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本章では、学校教育における供給体制の効果を分析するための、実地調
査の概要および方法等を説明する。
1） 第一章および第二章は「法政論集」259 号、261 号、262 号、263 号に収録。
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1．調査対象となる学校の分類
実地調査の対象として、公立の義務教育学校を取り上げる。国内の義務
教育段階の学校教育においても、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。
第一章第二節において、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。2）
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（図表 1-5 改）
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Ꮫᰯ㑅ᢥไᗘ

ศᶒⓗ⤒Ⴀไᗘ㸦ᆅᇦ㐠ႠᏛᰯ㸧

Ꮚࡶ࣭ಖㆤ⪅

Ꮫᰯ

実証分析では、まず（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。
あわせて実際の学校運営の過程で、各学校の運営に携わる経営者が、変
2） 拙著「法制論集」259 号掲載図表 1-5 を参照。
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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
を挙げておく。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、都市化や
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 3）。都市化と市街化は選択制度に強
い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人口が集中した地域に限られるため、分析の際に選択
制度の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。
3） 嶺井・中川ら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
された地域では選択者が多くなっており、それ以外の地域では少ないという傾向
が読み取れる。
（嶺井正也・中川登志男編著 [2005]『選ばれる学校・選ばれない
学校 公立小・中学校の学校選択制は今』八月書館、嶺井正也・中川登志男 [2007]
『学校選択と教育バウチャー 教育格差と公立小・中学校の行方』八月書館）
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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た学校である。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
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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 年時点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 校しかなかったため、このタイプに当てはま
る全ての学校を調査した。それらは次の学校である。
【タイプⅠ学校調査校】足立区立五反野小学校 4）、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 5）
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）
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 6）。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
点も学校運営に関係する要因となる。
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
校も調査対象として選んだ。それらは次の学校である。
【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、
4） 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。
5） 杉並区では 2015 年度を最後に学校選択制度は廃止される。教育改革推進課は
現在、学校支援課に改組された。
6） 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。なお、
2012 年に文部科学省が行った調査「小・中学校における学校選択制等の実施状況
について」
（2012 年 10 月 1 日）によれば、
小学校で 15.1％、中学校で 15.6％となっ
ている。
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足立区立弘道小学校、足立区立弥生小学校 7）、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 8）、金沢市教育委員会教育総務課 9）、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 10）。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 11）
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
（指定校制度＋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。
7） 足立区立弥生小学校は 2013 年に地域運営学校に指定されている。
8） 現在は尾道市教育委員会学校教育部に改組された。
9） 金沢市については、2015 年度を最後に学校選択制が廃止される。
10） 調査時点のデータとして文部科学省「コミュニティ・スクールの指定状況（平
成 19 年 4 月 1 日）」を参照した。なお、指定状況は年々増加しており、2015 年度
までに 2389 校となっている。同上（平成 27 年 4 月 1 日）参照。http://www.mext.
go.jp/a_menu/shotou/community/shitei/detail/1311426.htm
11） 京都市教育委員会地域教育専門主事室は 2008 年度より同学校指導課と統合さ
れた。
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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 12）
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、章末にある
「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。
12） 現在は足立区教育委員会教育政策課に改組されている。
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5．調査項目
各教育委員会および各学校へ共通して聞き取る項目は、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
学校区の概略、制度導入の経緯、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）
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
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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」は以下のシートである。
Ꮫᰯ⤒Ⴀ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ⏝㉁ၥ⾲
సᡂ㸸ྡྂᒇᏛᏛ㝔ἲᏛ◊✲⛉⾜ᨻᏛ◊✲ᐊ
 ▼ᇉᬛᏹ
ᮏ◊✲ᐊ࡛ࡣࠕಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬࡸ㑅ᢥࡀᏛᰯࡢ⤒Ⴀཬࡰࡍᙳ㡪ࠖࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㉁ၥ A ᆅᇦ♫㛵ࡍࡿᑐᛂ⟇࠾ࡼࡧࡑࡢኚࡘ࠸࡚ḟࡢ㉁ၥ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ 㸰࠶ࡿ⛬ᗘࡑ࠺ᛮ࠺ 㸱ኚ࡞ࡋ 㸲࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ 㸳ࢇࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸

Ꮫᰯࡽᆅᇦࡸಖㆤ⪅ሗࢆⓎಙࡍࡿᶵࡀቑ࠼ࡓ

1

2

3

4

5

Ꮫᰯᑐࡍࡿᆅᇦࡽࡢពぢࡸせᮃࡀቑ࠼ࡓ

1

2

3

4

5

ᆅᇦࡢ㛵ಀࡢࡾ᪉ࡀ㞴ࡋࡃ㸦」㞧㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿ

1

2

3

4

5

ᚑ᮶ࡢᏛᰯሗࡣ㐪ࡗࡓࢱࣉࡢሗάືࡀቑ࠼ࡓ

1

2

3

4

5

㉁ၥ㹀 ಖㆤ⪅㛵ࡍࡿ⟇࠾ࡼࡧࡑࡢኚࡘ࠸࡚ḟࡢ㉁ၥ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ 㸰࠶ࡿ⛬ᗘࡑ࠺ᛮ࠺ 㸱ኚ࡞ࡋ 㸲࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ 㸳ࢇࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸

Ꮫᰯࡸᩍ⫱ࡘ࠸࡚ಖㆤ⪅ࡀ⪃࠼ࡿᶵࡀቑ࠼ࡓ

1

2

3

4

5

Ꮫᰯᑐࡍࡿពぢࡸせᮃࢆฟࡍಖㆤ⪅ࡀቑ࠼ࡓ

1

2

3

4

5

ಖㆤ⪅ࡢᏛᰯࢆぢࡿ┠ࡀཝࡋࡃ࡞ࡗࡓ

1

2

3

4

5

Ꮫᰯࡢಙ⏝ࡸಙ㢗ࡀቑࡋࡓ

1

2

3

4

5

Ꮫᰯ࡛ࡢಖㆤ⪅ྠኈࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᙉࡃ࡞ࡗࡓ

1

2

3

4

5

Ꮚࡶࡢၥ㢟⾜ືࡸᏛຊ࡞ሗ⟶⌮Ẽࢆ࠺ࡼ࠺࡞ࡗࡓ

1

2

3

4

5

㉁ၥ C ᩍ⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶ࣭ྠᛶ࣭㈐௵ព㆑ࡢኚࡘ࠸࡚ḟࡢ㉁ၥ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ 㸰࠶ࡿ⛬ᗘࡑ࠺ᛮ࠺ 㸱ኚ࡞ࡋ 㸲࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ 㸳ࢇࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸

㻝㻝㻚㻌 ᩍဨಶ䚻ே䛾ᩍ⫱άື䛾䜚㏉䜚䜔┬䛺䛹䛾่⃭䛻䛺䛳䛶䛔䜛㻌

1

2

3

4

5

㻝㻞㻚㻌 ᩍ⫱άື䛻䛴䛔䛶ᩍဨྠኈ䛷䛾㐃ᦠ䜔┦ホ౯䛾ᶵ䛜ቑ䛘䛯㻌

1

2

3

4

5

㻝㻟㻚㻌 ᩍ⫱άື䛻䛴䛔䛶ᩍဨ䛾ಶᛶ䜔≉㉁䛜ฟ䛫䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛㻌

1

2

3

4

5

㻝㻠㻚㻌 ᩍဨ䜈䛾ྛ✀◊ಟ䛾ᶵ䛜ቑ䛘䛶䛔䜛㻌

1

2

3

4

5

Ꮚࡶࡢ㛵ࢃࡾ࠶ࡲࡾ㛵ಀࡢⷧ࠸ࡀቑ࠼࡚ከᛁࡋ࡚࠸ࡿ

1

2

3

4

5

㉁ၥ D Ꮫᰯ⤒Ⴀࡢࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡘ࠸࡚ḟࡢ㉁ၥ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ 㸰࠶ࡿ⛬ᗘࡑ࠺ᛮ࠺ 㸱ኚ࡞ࡋ 㸲࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ 㸳ࢇࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸

㻝㻢㻚Ꮫᰯ䛾ពᛮỴᐃ䛻䛴䛔䛶┦ㄯ䜔༠㆟䛩䜛ᶵ䛜ቑ䛘䛯㻌

1

2

3

4

5

㻝㻣㻚ୖ⫋䛸䛧䛶⌧ሙ䜈䛾┠ᶆᣦ♧䜔ᣦᑟ䚸ሗ࿌➼䜢ព㆑䛩䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯

1

2

3

4

5

㻝㻤㻚ົᰯ䜢⮬ศ䛾Ꮫᰯ䛸䛧䛶ព㆑䛩䜛䛣䛸䛜ᙉ䛟䛺䛳䛯㻌

1

2

3

4

5

㻝㻥㻚௨๓䜘䜚㏆㞄䛾Ꮫᰯ䛾ᩍ⫱άື䜢ព㆑䛩䜛䜘䛖䛻䛺䜛㻌

1

2

3

4

5

㻞㻜㻚㏆㞄䛾Ꮫᰯ䛸䛾㐃⤡䜔㐃ᦠ䛜䛸䜚䛻䛟䛟䛺䜛㻌

1

2

3

4

5

㻞㻝㻚Ꮫᰯ䛾⤒Ⴀ⪅䛸䛧䛶䚸ḟ䛾䛹䛾せ⣲䜈䛾㓄៖䛜ኚ䜟䛳䛶䛝䜎䛧䛯䛛㻌 䠄䕿䛷䛔䛟䛴䛷䜒㑅䜣䛷䛟䛰䛥䛔䠅㻌
䠄ᅜ䜔ᩍጤ䛾ពྥ㻌 䡡㻌 ᆅᇦ♫䛾ពྥ㻌 䡡㻌 እ㒊䛾㛵ಀᅋయ䠋ᕷẸᅋయ䛾ពྥ㻌 䞉㻌 ୡㄽ䜔䝬䝇䝁䝭䛾ពྥ㻌 䞉
♫ⓗබṇᛶ㻌 䞉㻌 ᩍ⫋ဨ䛾ពྥ㻌 䞉㻌 ⤌ྜ䛾ពྥ㻌 䞉㻌 ඣ❺⏕ᚐ䛾ពྥ㻌 䞉㻌 Ꮫᰯ䛾ホ౯䛾ྥୖ㻌 䡡㻌
ධᏛ⪅䛾ቑῶ㻌 䞉㻌 ⤒㈝䛾๐ῶ㻌 䞉㻌 ᨻ⾜ᨻ䜈䛾ㄝ᫂䠅

 ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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第四章

実証分析（1） −制度導入の効果

本章では実地調査の分析結果の中でも主に、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」が導入された際の
効果をそれぞれ説明する。
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

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。
本章の分析は、
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
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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、調査時点での「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。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効果の確証を得るのではなく、そ
の段階で現れている効果の方向性や可能性を把握するために論述する。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、そ
の効果の傾向がより明確となり、統計的な論証が可能になるだろう。
さらに本調査は、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」と説明
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を把握する根拠の一つになると考
えられる。
なお、参考として調査結果の全体像をまとめたグラフを本号の末尾に記
載している。

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を説明する。
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、
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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での通常校（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。各学校単独で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）
。
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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

保護者が考える機会が増えた
意見や要望を出す保護者が増えた
学校を見る目が厳しくなった（逆転項目）

タイプⅠ学校（8 校）
+1.375
+1.125
-（-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
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「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多数の経営者が回答した結果になった。
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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）
経営手法への効果（平均値合計 +10 〜 -10）

-（-0.625）
+4.875

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多くの経営者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いう結果になった。
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。
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図表 4-5

経営の重点・配慮事項（タイプⅠ学校：平均値）

調査項目

タイプⅠ学校（8 校）
0.375

国や教育委員会の意向

調査項目

タイプⅠ学校（8 校）
0

組合の意向

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

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数（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 8 割以上、児童生徒の意向については 7 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。
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 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。
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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。
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
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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
性を示す結果である。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できる。
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でも、半数以上
の人が増えているという認識が見られる。
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
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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）
経営手法への効果（平均値合計 +10 〜 -10）

-（-0.750）
+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表れている。
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。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ている点で
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思われる。
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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）。
図表 4-10

経営の重点・配慮事項（タイプⅡ学校：平均値）

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

地域社会の意向

0.688

児童生徒の意向

0.313

0

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

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」
が続く。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。
学校選択制あり
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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 4-11 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

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、
約半数が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効果を認
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
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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が示された。この部分
がタイプⅢ学校においては特徴的であり、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

地域へ情報を発信する機会が増えた
地域からの意見や要望が増えた
地域との関係が複雑になっている（逆転項目）

タイプⅢ学校（10 校）
+1.900
+0.600
-（-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

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。
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。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考え
られる。
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。
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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
するとタイプ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。
図表 4-15

経営の重点・配慮事項（タイプⅢ学校：平均値）

調査項目
国や教委の意向

タイプⅢ学校（10 校）
0.400

調査項目
組合の意向

タイプⅢ学校（10 校）
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

経費の削減

0.200

社会的公正性

0

教職員の意向

0.600

政治行政への説明

0

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 8 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
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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や認識を表したものである
が、総じてどのタイプの学校においても、以前の学校と比べて概ねプラス
の効果を感じていることがわかった。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す結果である。
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。学校のタイプが違えば、効果に一定
の差が生じている傾向がうかがえる。
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。
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
の有無による効果の違いを検討できる。第三節では、タイプⅠ学校とタイ
プⅡ学校を比較し、学校選択制を同じ条件とした上での、分権的経営制度
の有無による違いを検討する。
第四節では、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。
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

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。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も、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。
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
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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検討する。
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

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）
-

+1.000

+0.375

+0.200

+0.925

（-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どうか、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、学校選択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。
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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。
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、選択制のな
い学校と地域との関係では、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、タイプⅢ学
校で以前よりは複雑になっていない（≒改善している）という傾向が強く
見られる。
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
は、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、学校選択が行われる
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。
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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

+4.875

+4.500

+0.375

経営手法への効果（平均値合計 +10 〜
-10）

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。
したがって、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
校選択制の有無というよりも分権的経営の導入に由来し、双方に効果を示
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、各学校の経営者はどんな点
を重視したり、何を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。
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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）
タイプⅠ（8 校）タイプⅢ（10 校） 差（Ⅰ - Ⅲ）

調査項目
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

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

組合の意向

これらを見ると、学校選択制の有無で、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
視して経営すればよいが、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
からだろう。この傾向は、タイプⅠ学校の方が、
「入学者の増減」を若干
強く意識している部分とも関連するであろう。
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調査時点
では見当たらなかった。利用者の学校選択がないいわゆる指定校制度では、
個別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なく、タイプⅠ学校とタ
イプⅢ学校の効果を比較することができなかった。
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そこで、そ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、
タイプⅠ、
タイプⅢに関わらず多くの回答者が「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、分権化学校であって
も通常校であっても、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、あるいは教育委員会や自治体全
体の改革推進力により、学校全部が学力向上志向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の採用
と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だけで
なく広く一般に公開したり、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
公表して経営サイクルにつなげるかどうかという意味では、あまり重視し
ていない傾向がある。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
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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。インタビューでは、「地域運営学校と学力向上策とは直接関係はない」
との回答が大半を占めていたが、学力情報についてはタイプⅠ学校が敏感
であるため、学校選択制が影響を与えている。とはいえ、学力向上の取組
が選択制度に起因するとまでは言い切れず、学校ごとの実践によるものが
大きいとの回答を得た。

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、制度的要因である学校選択制を同条件とした中で、もう一つの制度的
要因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。
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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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
教職員への効果（平均値合計 +10 〜 -10）

+4.375

（
- +0.563）
+3.188

+0.563
+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、前節のタイプⅢ学校がプラスの効果（+0.500）を
示していることも踏まえると、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。
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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、
そ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 ” との従来の指摘を裏付ける結果となり得る。
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。
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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
学校内部で解消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

± 0.000

+0.375

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

-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認識していることがわかる。
同様に、「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
うかについても両者の認識の差が大きく、タイプⅠ学校の方が地域との関
係の変化に敏感であるようだ。
とりわけ特徴的なのは、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。
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タイプⅠ学校においては、総合的な数値を見ても、タイプⅡ学校と比べ
2 倍以上の差で保護者・地域への変化をプラス効果として捉えているとい
う結果になった。タイプⅠ学校では外部への対応を、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

+4.875

+4.000

+0.875

経営手法への効果（平均値合計 +10 〜 -10）

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
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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
性が示唆される。
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、前節
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因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んな点を重視したり、何を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。
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

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

組合の意向

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
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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 7 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るかもしれない。
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、調査時点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）
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図表 4-26

杉並区学力調査の結果（H17 年度実施、小学校）
国語

得点率
タイプⅡ：1 校
85% 以上

算数
タイプⅡ：1 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）
得点率
タイプⅡ：19 校 （桃井第一小学校、タイプⅡ：12 校 （若杉小学校、桃
75 〜 85%
桃井第二小学校、桃井第五小学校） 井第二小学校、桃井第三小学校）
タイプⅠ：1 校 （三谷小学校）
タイプⅠ：1 校 （桃井第四小学校）
得点率 タイプⅡ：10 校 （桃井第三小学校、タイプⅡ：21 校 （桃井第一小学校、
65 〜 75% 四宮小学校、井荻小学校、沓掛小学 桃井第五小学校、四宮小学校、荻窪
校、若杉小学校）
小学校、井荻小学校、沓掛小学校）
得点率
タイプⅡ：4 校
65% 未満

タイプⅡ：9 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、それ以外の学校名は、調査対象
校およびその隣接、近隣の学校である。その他の学校については数だけ表記し、学
校名は省略した。

図表 4-27
教科

杉並区学力調査の結果（H17 年度実施、中学校）

国語

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
得点率
（高円寺中学校、高南中
75 〜 85%
学 校、 井 荻 中 学 校、 阿
佐ヶ谷中学校、東原中
学 校、 荻 窪 中 学 校、 高
井戸中学校、泉南中学
校）

数学

英語
タイプⅡ：1 校
（東原中学校）

タイプⅡ：5 校
タイプⅠ：3 校
タイプⅠ：2 校
（中瀬中学校、松ノ木中（杉森中学校、井草中学（井草中学校、向陽中学
学 校、 大 宮 中 学 校、 和 校、向陽中学校）
校）
泉中学校）
タイプⅡ：10 校
タイプⅡ：8 校
得点率
（高南中学校、東原中学（井荻中学校、荻窪中学
65 〜 75%
校、 井 荻 中 学 校、 荻 窪 校、 高 井 戸 中 学 校、 松
中学校、高井戸中学校、ノ木中学校）
松ノ木中学校、和泉中
学校）
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タイプⅠ：1 校
タイプⅠ：2 校
（和田中学校）
（杉森中学校、和田中学
タイプⅡ：9 校
校）
（高円寺中学校、阿佐ヶ タイプⅡ：10 校
谷中学校、中瀬中学校、
（高円寺中学校、高南中
大宮中学校、泉南中学 学校、阿佐ヶ谷中学校、
校）
中瀬中学校、大宮中学
校、 泉 南 中 学 校、 和 泉
中学校）

得点率
65% 未満

※『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、それ以外の学校名は、調査対象校およびその隣接、
近隣の学校である。その他の学校については、数だけ表記し、学校名は省略した。

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 13）。今後、
中長期的にタイプⅠの学校数が増えてきた場合に、この結果がどう推移し
ていくかに注目できる。14）

13）「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）、16 頁。
14） しかしながら、杉並区では平成 16 年度から 18 年度までの学力調査を最後に、
学校ごとの結果を公表しておらず、区全体の傾向しか把握できない。そのため、
それ以降のタイプごとの検証はできない。
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（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）
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。それ以外の学校名は調査校の近隣にある学校
である。

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、順位形式で示
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なり、学
力は地域的な要因にも由来する。
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次いで、2007 年以降の学力調査の推移を図表 4-29 で示した 15）。
図表 4-29

足立区の学力調査結果の推移

※「足立区基礎学力定着に関する総合調査 調査結果報告書」
（平成 26 年度・27 年度）
を基に作成。数値は調査校の全学年の平均正答率 [％ ] を示す。
15） 足立区では学力調査の学校ごとの結果を公表しているが、2008 年度からは正
答率などの具体的な数値を記載しておらず比較が難しくなっていた。しかし、
2013 年度から再び平均正答率や目標達成率などの数値も公表したことにより、5
年間のブランクは空いたが現時点までの学力調査の推移を把握できる。
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これによると、国語・算数共に区の平均値の上昇に伴って、調査校の正
答率も概ね上昇している。五反野小（タイプⅠ）と千住第 5 小（タイプⅡ）
は、2013 年度に統合し、足立小学校（タイプⅠ）となった。算数では調
査時点で高かった値が 2013 年度で区平均に近づいているが、近隣校の弥
生小や弘道小も同様に区平均を割り込んでいるため、全体的な傾向は同じ
である。弥生小は 2013 年度より地域運営学校（タイプⅠ）に指定されて
おり、国語・算数共に値が急上昇しているのが特徴的であるが、いずれに
しても、分権的経営と学力が関係すると考えるためには、もう少しサンプ
ル数が増える必要がある。
（3）尾道市
最後に、尾道市の学力調査結果を図表 4-30 にまとめた。
図表 4-30

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

全国平均

50.0

50.0

高須小（Ⅱ）

国語
52.8

算数
51.8

市全体

53.3

53.1

田熊小（Ⅱ）

51.8

51.6

土堂小（Ⅰ）

59.5

57.9

百島小（Ⅱ）

55.1

55.3

長江小（Ⅱ）

56.7

57.6

浦崎小（Ⅱ）

52.0

53.4

日比崎小（Ⅱ）

52.7

53.5

向東小（Ⅱ）

54.7

53.2

久保小（Ⅱ）

56.0

57.6

栗原北小（Ⅱ）

51.0

50.5

栗原小（Ⅱ）

53.5

53.1

上川辺小（Ⅱ）

60.0

59.4

向島東小（Ⅱ）

54.7

53.2

御調中央小（Ⅱ）

52.6

59.6

東生口小（Ⅱ）

58.0

55.7

御調西小（Ⅱ）

53.1

53.0

三成小（Ⅱ）

54.8

56.6

三幸小（Ⅱ）

54.0

52.3

木頃小（Ⅱ）

54.8

53.3

三庄小（Ⅱ）

53.0

51.7

原田小（Ⅱ）

55.0

53.1

因北小（Ⅱ）

52.2

51.2

※平成 18 年度実施分について結果を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の一つとなって
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先駆けて発
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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研究推進校となっていた。授業研
究の面では、学校選択制を含めて近隣校の活動が良い刺激材料になってい
るという声が聞かれた。
最後に、図表 4-31 で現時点までの学力調査の推移をまとめた。16）
図表 4-31

尾道市の学力調査結果の推移

16） 尾道市では、個々の学校ごとで学力調査の結果を公表している。結果分析にあた
り市教委から一定のひな型が示されているが、どの種類の調査をどのように公表す
るかは学校に任されているのでばらつきが見られる。2008 年度以降は、図表 4-30 の
学力定着実態調査（偏差値式）よりも、基礎・基本定着状況調査（通過率）を経年
で公表する学校が増えている。なお、2013 年度から全国学力・学習状況調査の結果
を公表する学校もある。その流れを踏まえて現在は、どの学校も分析や対策に関し
て形式を整えて情報公開するために、統一されたひな型を用いて公表されている。
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※各学校のホームページに公表されている学力調査の結果を基に作成。数値のない
年度は結果が公表されていない。数値は「基礎・基本」定着状況調査の結果の中
から、学校全体の「通過率（％）」を表している。通過率とは、設定された基準値
以上の正答があった児童・生徒の割合（目標値以上の児童・生徒÷受検者数×
100）で示される。

これを見ると、土堂小は調査以後も総じて県平均よりも高い値で推移し
ている。ただし隣接する長江小（タイプⅡ）も同程度の値を維持している
ことから、
タイプⅠとタイプⅡの違いで有意な差を発見できない。むしろ、
継続した学力の高さは地域的な要因なのかもしれないし、あるいは学校選
択や近隣校への対抗意識によって、学力が高まるような競争的環境が作ら
れている可能性もある。聞き取り調査では、教育実践などで近隣校から刺
激を受けたり参考になったりすると答える向きもあるように、学力に関し
ては、分権的経営の違いによらず、切磋琢磨しながら教育成果を出すこと
ができるようだ。
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。
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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取る効果が高いと考えてよ
いと思われる。
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、分権化学校の経営
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を示してい
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関係はあり得ることが推測される。しかし、
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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運営している。
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、本調査時点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取組や実践の効果を検証
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しておく。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。
参考資料「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」
、
「マネジメントへの効果」
「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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ᅜ䜔ᩍጤ䛾ពྥ
ᆅᇦ♫䛾ពྥ
እ㒊䛾㛵ಀᅋయ䞉ᕷẸᅋయ
ୡㄽ䜔䝬䝇䝁䝭䛾ពྥ
♫ⓗබṇᛶ

䝍䜲䝥䊠

ᩍ⫋ဨ䛾ពྥ

䝍䜲䝥䊡

⤌ྜ䛾ពྥ

䝍䜲䝥䊢

ඣ❺⏕ᚐ䛾ពྥ
Ꮫᰯホ౯䛾ྥୖ
ධᏛ⪅䛾ቑῶ
⤒㈝䛾๐ῶ
ᨻ⾜ᨻ䜈䛾ㄝ᫂

㻜
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㻜㻚㻞

㻜㻚㻠

㻜㻚㻢

㻜㻚㻤

㻝

