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はじめに

近年では､理念 ･課題であれ､居住区域であれ､何かを共有している人々の関係性や ｢つながり｣

自体をコミュニティと呼び､そのうえで､居住区域を共有している人々が形成するつながりの場とし

ての自治会や町内会などを ｢エリア型コミュニティ｣､特定の課題やニーズなどをつながりの根拠と

して形成されるサークルやボランティア ･NPO等の組織を ｢テーマ型コミュニティ｣と分けて認識

する傾向にある｡この視点によれば､地方自治体もまた､居住区域のみならず､市民生活上の便益と

負担を共有する人々によって形成されるエリア型コミュニティであり､そのなかに多様なテーマ型 ･

エリア型のコミュニティを内包していることになる1)｡このような意味でコミュニティを理解するな

ら､近年の地方自治体による ｢まちづくり｣は､こうしたテーマ型 ･エリア型などの多様なコミュニ

ティの創出や再活性化､あるいは相互の連携強化を求めるものであると同時に､これらを包括してい

るコミュニティ-自治体の活性化を図っていこうとするものと見ることができる｡

しかし､その試みはそれほど容易なことではない｡既に､1990年代後半の地方分権改革以降､多く

の地方自治体が参加や協働による ｢まちづくり｣を掲げ､全庁的に地域の人材育成に取り組むように

なっているが､当の地域住民はといえば､生活圏の拡大や中心市街地の空洞化 ･均質化により､その

多くが地域と ｢つながり｣をもてていないという状況にある｡その結果､近年の ｢まちづくり｣には､

住民としての自覚形成 (｢地域のアイデンティティ｣あるいは ｢地域住民としてのアイデンティティ｣)

と力量形成 (参加 ･協働に関する学習と活動機会の提供)を同時に進めることが求められており､コ

ミュニティの ｢活性化｣だけでなく､コミュニティの ｢再生｣が課題となってきているのである｡

本稿で採り上げる三郷市は､後に見るように､一日のうちに市内の半数以上の人々が就業 ･通学の

ために市外に流出するという都市近郊特有の状況にある｡こうした地域では､人々が市民としての自

覚を持ち､まちづくりに関わろうとする意識を持ち続けることが難しいと予想される｡こうした状況

を踏まえ､子どもから大人に至るまで市民としての自覚形成と力量形成に向けた学習機会を市政運営

の随所に織り込んでいる点で､本事例には注目すべきものがある｡

*琉球大学生涯学習教育研究センター准教授
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また､本事例は､｢生涯学習によるまちづくり｣や ｢学習成果の活用｣といった近年の生涯学習政

策の方針を､首長部局が積極的に採用 ･実施している事例としても注目されるものである｡もちろん､

首長部局が市民への学習機会提供に積極的になること自体は､それほど目新しいことではない｡特に､

地方分権改革後の2000年代以降には､生涯学習課等の首長部局への移管や､公民館のコミュニティセ

ンター化が進み､首長部局が ｢生涯学習によるまちづくり｣に取り組む事例は相次いで報告されてい

る2)｡しかし､自治基本条例や総合計画等をその策定プロセスも含めて学習機会として捉え直す論考

は､管見の限り存在しない｡

そこで､本稿では､三郷市の概要について触れた後に､自治基本条例の策定 ･普及プロセスにおい

て提供された学習機会の内実を分析し､次に第4次三郷市総合計画における学習機会のあり方につい

て分析することを通じて､コミュニティの再生に向けた自治体による学習機会提供の一例を示す｡そ

のうえで､本稿の事例が首長部局による生涯学習事業の拡大という傾向の中で持つ意味について考察

することにする｡

1.三郷市の概要

(1)地 勢

三郷市は埼玉県の東南端に位置し､都心から最近地点

15k皿､最遠地点で24k皿の所に位置する｡市の東西南を河

川に囲まれ､北は吉川市､南は葛飾区､東は流山市 ･松

戸市､西は草加市 ･八潮市に接している (図 1)3)0

JR武蔵野線開通 (1973年)､常磐自動車道及び首都

高速道路足立 ･三郷線開通 (1985年)､東京外環自動車

道開通 (1992年)､つくばエクスプレス開業及び東京外

環自動車道延伸 (2005年)と､市を取り巻く交通網は大

きく変貌している｡特につくばエクスプレス開業の影響

は大きく､1995年以降なだらかな減少傾向にあった人口

が､2005年以降は微増傾向にある (図2)4)0

図 1 三郷市の位置

図2 三郷市の人口の推移
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(2)人 口

2011年11月1日現在､三郷市の人口は133,402人､うち生産年齢人口 (15-64歳)が89,481人､老年

人口 (65歳以上)が26,643人となっている｡2005年の国勢調査によると5)､三郷市から市外に就業 ･

通学する人々 (15歳以上)の数は39,624人であった｡同年の労働力人口 (15歳以上)が72,487人であ

るから､15歳以上の約半数 (54.7%)が市外に就業 ･通学していることになる｡これは､全国平均

(42.4%)を大きく上回っている｡ちなみに､都道府県別では埼玉県が最も多く (59.6%)､次いで神

奈川県 (59.2%)､東京都 (58.9%)となっている6)｡また､市外から三郷市に就業 ･通学している人々

は17,239人であり､これは三郷市の労働力人口の約 2割にあたる数字である｡このような､労働力人

口の5-6割が市外に就業 ･通学する一方､同人口の約2割にあたる人々が市内に就業 ･通学すると

いう三郷市の状況は､表 1に示すように､この20年間を通じてそれほど大きく変化していない｡

表 1 三郷市の就業者 ･通学者の移動状況

＼ A :労働力人口 B :市外で就業. Aに対する C:市外から三郷市に Aに対する(人) 通学する市民 (人) Bの割合 (%) 就業.通学する者(人) Cの割合 (%)

1990年 67,036 43,120 64.3 13,960 20.8

1995年 74,665 46,073 61.7 15,764 21.1

2000年 73,537 43,177 58.7 16,273 22.1

2005年 72,487 39,624 54.7 17,239 23.8

(3) 市民意識

平成20年8-9月に実施された市民意識調査 (2000名対象､有効回収数790件､有効回答率39.5%)

によると､三郷市に ｢ずっと住みつづけたい｣が27.5%､｢当分の間は住みつづけたい｣44.6%､｢で

きれば市外に転居したい｣｢市外に転居したい｣が合わせて12,5%となっている｡ 7割以上の人々が

定住志向を持っている一方で､三郷市のイメージとしては ｢特徴がない｣45.6%､｢いなかっぽい｣

29.7%､｢素朴な｣23.7%､｢不便な｣22.8%､｢雑然としている｣22.4%､｢洗練されていない｣21.1%､｢落

ち着いている｣12.0%､｢安らぎがある｣9.2%､｢便利な｣6.8%､｢閉鎖的な｣6.6%となっている (檀

数回答)｡また､三郷市の魅力を尋ねた質問では､｢三郷中央駅周辺および武蔵野操車場跡地の開発､

三郷インター周辺整備など､今後も発展の可能性を秘めている｣が42.8%､｢みさと公園や江戸川 ･

中川など､水と緑に恵まれている｣33.0%､｢大都市近郊の割には農地が多く残り､自然環境が良い

地域である｣26.5%などとなっている (複数回答)7)0

全体として､住環境に対する不満は少なく､今後もより利便性の発展が期待できるが､市としての

魅力や特徴を感じていない人々が多いことが窺える｡これは事実として魅力や特徴がないというより

も､むしろ市民としての自覚を持てていない人々が多いことの表れと見ることができるだろう｡こう

した状況のなか､三郷市では市民としての自覚 ･力量の形成に向けてどのような学習機会の提供がな

されているのだろうか｡

2.自治基本条例を中心とする学習機会の提供

(1) 自治基本条例の策定 ･普及プロセスにおける学習機会

自治基本条例とは､各地域の運営ルールを定めた ｢自治体の憲法｣にあたるものであり､まちづく

りの基本指針､執行機関や議決機関､財政運営､住民との関係を含めた自治体の運営ルールを定めた

ものである｡2001年4月に施行された北海道ニセコ町の ｢まちづくり基本条例｣を皮切りに全国の自

治体で制定されるようになり､2011年11月段階で､全国の219自治体で制定 ･施行されている8)0

三郷市では､2008年3月の定例会において､木津雅巌市長により自治基本条例策定への取り組みが
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宣言され9)､以後一年以上にわたるワークショップや庁内検討会議､パブリック ･コメントなどの手

続きを経て､2009年6月9日に条例案が可決､同年10月1日に三郷市自治基本条例が施行された｡ま

ず注目したいのが､同条例の策定 ･普及プロセスにおいて提供された学習機会の内実である｡

表2のように､自治基本条例に関する市民向けの講演会や懇談会､ワークショップ､フォーラム等は､

条例策定への着手から条例施行直後までの間に計15回実施されている10)(うち､11回がワークショッ

プである)0 15回のうち､骨子原案の作成時に6回､条例原案の作成時に3回､条例案の作成時に1回､

そして条例の普及 ･啓発の時期に5回実施されている｡また､実施場所については､瑞沼市民センター

(市北部)で6回､保健センター分室 (市中央部)で4回､鷹野文化センター (市南部)で4回､文

化会館 (市北部)で 1回実施されている｡さらに､実施時間については､平日の夕方～夜に実施され

たものが7回､平日の昼間に実施されたものが2回､土 ･日の昼間に実施されたものが6回となって

いる｡このように､自治基本条例に関する市民向けの学習機会は､タイミング ･場所 ･時間ともに多

数の市民に提供されるよう配慮がなされている｡ここには､後に見るように､自治基本条例の第37条

(参加における配慮)や第41粂 (学習 ･調査研究の支援)の理念が既に表れていることが注目されるO

また､もう一つ注目されるのが､徹底した情報公開がなされていることである｡ワークショップや

フォーラム､パブリック ･コメントなどの実施後には庁内検討会議が実施されているが､その会議の

内容はすべてホームページで公開されている｡これにより､ワークショップに参加した市民は､自分

たちの議論の結果がどのように反映されているかを確認できるようになっている｡また､広報の面で

は､ワークショップや庁内検討会議の実施後に必ず ｢自治基本条例だより｣が発行されており､条例

制定に向けたプロセスが公開されている｡ここには､後に見る自治基本条例の第29条 (情報の共有)

や第30条 (情報の提供)の理念が既に表れていると考えることができる｡

このように､三郷市では､自治基本条例で掲げようとする市政の基本方針が､その策定プロセスの

様々な側面に織り込まれていたことが分かる｡この点は公式には強調されていないものの､極めて重

要な点である｡条例は施行されなければ効力を発揮しないとはいえ､自治基本条例は市政運営のプロ

セスに関する規程である｡その策定プロセスが条例案と相反することは大きな矛盾を抱えることにな

る｡市民の参加をうたう条例の策定プロセスに市民が参加していなければ､条例が絵に描いた餅にな

り下がることは自明だからである｡したがって､条例の性格に合わせた策定 ･普及プロセスの設計が､

結果として市政に関する学習機会の拡充をもたらしたと言うことができるだろう｡

(2)自治基本条例における学習機会の位置づけ

それでは､制定された三郷市の自治基本条例では､学習機会がどのように位置づけられているのか｡

三郷市自治基本条例は全10章 (56条)および前文と附則で構成されている｡このなかで最も重要な位

置を占めているのが市民の ｢参加と協働｣について規定した第6章である｡『三郷市自治基本条例ハ

ンドブック』では､第6章を構成する ｢情報の共有｣｢参加｣｢協働｣の3節が3つのポイントとして

解説されている11)｡以下､これらについて学習機会の提供という観点から関連する条項を見ていくこ

とにする｡

第 1節 ｢情報の共有｣は第29条から第32条までの4条で構成されている｡このなかで学習機会の提

供に関わるのが､第29条と第30条である (表 3)｡これらの条項では､市政に関する情報は議会や執

行機関 (行政)､市民等の ｢共有財産｣であり､広報誌やホームページ等を通じて ｢積極的かつ効果

的に｣提供されなければならないことが明記されている｡また､第2節に含まれているが､第36条も

情報公開に関わる重要な条項である｡条例の策定プロセスにおいて庁内検討会議の結果が逐次公開さ

れていたが､そうした行政側の姿勢がこれらの条項に反映されていることが分かる｡
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表 2 三郷市自治基本条例策定 ･普及プロセスにおける学習機会

＼ 実施場所 (市民向け) (職員向け)

回数 日 時 鷹野文化センタ- 保健センター分室 瑞沼市民センター 文化会館 市役所
(市北部) (市中央部) (市南部) (市北部 .大套場)

H20.4.15 広報みさと ｢4月号｣にて自治基本条例の特集

6回 H20.5.28 研修会

H20.5.29木(夜) 講演会&懇談会(彰

H20.5.31土(昼) 講演会&懇談会②

H20.7.15火(夜) ワークショップ

H20.7.19土(塞) ワークショップ

H20.7.29火(夜) ワークショップ

H20.8.2i(i) ワークショップ

H20.8 ｢自治基本条例だより｣創刊号 .第2号

H20.8.18 庁内検討会議①

H20.8.29 庁内検討会議(診

H20,9.26 庁内検討会議③

H20.10 ｢自治基本条例だより｣第3号 .第4号

H20.10.27-ll.25 ｢自治基本条例骨子原案｣についてパブリック .コメント手続を実施

H20.ll.11火(夜) ワークショップ2

H20.ll.19水(昼) ワークショップ2

H20.ll ｢自治基本条例だより｣第 5号 .第6号 .第 7号 .第8号

H20.12.15 庁内検討会議④

H20.12 ｢自治基本条例だより｣第 9号

H21.1.30 庁内検討会議⑤

H21.2.4-3.5 ｢自治基本条例原案｣についてパブリック .コメント手続きを実施

1回 H21.2.22日(昼) 市民フォーラム

H21.4.20 庁内検討会議⑥

H21.5.26 庁内検討会議⑦

H21.6.9 三郷市自治基本条例案 .市議会にて可決

H21.6.22 ｢自治基本条例だより｣第10号

H21.6.25 政策研究講座

H21.8.10 政策研究講座

H21.10.1 三郷市自治基本条例 施行

H21.10.9 庁内検討会議⑨

H21.10.14 ｢自治基本条例だより｣第11号

H21.10.20 ｢自治基本条例だより｣第12号

5回 H21.ll.5木(夜) ワークショップ3

H21.ll.7土(昼) ワ-クショップ3

H21.ll.lo欠(夜) ワークショップ3

H21.ll.18土(昼) ワークショップ3

H22.2.21日(昼) 三郷学フォ-ラム
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表3 ｢情報の共有｣に関する主な条項

(情報の共有)

第29条 議会および執行機関は､参加と協働のまちづくりを推進するため､市政に関する情報が

市民等との共有財産であることを認識し､適切な情報の提供及び情報公開を推進するものとす

る｡

2 市民等､議会及び執行機関は､まちづくりに関する情報を互いに共有するよう努めるものと

する｡

(情報の提供)

第30条 議会及び執行機関は､広聴及び広報の充実を図ることにより､市民等が必要とする情報

を把握するとともに､当該情報を積極的かつ効果的に提供するよう努めるものとする｡

2 議会及び執行機関は､情報の提供にあたっては､広報､ホームページ等を積極的に活用し､

市政情報を分かりやすく､かつ､入手しやすい複数の方法で市民等に提供するものとする｡

(会議の公開)

第36条 執行機関は､法令等で定めのあるものを除き､会議及びその会議録を公開しなければな

らない｡ただし､当該会議に諮り､全部又は一部を非公開とすることができる｡この場合にお

いて､執行機関は､非公開とする理由を公開するものとする｡

第2節 ｢参加｣は第33条から第41条までの9条で構成されている｡このなかで特に学習機会の提供

に関わるのが､第37条および第41条である (表4)｡これらの条項では､参加の機会への配慮と,参

加のための学習機会の提供が明記されており､これに則って市民ワークショップや ｢三郷学講座｣(後

述)､｢みさと市民討議会｣(後述)など多様な参加型の学習機会が提供されている｡また､｢情報の共

有｣に関する条項と同様､条例策定のプロセスにおいて多様な日程でワークショップが実施されてい

たことは､既にこれらの条項の理念を先取りしていたものとして注目される｡

表4 ｢参加｣に関する主な条項

(参加における配慮)

第37条 執行機関は､市民等が参加できるよう､会議の時間､場所その他開催方法等に配慮する

ものとするo

(学習 .調査研究の支援)

第41条 執行機関は､市民等が参加し､十分な効果をあげられるよう､市民等が市政や地域社会

第3節 ｢協働｣は第42条､第43条の2条で構成されている｡これらは直接学習機会につながるとい

うよりも､むしろ学習の成果を活かした活動の機会を提供する条項として理解することができる｡特

に注目されるのが第43条 (表 5)である｡三郷市では､平成11年から市民団体等と市が50,000円以内

の委託契約を結び､市民による自由な発想で講座の企画 ･運営を行う ｢市民企画講座｣が実施されて

きたが､この条項にもとづき､より幅広い協働を可能にする協働事業提案制度が設けられた｡また､

政策提言制度の整備も予定されており､その一環として ｢市民 ･学生による政策提言コンペ｣が2011

年9月に実施されている｡
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表 5 ｢協働｣に関する主な条項

(協働推進の基盤整備)

第43条 執行機関は､市民等が協働の意義及び目的を共有し､共に活動できるよう支援するため､

協働を推進する総合的な政策を行うものとする｡

2 執行機関は､市民等による協働を支援するため､活動の機会､場所の提供､人材の育成､情

報の収集及び提供等を行うものとする｡

3 執行機関は､市民等からの協働についての提案等､多様な協働の試みが展開されるよう､相

談体制の充実等に努めるものとする｡

以上のように､三郷市の自治基本条例では､市民の力量形成､すなわち参加 ･協働に関する学習と

活動機会の提供が中核的な部分に位置づけられている｡｢自治体の憲法｣とされる自治基本条例にお

いて､これほどまでに学習機会の提供を重視している自治体は例がない｡特に注目されるのが､学習 ･

調査研究の支援を明記した第41条である｡この条項は､他市にみられない三郷市自治基本条例の特徴

とされている12)｡同条例の策定プロセスにおいても学習機会の提供への配慮がなされていたことを合

わせて考えると､三郷市では市民の参加や協働という理念を拙速に掲げるのではなく､実際に参加や

協働につながる学習機会を幅広く､かつ慎重に提供することで､これらの理念を実質化してきたと言

えるだろう｡こうした方針は､第4次三郷市総合計画においても明確に表われている｡次にこれを見

ていくことにする｡

3.第4次三郷市総合計画における学習機会のあり方

(1) 第4次三郷市総合計画の策定プロセスにおける学習機会

第4次三郷市総合計画は､2010年3月に策定された同市の総合計画であり､2020年度までの10年間

にわたるまちづくりの方針と経営の方針を定めたものである｡基本的には市長の委嘱によって組織さ

れた ｢三郷市まちづくり委員会｣が中心となって策定にあたってきたが13)､それでも素案作成の段階

では市民向けワークショップが9回 (3カ所で実施)､青少年ワークショップが 1回開催されており､

まちづくり委員会の議事録もすべてホームページ上で閲覧可能になっている-4)｡自治基本条例同様､

策定プロセスにおいて市民への情報公開や学習機会の提供を重視する三郷市の姿勢がここにも表れて

いる｡

(2) 第4次三郷市総合計画における学習機会～ ｢三郷学｣の推進

第4次三郷市総合計画は6つの ｢まちづくり方針｣と4つの ｢経営方針｣で成り立っている｡これ

らのうち､自治基本条例と密接に関係しているのが ｢経営方針｣であり､その筆頭に ｢三郷学の推進｣

が位置づけられている15)｡

三郷学とは､①三郷の資源 (人 ･自然 ･地勢 ･産業 ･交通 ･歴史 ･教育 ･文化など)を学び､②三

郷を取り巻く社会環境の変化を見据え､③三郷の歩むべき方向性を常に考え､④実際に行動 (実現)

する学とされている｡その目的は､(D多分野 ･多世代の市民 ･団体 ･企業 ･市などをつなぐ交流の場

を提供し､様々な資源 (人 ･物 ･財源 ･情報など)の交流を促進して､地域力の向上を図ること､② ｢参

加と協働のまちづくり｣の手法確立に資すること､そして③地域を主体的に担う人材 (地域公共人材)

を育成することの三つであり16)､これが図3のように図式化されている17)0
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三郷学により､
"多分野" "多世代"の市民.市民活動をつなげる交流の場を提供

様々な資源 (人 .物 .財源 .情報など)の交流を図り､

図3 三郷学のイメージ

この ｢三郷学｣に対応する具体的な事業として､総合計画では三郷学講座の開講や､三郷学検定の

実施が挙げられている｡三郷学講座は､(∋三郷の資源 (人 ･自然 ･地勢 ･産業 ･交通 ･歴史 ･教育 ･

文化など)を再認識する､②三郷の現状 (強み ･弱みなど)を知り､地域の問題解決の糸口を …引き

出し"､③参加者同士の出会いや交流の場となることを目的とするものであり､三郷学検定は､①三

郷学を理解する手助けをする､② …三郷市の魅力 (お宝)''を伝える､③ 山三郷の再認識日をしても

らうことを目的とするものである18)0

これらが三郷学の主な事業であるが､注目されるのは､これらの内容を市民自身が考え､作り上げ

ることから三郷学講座が出発していることである｡2010年7月から全6回にわたって実施された ｢三

郷学で構想するまちづくりワークショップ｣では､市民自身が政策形成ハンドブックを作成したり､

三郷学講座のカリキュラム案や三郷学検定の内容案を作成したりすることが中心となっていた｡この

ように､三郷学は単なる地域学の枠を越えたものとなっている｡また､三郷学の普及を図るため､広

報誌において ｢三郷学の視点｣と題する記事が2012年 1月段階で18回にわたって掲載され､現在も継

続中である19)｡すなわち､三郷市民としての自覚形成と､市民が参加 ･協働していくための力量形成

を同時に進めるものとして三郷学が捉えられ､これが市の経営方針の中核に位置づけられているので

ある｡

(3) みさと市民討議会

｢三郷学｣のほかに､市民の自覚形成および力量形成という点で注目されるのが､三郷市と三郷青

年会議所の共催で2010年7月4日に開催された ｢みさと市民討議会｣である｡市民討議会とは､住民

基本台帳から無作為に抽出した18歳以上の市民に参加を募り､謝礼を支払って､まちづくりのアイデ

アや意見を集める試みである｡これまで､市民意見の反映方法は､公募制やパブリック ･コメント､

タウンミーティングなどが主なものであったが､こうした場に参加する人々は利害関係者や ｢声の大

きい人｣に偏る傾向があるため､上記の方法をとることによって､今まで市政に関わってこなかった

市民にまで参加の機会を広げ､普通に生活する市民の感覚をまちづくりに反映させようとしたもので

ある20)0

｢みさと市民討議会2010｣では､①三郷市自治基本条例及び第4次三郷市総合計画に基づき ｢参加

と協働のまちづくり｣を推進するにあたり新たな市民参加の手法としての市民討議会を開催しその手

法の検証をする､②討議テーマについて､市民の参加をもって市に提言する､③三郷に関心を持ち三

郷を誇りに思える市民を創出し､お互いが出会う事による人間関係 (社会関係資本 :ソーシャルキャ

ピタル)の形成を図るという3点が目的とされていた21)｡ここから､この市民討議会が自治基本条例

および総合計画に掲げられた経営方針に沿って取り組まれたものであることが分かる｡
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参加者については､コンピューターによる完全無作為により1000名を抽出して参加依頼を送付､46

名から参加承諾を得､実際に当日参加したのは35名であった｡そのほとんどが今までに市に対して答

申や提言を行う場に参加したことのない人々であったとされている22)｡当日は ｢どのようなまちにな

れば三郷に永住したいと思う市民が増えるか ?｣｢どういう三郷をつくっていけばよいか｡そのため

にはどのようにしたらよいか｡｣をテーマにワークショップが実施され､数多くの意見が出された｡『み

さと市民討議会2010報告書』によると､参加者の満足度は高く､35名中34名が ｢とても良かった｣も

しくは ｢良かった｣と回答している｡また､意識の変化 (複数回答可)についても､｢参加意識がよ

り持てた｣が24名､｢参加するだけでなく運営にも携わりたくなった｣が6名､｢行政により関心がも

てた｣が12名という結果になっている23)｡

このように､三郷市では､市民の自覚形成 (三郷に関心をもち三郷を誇 りに思える市民)と力量形

成 (市民の社会関係資本の形成)を図るため､従来の手法だけでなく､市民討議会という新たな手法

も試みている｡1000名への参加依頼に対して46名の応募であったことを多いと見るか､少ないと見る

かは評価の分かれるところであろう｡この点は広報のあり方や討議会自体の認知度､現段階での市民

としての自覚のあり方などに関わる部分であり､他市町村の同事例との比較が求められるところであ

る｡しかし､実際に参加した人々､それもこれまでに市政やまちづくりに参加したことのない人々が､

より強い参加意識を持つような変化が実際に生じていることは､こうした手法に大きな可能性が秘め

られていることを示している｡

4.考 察

ここまで､三郷市の自治基本条例および第4次総合計画の策定プロセスやその内実における学習機

会の位置づげについて分析を加えてきた｡そのなかで､三郷市では､市民の自覚形成と力量形成に向

けた学習機会の提供が､市政の中核に位置づけられ､多様な層の人々に届くよう幅広くかつ慎重に行

われていることを確認してきた｡ここで注目されるのが､首長部局の企画総務部企画調整課がこのよ

うな学習機会のデザインと提供をおもに担ってきたことである｡ワークショップのデザイン､三郷学

の構想と実践､市民討議会の実施､いずれも企画調整課のイニシアチブによるものであった｡

市民への学習機会の提供という点では､教育委員会も大きく関わってくるはずである｡例えば､｢○○
学｣などと銘打った地域学の講座が数多くの市町村で実施されているが､その所管は教育委員会であ

ることが多い｡しかし､三郷市の場合､教育委員会生涯学習課がおもに実施しているのは､｢みさと

雑学大学｣(市民講師制の講座､月 1回開講)や ｢おもしろ遊学館｣ (小中学生に教育課程にとらわれ

ない学習機会を提供する事業､土日開講)､パソコン講座などであり､三郷学全体のコントロールに

は関わっていない｡

もちろん､個別事業のレベルでは､教育委員会もまた市民としての自覚 ･力量の形成に関わる重要

な事業を実施している｡たとえば､先に述べた市民による講座の企画 ･運営を支援する事業 ｢市民企

画講座｣(7頁を参照)は生涯学習課所管の事業であり､これについては､平成21年度の事務事業評

価において ｢市民意識の高揚を図るうえでも､市民ニーズに応える意味でも重要｣と評価されてい

る24)｡また､学校教育との連携という点では､小学校 3･4年生の社会科の副読本を三郷学の理念に

沿って改訂したことや､第 3回三郷学フォーラム ｢市民 ･学生による政策提言コンペ｣(2011年 9月

25日)の実施にあたって､市内小中学校の校長会に協力を依頼し､小中学生による政策提言をパネル

発表というかたちで行ったことなどが挙げられる25)0

しかし､同フォーラムの実施にあたっては､三郷市は教育委員会だけでなく､他に三郷市商工会や

三郷青年会議所､さいかつ農業協同組合といった､必ずしも教育的な活動を目的としていない団体と

も連携している｡こうした団体との連携は､庁内の関係部局に対する指揮 ･命令系統を考えれば教育

委員会よりも首長部局の方が容易であることは明らかである｡このことを踏まえるなら､学習機会の
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提供が小中学生までも巻き込んだものになっていく場合には､教育委員会との連携は必須になるが､

必ずしも教育事業を目的としない多様な機関 ･団体との連携が必要になる場合には､首長部局のほう

が事業全体の把握に適している､と考えることができるだろう｡

以上のように､多様な機関 ･団体との連携という機能的要請から首長部局による学習機会提供の合

理性を説明することができるが､生涯学習事務の首長部局化がより進んでいる他市の事例に目を向け

ると､こうした理解は既に自覚的なものとなっていることが分かる｡例えば､福岡県宗像市では ｢学

びでまちづくり｣という理念を掲げ､他部署との連携 ･協力を通じた生涯学習施策の円滑化を図るた

め､生涯学習事務が教育委員会から首長部局に移された｡これにより教育委員会が所管していた頃よ

りも､首長部局と教育委員会との連携､情報交換が密になったとされている26)｡同じく生涯学習事務

の首長部局化が行われた岩手県花巻市でも､｢地域づくり施策との連携によって今までの生涯学習事

業をより充実させる｣ことが目的とされていた27)｡いずれも､まちづくりという総合的な視点から生

涯学習施策を展開する場合には首長部局が有利という判断があったと見ることができるO

本稿の事例は､こうした首長部局による生涯学習事業の拡大という文脈に連なるものであるが､こ

れに加えて示されたのは､市民の自覚 ･力量の形成にとって条例や総合計画の策定プロセスそれ自体

が学習機会として意味を持ちうることである｡今日､ほとんどの自治体において条例や総合計画の策

定には審議会等が設けられ､そこには多様な市民が委員として参加していると考えられる｡しかし､

審議会方式の場合､委員となっている市民に何らかの学習効果が生じたとしても､それ以外の人々に

とってこれが学習機会となることはまれである｡この点で､三郷市では､条例や総合計画の策定プロ

セスにおいて多様な市民が参加できるワークショップを実施し､その結果を逐一公開しているだけで

なく､ワークショップを踏まえた庁内検討会議の結果も公開している｡施策 ･事業レベルで市民の自

覚 ･力量の形成を図ることの重要性は言うまでもないが､そうした施策 ･事業の企画段階でも､市民

に様々な形で学習機会を提供することが可能であることを､本稿の事例は示しているだろうC

本稿は､三郷市という一事例の分析にとどまったが､今後は自治基本条例や総合計画のような市民

の参加 ･協働に関わる施策の策定プロセスにおいて､どのような学習機会が提供されているのかを他

市町村の事例も含めて比較検討することが課題となる｡また､こうした学習機会の立案にあたって､

どのようなプログラムや学習方法が採用される傾向にあるのか､プログラムをデザインする職員の資

質 ･能力としてどのようなものが求めらているのかなども重要な課題となる｡稿を改めて取り組むこ

ととしたい｡

付記 :本報告は科学研究費補助金基盤研究 (C) ｢格差是正に向けた生涯学習施策の論理と戦略に関

する調査研究 (課題番号5Z23531072)｣(研究代表 :背戸博史)の成果の一部である｡

【註】

1)たとえば､国民生活審議会総合企画部会報告 『コミュニティ再興と市民活動の展開』(2005年)

などにこうした見解が表れている｡

2)たとえば､大桃敏行､背戸博史編 『生涯学習一多様化する自治体施策』(東洋館出版社､2010年)

では､岩手県花巻市や宮城県登米市､福岡県宗像市などの事例が詳細に分析されている｡

3)三郷市 『第4次三郷市総合計画』2010年､5頁｡

4)同上､5頁｡

5)最近実施された2010年の国勢調査にもとづく産業等基本集計を参照すれば､より現状に近いデー

タを示すことができるが､2012年3月12日段階では埼玉県の集計結果は公表されておらず､2005

年までの言及にとどまることをご理解いただきたい｡

6)以上､｢みさと統計書 (平成22年版)｣ の ｢6 労働力状態 (15歳以上)男女別人口｣､および
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｢20 就業 ･通学者の移動数 (15歳以上)｣(http://www.city.misato.1g.jp/secure/9922/03 国
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