まるごと学

校を公開することで、教職員の間に緊張感が生まれ、良い刺激になっているという

効果が見られる。 
 E 地域コミュニティの維持： 

地方といえども地域コミュニティの力は衰えていると感じる。選択制度がそれを

助長しては困るので、子ども会活動、自治会活動、校区活動などについては、原則、

保護者の住所地のものに所属し、活動へ参加するようになっている。なお、PTA 活

動については、就学先学校のものに所属し、活動に参加してもらっている。 
 
※市内の学校の概略、主な取り組み 
・ 穂積小学校（児童数 779 名） 
校区内に JR 東海道本線穂積駅を擁し、東西に国道 21 号が走り、南北に本巣縦貫道が走

る、市内で最も交通の便が良い場所である。転出入が激しく、都市化が進んでいる地域で

ある。そのため、市内随一のマンモス校であり、今後も児童数の増加が見込まれている。

市内の特別支援教育の拠点校であり、算数の少人数教育に力を入れている。 
・ 本田小学校（児童数 559 名） 

 校区内に「瑞穂市史跡 本田代官跡」があり、東西に中山道が通る、古くからの集落が

ある。また、新興住宅地（本田団地）もあり、古くからの地域と振興住宅地域とが同居し

ている校区である。道徳教育に力を入れている。 
・ 牛牧小学校（児童数 594 名） 

 校区の東西を国道 21 号が走る、比較的交通の便が良い地区である。そのため人口流入が

激しく、近い将来、穂積小学校を抜き市内一番のマンモス校となることが見込まれる。「足

洗」と呼ばれる地区があるほど、古くから水害の多い地区である。江戸時代に作られた「牛

牧閘門」もある。実質的な通学距離が長い事もあり、通学路に関する保護者の関心は高い。

また、「通学区域の弾力化」の利用を検討する保護者が多いのもこの地区である。理科の少
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人数指導や学年を超えた校外学習で成果を上げている。 
・ 生津小学校（児童数 325 名） 

 市内の小学校で唯一、昭和に創立された小学校である。校区の南北に本巣縦貫道が走り、

北は北方町、東は岐阜市と接する商業地区のような感がある。地域の校区活動では、比較

的意見の取りまとめが早く、企画運営を自主的に進めており、地域への意識が高い。早く

から英語教育に取り組み、全国から視察が絶えない学校である。 
・ 南小学校（児童数 426 名） 

 木曽三川の一つ「揖斐川」を挟んだ対岸の地区（呂久地区）を校区に持つ学校。江戸時

代に皇女和宮がこの地区を通り将軍家へ嫁いだことから、和宮を偲ぶ礼祭を春と秋に開催

している。現在、住宅開発が進んでおり、今後人口流入が進む地域である。「読み書き計算」

と「キャリア教育」に力を入れている。 
・ 中小学校（児童数 206 名） 

 校区内に中山道の美江寺宿があり、古くからの宿場町である。伝統行事なども残ってい

る地区である。人口流入は少なく、今後、児童数は減少すると見込まれる。農業を教育課

程に取り入れ、キャリア教育にも力を入れている。 
・ 西小学校（児童数 264 名） 

 岐阜県名産富有柿の発祥地及び生産地である。収穫時期には他市町村から、柿を求めて

多くの人がやってくる地区である。比較的人口は少なく、児童数は横ばいであると見込ん

でいる。道徳教育、体験型の総合的な学習・キャリア教育に力を入れている。 
・ 穂積中学校（生徒数 670 名） 

 穂積小学校と牛牧小学校が校区となる。三校の中で最も生徒数が多く、他校の 1.5 倍程度

の人数がいる。 
・ 穂積北中学校（生徒数 404 名） 

 本田小学校と生津小学校が校区となる。合唱大会や福祉教育、環境教育に力を入れてい

る。 
 ・巣南中学校（生徒数 393 名） 

南小学校、中小学校、西小学校が校区となる。キャリア教育に力を入れている。 
 
※ その他のコメント 

・統廃合との関係 
 選択制度と統廃合の関連は都市部でよく話題にのぼるが、瑞穂市の場合、人口約 5 万に

対し子どもが 4800 人住んでおり、人口 10 パーセント近くになる。ほとんどの学校で子ど

もの数が減っていく見込みはなく、統廃合すること自体、とんでもない話だ。したがって、

選択制度にそのような裏の意図は全くない。 
 ・学校選択の実績 
 「魅力ある学校づくり」ということで、予算の裏づけも出しながらやっているが、選択
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制度の利用者数は毎年 20 名程度と、ほとんど利用されていない。選択の理由も、利用者の

家庭的な事情（新築して転居した、共働きのため両親の実家に通いたい、通学距離が短い、

等）が多く、学校の特色を求めて選択する数はあまり多くないのが現状である。これには、

学校と地域との結びつきが強く、自分の校区の学校にかなり愛着がある人が多いという理

由もある。 
しかし、中には学校の教育方針や取り組みに魅力を感じて入学する人もおり、実際に学

校の底上げにもつながっているので、特色ある学校づくりと選択制度は、両方維持してい

くのがよいと考えている。各校長に、ただやれと言うのではなく、裁量権と共に予算を与

えているので、かなり特色はやり易い状況にある。 
 ・成果と課題 
○ 学校の自由選択を希望する保護者や児童生徒の意に添うことができてきた。 
○ 従来の友達関係が切れることなくスムーズに学校生活に入っていける。 
○ 少年団等の活動に関する仲間関係が維持できる。 
○ 「特色ある学校づくり」「魅力ある学校づくり」の推進がなされ、活力みなぎる学校

の雰囲気と教育水準の向上が図られてきた。 
△ 弾力的運用の目的と保護者や児童生徒の希望理由との差異を検討し改善していくこ

とが必要である。 
△ 弾力的運用適用の児童生徒の中で、子ども会行事の所属意識や活動の意欲に差がある。 
△ 親の責任においての通学の徹底 
・選択制度の効果 

 利用者が少ないことからも、選択制度による地域や保護者に直接の効果はあまりない。 
それよりも、それ以前から取り組んでいる特色ある学校づくりによる影響が大きい。選

択制度が効果を与えているのは、学校に対してだと思う。特色を出していくことが教員に

対するメインの効果としてある一方で、一週間の学校公開日において学校をオープンにす

る、授業を公開することは、校長や教職員らの刺激になっている。通常なら、教員は三年

に一回くらいのサイクルで研究授業を行うが、本市ではどの学校でも毎年行わなければな

らない。異動した先でも担当は回ってくるので、市全体の学校の底上げになっていると思

う。 
管理職についても、特色を出さなければならないということで、経営リーダーシップが

強まっている。自分の学校に対するアイデンティティも強くなっていると感じる。学校を

開くのが何よりの学校評価だと思う。学校に来て、授業を見れば、ごまかしがきくもので

はない。 
 
※調査日：2007 年 5 月 24 日（瑞穂市教育委員会学校教育課） 
※参考資料 
瑞穂市ホームページ  
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文部科学省ホームページ 公立小学校・中学校における学校選択制等についての事例集 4．

その他の事例（広報等）（19）学校選択のための情報提供の方法（岐阜県瑞穂市） 

瑞穂市教育委員会『瑞穂市 まちの学校』（平成 18 年度） 
『魅力ある学校づくり推進事業報告（平成 17 年度）』 
『魅力ある学校づくり推進事業報告（平成 18 年度）』 
「就学区域の弾力的運用に関わる資料」 
「学校選択のための情報提供の方法（就学区域の弾力的運用関係資料）」（2007.4.23） 
「就学区域の弾力的運用について（保護者向けお知らせ）」平成 18 年 10 月 
「新一年生（小学生）になられるお子様の保護者さまへ（広報 みずほ）」（2005.10.14） 
「学校教育課の主な事業」（学校教育課） 
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７）京都府京都市 
 
 
 京都府京都市の教育改革は、「市民ぐるみ、地域ぐるみ」をスローガンに掲げており、2006
年度段階で 60の学校･幼稚園に地域運営学校が導入されている。京都市の地域運営学校は、

学校運営協議会が、教育委員会に対して直接の学校運営および人事についての意見表明権

を持たない「京都方式」と呼ばれる仕組みを採用している。これにより、学校経営におけ

る校長のイニシアチブが強く働くようになっているのが特徴である。 
 聞き取り調査は市内の地域運営学校七校（京都市立御所南小学校、同新町小学校、同朱

雀第三小学校、同高倉小学校、同西陣中央小学校、同南大内小学校、同洛央小学校）およ

び教育委員会地域教育専門主事室に対して行った。 
 
 
 
１．学校制度の概略 
 

１－１．学校区の概略 
 京都市は学校選択制を採用しておらず、指定校制度である。市の「通学区域外就学許可

基準」に該当する場合は、指定校変更が可能となる。 

 

１－２．制度導入の経緯 
 1997 年度に、地域の教育力向上、いじめ根絶、不登校問題の克服などを目的とした「地

域教育専門主事室」を創設し、現職の校長、教頭を専門主事として登用した。 
2001 年度に、市内全ての学校に学校評議員制度を設置する他、地域の人々により学校支

援ボランティアや大学生による学生ボランティアによる参画・支援活動を開始した。 
 2002 年度に京都市立御所南小学校が、文部科学省の「新しいタイプの学校運営の在り方

に関する実践研究校」に指定される。それを受け、京都市独自で「新しいタイプの学校運

営の在り方に関する実践研究」を創設し、同年度に市立高倉小学校、2003 年度に市立御池

中学校を市独自に指定し、取り組みの拡大を図る。また 2003 年度から、学校評価システム

を全ての学校で実施している。 
 2005 年 5 月、それまで開かれた学校づくりの取り組みと実戦研究校の成果を継承、発展

させていくことを目的に、市内五つの小・中・養護（総合支援）学校に学校運営協議会を

設置した。以来、順次設置を進めており、2006 年 3 月時点で、60 の小・中・幼稚園に学校

運営協議会を設置している。 
 

１－３．学校制度の規模 
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 児童数 68917 人、市立小学校 183 校。生徒数 30275 人、市立中学校 82 校。(2006 年度) 
 
 
２．制度に対する教育委員会の役割 
 
・京都市の学校づくりの歴史 

（※参考資料『地域ぐるみの学校運営協議会 ～京都市の理念と実践～』より） 
 「京都は 1200 年を超える歴史と文化が息づく町ですが、その京都に幕末から明治維新の

とき最大の危機が訪れたといわれています。『蛤御門の変』などで洛中の半分が焼かれ、東

京遷都により人口も激減し、京都の衰退が目に見えてきていました。しかし、偉大な先人

は、教育に対する先見性を持ち、『町づくりはひとづくりから』との理念のもと、『番組』

と呼ばれる自治組織ごとに学校づくりを行いました。竈のある家はみんなお金を出し合い、

町内が協力し合って、学制が発布される以前に、京都では学校づくりが始まったのです。

明治二年の終わりには 64 の『番組小学校』が誕生しました。福沢諭吉が『京都学校の記』

で記しているように、『理想の学校づくり』が町衆の力によって教徒で行われていたのです。

『地域の子どもは地域で育てる』という理念は、今も京都に息づいています。」 
 ・開かれた学校づくりの基盤 
 自治組織の形成とともに、学校も作っていった歴史があるので、地域の人は学校を大切

にしている。学校が時には集会場になったり、相談所になったりと地域の人との交流は続

いてきた。ある意味、学校を中心に動いている地域だったと言ってもよいだろう。明治の

学制が出される以前から、京都の学校は当時の文部省が学校を建設したのではなく、自分

たちでお金を出し合って学校を作ったことも大きな理由だと思う。先祖代々、地元の学校

を卒業した人がほとんどである。 
全国にもそういった経緯や由来をもつ地域や学校はたくさんあると思うが、京都は今で

もその伝統を大事にしている。他の地域では、いつの時期かで学校と地域が別のものとし

て離れてしまったのではないか。京都では、地域側から、学校側からの両方がお互いを大

事にし合っている関係が保たれてきているのだろう。子ども会などの地域組織と学校の交

流が今も続いている。開かれた学校づくりというのは、何か新しいアイデアなのではなく

て、昔からあったことを再び取り戻そうという動きなのではないかと捉えている。京都で

は、それがずっと続いてきた。 
・開かれた学校づくりの意味 
 しかしながら、京都は学校運営協議会をやり易い土壌にあったとはいえ、現在の学校

一般に対するイメージは、あまりよくないだろう。一つに「敷居が高い」ということがあ

る。次に、「何をやっているかわからない」。そして一番問題だと思うのが、「学校は隠蔽体

質」だと思われていることである。だから、開かれた学校づくりや民間人校長などの改革

が行われるのだろう。 
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地域運営学校による取り組みは、いい意味で情報をどんどん外に漏らしている。そして、

地域や保護者に自分の地域の学校、あなたの地域の学校、ということを意識させることが

できる。 
 ・地域運営学校の今後の見通しと課題 
 京都の市街も現在拡大してきているので、これ以上そう単純に地域運営学校が広まると

はいえない。郊外になると、そう簡単にはいかないだろう。かといって、市内の中心地区

については、導入の基盤はあるかもしれないが、ドーナツ化現象で人口が減ってきている。 
 中心部の学校の課題は、統合された学校をいかに運営するかということだ。たとえば、

番組小学校からの歴史を見ても、小さな学校でも明治維新からの歴史がある。それが、三、

四校、ないし五、六校が一つの学校に統合されて、簡単に運営できるものでもない。それ

ぞれの学区には地域の文化がある。子どもは仲良くできるかもしれないが、地域は仲良く

できるわけではない。だから、学校運営協議会を導入して、上手く運営しようというねら

いがあるのである。 
例えば、三つの地域からなる新しい学校運営では、ある地域から良いアイデアが出され

たとしても、残りの地域の方々はすんなりと賛成してはくれないものだ。また、例えば、

ある地区の祭りなどの行事に他の地区の子どもが参加しても、普通は自分の地区の子ども

として扱ってもらえない。統合された学校では、子ども達が複数の地区の行事に参加した

り、遊びにいったりすることが多くなるが、今までの仕組みでは、他地域の子どもに対し

て何もしてやれないといった問題が生じる。 
なぜなら、各地域とも子どものことを大事に考えてはいるのだが、その一方でお互いや

り方やメンツもあるからだ。お互いのやり方メンツも大事にしているのが、大人の世界で

あれば、それを上手く調整する役割や機関が必要だろう。今までの学校ならば、そういっ

たことを上手く処理できなかったが、学校運営協議会という仕組みならばなんとかできる

だろうと考えた。 
・立ち上げ時の校長の苦労 
実際問題、互いの地域のメンツをどうにかするのは、校長の仕事だろう。例えば、ある

校長は、最初の一年半ぐらいかけて、今までの番組小学校から、新しい番組小学校を作る

ので、どうか協力してほしいと働きかけた。学校運営協議会の働きの下、ようやく夏休み

のキャンプや運動会などの行事を一つにして開催することや、安全活動などを学校として

運営することまでたどり着けた。そういう方法で学校運営協議会は、地域の求心力や集約

力を発揮できる。 
 ・学校運営協議会の工夫（京都方式） 
 地域の協力の基盤があり、かつ統合校で時間が経っているような学校の協議会は、大き

く進歩している。例えば市内では、全国的にも有名な御所南小や高倉小、新町小、洛央小

らが当てはまる。四つから七つぐらいの学校が一つの学校に統合して活動している学校で

ある。 
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 やはり、そこでも学校を機能させているのは校長の意識の高さだと思われる。また、教

育委員会もそういう意識の校長を人事している。 
法律的には、文部科学省の地域運営学校の法制度を利用しているが、京都の先に述べた

状況では、文部科学省の仕組みをそのまま持ってきても導入に難しいものがあると判断し

た。したがって、教育委員会としては、地域運営学校の大枠を受けて、京都独自で「学校

運営協議会の設置等に関する規則」を作成した。各自治体が定める規則によって「京都方

式」の特徴であるいくつかの変更を加えている。 
 その大きな特徴の一つとして、京都方式では、学校長は協議会委員には入っていない。

委員の中に学校長が入るのと入らないのとでは、意味が大きく違ってくる。最初は学校長

が委員の中に入っていてもいいかもしれないが、校長は何年間かで異動してしまう。そう

なると、新しい学校長と協議会委員との間で軋轢が生じないとも限らない。学校運営協議

会には様々な権限をもっており、協議会で決まった事はそのとおりに運営しなければなら

ないが、委員との軋轢が生じていた場合、学校長の意見は協議会の中の何分の一かになっ

てしまい、校長の運営の意思とは違った学校運営がなされる可能性が出てくる。 
したがって、京都方式では、学校長は委員の中に入らず、学校の代表もしくは顧問とい

う形で協議会に参加する。この形態であれば、最終的な決定権は学校長に留保されている

ので、校長が交代しても学校運営が滞る可能性は小さい。 
もう一点は、人事権である。通常の地域運営学校では、協議会は教育委員会に直接人事

等に関する意見を申し述べることができるが、京都方式ではそれができない。人事等に関

する意見は、学校長を通して教育委員会に申し立てるようになっており、場合によっては、

校長の判断で拒否することもできる。人事に関しては学校長に権限を与えている。 
ただし、京都市の場合、政令指定都市であり、採用や人事に関する権限を市教委がもっ

ているので、校長が了承すれば、他の他府県と比べ人事は非常に機能しやすいという特徴

がある。 
もっとも、地域の人たちも、学校長の運営理念を退けてまで、自分たちで学校を運営し

てやろうと思っている人は実際ほとんどいないだろう。しかし、それが権力として与えら

れたら、将来的にそうならないという保証もない。だから、京都市の方式では、“地域が学

校をコントロールするのではないですよ”という意味をあえて制度の中に含めている。 
したがって、協議会を設置するかどうかは、この趣旨と仕組みを理解してくれる地域だ

けに導入するようにしている。いくら一般的にはよい仕組みだろうと、校長が異動させら

れるかもしれない制度の導入に、校長自身の賛成は得られにくい。京都市では、市内の学

校に広めることも目的に、アレンジを加えている。 
地域運営学校が全国に広まらない理由があるとすれば、おそらく、そのような制度的な

原因があるだろう。校長を委員の外に出しているか、いないか、人事権をもっているか、

いないかの違いではないかと思う。 
・京都方式と学校評議員との違い 
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学校評議員とは機能が全く異なる。学校評議員は参画していない。校長に意見を言うだ

けの役割しかなく、意思決定にも関わっていない。 
学校運営協議会は、意思決定機関であり、承認された事は学校としてやらなければなら

ない。協議会は運営や活動にも参加する。 
 ・学校運営協議会導入の条件 
 第一に、学校長のやる気があること。第二に、地域と学校との関係が良いことである。

そして第三に、教職員の参画意識があること。このうち校長のやる気は絶対条件。二番目

の地域との関係は指定を受ける前に、校長がニ、三年間頑張って取り組めばなんとかなる。

三番目の教員の意識は大事だが、「教員の意識を高めるために指定を受けたい」という目的

もあるから、これは必須ではないだろう。 
 ・部会設置の効果 
 京都の特徴は、委員の下に各種部会を多く設置していることだ。現在、学校の周辺では

問題やトラブルが多く、学校へいわれのない苦情も多く出される。しかし、なぜそういう

状況が起こるかというと、地域コミュニティが崩れ始めているからだ。 
部会があれば、学校・地域、保護者が一緒になって動くことができる。そうすると、今

まであまり関係がなかった保護者と地域とのヨコのつながりが出てくる。地域と保護者と

のつながりが出てくれば、周辺の問題がそのコミュニティの中で解決されていくので、学

校への苦情も少なくなる。実のところ、部会は地域コミュニティを作る大きな力になって

いる。 
 京都市の場合、委員の任命は市教委が行い、特別地方公務員として少額だが歳費を出し

ている。部会のメンバーは校長が委嘱するという形をとっている。学校運営協議会を運営

する予算は支出していない。最初の二年間は設置準備のため予算をつけるが、その後の運

営には特に予算を出していない。今後も地域運営学校の数はさらに増えていく予定なので、

追加の財政的補助を出す予定は今のところない。 
 ・学校運営協議会の法人化について 
 法人化は、これからの検討課題である。東京都三鷹市などは NPO を作ってやっているが、

京都市では中学校区として何かまとまった法人としてできないかと考えている。複数の小

学校の協議会、中学校の協議会や、小中一貫校を一まとまりにして、NPO などの法人化が

検討できないだろうかと思っている。ただ、金銭の問題が絡んでくると、税金との関連で

法令を整備し直さなければならないので、まだしばらく時間がかかるだろう。 
また、小学校区と中学校区が一致しておらず複数にまたがっている校区もあるので、実

際には通学区域の再編も必要になってくる。 
 ・学校評価システムの特徴 
 京都市では学校運営協議会の場合、評価部会を必置にして、学校評価を行っている。特

徴は、学校長、教職員だけでなく、協議会委員も評価の対象になるということだ。評価者

も学校運営の当事者であるので、無茶苦茶な評価はできないし、評価指標も自然と洗練さ
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れたものになってくる。 
そして何よりも、当事者の責任意識が出てくる。学校側にとっても、これまで学校長や

職員が評価作業をやっていた労力が少なくなった。 
 ・全国への波及可能性について 
 しばしばこういう取り組みは京都市しかできない、京都市ゆえ可能だといわれるが、歴

史的、運命的に京都しかできないのではなくて、京都ではその取り組みを地道にやってき

たということだけだ。 
例えば、開かれた学校づくりの取り組みでは、学校評価、外部評価などを率先して公表

していった。やり始めの頃は、学校関係者はどれだけ嫌な思いや、つらい思いをしたかわ

からない。実際に、外部評価で色んなことを言われた。しかし、言われたら言われ慣れて

くることもあって、かえって前向き積極的に努力するし、逆に、地域を巻き込んで協力を

要請することが多くなった。評価をオープンにされてしまえば、それを批判的に考えたり

後ろめたく捉えたりする事は、何がどうあれ生産的ではないからだ。京都市ではそれを徹

底的に実践した。 
 その他に、例えば、総合的な学習の時間は、現在、世間では学力向上の波もあって一部

で批判されている。しかし、京都市では総合的な学習を導入時から真面目に、丁寧にやっ

てきたという実績がある。だから、京都市では周りから批判されることはない。教員は与

えられた時間をフルに活用して、教材研究や教材作成をして、地域を歩いて一生懸命探索

して、独自のカリキュラムを作って子どもたちに総合の時間を提供してきた。それらは最

終的に理科や社会の学力に着実に反映している。「堀川の奇跡」と呼ばれている堀川高校は、

その典型的な例だろう。堀川高校も当初から総合的な学習の時間をしっかりやってきた。

現在それが探究科へと発展している。総合的な学習が批判されるのは、導入当初から全国

の教員がまさに全くやらなかったからだろう。総合の時間は、本来、授業の補充や復習の

時間、修学旅行の準備や運動会の練習の時間などではない。京都市では、総合的な学習の

時間について各教員が前もって計画立てをし、計画をやりきった後の地域とのつながりが、

そのまま現在の学校運営協議会につながっている。また、そういった流れを作っているか

らこそ、さらに地域が協力的になってくれるという相乗効果もある。 
だから、京都市だからできたのではなく、やろうと思ったからやってきただけだ。他の

地域でできないのは、単にそれをやっていないだけではないかと思う。そのことを京都市

教育長は、「改革は自転車と同じで、ゆっくりでもやり続けなければ、いずれ止まって倒れ

てしまう」と言っている。改革とはそういうものだ。ただ、そういう改革を前向きに捉え

るか、捉えないかだ。改革に意味があるかないかというよりも、意味を見出すか見出さな

いかの違いだろう。 
 
※調査日：2007 年 8 月 14 日（京都市教育委員会地域教育専門主事室） 
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※参考資料 
京都市教育委員会ホームページ 
京都市教育改革推進会議・京都市教育委員会「京都市の教育改革」 
京都市教育委員会「学校教育の重点（平成１９年度）」 
        「自ら振り返り、互いに高めあう学校評価 ～京都市の『学校評価シス

テム』ガイドライン～」（平成 19 年 4 月） 
京都市教育委員会地域教育専門主事室『地域ぐるみの学校運営協議会 ～京都市の理念と

実践～』（平成 19 年 9 月） 
 
 
３．学校のマネジメント 
（A；目標管理に関して、B；権限委譲に関して、C；トップマネジメントに関して） 

 
 
 
京都市立御所南小学校【タイプⅢ学校】（児童数 900名；2007年度） 

 
  ３－１．学校のマネジメント 
 A 学校の紹介：（※参考資料「学校要覧」） 

京都市中心部の児童数減少にともない、平成７年 4 月，近隣の 5 校を統合して開

校した。 
地域は、京都御苑や鴨川などの自然環境や、伝統産業や伝統文化に携わる方など

の社会環境に恵まれており、子どもたちの学びが豊かになる条件を備えている。 
平成 9 年度から 11 年度の 3 年間、文部省研究開発学校の指定を受け、総合的な学

習を柱とした教育課程の研究を行っている。 
平成 14 年度からは、文部科学省「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践

研究」の指定を受け、コミュニティスクールの在り方を研究している。平成 17年度

より、京都市小中一貫教育特区の認定を受け、義務教育 9 年間の一貫した確かな学

びのために、論理的読解力を中心に 6 つの柱を設け、9 年間のカリキュラムを作成し

ている。 

A 地域との関係の変化： 

地域との関係では、以前に比べて連絡経路が整えられたことが大きく違う。誰に

連絡を取れば良いのかはっきりしてきた。 
以前から学校統合による各地域への交流を進めていたが、地域の方の協力を学校

現場への参画まで高めることはできていなかった。地域運営学校になって、地域の

参画が可能になったことが大きいと思う。したがって、学校からの情報発信につい
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てはもちろん増えているし、地域から意見を聞くこともある。 
ただし、学校側として仕事が増えているかといえば、そうではない。以前からの

地域交流から見れば、連絡経路が整えられたこともあって、仕事は以前よりスムー

ズに、よりスピーディになった。 
さらに、地域との関係が複雑化しているかどうかは、良い効果が出ていると思う。

旧学区との関わりがさらに深まったことから、地域コミュニティの再編にも力を貸

していると思う。いわゆる、学校が協力しながら「まちづくり」を進めていく効果

があると思う。 
 A 保護者との関係の変化： 

協議会主催の土曜日授業などの課外活動では、地域の人だけでなく保護者の人手

が必要になってくる。そうした時に、保護者にとって学校教育への当事者意識が出

てきた。保護者ボランティアの参加人数が増えてきており、学校を手伝って参加す

るのがある意味で、当たり前だろうというような意識が芽生えてきたと思う。 
また、本校の協議会は、地域だけではなく保護者の参画にも力を入れているのが

特徴である。学校・保護者・地域の三者の話し合いによって、運営がされており、

PTA 組織とはまた異なる組織として、保護者への効果は高いと思う。 
 B 制度の成熟： 

立ち上げて間もない頃に、同じような質問をされたら、負担や動機付けなど教員

への効果は違った感想を持っていたことだろう。しかし、ニ、三年経つうちに、わか

ってきたことが管理職にも教員にも多いので、メリットが大きくなっていると思う。 
立ち上げ当時としても、もうしばらく時間が経ては、慣れてくるしお互いわかっ

てくるだろうとの予測はしていたが、実際にそのとおり、何年かの積み重ねで軌道

に乗ってきた。 
B 教員へのモチベーション効果： 

地域の方の思いや考え方を直接聞けるようになったことが大きい。それまでは、

地域の人たち（自治会の役員等）の名前や顔までは知っていても、直接会って話を

聞く機会はなかった。しかし、部会の中にそれぞれ教員が入っていることで、話す

機会が出てくるし、また、地域の方が直接子どもたちへ良い話をしていたり、指導

していたりするのを見ることによって、教員にも地域の熱意が伝わっている。そう

いったボランティアの人たちが子どもと関わっているのを目の当たりにすると、教

員自身もプロとして触発されるものがある。地元の人が仕事を終えて、わざわざ来

てくれているのに自分たちはそれではいけないと揺り動かされる部分はある。 
 B 教員へのコミュニケーション効果： 

部会に複数の教員が所属しているので、地域・保護者の方との交流から、教員同

士で新たな連携が生まれているというのも効果の一つである。 
 B 教員の多忙化から組織再編へ： 
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それまで教員は、自分の校務分掌の仕事と、コミュニティの仕事を両方しなけれ

ばならなかった。原因は、校内の校務分掌と 12 の部会の仕事とが合致していないこ

とにあった。そこで、校務分掌の方を整理することにした。一度、校務分掌をバラ

バラに分けて、12 の部会に合うように統合し直したことは、組織再編のきっかけに

なった。 
だから、立ち上げ時において多忙感はあったが、それを徐々に改善していくこと

によって、現在、忙しいというのはあまりない。あまり忙しくない部分の「あまり」

をつけた理由には、やはりコミュニティの会議がどうしても夜になって勤務外にな

るという点だ。これについて配慮はしている。例えば、会議の開始時間を五時半と

七時を交互に設定している。 
 B 教員の個性伸長効果： 

部会が課題別組織になっている。コンピューターや国際、スポーツ、音楽、芸術

などの活動がそのまま部会になっている。部会にはそれに堪能な教員を配置してい

るので、教員は自分の特技を生かせるし、やる気も高い。また、地域や周りの人た

ちも「さすが先生だ」と感じることで信頼や尊敬も増すという効果が見られる。 
C 副教頭職の設置： 

コミュニティスクールが導入されることによって、副教頭というポジションが作

られた。学校運営が多様化することによって、教頭と教務主任の間にミドルリーダ

ー的な役職を作ろうという意図である。コミュニティのマネジメント的な部分は副

教頭が担当しており、そういう役職が作られたことは学校経営に大きなインパクト

を与えていると思う。教育委員会との関係では、学校裁量権の拡大の一つの方法だ

ろうと思う。全市的な取り組みだが、東京都の主幹制のように学校に必置ではなく、

必要により置いても置かなくてもよいということになっている。 
C トップマネジメントの変化： 

京都方式の地域運営学校においては、理事会も学校と横並びの位置にいるが、最

終的な意思決定はあくまで学校が持っていることになっている。これは、教育を行

うのは、プロである学校が中心となって責任を持って行うべきだという考えからき

ている。国の方式では理事会と学校との方針が違えば、学校運営に大変な支障が出

る可能性が高いという懸念から、京都方式は学校長に最終判断を持たせている。学

校長に協議会を解散することができる権限もあるのは、やはりその可能性を危惧し

た仕組みである。だから、京都方式では、あくまで学校を主体に、協力や意見をも

らいながら、連携や協働して学校を作るスタンスでやろうという意図だ。 
したがって、意思決定という意味では学校が強いかもしれない。しかし、やはり

他と相談したり協議したりする機会は、協議会という仕組みを採用することによっ

て得られた。 
C 協議会の協力効果： 
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協議会に関わってもらって得た大きな成果は、教員公募（FA 制度）をうまく行え

るようになったことである。教員公募のノウハウは、コミュニティスクールの実践

研究で磨かれた。学校独自で教員を採用してもよいという制度は、2003 年度から導

入されたが、本校では面接に協議会の役員が参加した。一年目は、協議会役員はど

んな質問をしてよいかわからなかったみたいだが、二年目以降の場では、「この学校

を良くしてもらうための教員に来てほしい」という明確なメッセージを出すように

なった。学校側にとっては、同じ教員として遠慮して聞きにくい質問もはっきり聞

いてくれるので、すごく助かっている。 
また、本校では非常勤講師も採用しているが、非常勤講師にはいろんな人が応募

してくる。地域の人にとっては、本当に教員としてのやる気があるのかどうかが、

とても気になるようで、面接の場では、「どちらを本職にしているのか、片手間でや

ってもらっては困る」、というような意見を明確に述べている。そういった効果は、

本来意図していなかったことだ。協議会の役員も学校の視点に立ってくれたことで、

すごく一体感が生まれてきたし、それゆえに、相談や協議をする際でも信頼関係が

できている。 
 C 子どものニーズの重視： 

あくまで子どもが中心であるという意識は、これまで以上に強くなった。コミュ

ニティにおいては、子どもにとってどうだったか、どう感じたかなどの児童の自己

評価を中心に考えている。せっかく活動をしているのに、子どもへの効果に反映し

ていないとすれば、それらは子どもの学びたいニーズに合っていないからだろう。

活動を改善していくに当たって、子どもの実態や意識調査などのニーズの把握は不

可欠だと考えている。 
 
  ３－２．利用者への波及効果への対応 

 A 地域運営協議会と部会： 
御所南コミュニティ理事会(12 名)－企画推進委員会 

・ 地域コミュニティ委員会（町づくりコミュニティ、スポーツ・コミュニティ、福祉

コミュニティ、文化コミュニティ） 
・ 幼小中コミュニティ委員会（図書館コミュニティ、コンピューター・コミュニティ、

ジュニア・コミュニティ、国際コミュニティ） 
・ スクール・コミュニティ委員会（環境コミュニティ、健康コミュニティ、表現コミ

ュニティ、学びコミュニティ） 
 A 連動する学校評価： 

子どもの自己評価、教員の自己評価、学校長の評価、保護者の評価、地域コミュ

ニティの評価を連動させて、子どもの教育活動に返っていくような計画を立ててい

る。 
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外に対してこれだけ開いていることもあって、その取り組みを評価する事は非常

に重要であると考えている。というのも、評価が上がって、取り組みが認められて

くると、協力の度合も変わってくるからだ。地域運営学校の学校評価は、教員を第

三者的な視点で評価するのではなく、地域が一緒に取り組んだ内容も自分たちで評

価していく仕組みである。また、単に学校だけでなく、保護者が家庭教育を含めど

のように取り組んだかも評価される。保護者・地域・学校を評価の土俵に乗せて、

それぞれの役割分担や協力を作り出す仕組みになっているので、評価を高めようと

思えば思うほど、それぞれの活動や参加は熱心になってくる。 
A コミュニティだよりの発行： 

年一回、コミュニティ活動のまとめとして発行している。二月から三月にかけて

各部会で原稿を用意してもらい、評価と総括を加えまとめたものを配布している。 
A 研究紀要の発行： 

御所南全体の取り組みを協議会が発行主体となってまとめている。もっと安価な

製本等にしてもよいが、一年間取り組んできた成果を形として表していくことは大

事だと思っている。成果をより価値のあるものとしてまとめることは、参加者へ返

していくことになるので、多少費用はかかるかもしれないが、がんばって発行して

いる。 
C 全体会の運営、成果の確認： 

12 のコミュニティがそれぞれに会議を持つのではなく、必ず「御所南コミュニテ

ィ」が全体で集まって会議している。これは、委員および教職員全員が一同に会す

ることで、一体感が感じられ、所属意識が高まることに有効だと考えたからである。

定例会議は年に七回程度、二時間かけて行っている。最初に全体会を二十分程度し

た後、各コミュニティ部会の会議を一時間程度行う。その後、三つの委員会からの

報告が三十分程度あって、最後に事務連絡と締めのあいさつを十分程度で行ってい

る。 
設立当初は毎月一回ぐらいやっていたが、慣れてきたこともあって今年から年七

回に会議を減らした。 
全体が会することによって、活動のための刺激を互いに受けるということもある。

特に、活動が始まって間もない頃は、他の部会の活動に刺激を受けて、自分の部会

の活動を考えることが多かった。それぞれの部会の活動に大きな差がないのも、こ

れによるところが大きい。さらに、それぞれの部会間での連携が取りやすいという

ことがある。他の部会がどのような活動を行っているのか、その場で確認できるこ

とが連携を生んでいる。 
C 学校運営協議会の役員： 

理事会は、定例会議が始まる一時間前に行っている。12 名いる協議会の役員は、

12 部会の部長でもある。部会の話し合いの前に、各部会の調整など部長同士が前も
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って話し合う必要があるが、部会の中身をわかっている人が役員になっていること

によって、非常に連携がスムーズになっている。 
    自治会選出の役員は、九学区あるうちのいずれか四学区の自治会長が就任するこ

とになっている。誰に就任してもらうかということは、九学区の間での話し合いに

より決まっている。学校側としては、自治会長の方も部会長を兼任してもらってい

るので、交代する場合は、部会の後継者についても相談しながらうまく引継ぎを行

ってほしいということはお願いしている。 
    また、PTA 役員については 10 名ほどいるが、全員が委員になってもらっている。

主に、スクール・コミュニティ委員会の四つの部会に関わっている人が多い。PTA
組織を学校ボランティアとして動かしてもらうための連携を取ってもらっている。 

 
※その他のコメント 
 ・地域運営学校導入の経緯 
 本校は 1995 年に五校が統合して誕生したが、元は番組小学校九校が由来となっており、

校区に自治会が九個ある。本校に統合になった時も、地域と共に歩む学校として再出発な

ければならないという思いから、開校当時から地域と連携をとる、地域に開放していくた

めの施設として建てられた。 
本来、そういった形で取り組んできたので、2002 年度から地域運営学校になったとはい

え、以前から総合的な学習での連携や地域福祉活動への参加など様々な活動をやっていた。

地域運営学校では、それぞれ個別な活動を組織化してまとめようという目的があった。 
それぞれの自治会で行われていた取り組みにヨコのつながりを持たせて、九つの学区が

一致協力してもらって、子どもに組織的に関わってもらおうという試みであった。 
設立前の最大の課題は、どんな組織でどれくらいの規模でやればいいか、どんな活動を

してもらえばいいか、ということだった。学校評議員の発展のような形で、年にニ、三回

計画案や意見をもらうタイプの活動も想定していたが、しかしそれではあまりにも意味が

ないのではないかということで、各方面の協力を得て思案した結果、子どもとの直接の関

わりにおいて何か協力できる学校ボランティアのような支援組織を作れないだろうかとい

う案にまとまった。 
子どもと直接関わってもらうからには、企画から評価まで考えてもらえるような仕組み

が必要だろうということになったし、また、活動の中で参加者が各々積極的に意見交換や

参画できるようなタイプの組織にするには、一つの部会の委員が 10 人以下ぐらいで構成さ

れる方がよいだろうということにもなった。しかし、九学区もある地域の諸団体の人たち

になるべく多く入ってもらう必要性もあったので、当初は地域の人が 50 名くらいで、教職

員の数も含めたら 12 個くらいの部会になければならなかった。 
 設立後の課題は、ヨコのつながりである地域との連携、および、幼小中の連携、いわば、

新しくできたばかりの統合校同士のタテのつながりを作り出すことだった。そして、保護
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者との関わりをも深めたいという思いから、大きく三つの委員会（「地域コミュニティ委員

会」、「幼小中コミュニティ委員会」、「スクール・コミュニティ委員会」）を作った。それぞ

れの委員会の下には、関係者が連携をしやすい観点から活動をまとめ、部会を置いている。 
「地域コミュニティ委員会」では、町づくり、福祉、文化伝統など、地域の人々が関わ

るにあたり関係の深い活動がまとめられている。京都では体育振興会による活動がさかん

なので、スポーツ関連もこの委員会に入っている。「幼小中コミュニティ委員会」は、学校

関係者にとって関わりの深い。英語教育、コンピューターといったタテの連携が取りやす

い活動で構成されている。「スクール・コミュニティ委員会」は、保護者と共に関わってほ

しい活動で構成されている。環境、健康、コミュニケーションなどは家庭教育においても

深めてもらいたいという思いから成り立っている。保護者による学校教育ボランティアを

担う部会もここに入っている。 
 それぞれの部会の年間活動計画を一覧表にして配布しているが、メンバーは、他所の部

会の取り組みがお互い気になっているようである。自分たちの部会の活動ももっと頑張っ

た方がいいのではないかといった刺激が出る効果も見られる。 
 ・今後の課題 
 本校の課題は、「活動の継続と更新」である。 
立ち上げ当初は三年間の研究指定校だったので、おそらく引き受けてくれた人たちの中

には、三年間で終わるのではないかと思っていた人も多かっただろう。 
委員を続ける、続けないの意思は、なるべく本人の自由を広げたいということで、役員

や委員の任期は一年更新になっており、一年終了後に学校長が見直しと確認を行うという

形を採っている。毎年、委員の公募を行っており、保護者の方、地域の回覧、総合的な学

習などで携わったことのある人に募集をかけている。立ち上げ時には 16 名の応募があり、

後は毎年ニ、三名の応募があるという状況だ。 
 ただし、さすがに自ら委員を辞めると言い出す人は少なく、54 名でスタートした委員の

数は、現在は 83 名に増えている。教員も含めると 120 名ほどの組織になっている。保護者

の方は中学校が関係してくることもあって、卒業と同時に入れ替えが多いという傾向はあ

るが、やはり、委員が辞めにくいという状況はあるだろうと思う。 
 とにかく、長く活動を継続していくためには、参加者のみなさんに「しんどい」という

思いをもってもらっては困る。なので、参加者を追い込むということはせずに、子どもが

楽しいとか、おもしろいとか感じているような様子が参加者に素直に返っていく方法が大

切だと思う。 
例えば、子どもの感想を紹介したり、直接子どもと接したりするような機会を大事にし

たい。最終的に「やってよかった、企画してよかった」と思ってもらえるような配慮や橋

渡しが必要だと考えている。特に、地域の方は、子どもから直接感想を聞くような機会は

少ないので、それらは学校側の役割だろうと思う。 
 あとは、取り組みの内容を複雑化しないことが大事だろう。簡単でわかりやすいものを
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企画していくことで、たくさんいる参加者の意欲を減退させないような配慮も必要だ。 
 また、教員たちへは、協力してもらっているという感謝の気持ちを忘れないようにと言

っている。立ち上げ当初は、足を使ってお願いに回り、何度も声をかけ、再度お礼にも行

って努力していたことが、何年も経つと来てもらっているのが当たり前かのような感覚に

なって、電話一本でやってもらえるという錯覚に陥ってしまうものだ。その辺の対応が以

前と違ってくると、気を損ねる場合もある。やはり、協力してもらう方に対しては丁寧に

接して、初心を忘れないようにすることが大事だと痛感する。細かい対応に気を使うこと

こそ、長く続けていく面においては、いろんなことにつながっていくので、非常に重要だ

ということがわかってきた。長くやっているからこそ、ちょっとした対応のマズさが積も

り積もってある日突然、表に表れるということがあるのだ。若い教員が増えてくると、教

員にとってもそういったノウハウや配慮というものを伝えていかなければならないと思っ

ている。 
 ・近隣校との関係 
 一つの中学校区である本校と高倉小学校と御池中学校の全てが地域運営学校を同時期に

導入しており、共にやってきたという意識がある。だから、隣がやっているから、ないか

らという違いで、連携が取りにくくなるということはない。ただ、お互いに実践している

中身については気になっていると思う。 
 ・委員や地域の人の意識をどのように喚起したらいいか？ 
 公募をかける時に、本当に協力してもらえるかが大事だ。 
応募の際の条件として、「御所南小にどのような学校になってほしいのか」について 800

字以内の作文を提出してもらっている。高めのハードルを設定すると、安易に委員に応募

してくる人は減るだろう。 
 相談や提案を持ちかけるときに、具体的な活動で話題を振っていくということも工夫で

きる。わかりにくい教育用語や理念的なことを話すと、「あそうですか、わかりました」と

受け流されたりして、反応が悪くなってしまう。まずは“何をしてもらうのか”というこ

とについて、例を挙げるなどしてはっきり説明することだ。活動を具体的に考えて実行し

てもらうことで、教育というものがおおよそどういうものなのかを肌で実感してもらう方

が、理解してもらいやすい。そして、そのためにはどういった準備や計画が必要なのか、

委員にそれらの大変さや苦労を知ってもらうことで、共感を得させることができる。具体

的な活動の提示と苦労の共有が、協議会を喚起させる方法として有効だと思う。 
 ・地域の行事に学校がどこまで参加協力すべきか 
 やはりどこかで一線を置かなければならない。主催者を明確にすることは大事だ。 
既にある地域行事を部会活動の中に取り込んでしまうとややこしいことになるので、含

めていない。部会の活動は、すべて学校が創った新しい活動だ。 
地域行事は募集、運営共に別個の活動としてやってもらっている。立ち上げ時は、保護

者は協議会としてではなく、個々人が手伝うという形で関わっていた。地域行事の担当者
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には、協議会として相談や宣伝は受けつけるし、協議会内の保護者を勧誘してもかまいま

せんということで了解してもらった。要するに、組織運営に関わったり、あちらの行事が

入り込んできたりはしていない。 
地域行事への参加はある程度は仕方のないことかもしれない。むしろ、そうやって子ど

もが地域と関わってくれる機会が増えるということもあるので、協力するかどうかは実際、

程度問題になってくると思う。ただし、どこかで線を引かないと地域からの要請もやりた

い放題になってしまうし、それに教員も巻き込まれれば大変な忙しさになるだろう。 
 ・学校ボランティアやゲストティーチャーなどの人材をどのように集めるか 
 総合的な学習などのための人材バンクを設けている学校もある。そういう学校は、人材

を集めるための部会を設けている。本校では、コミュニティが発足する以前に、総合的な

学習の研究指定を受けていた。だから、協議会設置より前からゲストティーチャーになっ

てくれるような人材がたくさんいた。 
 その当時の方法は、学校長が地域の会合に出た際に得た口コミなどの情報を利用して、

個々に直接お願いしに行った。最初は、公募案内によって募集もしてみたが、その方法で

はたった三通しか応募がなかった。というのも、地域の人たちは公募があることを知って

いたが、みなさん遠慮して自らゲストティーチャーに名乗り出ようとする人はほとんどい

なかったからだ。その時に、やはりちゃんと面と会ってお願いすれば引き受けてくれると

いうことがわかり、文書でのお願いでは失礼なのだと思った。それ以来、紙で協力をお願

いすることはいっさい止めた。直接聞いて、直接会いに行って依頼するという方法を採っ

ている。地道にやることが大切だ。 
・学校運営協議会の丸抱えや形骸化の可能性 

 京都方式においても、協議会と学校長との関係は、上下というようりは、ヨコの緊張関

係を意識している。でも、最終的な部分というのは学校長が持っておきたいというのが率

直なところだろう。子どもたちの教育に関することなので、イニシアチブは学校側が取り

たいということだろう。 
 ・教育委員会による支援 
 2003 年からの取り組みの中で、いわゆる学校の裁量権の拡大が大幅に認められたという

ことがある。それまでは教育委員会による指導で決まっていたものが、学校の主体性でい

ろいろなことが決められるようになってきた。教育委員会が、ほぼそれを認めてくれるこ

とによって、学校が活性化されているのではないかと思う。 
また、同様に何かに取り組む意欲のある学校に対しては、人事なり財政なりの適切な支

援をしてくれる姿勢をもっている。積極的な学校とそうでない学校で差は生じるかもしれ

ないが、何かをやろうとする際には非常に助かる態勢であると思う。 
・学校運営協議会の法人化の可能性 

 NPO などの可能性は考えられるが、法人化をしようとまでには至っていない。確かにお

金の面では苦心しているが、現在、コミュニティファンドを立ち上げている。資金面はそ
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こから工面しようと考えているが、委員会として、あまりに資金や利益が入ってくると支

障が出てくる。したがって、大きな売買や赤字のリスクがでる事業、寄付受付など派手に

活動はできない。現在、ファンドでは研究紀要や資料の販売などを行っている。 
 ・地域運営学校成功の条件と波及の可能性 
 導入した学区において、地域で子どもを育てる意識があるかどうかという点は関係する

と思う。京都市の場合は、その地域に住む子どもだけが入学してくるので、やはりその学

区で育てようという意識は強くある。最近では、付属校や私学でも地域関係の取り組みを

やろうとしているが、子どもの地域にばらつきがある学校では、やはり地域性が出しにく

いだろうと思う。 
 加えて、地域に協力してもらうための条件として、学校の方針がしっかりしている必要

がある。学校が荒れているところに、それを補充するような形で手伝ってくださいとお願

いするパターンは絶対に無理がある。学校ができてないのに、地域ができるわけがないか

らだ。だから、学校は、少なくともある程度は、しっかりやっています、というメッセー

ジが出せる状態でないといけないだろう。学校の方針が明確に定まっていないと、地域の

人は、どういうふうに関わっていけばいいのかも考えることができないし、わからない。 
本校の場合、保護者の取り組みもしっかりしていますという条件が整ってから、地域の

協力を考えた。地域よりも保護者の体制が整うことを優先させるべきとの考えからである。

まずは学校、そして次に保護者がしっかり固まっていれば、その次に地域にお願いしても

文句は言われないからだ。 
 したがって、学校の方針、いわばそれを決める校長のリーダー性というのも必要になっ

てくる。 
 
※調査日：2007 年 10 月 18 日 
※参考資料 
御所南小学校ホームページ 
御所南小学校「学校要覧」 
      「小中一貫コミュニティ・スクールの創造」京都市教育委員会地域教育専門

主事室『地域ぐるみの学校運営協議会 ～京都市の理念と実践～』（平

成 19 年 9 月） 
御所南コミュニティ『学校大好き！コミュニティ・スクール 未来に輝く小中一貫教育を

目指して』（平成 18 年度） 
御所南コミュニティ「御所南コミュニティだより」 
文部科学省パンフレット「コミュニティ・スクール 新学校宣言」 
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京都市立新町小学校【タイプⅢ学校】（児童数 443名；2005年度） 

 
  ３－１．学校のマネジメント 
 A 学校の紹介： 

本校は、上京区の京都御所の西方に位置する小川・中立の二小学校と滋野学区の

二校一地域の統合校として 1997年 4月に開校した。新校舎建築期間中は，小川小学

校と中立小学校が，小川小学校の跡地で二年間の一次統合を行った。統合したニ校

一地域の学校は、いずれも明治二年、全国に先がけて町衆の力によって「番組小学

校』として開校した歴史と伝統を誇っており、長年地域の方々から学区のシンボル

として親しまれてきた。しかし、年々児童が減少していく中、子供たちの教育を第

一義に考えられた地域の方の英断によって、小川・中立ニ小学校と通学区域が中立

小学校・待賢小学校・梅屋小学校（→御所南小学校）に分かれていた滋野学区を統

合することとなり、本校が誕生した。 

A 地域の変化： 
地域への情報発信量は、連絡調整の仕事を含め、とても増えている。地域からの

要望などはあまりないが、地域との関係のとり方は以前と比べて非常にスムーズに

なった。 
協議会を開催して学校に対する批判が出たことは一度もなく、学校評価も出して

いるが、好意的な受け取り方をしてもらっている。 
 A 保護者の変化： 

保護者との関係で緊張感というのは感じない。保護者が応援してくれるという意

味で、苦情や要望などは増えていない。地域運営協議会に PTA、保護者を含んでい

るので、総じて地域と同じくらいの効果がある。 
B 教員への効果： 

地域の人たちの参画は、教員にはない専門的な知識や技術が得られ、多様な教育

活動を可能にすることができ、大変効果がある。職員個々人が、地域の人と仲がよ

くなっていて、食事会や飲み会などにも参加するようになった。そういった風景を

見ていると、教員と地域の人たちとの交流はこれから大事になってくるなと実感す

る。 
確かに学校が外へ関わって行くことには賛否両論はあるが、教員にもボランティ

アとして地域に関わっていく姿勢というのは、双方向のコミュニケーションやつな

がりのためには良いことだと思う。 
    また、協議会の活動に取り組む大人同士の中からも、変化の兆しが見えてきてい

る。各委員会の活動を通じて、地域住民の交流する機会が増えたことで、互いに信

頼関係が芽生え、新町学区としての結び付きが強く感じられるようになってきた。

例えば、林間学校の下見のために、たくさんの人が学区を越えて参加したり、旅行
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の際に、子どもより地域の参加者の方が多かったりと、大人たちも活動を楽しみな

がら協力しており、かつ、地域もまとまってきていると感じる。このような変化は、

従来の三学区制では考えられなかったことであり、少しずつ地域全体へと広がりを

みせている。新町小学校、その子ども達を中心にして地域住民の連帯意識が向上す

ることは、まさに本校が目指していることでもある。  
C 入学者の増減： 

学校としては人手が欲しい。教員数の配置に関わるので、入学者の増減は気にな

る点である。京都市は副担任制度もあり、子どもが一名入るかどうかで、教員が一

人増えたり減ったりすることがある。今の学校になってからは教員の確保は重要事

項だ。 
C 理事会・各種委員会の運営： 

理事会は毎月一回の定例会と必要に応じて随時開催している。理事会の中には、

主に財政面を担当する事業推進部と、広報部を設置し理事がその役割を果たしてい

る。学校代表四名が理事に入っている。 
各委員会では委員長を中心に年間活動計画を作成し、それぞれの特色を生かした

具体的な事業を実施している。委員会を構成する委員やボランティアは、理事会の

推薦や公募で募り、現在 120 名余りが登録している。また、学校の教職員も各企画

推進委員会に加わり、協力し合って活動を進めている。なお、各企画推進委員会の

委員長を理事会の理事が兼務し、委員会と理事会をつなぐパイプ役を果たしている。 
C 理事の選出： 

最初の理事選びは大変だが、何もかもの根本的なことにつながるので極めて大事

だ。本校は学区間のバランスをとることも必要だったが、学校長のリーダーシップ

もあって調整できた。様々な候補が考えられたが、その基準として、言うばかりで

ない人、実際に動いてくれる人を選んだ。 
協議会にいろいろお願いするコツは、仲良くなってしまえばいい。これまでの学

校だと、管理職にとっても地域行事や親睦会などへの参加は、何か仕事の一部だと

いう堅苦しい気分があった。だが、学校運営協議会になってからというもの、その

中での交流は、イベントから飲み会までほとんど仲間同士の付き合いという意識が

ある。変な緊張感がなくなって、気軽に実質的な話が進めやすい関係になってきて

いるのが大きい。 
 
  ３－２．利用者への波及効果への対応 

 A 学校運営協議会と部会： 
「学校運営協議会理事会(16 名)」－広報部、事業推進部 

・ 文化芸術企画推進委員会 
・ 食育企画推進委員会 
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・ 校外活動企画推進委員会 

・ 学力向上企画推進委員会 

・ 人権・福祉企画推進委員会 

・ 部活動企画推進委員会 

・ 国際理解企画推進委員会 
A 子どもに付けさせたい力： 

学力については、本校は比較的高い方なので今以上の水準を維持していきたいと

考えている。学力調査は、結果を細かく分析する。分析後、各教科主任が提言を出

して、さらに向上させるにはどうしたらいいか話し合って意思統一を図っている。 
市の学力調査では平均点が出されるので、その位置をめぐっては学校としても非

常にこだわっている部分だ。とにかく学力については低かろうが、高いかろうが関

係なく、上げていかなければならない。奇麗ごとではなく、生きていくために土台

になる学力は絶対に必要だからだ。 
とはいえ、学力をどのように子どもの評価に位置づけるかは難しい。最近、学力

だけ重視する傾向があるが、しかし、学力以上に身につけさせたいのは、本当の意

味での生きる力「たくましく生きる力」だ。本校では、それらは地域の人たちや周

囲の環境との交流によって育まれると考えている。 
例えば、陸上や音楽では地域の人たちから教えてもらって徹底的に練習する、キ

ャンプや宿泊の際に、地域のお年寄りらと将来の夢や希望について語り合ってもら

うなどの活動をしている。基本的生活習慣を育てる「家庭」と、人間関係や社会的

ルールの基礎を学ぶ「地域」、そして「学校教育」の取り組みが相まって「たくまし

く生きる力」（確かな学力、豊かな心、健やかな体）を育む教育を実現していこうと

考えている。 
 A 教育の質の確保： 

教育の在り方は、協議会があるかどうかに関わらず、昔から変わっていないと思

う。学校において子どもに力を付けさせるかどうかは、教師、担任の力にかかって

いるといえる。担任がどのような行動や働きかけを行うのかで、子どもへの成果が

変わってくるだろう。例えば、家庭訪問や保護者との連絡を行う、教育成果を子ど

も一人一人に説明して褒める、あるいは叱るなどの活動が基本になっている。教師

間の研究授業や研修もかなりやっているので、そういう点では昔も今もそう変わっ

ていない。 
具体的な方法としては、家庭・保護者とのコミュニケーションを頻繁にとる、日

曜参観、自由参観日、研究発表会、学校行事ごとにアンケートをとって、集計結果

を公表している。 
協議会による変化や効果があるとすれば、そういった教育成果の把握を担任だけ

でなく、地域の一人一人の方もわかってくれているという点だ。つまり、より多く



 372 

の人が、担任のように、子どもたちの成長度合いを把握してくれているということ

であり、担任のように喜びを感じている。子どもをめぐる相乗効果は高いと思う。 
A 学校評価の公開と子どもの意向： 

京都市の学校評価は子どもの意向を重視しているのが特徴だ。昔から内々では子

どもの希望は調査していたが、それらをホームページなどでも公表するようになった。 
全体的に子どもが学校をどう思っているかという項目が多い。最近では担任をど

う思っているかという項目も設定している。 
    地域からの評価に加え、教員の評価がある。教員の評価でも、自己評価や相互評

価をオープンにしている。学校にとっては、公開するようになったことがポイント

で、公開すると、良い評価も悪い評価も顕在化しやすい。良い結果が出れば評判も

高まるが、悪い結果がでればその部分だけで、問題が大きくなり風評化するので、

学校評価というのは非常に気を使う点だ。 
 A 広報活動： 

学校運営協議会の意義や取り組みの様子を「あすなろ」と名付けた会報誌で PTA
や委員に知らせる活動を行っている。 
また、地域の方の理解と協力を得るため、地域へも回覧している。その甲斐もあ

って、委員やボランティアとして協議会を支援してくれる人の数が増えた。 
A コスト意識： 

市からの上限予算が減らさる傾向にあるので、節電・節水は徹底しなければなら

なくなっている。特に、新しい校舎は電力を使いやすい構造なので、電球を減らす

などの工夫はしている。また、資金の柔軟性を出すために各種申請をして重点予算

を獲得するようにも努力している。 
 B 学生ボランティアの促進： 

学校に関わっている大学生の数も増えている。昔は、教育実習はあまり受け入れ

たくないというのが普通の感覚だったが、本校ではなるべく受け入れるようにして

いる。また、随時学生ボランティアとしても募集をしており、現在 18 名ほどが週一、 
二回ほど学校へ来ていろいろ携わっている。それくらいの人数がいれば、学年に何 
人か割り振ることができるので、子どものケアなどにも役立っている。学生とはこ 
れまであまり交流がなかったので、扱いは慣れてなかったが、懇親会などを開くこ 
とで大分扱いがわかってきた。学生にとっても色々メリットがあるようで、今後も 
学生と学校の双方が役に立つような形で運営していきたい。なお、市から交通費は 
補助されるようになっている。 

 
※その他のコメント 
 ・地域運営学校導入の経緯 
 本校は御所の隣にあるということで、歴史伝統のある地域だ。地域住民の誇りも高く、
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新町小学校というよりは元の三学区の意識が強い。地域行事への参加など元学区への配慮

とバランスをとっていくことが難しく、開校当初から学区の統合が課題になっていた。 
以来、学区の垣根を低くするために、学校主催でキャンプを行ったり、旅行への参加呼

びかけを学校として行ってみたり、行事を持ち回りにしたりと、様々な取り組みを続けて

きた。現在、活動に際し、学区の垣根もだいぶ低くなり、三地域の関係も良好になってき

た。 
 そういった状況の中で、子どもたちへの教育活動をさらに高めていくためには、学校ス

タッフの力だけでは不十分であり、また限界があること、それを補うために地域を巻き込

んだ活動がどうしても必要になってくるという認識も徐々に共有されてきた。例えば、英

語活動では、教員だけ教えるより、地域の中に英語が堪能な人や外国人がボランティアと

してサポートに入ってもらうだけも効果はとても高くなる。スキー教室では、担任が面倒

をみるだけでも限界があるが、地域でスキーの達者な人を呼びかけて、クラスに何名かサ

ポートについてもらうと、子どもはものすごく上達が早くなる。 
 地域の力を学校に巻き込むのを可能にするのが、学校運営協議会であったので、本校も

2004 年度に指定を受け、全国でも早い段階から実践を試みた。設置にあたり、従来あった

学校評議員を廃止して、実際に活動してもらう、動いてくれる地域の方を主要なメンバー

にして協議会を発足させた。 
 学校運営協議会の取り組みを進めるにあたり、保護者・地域・学校の代表による話し合

いがもたれた。本校の子どもを「どのように育てるのか」「課題は何か」「その解決のため

の具体的な取り組みは何か」の三つの視点から意見を練った。その中から、「学校が地域に

求めるもの」「地域が学校に求めるもの」を明らかにすることで、協議会の方向性や構想が

できあがった。 
・これからの課題 

 本学区としては、行事の数は以前から増えていないが、まだまだ旧三学区が別々に動い

ている部分がある。そこを徐々に一つにしていく方法がないかを探っている。 
例えば、地区運動会などの行事を同じ日に別々の場所でやるのではなしに、何とか一つ

にして盛大にできないだろうかと考えてはいるが、地域にはそれぞれの事情があり学校か

ら無理にはできない部分もあってなかなか難しい。 
 ・地域とどこまで関わるか 
 学校および教員が地域の活動にどこまで参加すべきは、議論があると思う。確かに、際

限なく地域と関わっていたのでは、子どもや教員の休みもなくなってしまうだろう。実際

に、協議会になって、音楽会やスポーツ大会など学校として子どもや教員が地域行事に参

加することはかなり増えている。昔の学校と比べると、教員も管理職も仕事の量はものす

ごく増えていると思う。 
だが、学校が地域に協力することも必要なことではある。土曜日曜は学校は休みだから

といって、全く参加しません、協力できませんという訳にはいかないだろう。もちろん、
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協議会の人たちも平日休日共に忙しくしてもらっていることは事実だ。だから、学校と地

域が双方向に活動していくことを肯定的に受け止めなければならない。 
学校側としては、みんなが多忙になったり、一部に偏ったりすることなく、子どもや教

員をバランスよく行事に参加できる計画を立て、上手く割り振るなどして対応していくの

が、現実的な策だろうと思っている。 
 ・地域運営学校成功の条件、波及の条件 
 校長のリーダーシップは絶対条件だ。ある意味、強引さがないとだめだろう。校長が遠

慮しているようでは、地域は納得しない。地域を説得していけるリーダーシップは不可欠

だ。もちろん、強いリーダーシップがあっても、途中では反対されたり、断られたり、反

応がなかったりすることもある。しかし、そういう対応をされた時には、個人的にも小ま

めに連絡を行ったり、きめ細かい話し合いをもったりするような能力も必要である。強引

さの一方で、一人一人の関係を大切にする心遣いができる人でなければならない。 
 また、理事の選び方が重要である。学校を助けてくれるような理事を選ぶ必要がある。

仮に学校に何か問題が起こったときにこそ、味方になってくれるような人たちである。問

題が起こった際に、学校の責任を追及してくるような人たちは協議会の理事には向いてな

いと思う。加えて、元々地域で活動している人たちの思いを、理事になる人がどれくらい

理解してくれているか、という点も大切ではないかと思うし、子ども達への熱い思いをも

っている人というのも大切だ。そういう理事が揃っていたならば、現場の活動はすぐに動

き出すだろう。 
 さらに、事務局の機能である。本校では、副教頭は（市からは現在手当てが出ないため）

教務主任が兼任しているので、実際の協議会担当職員は加配の職員が行っている。しかし、

地域と学校をつなぐパイプ役としての仕事、全体を把握し連絡調整を一手に引き受ける役

割というのはとても大切だと思う。協議会の人たちも、何かあっても担当職員と連絡をと

ればすぐにわかるし、情報が伝わる仕組みを作っていく必要があるだろう。 
 最後に、やるとなったら覚悟を決めてやることである。地域を巻き込む、地域ぐるみで

やるとなれば、教員、管理職を含め、これまでの仕事をどう防ぐかという後ろ向きの考え

を捨てて、地域に出ていって交わるという発想に転換しなければならない。そうなれば、

学校経営に全ての人が参画することになる。学校経営は管理職だけのものではなく、教員

の発言や保護者や地域の人の提案も経営の一部になってくる。その誰か一部が、嫌だとか

困るとかいった後ろ向きな考えでは、学校は動かなくなってしまうだろう。 
本校では、食育活動の際にも管理職、事務職を含め全員が農園で作業をする。不登校が

あったならば、学校スタッフ全員が把握しており、ケアに関わる。子どもの教育に関わっ

ているのは、もはや担任や教員だけではないという意識に転換する必要があるだろう。 
 
※調査日：2007 年 10 月 19 日 
※参考資料 
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新町小学校ホームページ 
     「確かな学力と生きる力の育成」京都市教育委員会地域教育専門主事室『地域

ぐるみの学校運営協議会 ～京都市の理念と実践～』（平成 19 年 9 月） 
新町小学校学校運営協議会概要 
新町小学校運営協議会だより「あすなろ」 
 
 
 
京都市立朱雀第三小学校【タイプⅢ学校】（児童数 405名；2007年度） 

 
  ３－１．学校のマネジメント 
 A 校区の概要： 
    本校は、京都市中心部に位置し、昔からの町並みが残る伝統的な地域である。近

年マンション等が建設されつつあるが、壬生寺を中心として伝統芸能「壬生六斎」

の継承に努力するなど、地域の文化を守り育てようとする住民の気質が強い地域で

ある。このことは、子どもに関わる地域の多くの活動にも見られ、少年補導委員会

や子ども見守り隊の活動など活発に行われている。 
 A 地域・保護者の変化： 

地域・保護者への情報発信の機会はもちろん増えている。保護者に対しては、学

校評価を聞いているので、考える機会も増えているだろう。とはいえ、意見や要望

が増えるといった変化はない。温かく見守っているという感じではないだろうか。

したがって、保護者の学校への信頼は強くなっていると思う。 
B 部会の構成： 

構成員は、学校の教職員全員、PTA 役員、地域から若手のメンバーを選んでいる。

メンバーには PTA やその OB も多いが、子育てを一段落した世代、40 代、50 代く

らいの人が多く関わってくれている。理事の中からも協力できる人に対してはお願

いしている。 
B 教員の個性伸長： 

部会への参加で、教員の特技が増えている。例えば、祭りや地域行事での参加に

よって、教員の笛や太鼓の腕前は一人前になっている。 
B 多忙化への対応： 

やること自体は教員も校長も格段に増えた。効率が悪い労力が増えたというより

も、活動内容が増えているからだ。一つの活動が単独で増えているというよりは、

何かをきっかけに活動が連鎖して広がりを見せているという感じだ。 
C 理事会の役割： 

部会独自の役割として、学校評価をおこなったり、総括をしたりするほかに、「運
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営協議会ニュース」を発行している。「運営協議会ニュース」は、それまでは学校が

発行していたが、学校評価を公表するに当たり、学校が発表するよりも協議会から

出したほうがいいということになった。 
ニュースは、学校評価および総会が行われる度に発行している。学校以外の教育

活動では、どうしても家庭内の協力が必要だということで、特に力を入れているの

は、家庭教育の喚起である。理事会から家庭教育学級開催などの PR をしてもらって

いる。 
C 学校評議員： 

学校評議員は協議会ができたことにより廃止した。 
C 役員、顧問の選任： 

顧問は、地域の名士や地域の識者の方にお願いして、相談役になってもらってい

る。理事会役員は 11 名いる。役員の中には地域諸団体の長をしている人もいるが、

基本的にはそういう当て職で選んだのではなくて、学校に対する熱い思いをもって

いる人を学校長が選び、直接頼みにいって一人ひとりお願いしてまわった。最初は

「もう勘弁してください」という消極的な人がほとんどだったが、礼を尽くして依

頼した後は、見違えるように活動してくれた。 
C 役員の研修など： 

協議会を立ち上げた際に、役員らと共に東京都三鷹市のコミュニティスクールを

見学に行った。役員にとってはとても刺激になったようで、京都と異なる仕組み（小

中一貫連携や NPO など）だったが、「本校も三鷹のようなことはできないのか」な

どの積極的な提案を受けた。他地域から本校への視察や説明にも役員らが自ら出向

いてくれることもある。 
C 地域運営学校になったことの変化： 

活動のやり易さが以前と全然違う。活動基盤となる組織が既にあるのとないのと

では大きく違う。例えば、子どもの安全管理について、今までならば、自治会の防

犯委員や地域の交通安全委員、PTA へそれぞれ個別に頼みにいかなければならなか

った。しかし、そういった人たちも子どもの安全だけを担当しているわけではない

ので、こちらで連絡調整も必要だった。 
しかし、部会があることによって、それらの団体が一堂に集まって準備や調整が

できる。あちらから集まってきてくれて、しかもアイデアを出し合って協力もして

くれるのだから、取り組むスピードも早いし学校の労力からしても全然違ってくる。 
そのように集まってきてくれるのは、自分たちの学校をなんとか助けてやろうと

いう地域の人たちの動機が強いからだろう。 
また、協議会があることによって初めて可能になったこともある。例えば、子ど

も達が祇園祭に参加できたのは、協議会での連携があったからだ。また、読み聞か

せなどの支援を授業の中に位置づけてできるようになったのも協議会の力による。 
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 C マスコミ、世間の動向： 
マスコミなどで何か関係するニュースや話題があれば、教職員、協議会のメンバ

ーへも知らせておくようにしている。世間の動向には経営者として敏感になってい

なければならないと思う。 
 
  ３－２．利用者への波及効果への対応 

 A 学校運営協議会と部会： 
顧問（３名）－「朱雀第三小学校運営協議会」理事会（11 名） 

・ 学びを拓く委員会（学校評価部会、授業支援部会） 
・ 心と体を育てる委員会（文化・伝統部会、スポーツ部会） 
・ 安心安らぎ委員会（安全・健康部会、環境・児童部会） 
A 地域行事への参加： 

例えば、文化・伝統部会では、地域行事への参加を促進している。本来は、保存

会に入らないと活動できないお盆行事「壬生六斎」へ自治会や子ども会としてでは

なく、学校「六斎キッズ」として参加させてもらった。自治会を超えてそういった

地域行事に参加するのは、本来難しいが、この地域でも伝統文化の継承が難しくな

ってきている。協議会を通じてお願いしたら、こちらこそ歓迎しますということで

実現した。保存会と連携をとれたことで、保存会が出張する祇園祭のイベントにも、

本校の子ども達が参加するようになったので、貴重な体験になっている。 
A 安全マップの作成： 

安全・健康部会は校区内の安全マップを作成した。校区内の道路、通学路地図に

危険箇所、子ども 110 番の家の名前を落とし、どこに安全委員がいる家かをわかり

やすく表示している。マップに屋号や名前を出すのは普通抵抗があるものだが、名

前や顔を出さないと安全は維持できないという認識から、一致協力して作成に至っ

た。子ども 110 番の家 100 件以上あるが、部会が一軒一軒全て頼んでくれた。警察

署の方も部会メンバーに加わっている。 
入学式の際に、保護者にマップを配布しているが、保護者に対しても、地域の人

たちが子どもを見守ってくれているのだ、という意識の喚起にも役立っており、保

護者と地域との交流のきっかけにもなると思う。 
A 学校評価： 

学校評価部会が理事会と共同で学校評価を行っている。学校評価は年にニ、三回

行っている。学校評価の内容は、まず「学校だより」に載せて発信する。学校だよ

りでは、学校としての分析・課題を洗い出しておく。その「学校だより」の中身を

協議会で諮る。協議会はその内容を受けて、総括を「協議会ニュース」によって配

信する。協議会が総括をすることで、学校からは言いにくいような点、例えば家庭

や地域のやるべきことや責任を明確に述べてもらっている。 
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 A 教育の質への対応策： 
授業研究発表会を開催している。発表会に全クラス、全教員で行い、保護者らに

は参観日として参加をお願いしている。発表会の後に、保護者によるアンケートを

行い、教員にフィードバックさせている。学校が最も大事にしなければならないの

は、授業であるから、授業の質を向上させるという意味での取り組みである。そこ

に親の目から見た意見を加えていくという形だ。 
    学力については、京都市の学力調査の結果を分析して、学校だよりに載せて発信

している。数値は載せていないが、分析結果による本校の弱い部分や課題、その対

応策などは明確にして公表している。算数については習熟度学習を導入している。 
B コスト意識： 

本校は実利をとるという意味で、会議をすべてやめている。職員会議をせず、四

月に年間計画を説明する全体の会議を行うだけだ。教員は、各自が受け持つ仕事や

行事の計画案を四月までに作成しておき、それらを全体会議で一堂に集めて配布す

る。年間計画には、一年間の行事などの内容や方法が具体的に報告されているので、

あとは、各人が年間計画に則ってやるだけでよい。細かい調整は、その時期が来た

ら朝会や個々人での相談などでやれば済むことのなので、イベントごとの職員会議

は開かない。その分の時間は、子どもとの時間に使ってもらえればよい。 
 
※その他のコメント 
 ・地域の京都方式への理解 
 学校運営協議会は、地域や保護者が学校運営に参加したり協議したりするという触れ込

みで始まっているが、実際、京都市では、学校で教職員らだけでできないことを何か一緒

に手伝ってやっていこうというタイプの活動になっている。地域の人たち自身、学校内の

カリキュラムや勉強のことなど難しいことはよくわからないし、その部分は学校に任せて

くれている。それ以外で、学校が手伝ってほしいこと、一緒に何かやれるようなことがあ

れば喜んでやってあげますよ、という形でコンセンサスが成されている。 
校長・教頭らは議決には加わらないが、理事会自体には出席し資料なども準備している

ので、京都方式といえども運営主体として一緒にやっている認識だ。 
というのも、地域の人たちにとっても、子どもたちがしっかり育ってほしいと願ってい

るからだろう。もっと砕けた言葉で言えば、大人になって働き出した時に、いずれは地域

に戻ってきて地域の活動をしてほしいという願いが込められているからであろう。 
・近隣校への意識 
やはり、取り組みに関して他の学校の意識はするが、だからといって、うちの学校でや

れることとやれないことがあるだろう。本校の規模では、例えば御所南小学校のようなス

ケールはできない。多少は気になるといった程度だろう。 
 ・公立校の役割を果たすための地域運営学校 
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 これからの公立校は、地域を巻き込んでいかないと駄目だと思っている。やはり私学と

の関係でまだ公立校は弱いと思う。しかし、公立校には公立校のよさが絶対にある。特に、

私学にない公立の良いところは、地域の人が子どもを見守ってくれて、損得関係なく子ど

もに働きかけてくれることだろう。そのためには、協議会のような組織を作って、地域の

力を凝縮させなければならない。公立校の役割は、次世代の地域の人を育てるということ、

自分の地域を愛するようになってもらうことでもあるので、学校スタッフとしても協議会

と力を合わせて取り組まなければならないことだと思う。 
 
※調査日：2007 年 10 月 18 日 
※参考資料 
朱雀第三小学校ホームページ 
       「『頼れる公立小学校』を目指して」京都市教育委員会地域教育専門主事室

『地域ぐるみの学校運営協議会 ～京都市の理念と実践～』（平成 19 年 9 月） 
朱雀第三小学校運営協議会「運営協議会ニュース」 

「朱雀第三小学校安全マップ」 
京都市広報課『きょうとシティグラフ 2006 京都』 
朱雀第三小学校『算数科 習熟度の程度に応じた学習指導実践集（DVD 資料）』（平成 18
年度） 
 
 
 
京都市立高倉小学校【タイプⅢ学校】（児童数 472 名；2007 年度） 
 
  ３－１．学校のマネジメント 

Ａ 学校・校区の概要：（※参考資料「『翔キはばたくラキラえがおの高倉っ子』

の育成を目指して ～学校・家庭・地域・大学の連携～」より） 

高倉小学校は、平成５年４月高倉東小学校と高倉西小学校の一次統合を経て、平

成７年４月に統合開校した。五校に加え、校区に御池通以南の城巽・初音の二学区

を含むため、五校七学区が集まってできた小学校である。統合した五つの小学校は、

いずれも明治二年(1868)全国に先がけて町衆の力によって「番組小学校」として開

校した歴史と伝統を誇る学校であり、明治以来、学区のシンボルとして地域の方々

から愛され親しまれてきた。 

校区は、東は鴨川、西は堀川通、南は四条通、北は御池通で囲まれた範囲であり、

京都市の文化と産業の中心地である。校区の中央，高倉校の近くには、華道発祥の

地「六角堂」がある。また、校区を北から南に走る道路として、しっとりとした京

情緒がただよう先斗町通、市内の代表的な繁華街である河原町通や、修学旅行生で
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賑わう新京極通、銀行をはじめ金融機関が集まっている烏丸通、京町屋の風情が残

る新町通など、五校七学区に広がった本校区ならではの様相がある。 

高倉校の子どもたちは、このように歴史的・文化的価値に富む七学区を一挙に校

区とし、限りなく魅力的な地域を学習と生活の本拠とすることができるようになっ

たのである。 
A 地域・保護者への戦略： 

地域運営学校になって、地域と協働して活動に取り組むことが多くなった。これ

は、ある意味、学校が全ての期待に応える訳ではないということだ。地域や保護者

に対しても相応の活動を期待している。実際に仕事を請け負っているのは、主に学

校運営協議会と各部会の方なので、学校として特に仕事が増えているということは

ない。 
協議会の方で情報を出しているし、情報を受けている。会報などは、協議会の会

長名で情報発信したり提案したり協力をお願いすることになるので、読む人たちも

「学校側だけがそう考えているのではなく、実は地域の人たちもそう思っていたの

か」という効果があって、とても都合が良い面もある。 
 A 保護者の変化： 

地域運営学校は地域と家庭との連携であり、子どもはその地域や家庭から通って

くるので、地域運営学校と保護者とは当然、無関係ではない。もちろん、協議会の

役員に PTA 代表や保護者代表が入っているので、協議会を通じて保護者と連絡をと

れる。協議会による保護者への効果は非常に大きいと思う。そうことからも、保護

者は協力的になっている。学校の方向性が明らかになると、保護者も動きやすくな

るのだろう。 
A 情報管理： 

公教育全体として、子どもたちへの安全管理、情報管理を重視しているというこ

ともあるが、地域運営学校になってからはやはり外部との関わりやはり増えてきた

ので、よりしっかりとした管理をするようになっている。 
B 教員へのモチベーション効果： 

一緒になって話しをする機会は増えるので、動機付けの効果はあるだろう。教員

同士だけでなく、地域・保護者のほかにいろんな人と話をしてアイデアを出してい

くので、自分の取り組みへの刺激や振り返りの機会は増えている。部会をやってい

たら面白いことがたくさんある。やりがいがある。今まで学校のスタッフだけでや

っていたら気付かなかったことが、地域の人たちからの発案によって劇的に変わる

というようなことがある。子どもたちも、先生が地域と関わって活動してくれてい

るので、嬉しがっているし、双方にとって効果は高い。 
当初は、教員たちからも何のためにするのかという声も挙がった。しかし、やっ

ているうちに形が見えてくるものだ。教員たちによく言うが、「結局やらないと何も
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見えない。やりさえすれば（たとえ失敗しても）問題点が見えてくるが、一歩踏み

出さない限り何もわからない。次の新しいことをやりたければ、頭で考えてみるよ

りもとにかくやってみることだ」と。 
実際、やらされている感覚は、しばらくしてすぐになくなった。何度も言うよう

に、やりがいがあるからだろう。しんどいけれど、やりがいがある、ということだ

ろう。 
B 教員の個性伸長効果： 

各部会があって、教員は自分で行きたい部会、向いている部会に所属しているの

で、個性や特質をより生かせるようになっている。 
B 多忙化への対応：   

地域運営学校によって多忙化しているということはない。教員の仕事全体として

は昔よりも書類の仕事が増えているが、それらは地域運営学校に関わったものでは

ない。 
C 京都方式の特徴： 

京都方式では、学校長の立場が強く反映される仕組みをとっているので、導入時

から、意思決定や現場においてもさしたる混乱はなかった。副教頭が協議会を担当

しているが、本校では学校関係は理事の中に入っていない。 
C ボトムアップ効果： 

話し合いの機会が増えていることからも、相談や協議をして改善につなげていく

ボトムアップ効果は強くある。 
C トップダウン効果： 

具体的な指示や中身の報告をさせるような点については、以前から変化なし。た

だし、目標を明確に提示する機会は多くなっている。 
C 学校へのアイデンティティ： 

自分の学校として意識が高くなるかどうかは、経営者によってそれぞれ違うので

はないだろうか。以前から意識が高い人だったから地域運営学校の職に就くことも

あるし、職に就いた後でより意識が高くなったと変化を感じる人もいるだろう。本

校としては昔からアイデンティティは強くあった方だ。 
 
  ３－２．利用者への波及効果への対応 
A 地域運営協議会と部会： 

「スマイル 21 プラン推進委員会(14 名)」－企画推進委員会 
・ 教育課程に関する部会（教材開発・教材研究推進委員会、小中連携活動推進委員会、

読書活動推進委員会） 
・ 学習指導に関する部会（学習指導方法改善推進委員会、スマイル講座委員会） 
・ 学校運営の在り方に関する部会（スポーツ・文化・福祉活動推進委員会、評価推進
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委員会） 
 A 教育の質の確保： 

学校評価がある。子どもへの授業評価、教職員の自己評価、保護者による評価、

協議会役員による評価を行っており、結果の公表および校内研修をしている。 
学力調査の結果は意識している。毎年実施しており、校内で結果の分析、課題と

対策を立てている。学力については、市全体としても結果は公表していないが、上

げていきたいという動機は持っている。公表するかどうかに関わらず、それが我々

の仕事だと思っている。やはり上げたいと思っているから、結果の分析や改善点を

探っているのであって、単に確認のためにやっているのならば、その必要はないだ

ろう。 
A コスト意識： 

評価の集計は、IT を使って処理して効率化を進めている。資金や財政については、

協議会関連を含め何か活動がすればお金は必要になってくるので、予算額やどう効

率的に使うかは常に気を使っている。 
A 説明責任： 

いろんな場で説明していくことを心がけているので、年に六回、協議会総会を行

い、その後の各部会による委員会を開催している。総会は大規模に開催される。 
この他に、保護者に対して教育目標である「たかくらプラン」についての理解を

深めるため、年に七、八回は懇談会を開いて説明している。少しでもわかってくれ

る人を増やすことが、協力者を育てることだという認識でやっている。 
 
※その他のコメント 
 ・近隣校との関係 
 周りとの関係では、変化はない。周辺も地域運営学校なので、確かに、どんなことをし

ているのかという点は興味があるが、関係や意識として特に変化があったというわけでは

ない。連携は、周りが地域運営学校なのでとりやすくなると思う。何か話し合う機会があ

った際に、お互いどうしているかなど情報交換やアドバイスは活発になる。 
・地域運営協議会の丸抱えや形骸化はしないのか 

 特にそういう懸念はない。実際には学校長が上とか下とかという意識ではやっていない

と思う。 
意識があるとすれば、校長が理事会に入っていないということだろう。理事会は多数決

で決まるので、校長はそれには加わらないという点だ。校長はあくまで、議決（承認）さ

れた意見を受け取るという立場である。特に学校の内容に関して、反発する話は聞かない

し、学校からの提案にどうやって進めていこうかという方向で話は進められている。 
 逆に、不活発になったり無関心になったりする状況も起こっていない。やはり、自分た

ちの地域で子どもを育てるという意識が強いので、“地域運営”学校ということになれば、
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興味がないということにはならないだろう。むしろ、この地域で「無関心や形骸化はしな

いのですか」という質問をされると、「何故そんなことになるのかな」という疑問すら感じ

る。自分たちの子どもを通わせている学校の運営協議会がどうにかしたいと考えているの

に、それに対して興味がないとか協力的でないとかいう状況は、あまり想定できない。学

校が行事など何か頼みたいことがあると、動いてくれるような地域だ。 
 ・地域運営学校導入の条件 
 御所南小学校が、文部科学省の研究指定校になったことが本校の導入の契機である。同

時に市内の学校の中でも取り組んでいこうということもあって、同じ中学校区の本校も立

候補した。 
 地域運営学校はどこでも導入できると思う。協議会の中身についても、それぞれ地域の

状況や特性が出てよいのではないかと思う。どんな状況であれやれることはたくさんある

だろう。安全活動や学習支援などはどこでも取り組める。京都方式は、学校のイニシアチ

ブが取りやすいので、学校がその気があればやり易いだろう。 
 教育委員会のサポートは、実行させたり普及させたりさせるスピードには関係してくる

と思う。スピードは大切だ。学校としてもやろうと思えば、教育委員会に足を運ぶ機会は

多くなるし、そこでどういった対応をしてもらえるかということは大事になってくるだろ

う。 
 
※調査日：2007 年 10 月 17 日 
※参考資料 
高倉小学校ホームページ 
     「『夢・希望・感動をつくる学び舎』を目指して」京都市教育委員会地域教育専

門主事室『地域ぐるみの学校運営協議会 ～京都市の理念と実践～』（平成 19 年 9 月） 
地域運営協議会「スマイル 21 プラン推進委員会」ホームページ 
地域運営協議会「『翔 キラキラえがおの高倉っ子』の育成を目指して ～学校・家庭・

地域・大学の連携～」 
地域運営協議会「広報誌 スマイル 21」 
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京都市立西陣中央小学校【タイプⅢ学校】（児童数 541名；2007年度） 

 
  ３－１．学校のマネジメント 

A 学校の紹介： 
本校は、平成９年４月成逸・西陣・ 桃薗・聚楽の４小学校が統合して開校した。

統合した四小学校は、いずれも明治二年、全国に先がけて町衆の力によって「番組

小学校」として開校した歴史と伝統を誇る学校であり、長年地域の方々から学区 の
シンボルとして親しまれてきた。しかし、年々児童が減少していく中で、それぞれ

の学区において話し合いがもたれ、子ども達の教育を第一義に考えた結果、統合す

ることとなり、本校が誕生した。新校舎建築期間中は、西陣小学校と桃薗小学校が

西陣小学校の跡地で２年間の一次統合を行い、その後、成逸小学校、聚楽小学校 
との統合を行った。 

 A 地域への戦略： 
学区はかつて西陣織、生糸の問屋街が多くあり、比較的裕福な人たちが住む地域

で、学区には史跡も多くある。旧来の四学区での自治会は現在でも自治意識を高く

持っており、組織としてはしっかりしている。 
したがって、元学区で子どもを育てるという意識も強く、それゆえ、これまでは

学区を越えて関わりあい交流する機会は少なかった。未だ学区の文化が強く残って

いる中で、本校が学校運営協議会を導入した最大の目的は、学区の壁を低くして、

学区を越えた人のつながり、ふれあい、コミュニケーションを作り出すことであっ

た。四学区にわたる人材や、史跡などの教材をフルに活用していくことが、協議会

に求められる課題である。 
 A 保護者への戦略： 

保護者については課題がある。一つは、本校が地域運営協議会を導入した目的と

して、地域の方の参加を得る、旧学区の壁をとりはらうということだった。なので、

保護者については、協議会の中に重点は置いてない。だから、地域運営学校の以前

と現在とでは、今のところあまり変化はない。 
したがって、二年目の課題として、保護者を協議会の中にどう取り入れていくか

が検討されている。ただし、保護者はおおむね協力的で連携がとれていると思う。

まだ協議会的なイベントはやっていないが、その他の活動では保護者にはいろんな

ことを手伝ってもらっているので、感謝している。 
 A 情報管理： 

基本的な情報は職員室の中だけで管理しているので、協議会や地域がそこまで立

ち入って関わっているわけではない。そう特に管理が厳しくなったという変化はな

い。 
 B 教員への効果： 
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教員が地域社会に関わる時間は増えた。協議会の活動を通じて、元学区意識をど

うするか、学区の壁を取り払って統合にかける思いが、教員にも及ぶようになり、

徐々に教員の意識を変えている。今までは、行事など学校として顔を合わすだけの

関係だったのが、個人的な関係が持てるようになるので、地域との一体感は強くな

ると思う。 
B 多忙化への対応： 

協議会は副教頭が担当しているので、仕事は非常に楽になっている。副教頭が置

かれていることによって、他の教員へは雑用などの仕事は回ってこないようになっ

ている。 
副教頭は、学校協議会だよりを発行しているが、これは毎月出すわけではないし、

協議会を通じて学校だよりなども配布しているので、情報発信の仕事としてはそう

忙しくない。忙しくなっているのは、役員との連絡調整、封筒詰めや書類作成など

の実務的な仕事だろう。 
C 教職員への理解・配慮： 

経営的な変化はあるが、トップダウン的なことはあまりやっていない。むしろ校

長は教員の意見を大事にしている。やらなければならないことは、トップダウンじゃ

なくても存在するし、あとは、やるべき事については意思確認をするだけだ。特に教

職員への意思確認には気を使っている。こちらとして「そんなことやってしまえばい

いだろう」という思いに立っているといけない。学校としては組織で動かなければな

らないし、外のいろんな人と関わる際に、最低限の意思統一と個々人の責任意識は必

要だからである。 
総じて、教職員がどのように思っているかということには配慮するようになった。

せっかくコミュニティスクールをやっているので、教職員にもその良さをわかっても

らいたいという思いがある。例えば、協議会が作られると夜の会合が開かれるように

なるが、教職員も残らなければならなくなる。それに対して、ただ単純に「しんどい

な」と捉えてほしくない。だから、残って仕事をしてもらった以上、メリットが生ま

れなければならない。忙しさに対する見返りを作り出すようにするというのは、管理

職が配慮しなければならないことだろう。 
C 学区の壁を取り払う： 

例えば、元学区には各体育振興会の活動が現在もしっかりある。自治会ごとに各

種のスポーツ活動はしているが、同じ学校の子どもたちが別々の人から、別々の内

容を教わっているのでは、子どもの健全育成からしてもやはりしっくりいかない。

そこで、各地区振興会の会長と連携をとり、指導者、指導の在り方について共通理

解および意思統一を図っている。 
C 学校評価の戦略的活用： 

評価結果は教育活動として振り返る部分もあるが、協議会が評価を実施し公表す
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る過程を通じて、本校のイメージを付けたいというのがある。「元気の出る学校へ」

というイメージ化を図るように外部評価を利用している。 
C 学校評議員： 

学校評議員は廃止した。教頭・副教頭が協議会に加わっている。 
 
  ３－２．利用者への波及効果への対応 

 A 地域運営協議会と部会： 
顧問－「希望 21FUTURE プラン」理事会－学校評価委員会 

・ 知育（確かな学力向上委員会、読書活動委員会） 
・ 徳育（地域学習委員会、ボランティア活動委員会） 

・ 体育（体育活動委員会、安全活動委員会） 
A 学校評価： 

保護者のアンケート、児童の授業評価、教員の自己評価を年二回実施している。

子どもあっての学校なので、子どもの意識や考えは重視している。アンケートで中

間点「どちらでもない」という項目を排して聞いている。「よくない」「あまりよく

ない」と答える項目についてはもちろん見捨てるわけにはいかないが、ある項目に

「まあよい」と答える割合が多くなっていると、それについて何か問題があるので

はないか、と疑問をもつことも大切だ。本当に満足できないのは何故なのだろうか

ということに着目して、改善点を探し出すのがよいと思う。 
学力テストについては、京都市と全国実施のものを利用している。特に算数科に

ついて研究を行っているので、算数科のテストは業者に実施を依頼して分析をして

いる。全国的レベルとの比較など、実際の分析結果とデータは夏休みの学力説明会

の際に公表した。学区の統合によって、住民から期待されている学校であるので、

学校の実績を積み重ねていくために学力というのは非常に重視する項目だ。そのた

めに協議会部会も作られているので、市の平均ぐらいではいけない、数ポイント上

回る結果を出していかなければと思っている。 
A 説明責任： 

学校説明会の他に学力説明会を行った。それまでは 6 月の日曜参観（学校説明会）

しか行っていなかったが、今年度から夏休みの一日を午前と夜の二回、学力に関す

る説明会を実施した。学力関係ということで、父親の参加も期待して夜にも開催す

ることにした。小中の連携も必要なので、中学校の教員にも説明をしてもらった。 
また、学力に関する実践を見てもらうために、一コマ分の授業を公開している。 

A コスト意識： 
一つは、人材である。協議会を設置していることで、教員の公募制を採用できた。 
加えて、若手育成に力を入れている。今年は教員全員が研究授業、公開発表会、

研修会という形で年三回以上の授業公開を行っている。外部講師を呼ぶというより、
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内部で育てていくという意識で取り組んでいる。 
管理費の節約は必須だ。施設的な理由もあって電気代がかかりやすい。市の予算

システムが費目別を一部廃止したので、節約分は教育費に回せるようになっている

こともあり、節電、節水に力を入れている。 
加えて、できるだけ色んな申請を出して、重点予算を獲得するようにしている。 

 
※その他のコメント 
 ・近隣校への関係の変化 
 意識はする。隣の学区には新町小学校があるが、同じ地域運営学校で、しかも同じ統合

された環境も似ているので、あちらはどういった組織立てになっているかなどは参考にな

る。先に実施している御所南小学校や高倉小学校に対しても、どのようにしているかを尋

ねることも多い。近隣校同士の情報交換は活発だと思う。 
 ・地域運営学校成功の条件、導入の準備 
 まず、学校長がビジョンを持っていること。この学校をどうしたいのか、そこに地域を

どのように巻き込んだらいいのかという戦略がなければいけない。それがなければ、たと

え発足しても継続できないだろう。二年間の指定を終えた時期ぐらいから、その見極めが

できるだろう。 
 次に、組織をどのように作るかである。無理のないような組織を作ることが大切だろう。

確かに、あれもこれもやりたいと思うことはたくさんある。実際、本校でも最初、部会が

10 個ぐらい必要だとの要望も出たが、知・徳・体だけに絞ろうということになった。やり

始める際は、必要最小限の活動から始めればいいと思う。無理に手を広げないことだ。本

校でも今年から徐々に活動を増やしている。 
 さらに、年度計画をしっかり作っていることだ。地域の人に来てもらうことになるので、

急に何か集まったり活動したりすることは、失礼だし、お互いに困る。一年間に何をして

いるのか見通しを持たせることが大事になってくる。 
 あと、強いて言えば、地元の人とコミュニケーションをとっておくことだろう。地域に

よっては、自治組織がしっかりしていない所も多いだろう。しかし、協議会をやるとなれ

ば最終的には地域の人たちの組織化が必要になってくる。 
そこでは、まずはボランティアなどを突破口に活動を始めればいいのではないか。自治

組織でなくても、学校に協力しようかと思う人はいるだろう。そういうボランティアを募

集したり組織したりする部会から始めればいいと思う。 
その際にボランティアの人たちには、しんどい思いではなく、いい経験をさせてあげる

ことが、コミュニティスクールにつながっていくのではないかと思う。 
 
※調査日：2007 年 10 月 18 日 
※参考資料 
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西陣中央小学校ホームページ 
西陣中央小学校「学校要覧」 
       「学校と地域の双方向から子どもの確かな学びと育ちを育む」京都市教育

委員会地域教育専門主事室『地域ぐるみの学校運営協議会 ～京都市の理念と実践～』（平

成 19 年 9 月） 
 
 
 
京都市立南大内小学校【タイプⅢ学校】（児童数 170名；2007年度） 

 
  ３－１．学校のマネジメント 
 A 校区・学校の概要： 
    京都駅の南西に位置する本校は、戦後の学制により二つの学区が統合された経過

がある。そのため各学区におかれる各種団体などの自治組織は二組が存在し、各々

の計画に従って子ども向けの行事が行われている。戦前より一戸建ての住宅が並び

校区全体が家屋の密集地であり、最盛期は 1300 名を超えた児童数であったが、近年

は住民の高齢化がすすみ、約一割強の 170 名の在籍である。 
    昨年度より全学年が単級となったが、まとまった敷地のある遊休地などもなく、

今後においても児童数は減少の一途を辿っていくものと思われる。 
A 地域・保護者の変化： 

本校は二つの学区を統合してできた。地域的な対応の難しさは、統合校であるこ

とに由来する面と、近年の地域社会、保護者の変化に由来する面とがある。 
統合校による難しさとは、それぞれの学区に諸団体があるので、両方を通してで

ないと物事が進められないということがある。保護者の変化による難しさとは、教

育現場に密接していても、地域と学校、保護者と学校の考え方、捉え方の違いから

来るものだ。近年、なかなか学校が思うようなことを考えてくれるとは限らないし、

保護者や地域が要求してくることは学校で対処しきれないものが増えてきた。 
 A 保護者への対応： 

保護者は学校への信頼が増える一方で、厳しい目も持っていると思う。地域運営

学校によって、一緒に考えて行動していこうという機運は高まっている。 
その一方で、学校運営協議会というものが一体どういったものかということの理

解がなかなか浸透しない。例えば、PTA がやってくれる学校への支援や協力などが

あるが、そういう活動との区別がつきにくい。PTA は年度ごとに役員が交代するが、

協議会は年度ごとに組織が入れ替わらない。地域や保護者の中には、従来の活動に

加えてさらに仕事が増えるのではないかと心配する声もあった。 
しかし、安全活動やゲストティーチャーや地域交流などの活動を実際にやってい
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くうちに、運営協議会としてやっていかなければならない役割や機能があるのだな

と、その意味を分かってくれるようになった。現在、協議会に対する理解が成され

つつあるという段階だろう。 
地域運営学校によって、学校に出入りする人の数は増えているが、情報管理や安

全管理といった面はそれ以前から気を配っているので、あまり変化はない。 
B 部会の運営： 

他の有名な学校に比べると部会組織は大きくない。大規模な所では多くの支援部

会が独立して会合を開き活動しているが、本校では学校の規模自体も小さいので、

管理職と協議会が一緒になって会議を開いたり、教員らが活動を切り盛りして運営

したりしている。 
B 多忙化への対応： 

教員に多忙感が出るというよりも、教育活動の支援をしてもらっているという意

味合いの方が強いと思う。下校時の安全活動などは助かっている。また、実際のと

ころ、地域の役員が積極的に動いてくれているので、教員への仕事的な負担は少な

いと思う。広報活動なども地域の役員方がやってくれている。また、立ち上げ時二

年間は、専門の加配教員を置くことができるので、人事的にも支援を得ている。 
C 教頭の役割： 

京都市の方式では教頭が協議会の学校代表となっている。といっても、実際上は

校長の経営判断が働いているが、校長は役員の中に入らないという仕組みだ。 
C 学校のアイデンティティ： 

経営者も異動があるが、「この学校をよくするんだ」という意識は、地域運営学校

の導入によって高まっていると思う。いわば、我が家的な捉え方が強くなると思う。 
というのも、その意識を高めるのは、地域の人々が学校にどういう思いや要望を

もって関わっているかということが、この仕組みによってこちらにも伝わってくる

からだ。従来の PTA 活動だけを見ていてはわからない。最初は地域も PTA 活動と

同じような雰囲気ではないかと考えていたが、実際やってみると非常に熱心に動い

てくれたので、こちらもより思いを熱くした。 
C 総会： 

総会は年二回行っている。 
 
  ３－２．利用者への波及効果への対応 
A 地域運営協議会と部会： 

「南大内小学校学校運営協議会(16 名)」－企画推進部 
・ 教育支援部 
・ 地域教育部 
・ 児童安全部 



 390 

・ 記念事業部 
・ 広報部 

 A 学校評価： 
教育委員会が進めているシステムを採用しており、協議会評価部会が、教職員に

よる自己評価、保護者による評価（外部評価）、子どもの評価を行っている。アンケ

ートの回収率は六割くらい。関係者には配布しているが、ホームページにも公開し

ている。 
学力調査の結果については、進学とか偏差値などに重点はないけれど、基礎学力

の面で調査結果の意識はしている。 
 A コストの課題： 

協議会設置後三年目からは、財政補助と加配教員の支援がなくなる。今までの活

動を維持するとなると、それなりの経営努力が必要になってくる。人の削減が一番

大きいが、資金の面でも工面が必要だ。これらはどこの学校でもそうだが、三年目

からの大きな課題である。地域の方々からの出資や運営面での協力が必要になって

くるということだろう。 
  時間や労力という意味でのコストでは、学区にはまだ地域の行事、学校の行事が

たくさんあって、土日には何らかの行事が行われている状態だ。それらをどう統合

していくかが課題である。行事を整理していかないことには、大人も大変だし、子

どもも行事が重複することになっては都合が悪い。なかなか難しい問題だが、それ

は学校運営協議会が解決していくべき課題だろうと思う。 
 A 説明責任について： 

評価の公表、改善策の公表、毎週の学年だよりの配信、毎月の学校だよりの配信な

どを全てホームページでも公表している。校内 LAN が整備されたので、職員らが IT
を使って情報処理・発信できる環境は整えられたと思う。 

   
※その他のコメント 

・地域運営学校導入の経緯 
 京都市の方針があったことと、いずれこの辺りや市一帯が地域運営学校になるだろうと

の見込みから導入しよういうことになった。条件や環境整備は導入してでも徐々に整えて

いったらよいのではないかという考えだった。 
最も意識したのは、京都方式の特徴を教職員としてもしっかり理解しておこうという点

だ。導入して何か問題が起きそうな場合でも、学校側でしっかりとした対応ができるよう

に、前もって理解しておかねばならないと思っていた。 
  ※「南大内小学校運営協議会は、校長の教育理念やリーダーシップのもと、学校・保

護者・地域住民との協議を通して、学校運営や教育内容の改善に貢献するとともに、学

校への更なるサポート体制を作り、南大内小学校教育の改善・充実を図ることを目的と
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して設置する。」（参考資料；第一回学校運営協議会総会より） 
 ・地域運営協議会の丸抱えや形骸化はしないのか 
 一つは各部会の上に企画推進部を設けている。それが、部会全体が駆動しているかどう

かを見守っており、新しい活動の企画や提案もする。 
もう一つは、各部会に教員、保護者、地域、役員などの人たちを散りばめているという

点だ。それにより、特定の部会が不活発にしない、形骸化しないようにしている。 
基本的に、メンバーは公募やボランティアなどで構成されており、学校をサポートした

いという熱意のある人たちがほとんどだ。いわゆる、強制されて嫌々引き受けている人は

少ないので、仕事分担の押し付けやたらいまわしのような弊害が起きる可能性は低いと思

う。 
 全国的には、学校が、あるいは協議会が「うまく地域を巻き込めない」、「部会の活動が

どうしても教員側主導になってしまう」、「協議会があまり機能しない」などの問題が上が

っているようだ。大きな違いは、やはり番組小学校時代からの地域との関係があるだろう。

自分の所の学校は自分たちがなんとかしようとか、自分たちの子どもは地域の子どもとし

て育てようという意識の表れのような気概は感じられる。学校への意識が高いから、そう

はならないのだと思う。 
 学区には、夏休みや休日などに子どもの教育活動をサポートする体育振興会などの組織

があるが、そういった組織は学校にとても協力的である。やはり地域と子どもとの関わり

方が他府県とはちょっと違うかなという感じは受ける。 
・地域性が強すぎて逆に対応に困るのではないか 
学校内の運営上、地域が強すぎて困るという事はあまりない。地域は学校の仕組みや教

育現場のことを詳しく知っているわけではないし、実際にそこに強く意見を言ってくるこ

とはない。もちろん、学校が地域の自治の中身に対し口を出すことはできないし、学校と

しては、必要な時に助けてもらおうという姿勢、お願いしようという方向でしかないだろ

う。 
・近隣校との関係 

 意識や影響の面で以前とあまり変わっていない。 
本校は隣の小学校とで一つの中学校区を作っている。確かに、本校と隣の小学校、中学

校の三校のうち、他は通常校であり、本校だけが地域運営学校である。しかし、かといっ

て校区外で活動するわけではないし、普段からそんなに深い付き合いをしているわけでは

ないので、お互いに影響を受けることはないのではないか。いずれにせよ、この付近一帯

の学校は地域運営学校になっていくと思われるので、将来的にも変化はないと思われる。 
ただし、将来的に小中一貫、小小連携などの取り組みが始まった場合には何らかの変化

があるだろう。 
 
※調査日：2007 年 10 月 17 日 
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※ 参考資料 
南大内小学校ホームページ 
      「学校案内」 
      「ふれあい・まなびあう 地域と学校の再生」京都市教育委員会地域教育専

門主事室『地域ぐるみの学校運営協議会 ～京都市の理念と実践～』（平成 19 年 9 月） 
      「学校運営協議会総会（第一回）」（平成 18 年 12 月 4 日） 
南大内小学校学校運営協議会「東寺の塔（学校運営協議会だより）」（平成 19 年 1 月創刊号） 
 
 
 
京都市立洛央小学校【タイプⅢ学校】（児童数 528名；2007年度） 

 
  ３－１．学校のマネジメント 
 A 校区・学校の概要： 
    本校は、市内中心部に位置する豊園・開智・有隣・修徳・格致の五つの小学校が

統合し、平成 4 年 4 月に新しく開校した小学校である。校区の四条通・河原町通り

は、京都の中でも商業の最も盛んな地域で、百貨店・銀行・証券会社などをはじめ、

大小様々な店が軒を連ね、烏丸通は、企業や銀行の多いオフィス街をなしている。

一方、小路へ入ると、古くからの伝統産業の店も多く、仏具・扇子・呉服・京人形・

染め・組紐・提灯など、京都ならではの店がたくさんある。また、日本の三大祭り

の一つといわれる祇園祭の山鉾 32 基の内 16 基を有し、七月は祇園祭一色となる。

まさに伝統文化の真っただ中に位置している学校でもある。 
A 地域への対応： 

本校は七つの番組小学校が統合してできた学校だ。それゆえ、古くからの地域が

七つある。七つの地域を上手くまとめることが、地域運営学校の役割だろう。ただ

し、七つの地区は共に古くからの地域性が強く残っており、地域の重鎮たちの発言

力や影響力は強い。だから、地域のリーダーたちと上手く足並みを揃えられれば、

その地域の人たちも、こちらの声を無視することなく着いてきてくれるような地域

である。 
行事や各種だより等による地域への情報発信の機会は増えているが、経営者とし

て連絡調整や雑件処理の類の仕事は増えていない。というか、むしろ減っていると

思う。というのも、協議会を担当する教員や各部会に若手の教員が加わっているの

で、彼らに任せているからだ。若い教員たちは、メーリングリストや携帯メールを

駆使してできるので、経営者としてペーパーワークなどの仕事は少なくなっている。

会議などの連絡は文書を通じてでないと落ち着かないものだが、本校ではあらかじ

め相手方に対して、連絡はメールで行いますよという了解をとってある。  
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ただし、他所からの調査の類は、こちらの仕事なので増えてきている。 
 A 保護者の変化： 

地域運営学校になって、特に要望が増えたとか、見る目が厳しくなったというこ

とはない。好意的に見てくれるようになったといえばわかりやすいかもしれない。 
B 協議会の会議を減らす： 

本校の協議会は、各部会の責任者が役員にもなっている。したがって、理事会の

中を開くと、各部会の報告ができる仕組みになっている。協議会全体の総会を開く

と 150 人以上の会議となり、普段の活動とは別に総会を一回開くだけでもお互いに

大変な労力だ。なので、本校では全体総会というものは行っていない。情報発信や

連絡は、学校とは別に「コミュニティだより」を発行している。 
B 教員への効果： 

本校の部会は学び活動、安全活動、チャレンジ活動で構成されている。どれに関

しても保護者や地域との協働の事業となるから、教職員にとっても良い効果が出て

いると思う。現場ではお互いに双方向の学びあいが広がってきていると感じる。 
B 多忙化への対応： 

地域運営学校になった割には、教員の多忙感は少ないだろう。若干、連絡調整の

仕事は増えており、各自の休み時間などを使って処理しているようだが、それをも

って苦痛と感じるほど多忙化しているとは思えない。 
協議会関係では、教頭が一番忙しくなる。その大部分は連絡、調整、会議、電話、

資料準備、配布、あいさつ、お礼などの仕事だ。本校ではその部分のルールを整備

したり合理化したりすることによって、教職員にかかる労力を減らしている。 
労力を減らすための細かな部分でのデザインをしっかり作っていくことが上手く

いくコツだろう。教職員から「コミュニティスクールをやって損した、ない方がよ

かった」などと言われるようなことは、絶対に避けなければならない事だからであ

る。 
C 学校評議員の併設： 

ただでさえ学校の仕事が増えてきている。そもそもコミュニティスクールは、子

どものためにやっているのに、大人の事情で仕事を増やしていたら元も子もない。

したがって、協議会を運営するに当たって活動に足かせとなるような要素は極力省

いている。 
その工夫として本校では学校評議員を協議会に吸収せずに、併設している。評議

員は顧問役である。評議員になってもらう人は、地域の重鎮、いわゆる長老方にお

願いしている。協議会の役員は、PTA の OB や３０代、４０代の若手で働き盛りの

人たちにお願いしている。 
協議会の中では携帯などの情報機器が使えるように構成されているので、連絡が

滞ることはない。通常のコミュニケーションは、学校と協議会とが行い、評議員へ
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は年に二、三回報告を行う仕組みにしているので、運営は非常に楽である。もし、

地域の重鎮を協議会役員に入れたならば、文書を発信して、日程調整、当日の準備

などあらゆることに気を使って、教頭や若手の教員も大変だろう。協議会を若手で

構成することによって、機動性がとても高い。それが本校の協議会のウリだ。 
 C 財政問題： 

協議会自体にあまりお金はかからない。印刷代ぐらいか。例えば、英語の授業を

やりたいと思えば、教材費というのが必要になってくるが、それは学校の備品や教

材費や PTA からの補助などで間に合っている。 
他に、体躯活動や安全活動は地域や町内会の活動を連携してやっている部分があ

るので、そちらの予算にもお世話になりながらやっている。 
    また、学校で漢字検定を推奨している。漢字検定試験の受験会場を引き受けると、

協議会へ担当手当てなどの歳費が下りる。そういう資金を活用している。したがっ

て、協議会には、教職員を含んでいない。教職員が入ると資金運営の面で支障が出

るので一線を置いている。教職員は学校のスタッフとして担当を決めているが、協

議会のメンバーには入っていない。 
 C トップダウンとボトムアップ： 

教員の協議などボトムアップは、若干ではあるが増えているかもしれない。学校

長から教員への指示や報告などは従来と変わっていない。ただし、協議会が決めた

事は、校長のトップダウンだとはいえないだろう。地域がこうしたいと決めた事は、

やらなければならない。 
協議会と校長との関係では、理念や経営姿勢は明確に示しているし、求められれ

ば具体策も提案する。経営者としては学校教育目標の具現化のために手段として協

議会を利用すべきだろう。それを協議会が受け入れれば、協議会の名のもとに実践

していくという側面はある。 
    しかし、通常は協議会のボトムアップ的な側面が大事になる。直接、部会に対し

て指示や指導をするのではなく、現場から出された提案を実行に移せるように働く。

要するに、教育目標に関する具体的なアイデアを協議会の中から出して、自ら活動

してもらうようにするために、校長は協議会や教員に対して働きかける、刺激を与

えるといった役割である。 
 
  ３－２．利用者への波及効果への対応  
A 地域運営協議会と部会： 

「洛央いきいきコミュニティ」－企画推進委員会－学校評議員 
・ 学びコミュニティ(RAKU RAKU KIDS､おはなしバスケット、わくわく伝統文化、う

たおんぷ) 
・ 安全コミュニティ（子ども見守りたい、学校安全ボランティア） 
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・ チャレンジコミュニティ（サイクルチャレンジ、スポーツフェスタ、プラネットサー

クル） 
A 学校評価： 

評価は評価部会が行う。その評価を集約して評議員に報告して総括をもらうとい

うことで一サイクルである。 
A コミュニティだより： 

コミュニティだよりは、学校や理事会が記事を書いて発信するのではなくて、当

事者たちの声を素材にスタッフ自身の手で発信している。そうすると、単に会報と

いった性質のものではなくなり、生の情報発信としての説明責任になると考えてい

る。それらは、学校や理事会にとっても現場からの格好の報告書となっており、会

議などでも役に立つ。 
A 教育の質の確保： 

質というと、どうしても数値やデータが求められやすいが、それだけではなく、

子ども一人一人の評価を大切にしたい。子ども一人一人を評価するための方法とし

て、保護者の生の意見を収集している。 
アンケートは数値ではなく、コメントや言葉として集めそれらを編集して、質を

高めていこうとしている。その際のコメントや文章は、記名の入ったものにして、

発言者の責任を持たせるようにもしている。保護者の責任感が込められたコメント

は、質的な意味で非常に価値がある。そういう保護者の意見や評価をいかに増やし

ていくかが大事だと思う。 
A 説明責任： 

各種の「だより」を発信したところで、それは説明責任を果たしていることには

なっていない。実際に、「だより」や「お知らせ」を読んでいる人が何パーセントい

るだろうか。アンケートでは、読んでいる人は八、九割いることになっているが、

実際に説明責任を果たせるくらいにしっかり読んでいる人は、一、二割くらいの人

ではないだろうか。 
経営者が取りうる手段としては、例えば、新聞やメディアを利用することだ。新

聞については、記者とも仲良くして、年間に 30～40 回ぐらいと多く発信しているほ

うだ。 
ただし、単発で不定期に掲載されても見る人は少ないだろうから、学校で新聞掲

載をまとめたものを編集して配布している。新聞記事は、ただ「書いてくれ」と頼

めば掲載してくれるほど簡単ではない。こちらで提供する素材について、自分が記

者になったつもりで問題提起や意味づけを行い、付随する情報を加えて依頼すると、

記事になりやすい。普段から教育問題、教育事情についても丁寧に追っておくのが、

新聞社との関係をつなげておく手段になる。 
もう一つは、参画してもらうことだ。参画してもらうと、それが自動的に情報発
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信や説明責任の一端になる。安全活動、英語、読み聞かせなど、とにかく教育活動

に参画してもらう。参加ではなく参画。参画してもらうことが一番生の情報発信だ。 
授業参観などは、学校側が前もって準備したプレゼンのようなもので、効果は小

さい。大事なのは、教育活動への参画によって、自分たちが肌で感じて、喜びや苦

労を共有することが説明責任にもなっていると考えている。 
 
※その他のコメント 
 ・校長による学校運営協議会の丸抱えは起こらないのか 
 PTA 的組織は、学校への協力活動のほかに保護者同士の親睦や情報伝達などを行ってい

る。しかし、協議会は相互の親睦などは目的ではない。協議会の役割は、子どもの教育活

動をどう活性化させるかということだ。参加者はその目的のために関わるのであり、一方

的に協力したり、親睦を深めたりすることで関わっているのではない。 
したがって、意見を交換する場はあくまで校長と対等であるし、校長への意見具申や承

認という形式は法制度的な仕組みであるので、校長は一方的に無視する事はできない。 
 また、京都の地域的な要因でもあるが、番組が学校を作ってきたという強い風土もある

から、校長が地域の意見を無視して横暴をすることはないだろうし、地域が協議会に人事

権がないことを不満に思ったり、校長を無視して運営に乗り出したりすることは考えにく

い環境である。地域との一体感があるというのは感じる。 
 ・地域運営協議会の形骸化にはならないのか 
 思うに、学校を乗り越えて教育委員会に要望を出したり、苦情を言ったりする地域では

ない。協議会が権限を持つこと自体にあまり喜びを感じておらず、学校と何か一緒にやる、

教員に協力することに喜びを見出しているような風土であるので、地域が暴走したり、逆

に不活発になったりという極端な現象は起きていない。 
 例えば、英語教育ためのボランティアを募集したいとする。当初は、地区に英語が話せ

るような人がいたとしても、子どもの前で教えることには、世間体などの抵抗があるので

はないかと思っていたが、公募しただけで七、八人きた。新聞などで紹介されたこともあ

って一年半後には 18 人にも応募が増えた。 
 
※調査日：2007 年 10 月 17 日 
※参考資料 
洛央小学校ホームページ 
     「学校要覧」 
     「学校だより 洛央」 
     「学校・家庭・地域の協働による温かい学びの創造」京都市教育委員会地域教

育専門主事室『地域ぐるみの学校運営協議会 ～京都市の理念と実践～』（平成 19 年 9 月） 
コミュニティだより「洛央いきいきコミュニティ」 
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８）愛知県東海市 
 
 
 愛知県東海市では、平州小学校と明倫小学校および平州中学校の三校が 2005 年度から二

年間の文科省の「新しいタイプの学校運営のあり方」研究校の指定を受けている。2007 年

度より、東海市立平州小学校と同明倫小学校の二校が地域運営学校として正式に発足した。 
 聞き取り調査は、上記二校および両校に隣接する東海市立渡内小学校（タイプⅣ学校）

に対して行った。 
 
 
 
１．学校制度の概略 
 
 

１－１．学校区・学校制度の概略 
東海市では学校選択制は採用しておらず、指定校制度である。指定校の変更手続きは、

特別の事情をある場合あるいは学区調整区域に住んでいる場合に認められる。 
 
１－３．学校制度の規模 

児童数 6381 人、小学校 12 校。生徒数 2856 人、中学校６校。（2005 年度） 
 
 
２．制度に対する教育委員会の役割 

（A 準市場形成に関して、B 情報に関して、C 取引費用に関して、 
D 動機付けに関して、E 意図せざる結果に関して） 

 
B 学校評価システムの構築： 

2006年度、2007 年度の二年間をかけて、文部科学省から「義務教育の質の保証に

資する学校評価システム構築事業」の指定をうけ、研究に取り組んでいる。この事

業は、以下の三点を目的として実施している。 

①各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき成果やそれ

に向けた取り組みについて目標を設定し、その達成状況を把握・整理し、取り組み

の適切さを検証することにより、組織的・継続的に改善すること。 

 ②各学校が、自己評価及び外部評価の実施とその結果の説明・公表により、保護

者、地域住民から自らの教育活動その他の学校運営に対する理解と参画を得て、信

頼される開かれた学校づくりを進めること。 
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 ③各学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備

等の必要な措置を講じることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図

ること。 

（実施指定校：渡内小学校、平洲小学校、明倫小学校、上野中学校、平洲中学校） 
Ｄ 全学校による英語活動： 

2003 年度から新たに小学校一年生からの英語活動を導入し、小中学校の一貫した

英語学習により、英語が話せる国際人の育成を図っている。これにより中学校を卒

業するまでには、英語で日常会話ができるよう目指している。 

Ｄ 「輝く学校づくり」：  

市内の小中学校では、2004年度から 2008年度の四年間計画で、各学校が創意工夫

を生かし、特色ある教育、特色ある学校づくりを地域の方、保護者の方の御意見、

御協力をいただき進めている。子どもたちが自分の学校に愛着と誇りが持てるよう

な学校づくりを目指している。 

Ｄ 教職員表彰制度： 

教職員表彰制度は市の教育の発展に功績を示した職員を表彰する制度である。中

でも特に優れている職員にＭＶＰ賞を授与している。 

D 東海市教育実践発表会： 
中学校区ごとに研究主題を設定し、校区内の各学校が研修に取り組む。成果を校

区ごとの発表会で公表する。市立の教員研修センターを設置しており、職員研修に

ついてサポートしている。 
 

※参考資料 
東海市教育委員会ホームページ  
『とうかい教育夢プラン』（平成 14 年 10 月） 
平成１８年版知多半島の統計 

 
 
 
３．学校のマネジメント 

（A；目標管理に関して、B；権限委譲に関して、C；トップマネジメントに関して） 
 
 
 
東海市立平州小学校【タイプⅢ学校】（児童数 953名；2007年度） 

 
 ３－１．学校のマネジメント 
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 A 校区および学校の現状：（参考資料：平成 19 年度コミュニティ・スクール推進フォー

ラムにおける実践発表資料） 
本校は、100 年の歴史を誇る学校であり、旧来の地域の方々の学校に対する思いに

は大きなものがある。その一方、東海製鉄（現新日本製鐵）の工場建設に伴い、兼

営住宅や丘陵地を切り開いた宅地開発により、他府県や他市町からの大規模な転入

があった。さらに現在でも、新たな宅地開発により、戸建てやマンション・アパー

トの建築が進み、児童数は年々増加している。現在、児童数 953 名（通常学級 27、
特別支援学級２）、教職員数 39 名である。 

 A 保護者・地域のニーズをどう把握するか： 
保護者のニーズはある程度明確に把握できるが、地域のニーズというものをどの

ように計るのかが問題。協議会の委員だけの意見を地域のニーズとするという合意

までには至っていない。なので、それらを成果指標やベンチマークに設定するとい

うことは今のところ難しい。 
 B 研修の多さ： 

東海市自体に研修が多いので、刺激を受ける機会は多い。他の自治体に比べ東海

市は、教員研修を含め居行くに予算をかけている。 
B 多忙化への対応： 

教員は各方面で忙しくなっているが、それが教育と関わりが薄いとは考えていな

い。確かに、子どもと触れ合う時間を確保することは大事である。小学校の教員は

教室でも仕事ができるので、子どもと触れ合う時間は多いと思う。帰宅時間まで職

員室に戻ってこない教員もいるくらいだ。 
C 経営スタイルの変化： 

制度としては、もはや学校内だけで決めていけないので、外（協議会や地域社会）

に対して敏感にやっていくというスタイルに大きく変わったと思う。したがって、

スタッフに対しては、これはトップダウンでやっていく、これはボトムアップでや

っていくというふうに、メリハリをつけて活動することが多くなった。 
C 協議会委員の選定： 

保護者代表は、PTA 会長ではなく、書記などの役員の方、また、平日昼間に学校

を見に来られる方、男性の保護者なども考慮している。 
C 協議会の課題： 

まだコミュニティの力にはバラつきがあるので、一つの“平州コミュニティ”と

してある程度のまとまりを持ち、活性化を目指すのが目標。そのためには、以前と

同じようにただ一方的に情報を伝えているだけでは不十分だろう。外へ出て活動し

ていくことが大事だと思う。また、とにかく学校にいろんな人、いろんなグループ

が入ってきてもらって、何でも見てほしい、手伝ってほしいという思いもある。学

校ボランティアも以前から継続して募集している。 
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※「学校の教育活動への支援、地域活動への支援などに対して、実際に活動して

いただく保護者（PTA）や地域住民（平州コミュニティ）の方々が気持ちよくやっ

ていただけるようにするには、学校運営協議会としてどのように関わっていくべき

かを明らかにしていく必要がある。また、昨年度の学校評価の結果からは、学校運

営協議会とは何か、何をする組織か、設置することによって学校にどのようなメリ

ットがあるのかなどについて、保護者や地域住民に十分認知されていないことがわ

かった。したがって、保護者や地域住民への情報公開を積極的に行っていく必要も

ある。まず、理解を得ることから始め、保護者や地域住民が今以上に学校に関心を

持ち、「協働」という形で支援していただけるようにしていきたい。それが、地域に

信頼される学校づくりの基盤になると考える。さらに、学校教育活動に対する評価

や意見をもとにした学校経営の見直し、教職員の人事や学校予算を、時期に応じて

協議会で検討していく必要もある。」（参考資料「平成 19 年度コミュニティ・スクー

ル推進フォーラムにおける実践発表資料」） 
 
  ３－３．利用者への波及効果への対応 

A 利用者アンケートの重視： 
学校評価システムにおける、子ども・保護者によるアンケート（満足度調査）の

項目作りと、その結果について、本校では特に重視している。もちろん、学力向上

に関する指標についても様々な観点から重視している。例えば、本校では子どもの

コミュニケーション能力をもっと向上できないかなど考えている。 
A 学校評価と協議会： 

現在の学校評価システム（文科省「義務教育の質の保証に資する学校評価システ

ム構築事業」）は協議会による作成ではないので、連動はしていない。今のところ、

協議会が評価を行うのではなく、この評価システムを活用していきたいと考えてい

る。 
また、それらを、協議会を通じて公表することによって説明責任の機能は果たせ

るのではないかと考える。また、自分たちのやった成果を形にして公表していくと

いうのは、基本的なことだが大切なことだ。 
A コストの削減： 

費用を減らすために、あまり出来合いのもの、業者の問題集やテキストに安易に

頼らないように気をつけている。なるべく自分たちで作ったものや研究に利用した

教材を提供することも大切だし、そのための研修や研究会でもある。そこでの取り

組みやアイデアなどを参考にして教材を提供するようにしている。 
B 外から見られることの緊張感： 

若い教員にとってはある意味慣れているかもしれないが、年配の教員でわが道を

行っていた人は、見られることに対する刺激というのは大きい。地域だけでなく東
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海市では研究授業も活発に行っているので、教職員への効果は強い。 
B 教職員を大事にしていく姿勢： 

気持ちよく動いてもらうために、教職員の意見は尊重したい。認めてあげてこそ

職員のやる気が上がる。逆に押し付けられて、嫌々やっているのでは子どものため

にならないから。 
B 地域運営学校における人事権： 

いい教員を確保して置きたいという思いはあるが、どちらかといえば、いい教員

は他へも異動して交流してもらうのが良いだろう。本校としてはスタッフを育てれ

ばよいという意識を持っている。 
 
※その他のコメント 

・地域運営学校立ち上げ時の苦労・工夫 
地域運営学校になって、平州小単独で協議会を運営していくことになったが、役員たち

の中でも一体何をするのか、実際教育活動をするのか、意見を述べるだけなのかといった

点で意見が分かれた。議論を経た後、コミュニティスクールの設立趣旨からも、目下、地

域に根ざした学校づくり、地域に信頼される学校づくりをしていこうという共通認識を持

つに至った。 
したがって、協議会としては、意見を言うだけでなく、様々な活動に対して企画・運営・

評価の全ての段階に入って「協働」をしていくということになった。「支援」ではなく、「協

働」する、あるいは共同経営するという感じにまとまった。 
※「調査研究の委員の半数以上が、今年度の協議会設立に際して変更となった。昨

年度までの先進校視察や推進フォーラム等で「学校運営協議会は実働によって学校経

営に参画している」ことを目の当たりにした委員と、今年度から参加される委員との

間で、学校運営協議会は何をしていったらよいのかについての解釈の違いが感じられ

た。五月までに二回の協議会をもったが、全員が納得するまでには至っていない。ま

た、今まで外から学校を眺めていた委員の中には、内情を知らないためどのような形

で学校運営に参画していいのかわからない方もいる。そこで、学校行事を中心とした

教育活動を知っていただくことから始めることにした。五月の運動会やクリーン作戦

の前には職員会議要項を委員の方に配布し、計画を知った上で行事を参観していただ

いた。そして、第二回の協議会で感想や意見を伺った。」（参考資料「平成 19 年度コミ

ュニティ・スクール推進フォーラムにおける実践発表資料」） 
 ・通常校との大きな違い 
 とにかく、地域に入ってきてやすくなった。学校・地域両者にとって、お互いが持って

いた敷居が低くなったと思う。 
学校評議員との違いは、まず、与える情報の量が違う。評議員の場合は、やった成果に

対して意見をもらうことが多いが、協議会では実際に参画してもらうことになるので、子
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どもたち・職員たちの様子など、その時点で知ることができる情報の量が違ってくるだろ

う。 
また、そういった情報交換の頻度が多くなる。学校から協議会へ、協議会から学校へ向

かう矢印の回数が頻繁になるだろう。また、制度としては、私立学校の理事会に近い仕組

みだろう。 
 ・地域運営学校の効果 
 保護者のクレームが減ってきた。今までは学校の教育活動とはあまり関係のないような

苦情、例えば「道路で子どもが遊んでいて危ないから何とかしろ」といったクレームがよ

くあったが、取り組みを始めてからはあまり聞かなくなった。やはり、地域の人たちにと

っても、地域の子だという意識が高まっているのではないか。 
 ・近隣校への意識 
 あまり意識はない。やはりそれぞれの地域性に合わせてやっていくというのがあるので、

分からないことや参考になることがあれば問い合わせはするだろうが、普段から活動に意

識するというようなことは昔から変化がないと思う。 
連携についてもあまり変化がないというか、悪くなるということは決してないだろう。

仮に関係や連携が悪くなるとすれば、例えば、近隣地区との学校同士での学校評価の差に

よってよほど賞罰があるようなシステムならば、そうなるのかもしれない。だが、そうい

う状況は公教育としてどうなのかという疑問もあるし、可能性は低いと思う。 
 ・教育委員会との関係 
 将来的にどうなっていくのかは実際わからない。学校を管理しているのは教育委員会な

ので、従来どおりの関係に変わりはないのではないか。 
関係で難しいのは、地域との関係のとり方だ。教委・学校・地域でどういった画が描け

るのか。地域には PTA や児童館などの諸団体、諸施設も含まれる、これらと学校がどうい

う形で整理がされるのか、あまり定まった答えがあるわけじゃないだろう。思うに、これ

からのコミュニティは小学校区が一つの単位になって再編成されていくのではないか。そ

の核として地域運営学校という制度が導入されつつあるのではないかとも思う。 
 
※調査日：2007 年 5 月 1 日 
※参考資料 
平州小学校ホームページ 
「平成 19 年度コミュニティ・スクール推進フォーラムにおける実践発表資料」 
広報誌「平州小学校学校運営協議会（平成 19 年 9 月 20 日）」 
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東海市立明倫小学校【タイプⅢ学校】（児童数 274名；2007年） 

 
 ３－１．学校のマネジメント 

 Ａ 地域・校区内の状況： 
かつて開校当時は、1000 人規模のマンモス校だったが、現在は人口が減って一学

年二クラスを維持できるかどうかになっている。校区で子どもが増える要素はあま

りない。地域的にも子ども会の組織率が三分の一以下に低下しているなど、現状認

識としては、このまま放っておけば良くなるという状況ではないので、地域活動に

テコ入れが必要だと考えている。地域運営学校を採用することによって、地域、保

護者に対して働きかける突破口にしたい。 
 Ａ 従来の学校経営（教育目標）案との違い： 

それまでどこに学校にでもあるような教育目標を掲げていたが、研究指定校にな

ってから二年間は学校経営方針という形に目標を改めた。しかし、それでも具体的

に何をやるのかが明確ではない、わかりにくいということで、今年度から活動計画

のほかに具体的な成果目標、評価指標を設定して学校評価システムと連動させた学

校経営計画を策定した。かつ毎年度、経営・評価報告書としてまとめるようにした。 
※「本校は東海市の中東部に位置し、昭和 44 年 4 月に開校した 39 年目の学校で

ある。現在の児童数は 273 名（通常学級 11、特別支援学級 2）、教職員数 21 名であ

るが、昭和 47 年度には児童数 1000 名、教職員数 30 名を超える大規模校であった。

学区は、雇用促進住宅や高齢者が暮らす集合住宅をいくつか有する地区で、新しい

住宅街やマンションはないため、今後、児童数が急激に変化することはない。また、

コミュニティは存在するが、基盤となる横のつながりが弱いので、学校が中心とな

って地域に呼びかけて活動を始めることが必要である。児童は全体的に素直で明る

いが、様々な問題を抱えた家庭があり、学校の指導と支援がなければ荒れを生じる

要素はたくさんある。「学校だより」や「学年通信」を出してもその内容について十

分な周知徹底が図られなかったり、学年懇談会や地区懇談会を開催しても参加者が

少なかったりするのが現状である。本校では、校訓「夢・汗・心」をもとに、教育

目標「夢をもち、汗を惜しまず身体を鍛え、心豊かな子の育成」をめざして、本年

度の重点努力目標を、「学校が楽しい」と感じる児童 90％以上、「スポーツの記録」

90％以上の更新、「読書の記録」年間 50 冊以上をめざしている。」（参考資料「平成

19 年度コミュニティ・スクール推進フォーラムにおける実践発表資料」） 
B 職員とのコミュニケーションの重視： 

教員という職業自体からして、コミュニケーションは必須。どんな状況であろう

と、一致協力して仕事をしていくという姿勢を望んでいる。その際のコミュニケー

ションは不可欠だ。紙やメールも大事だが、人間が集まらないと連帯や協力が生ま

れない。だから、毎日、朝の時間帯を工夫してミーティングの時間を確保している。 
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C 協議会役員の選定： 
会長選びが一番重要。実際いろんな場面で働きかけられる人でなければならない。 
また、役員は、今年からは協議会への承認が必要なので、取り組みに対して理解

や支援をもらえる人になってもらうことが大切。 
 C 部会の設置： 

先進校視察や推進フォーラムへの参加、二年間の調査研究の成果を踏まえて、今

年度から「学校支援部」、「環境整備部」、「地域活動部」、「保健・広報部」の四部を

設置した。 
  
 ３－２．利用者への波及効果への対応 
 A 地域への活動： 

学校と地域コミュニティとの合同運動会を二年間やっており、地域を巻き込むよ

うに働きかけている。まずはつながりや関わりを持つことが必要。学校としても要

請があれば子ども会などのサポートもやっていきたいと思っている。 
 A 保護者に対する働きかけ： 

保護者が共働きなどで学校に任せっきりの傾向があるので、これも同様に働きか

けによってつながりを強くしていくことからはじめている。地域運営学校になれば、

協議会からも手を回せるのでどんどん活用したいと思う。 
 A 成果目標と評価サイクル： 

成果目標を設定したので、学校評価の中身やその意味が明確になった。これを年

一回だけの総括評価ではなく、協議会が行われる年数回行うことによって、マネジ

メントサイクルを早めたい。特に、本校区は文科省からの学校評価研究校（「義務教

育の質の保証に資する学校評価システム構築事業」）にも指定されているので、それ

との相乗効果は高いと思う。評価方法として、自己評価、外部評価のほか、児童・

保護者・地域住民・教師の四者によるアンケート評価を行っている。 
 B 研修の奨励： 

経営方針に教員が研修に努めることを挙げている。 
C 関係団体との連携： 

校長だけでなく協議会としても、町内会や学校コミュニティとの関係は特に重視

したいと思っている。 
 
※その他のコメント 

・地域運営学校導入の経緯 
 2005 年度に文部科学省から新しいタイプの学校運営についての調査研究校の指定を受け

た。平州中学校区が受けたので平州小と本校も対象となった。学校をめぐる問題について、

地域全体で解決していくために中学校区の三つの学校がまとめて指定された。 
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今年度から国による調査研究校の指定が終わって、小学校二校が継続して市教委の指定

を受けることになった。市の指定を受けると、取り組みが予算化される。また、これまで

は三校が協力して意思決定や運営していたものが、今後は一校が独立して運営しなければ

ならない体制に編成される。 
※「本校区は以前、校内暴力や器物損壊による荒れを体験しており、地域住民や保護

者の力を借りて、立て直しを図ってきた。平成 12・13 年度には、文部科学省から「道徳

教育体験活動」の指定を受け、明倫小学校・平州小学校・平州中学校が連携を図り、地

域連携による道徳教育に取り組んだ。それにより学校を支える地域の基盤もでき、地域

の中の学校づくりを進めることができた。しかしながら、教職員の異動にともない、せ

っかく確立した地域連携も活動が形骸化し、地域や保護者による協力体制も徐々に弱ま

ってきていた。とりわけ明倫小学校区においては、形の上ではコミュニティ（地域の自

治組織）は存在するが、基盤となる地域の横のつながりは弱く、学校が中心となって地

域に呼びかけて何かを起こすことが必要な状態が続いていた。そうした中、この状況を

改善し、地域と共に歩む学校をつくりあげることをねらいとして、平成 17 年・18 年度の

二年間、平州中学校区の三校（明倫小学校・平州小学校・平州中学校）が、文部科学省

から指定を受け、学校運営協議会の在り方についての調査研究に取り組むこととした。」

（参考資料「平成 19年度コミュニティ・スクール推進フォーラムにおける実践発表資料」） 
 ・他の学校諸団体との関係 
 協議会には、保護者の代表も含んでいるので、保護者の意見も尊重されるし、保護者の

意見が反映されるルートが増えるので、言いやすくはなるだろう。ただ、協議会と PTA と

の関係が今後どうなるかということは、まだ不鮮明だ。 
また、明倫コミュニティという団体があるが、それと協議会との関係もまだ未調整であ

る。両者とも協議会と活動が重なっている部分があるので、その辺の話を詰めていきたい

と考えている。 
  ※「平成 19 年 4 月に愛知県下では初めて、平州小学校とともに学校運営協議会制度が

スタートした。第一回の協議会において、①学校運営協議会は協議の場と考えるのか、

活動主体を考えるのか、②学校支援部会、環境整備部会、地域活動部会、保健・広報部

会の四部会の設置について、PTA など他の既存の組織との関わりをどうするのか、③具

体的に委員として何をすべきか、などの意見が出された。そこで、まず協議会としてで

きることから活動していこうということになった。また、この制度がうまく機能するか

どうかは、保護者や地域の方の参画にかかっているので、地域で活動されている歴代 PTA
会長や副会長などの、協議会設置のお知らせと今後の支援・協力を文書で依頼した。 

 今後は、①学校教育活動に対する評価や意見、教職員の人事に関する意見の反映、②実 
際に動いていただくボランティアなどの運営、③大学との連携による大学生の学習支援、 
地域との合同による運動会、子ども会の在り方などについて、具体的にいつ何をどうす 
るかを検討していきたい。」（同上資料） 
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 ・近隣校との関係について 
 全く意識していない。隣が地域運営学校を取り入れているからといって、お互い関係な

いという感じだろう。学校ごとにそれぞれの地域の状況は変わっているし、こちらはこち

らの状況に合って決めた内容を実行していくだけだ。 
 ・教育委員会との関係 
 地域運営学校に指定した以上、教育委員会は口を挟むことはなく、学校経営は協議会を

中心とする学校に任せられるだろう。関係としては学校の力は強くなるだろうが、報告な

どは行う義務がある。教育委員会、協議会、学校の三者は上下関係というよりは、三角関

係に近いのではないだろうか。また、教委との関係で大きな違いは運営予算がつくことだ

ろう。 
 
※調査日：2007 年 5 月 1 日 
※参考資料 
明倫小学校ホームページ 
明倫小学校「学校経営案（平成 18 年度）」 
     「明倫小学校の教育（平成 19 年度）」 
「平成 19 年度コミュニティ・スクール推進フォーラムにおける実践発表資料」 
「東海市学校運営協議会規則」 
 
 
 
 
東海市立渡内小学校【タイプⅣ学校】（児童数 371名：2007年度） 

 
  ３－１．学校のマネジメント 
 A 校区・地域の現状： 

本校区は、全体的に昔からの町組織が残っている。比較的穏やかな地域だ。お願

いすれば学校に対して、地域が協力的に動いてくれる。コミュニティがしっかりし

ていたり、子ども会がまだ活発に活動していたり、都会で見られなくなったような

活動がまだしっかりしている。なので、特に複雑な状況にあるわけではない。 
A 地域への戦略： 

本校は、文科省の学校評価研究校に指定されている。学校評価システムでは、年

二回地域へもアンケート調査を実施している。 
学校評価に取り組んでみてわかったことは、保護者・地域の人は評価したくても

何をどう評価していいのかわからない、ということだった。確かに、地域へはそれ

までは情報を発信していなかったし、保護者も自分の子が卒業してしまえば関心を
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失っていた。なので、地域に情報発信していかないと、評価のしようがない。材料

を提供するという意味で、地域への情報発信の量は多くなった。 
A 保護者への戦略： 

自分の子どもしか見えていない保護者が増えてきている。学校を見る目も厳しく

なっていると感じる。特に、説明などのコミュニケーションがなかなか取りづらく、

学校側としては対応に苦慮しているのが実情。 
対応策としては、情報公開だけでなく、保護者に学校へ足を運んでもらう機会を

増やし、学校内の様子を見てもらう。 
また、学力の面で心配している保護者も多いので、学校としては授業改革に取り

組み、それを参観してもらう。その際に、東海市全体では保護者への授業評価アン

ケートを行っている。 
B 授業研究： 

東海市は教員の能力育成にとても力を入れている。特に、授業研究に熱を入れて

いる。授業研究は普段の仕事に直結することなので、教員のモチベーションは自然

と高まる。これに評価や競争原理が働くようになってきたので、士気は高くならざ

るを得ない。 
それゆえに、他の市町村と比べるとかなりハードな職場だと思う。東海市でもそ

うだが、教職をめぐる変化のスピードが速まってきている。変化についていくこと

が求められる。それに着いていけない人は辞めていくというのは、全国的な趨勢に

なっていると思う。 
B 多忙化への対応： 

昔の先生は子どもと一緒に遊んでいたが、今の先生がなかなか難しい。管理職の

事務量も格段に増えている。市から職員にパソコンが一台づつ支給されているが、

しかし、すぐに IT による情報処理を導入すればいいというわけにもいかない。実際

にはまだ IT を使いこなせない人の方が多く、使える人との間で格差を生んでしまう。

そうなると仕事を進めるに当たっては逆にやりづらい状況だ。 
C 学校へのアイデンティティ： 

自分の学校を意識するようになる要員としては、一つは、学校評価システムの導

入とその結果の公表。もう一つは、中学校区単位で取り組んでいる授業研究とその

発表だろう。 
公開授業を見に来る人がいたり、それで有名になったりすれば、どうしても比較

の対象となるし、評判が立つことにもなる。自分の校区でいかに我が校が特徴を出

すかということに、ある意味プライドと競争意識をもって必死になって取り組んで

いる。学校のアピールとして、学校評価と授業研究の効果は非常に大きい。 
C 校長のリーダーシップ： 

学校を変えようと思えば、変えることができるのが校長の力だ。世襲していく、
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守りに入ることは簡単で、変化を求めなければ、実は何もしなくても校長の仕事は

勤まる。だが、変わる学校というのは、必ず（強烈な）リーダーシップのある校長

がいると思う。 
 
  ３－２．利用者への波及効果への対応 

 A 外部評価の活用： 
本校は地域運営学校ではないが、地域の人に外部評価委員になってもらって評価

を行なっている。 
A 児童の意向の重視： 

近年、どうもいろんな要望やニーズに応えなければならないといった傾向がある

が、教師にとっては子どもの指導や授業が一番大事であり、学校の本分であるので、

子どものニーズが他のニーズよりも一番大切なのではないか。 
A 学校評価報告書の発行： 

二年間の評価システムの研究で、各学校の成果を分析し、まとめたものを発行し

ている。各学校のホームページなどでも公開している。評価システムは、計画の全

体像、自己評価、外部評価、アンケート調査（児童・教職員・保護者・地域）の四

つの柱で成り立っている。各学校の独自に評価結果を活用している。 
 
※その他のコメント 
 ・教育長のリーダーシップ 
 東海市の教育長のリーダーシップが強く、教育改革に熱心だということが、本市でいろ

んな取り組みを実施している原動力になっているのではないか。教育委員会も授業改革な

どのサポートに熱心であるし、文科省との交流も頻繁にある。 
 ・子どもの問題は、親・家庭の問題 
 実際、問題のある子どもを見ていると、子ども自身というより、その親や家庭環境に何

らかの問題を抱えていることが多い。そういう場合、子ども自身の問題や子どもの直接の

指導に関わるものではないため、対応に苦慮する。教育活動ではない時間や労力を使った

りしているのが現状で、授業研究や教材作りなどの時間がとれないケースもある。そうい

う意味でも教員の仕事は増えている。 
 ・近隣に地域運営学校があることの影響 
 気にならないといったら嘘になるだろう。何をやっているのかは気になるが、だからと

いって、本校もいろいろやっているので、羨ましいという感じにはならない。 
また、第三者からの目から見た場合、地域運営学校の取り組みと、本校の取り組みがど

のように違って映っているのかという点も気にならないわけではない。各学校で何をやっ

ているかという情報交換はとても蜜になっている。確かに、学校参加などの取り組みが情

報として入ってきたら、真似をするわけではないが、刺激になっている部分はある。地域
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運営学校としての特色を出してきたら、本校はそういう仕組みではないのでその特色は出

しにくい。しかし、他の面でさらにオリジナルな特色を出せないかと探す刺激にはなるだ

ろう。そういった面で負けたくないという思いはある。 
 地域運営学校というのはなかなか難しい面があって、委員の人材が見つかりにくい。地

方において、学校に経営参加していくことができる人材は、各校区にそう何人もいないと

いうのが実情ではないかと思う。本校では、地域の人に外部評価委員になってもらうとい

う形でフォローしているが、地域運営学校の導入までは考えていない。 
 
※調査日：2007 年 5 月 1 日 
※参考資料 
渡内小学校ホームページ 
東海市立平州中学校区・上野中学校区『義務教育の質の保証に資する学校評価システム構

築事業（一年次まとめ）』平成 18 年度 
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