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研究論文

民主党政権におけるコミュニティ・スクール政策の特質

'" r熟議」概念の多様性に注目して~

Some Features of the Community School Policy under the Democratic 

Party's Regime: Focusing on the Diversity of the Concepts of “Deliberation." 
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はじめに

本稿は、民主党政権のもとでなされたコミュニティ・スクール政策について、同党が教育政策形成

の基本方針として掲げた「熟議Jの概念に注目して検討を加えることで、その特質を明らかにしよう

とするものである。

現在、日本においてコミュニティ・スクールといえば、平成16年9月の地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の改正により設置が可能となった、学校運営協議会を置く学校のことである。学校運

営協議会は教育委員会の指定によって設置されるものであり、当該指定学校の地域住民や保護者、生

徒、その他教育委員会が必要と認める者の中から委員が任命される。主な役割は、校長の作成する学

校運営の基本方針を承認することや、学校運営に関する意見を教育委員会または校長に対して述べる

ことができること、教職員の任用に関して教育委員会に意見を述べることができることなどである。

これにより、保護者や地域住民の「意見を的確に反映させ、地域に聞かれ、信頼される学校づくりを

進めていくことJが目指されているヘ平成24年4月段階で、学校運営協議会を置く学校は1，183校

にまで拡大してきでいる。

このように法制上の位置づけが明確になされ、実態としても広がりつつあるコミュニティ・スクー

ルであるが、この概念自体の射程はより広範なものであり、 1990年代に教育改革のアイデアとして提

唱されて以来今日に至るまで、コミュニティ・スクールは複数の理念によって性格づけられてきたこ

とが明らかとなっている。例えば、 2000年代前半のコミュニティ・スクールをめぐる政策過程を分析

した黒崎勲が指摘するように、最初の提唱者とされる金子郁容のコミュニティ・スクール構想、では、

有志のグループが自治体の公募に応じて、あるいは自治体への働きかけを通じて新しい学校を設立し、

地域のニーズに立脚した独自の教育実践を行うことで、既存の公立学校に刺激を与えるという学校選

択の論理と、当該学校に地域住民や保護者、教員、校長などで構成される地域学校協議会を設置し、

ここが学校運営をチェックするという学校参加の論理が混在していた 2)。その後、学校選択の論理は

研究開発学校制度に回収され、後退していく一方、学校参加の論理=地域学校協議会の構想、がコミユ
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ニティ・スクールの提案として維持され、法制化へとつながっていった。しかし、コミュニティ・ス

クール政策の近年の動向まで含めて検討を加えた岩永定の指摘では、法制化されたコミュニティ・ス

クールは学校参加というよりも説明責任型コミュニティ・スクールであり、各地で実際に作られてい

るものは学校支援型コミュニティ・スクールであるという。すなわち、教育方針の承認や、教育課程・

人事への意見具申よりも、「多くの場合は学校運営協議会のもとに小委員会を設け、そこに保護者や

地域住民に入ってもらい、子どものためになるさまざまな活動を行う」ものになっているのである 3)。

このように、コミュニティ・スクールについては、学校選択や学校参加、アカウンタビリティなどの

多様な理念によって性格づけられてきただけでなく、法制上期待されている役割・機能と実際の運用

との違いも指摘されている。

こうしたなか、平成21年に誕生した民主党政権では、コミュニティ・スクールが新たな理念によっ

て性格づけられることになった。それが「熟議」である。熟議はdeliberationの訳語である「熟慮、J(じっ

くり考えること)と「討議J(他者と議論すること)の両方の意味を表すために作り出された訳語で

あり、他者との話し合いを通じて考えを深めることを意味している。政治学の分野では、 90年代以降、

この言葉を冠した「熟議民主主義 (deliberativedemocracy) Jが提唱され、「人々が対話や相互作用

の中で見解、判断、選好を変化させていく J'1)という点を重視する民主主義解釈が注目されてきている。

民主党政権では、この「熟議Jが教育政策形成の基本方針として掲げられ、平成22年2月には、 rw熟議』

に基づく教育政策形成の在り方に関する懇談会」が発足するとともに、「熟議カケアイ」や「リアル熟議J

といった施策が次々と実施されてきた。コミュニティ・スクール政策においても、その目指すところ

は「地域とともにある学校Jの構築であるとされ、その実現に向けて学校と保護者・地域住民が話し

合いを重ねていくことが「熟議」として強調されるようになっている。

「熟議Jを新たな理念と捉えることには異論もあろう。実際、学校運営協議会には「協議」の語が

含まれているように、委員同士の熟慮や討議は前提として組み込まれていると見ることができる。し

かし、熟議民主主義論がまさに、民主主義のー側面である「話し合いJの意義・重要性に改めて光を

当てることで民主主義の再評価をもたらしたように、コミュニティ・スクールについても、「熟議J

という観点から捉え直すことで、その役割・機能の新たな側面に光が当たる可能性がある。具体的に

は、誰を集めて何を話し合うのか、どのような場づくりや仕掛けが必要になるのか、それをどのよう

な形で政策形成に反映させるのか、といったことへの準備や配慮、が、学校運営協議会の活動において

周辺的なことではなく、中核的な問題になりうるのである。このような意味において、「熟議Jは、コミュ

ニティ・スクールを基礎づける理念としての資格を十分に備えている。

しかし、「熟議J自体は〈他者との話し合いを通じて考えを深める〉という人間活動を指し示す広

範な概念であることから、個々の文脈によってどのような意味で用いられているのかを慎重に見極め

る必要がある。例えば、文部科学省の教育政策としての「熟議Jと、コミュニティ・スクール政策を

導く理念としての「熟議Jとの違い、あるいは、コミュニティ・スクール政策関係者の中での「熟議J

の捉え方の違いなどである。これらを明らかにすることで、日本における「熟議」概念の特質をより

正確に把握することが可能となり、今後求められるコミュニティ・スクールの在り方に対して一定の

示唆を引き出すことができるだろう。

そこで本稿では、まず民主党政権でなされた「熟議」に基づく教育政策形成の取組の概要を確認し、

その成果と課題について検討を加える。次に、コミュニティ・スクール政策における「熟議j の位置

づけについて、同政策に「熟議Jを導入する直接の契機となった「学校運営の改善の在り方に関する

調査研究協力者会議Jの報告書および審議過程を分析し、そこでどのような「熟議Jの在り方が提起

されていたのかを明らかにする。そのうえで、今後のコミュニティ・スクール政策に求められる方向

性について、若干の考察を加えることにする。
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1. r熟議j に基づく教育政策形成の取組

(1)概要

平成21年9月に政権に就いた民主党は、その政策方針のーっとして「新しい公共」を掲げた。これ

は、市民やNPOが、教育や子育て、街づくり、介護や福祉などの分野で、行政や企業とも連携しつつ、

自発的に課題解決に取り組む動きを指したものである 5)。こうした当事者による課題解決という方針

のもと、文部科学省では、当事者による「熟議Jが教育政策形成の方針として採用された。

ただし、「熟議J という概念が選択された直接の契機は、野党民主党時代から同党の教育改革法案

の作成に関わってきた鈴木寛が文部科学副大臣に就任したことである。鈴木は金子郁容とともにコ

ミュニティ・スクール構想の提唱者として知られ、現在の学校運営協議会の法制化にも影響を与えた

人物である。鈴木は、副大臣就任直後には「熟議カケアイJチームを発足させ、翌年2月には rli熟議』

に基づく教育政策形成の在り方に関する懇談会Jを発足させている。同懇談会の発足に先立つてなさ

れた会見では、「熟議Jの理念について「一緒に議論する中で解決策と共に、その解決策を実施して

いく役割分担と協力というものをも学習して、関係者の学びというものがそこで起こって、それぞれ

の関係者がより深い理解の下にそれぞ、れの役割を担っていく(…中略…)そういうことを通じて社会

とかコミュニティが直面している問題を解決していく、あるいは潜在的に潜んでいる危機を回避して

いく、予防していく j ことと説明されているべ

表 1 rネット熟議j 平成23年度・平成24年度の実績

年 度 タ イ ト }(" fIl 案 者 回答期間 コメント数

高校生熟議2012(ガラケ一派?スマホ派'/) 高(校熟綿生熟主議制!2団0体12〉事務局 2012年9月9日.....2012年10月15日 130 

2011年度
高校生熟議in大阪 ③これからのネットとケータイを考える

(4件)
鎌員)田真{フ樹ァ子シ(リ熟テ議ー懇タ談ー会}委 2011年9月26日.....2011年10月26日 319 

(601 高ト校とは生熟議tn大阪 ②高校生にとってのケータイ、インターネッ 鎌員)田真(フ樹ァ子シ(リ熟テ議ー懇タ談ー会)委 2011年8H28日.....2011年9月25日 69 
コメント)

高校生熟議in大阪 ①ネットとケータイの問題点 鎌員)田真(フ樹ァ子シ{リ熟テ議ー懇タ談ー会)委 2011年7月17日-2011年8月21日 83 

就活問題を解決するには? 鈴木寛(文部科学刷大距) 2011年3月3日-2011年3月31日 14 

「教育の情報化ビジョンJの検討にご参画ください! 鈴木寛(文郎科学刷大臣) 2011年2月4日.....2011年2月日日 351 

研究貨を使い易くするための方策を、一周具体化するために 鈴木寛(文部科学削大臣) 2010年9月27日-2010年10月22日 104 

立【文同j化の芸実術現開辿に向]け文て化~施策の戦略的な展開について.....r文化芸術 鈴木質(文部科学刷大HD 2010年9月27日.....2010年10月22日 230 

め【スに必ポ要ーなツ方閲策迎は】?「スポーツ立回戦略Jを強力に推進していくた 鈴木寛(文部科学副大臣) 2010年9月27日.....2010年10月228 185 

るに【科基こ学づと技がく術で科関学き連る技】か術「の?知取恵り(組ソみフをト強パ化ワーし)てJ、と元「気人な材日(本ヒをュ復ー活マさン)せ」 鈴木寛(文部科学副大臣) 2010年9月27日-2010年10月22日 67 

大【学高等の機教能育関強述化】や我学が生闘のの学将び来へをの担支う緩fに強必い要人な材方Jを策育は成?するため、 鈴木寛(文部科学副大臣) 2010年9月27日.....2010年10月22日

2010年度 体[tと91等して中の等学教校育は関ど連}う変こわれるかべらきのか子?どそものたたちめのに学、び何、が学必び要のか共?同 鈴木寛(文部科学的j大臣) 2010年9月27日.....2010年10月22日 1058 

(20件)
我が悶が fスポーツ立IliIJを目指す上で必要な方策は? 鈴木寛(文部科学削大臣) 2010年7月22日.....2010年8月12日 5931 

(14423 
学校評価ガイドラインはどうあるべきか? 鈴木寛(文部科学副大臣) 2010年6月14日.....2010年6月24日 146 

コメント)
我が岡の研究費を使いにくくしている問題点は何か? 鈴木寛(文部科学副大臣) 2010年6月3日-2010年6月30日 198 

同立大学法人の練姐やその改善方策は? 鈴木寛(文部科学的j大臣) 2010年5月27日.....2010年6月17日 210 

ICTを活用した211世紀にふさわしい学校や学びとはどうあるべきか? 鈴木寛(文部科学副IJ大胆) 2010年5月14日.....2010il:5月31日 402 

教員になる際につけるべき「力Jは?そのつけ方は? 鈴木施(文部科学日IJ大臣) 2010年4月30日-2010年6月7FI 1188 

教員になってからも蹄き縦けるべき「力Jは?その廓き方は? 鈴木 1!L(文部科学削大臣) 201011~ 4月30日-2010年6月7日 407 

管良理職等にはどのような「力Jが必要?そのためにはどうすれば
~ ~ '? 鈴木寛(文部科学削大|長) 2010年4月30日-201Oi手6月7日 577 

熟読カケアイをより良くするには? 鈴木寛(文部科学日IJ大臣) 2010年4月22日-2010年8月31日 600 

教員の資質向上方策は?(保護者・ボランティア・研究者の皆さまへ) 鈴木寛(文部科学副大臣) 2010年4月17日.....2010年5月9日 291 

教員の資質向上方策は'1(教職員・教育政策関係者・研究者の皆さまへ) 鈴木寛(文部科学的!大臣} 2010年4月17日-2010年5月9日 718 

未来の学校 鈴木寛(文部科学的!大臣) 2010年4月17日-2010年8月31日 7010 

出典:rネット熟議J(http://jukugi.mext.go.jp/jukugi_1ist‘平成25年1月22日最終確認)をもとに筆者作成。
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こうして着手された「熟議Jによる教育政策形成の取組では、「熟議」それ自体について「多くの

当事者による『熟慮』と『議論』を重ねながら課題解決・政策形成をしていくこと。具体的には、①

多くの当事者(保護者、教員、地域住民等)が集まる、②課題について学習・熟慮し、議論をする、

③互いの立場や果たすべき役割への理解が深まる、④解決策が洗練される、⑤個々人が納得して自分

の役割を果たすようになる、というプロセスのことJ7) という定義がなされ、その期待される効果と

して「行政改革Jと「新しい教育文化の創造Jの二つが挙げられている。

そして、このような「熟議」の理念に基づいて取り組まれた政策が、「ネット熟議J(熟議カケアイ)

と「リアル熟議」である。「ネット熟議Jとは、教育政策の主要テーマについて多くの人々がインターネッ

ト上で議論することであり、そのための場として「文部科学省政策創造エンジン 熟議カケアイJと

いうサイトが設けられた。その目的は、「多くの当事者間で課題について熟議をすることにより教育

政策をより洗練させること、教育政策の形成過程を『見える化』することで、各施策の当事者への浸

透度を高めることJの二つであるべ平成22年度は20テーマで約14，000コメント、平成23年度は4テー

マで601コメントが提出された。詳細は前頁表 1の通りである。

一方、「リアル熟議Jは、各地の教育関係者が教育に関する議論の場・機会をイベントのような形

で設ける取組である。その目的は「熟議を通じて各地域で自律的によりよい教育現場が作られていく

こと、現場の抱えている課題について生情報を入手し教育政策に生かすことJの二つである 9)。平成

22年度は90か所、平成23年度は80か所、そして平成24年度はおか所で様々なテーマのもと「リアル熟

議」が開催された10)。

こうして、二つの政策を通じて集められた「熟議jに基づく意見が、中央教育審議会(以下、「中教審J

とする)のような従来型の政策審議機関を補完するものとなり、両者を踏まえて政務三役が政策決定

を行っていくというプロセスを構築することが、文部科学省の目指すものであった。

(2) 成果と課題

それでは、こうした進められた「熟議Jによる教育政策形成の取組については、どのような成果と

課題が指摘されているのだろうか。平成23年7月に出された報告書「子どもの豊かな学びを創造し、

地域の紳をつなぐ~地域とともにある学校づくりの推進方策---Jを見ると、次のような成果があった

とされている。

まず、「ネット熟議Jrリアル熟議jの双方に通じることとして、「教育現場の当事者が積極的に参加し、

政務三役や国・行政に対する『文句』ではなく、真撃な議論が重ねられてきており、熟議の教育現場

の実現、教育文化醸成の芽は確実に出てきている。また、教育現場の当事者による、実践に根ざした

議論の中で、課題意識の全体像や濃淡が浮かび上がり、また多くの示唆が得られる提案も多数存在し、

教育政策の洗練につながっているJという評価がなされている11)。

次に、「ネット熟議」については、「教員の資質向上Jに関する「熟議Jの結果が中教審の審議の材

料として活用されたことや、「研究費Jに関する熟議では、多数の当事者による解決策が提示され、

それが文部科学省の中間報告に盛り込まれたこと、そして平成23年度概算要求に反映されたことなど

が成果として挙げられている12)。

そして、「リアル熟議」については、熟議の場で指摘された事項が自治体の計画に盛り込まれた事

例や、「リアル熟議Jの後にも参加者が熟議を重ねている事例、「リアル熟議Jの参加者が新たな「リ

アル熟議Jを主催した事例、「リアル熟議Jの主催者が他の「リアル熟議jの主催者に助言・支援を行っ

た事例などが各地で生じていることが、成果として挙げられている 13)。

このように、様々な成果が報告されている一方、同報告書では次のような課題も挙げられている。

「ネット熟議Jについては、「投稿がなければそもそも熟議が成立しないJr対面の場合よりも話題が

移り変わりやすいJr他の参加者による膨大な投稿に目を通し、コメントを行うことは多くの労力を
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要するJr過剰な連続投稿Jなどの課題が挙げられている14kこれらは、時間的・物理的制約がなく、

随時参加・退出が可能であることや、文字情報のみで議論せざるをえないことなどの、インターネッ

ト上の議論の場ゆえの本質的制約と考えることができる。また、政策課題の複雑さゆえにファシリテー

ターが短時間で実情を把握・分析し、政策立案につなげることの難しさや、ファシリテーターが政府

の代表者と見なされることで十分に役割を果たし得ない場合があったことが挙げられ、ファシリテー

ターの能力向上の必要性や、政策立案段階における熟議ノウハウの不在、ファシリテーターの役割・

責任の明確化の必要性などが今後の課題として指摘されている15)。これらは、「熟議Jの場において、

参加者の議論を引き出したり、抑制したりする役目を果たすファシリテーターの役割の重要性ととも

に、その役割をインターネット上の議論で果たすことの難しさを表している。さらには、「政府が熟

議を行う『目的』を、より一層明確にすること」、すなわち、政府は、どの段階にある政策案について、

どのようなコメントを社会や国民に求めているのか、そしてそのコメントをどのように活用しようと

しているのかを明確にする必要がある、という指摘もなされている16)。

次に、「リアル熟議Jを通じて指摘されている課題としては、単発のイベントとして「リアル熟議J

が実施されたことに起因する、継続的な熟議の必要性がしばしば指摘されている17)。確かに、平成24

年12月までの実績を見ると、一日だけの企画で実施されたものが、 22年度は90件中87件、 23年度は80

件中74件、そして24年度は33件中29件となっている18)。また、熟議の目的が、提言のためなのか、実

行のためなのか、意識開発なのか、位置づけがあいまいである、という指摘や、教職員の参加が少な

いといった指摘もなされている19)。

興味深いのは、「ネット熟議Jと「リアル熟議Jを通じて、目的の暖昧さが指摘されていることで

ある。特に、目的が提言なのか、実行なのかあいまいであった、という指摘が熟議担当者からなされ

ていることは注目される。なぜなら、もともと文部科学省における「熟議Jの位置づけには、二つの

異なる側面が含まれていたからである。一つは、課題の当事者が集まり、話し合いを通じて理解を深め、

解決策を洗練させて、自ら行動するという、理念としての「熟議」である。そして、もう一つが、「熟

議に基づき収集された様々な情報や意見を政策に反映させるJ20)という表現に表れている、施策とし

ての「熟議Jである。当事者が自らのより良い行動を求めて話し合うことと、政府に意見を述べるた

めに話し合うこととでは、当然ながら目的が異なる。このような「理念としての熟議」と「施策(あ

るいはイベント)としての熟議Jとの聞の阻甑が、いくつかの「熟議Jにおいて目的の不明瞭さにつ

ながったと言えるだろう。

こうして、様々な成果と課題を残しつつ、更なる推進が期待された「熟議Jによる教育政策形成の

取組であったが、「ネット熟議」の試みは平成23年度をもって事実上終了し、 rw熟議』に基づく教育

政策形成の在り方に関する懇談会Jも、本章で用いた報告書の提出(平成23年7月)を最後に招集さ

れることはなかった。「リアル熟議Jは平成23年度も80件開催されたが、平成24年度は30件程度の開

催にとどまっており、基本的に縮小傾向にある。

2. コミュニティ・スクール政策における「熟議」の導入

(1 ) 学校理事会構想、との関係

「熟議Jに基づく教育政策形成の取組が進むなか、これとほぼ軌をーにして、コミュニティ・スクー

ル政策もまた「熟議」によって基礎づけられることになった。ただし、学校運営に「熟議Jを取り入

れるという発想自体は、民主党が政権交代以前から掲げてきた学校理事会構想、において既に示されて

いたものである。

学校理事会は、 2005年から民主党の政権公約に掲げられ、 2006年11月に国会提出された「地方教育

行政の適正な運営の確保に関する法律案J(第一六五回参第五号)にも盛り込まれた、合議制の意思

決定機関に関する制度構想、である。同法案の第7条では、地方公共団体の設置するすべての学校(大

-37ー



学、高等専門学校を除く)に保護者、地域住民、校長、教員、専門的知識を有する者などによって構

成される学校理事会を設置し、保護者と地域住民が過半数を占める形で構成すること、校長は学校運

営の方針や教育課程、教職員人事などについて学校理事会の承認を得なければならないこと、学校理

事会は学校運営の在り方について校長に報告を求め、あるいは意見を述べることができること、など

が規定されている。

政権交代直後に学校理事会構想、の実現可能性について検討した大野裕己は、同構想、と既に制度化さ

れていた学校運営協議会とを比較して、両制度とも学校運営に関与する合議制の意思決定機関であり、

多様な関係者によって構成されるという点が共通する一方、①学校運営協議会は教育委員会の任意設

置だが、学校理事会はすべての学校での設置が予定されている、②学校理事会制度は教育委員会制度

の抜本的な改革(現行教育委員会制度の廃止と当該事務の首長部局への移管)とセットになっている、

③学校理事会には、校長に対して学校運営の報告を求める権限が付与されており、協議会よりも学校

運営への関与の幅が広い、④理事会の構成員を法文上明記しており、多様な関係者間での協議の実現

への強い指向が表れている、と分析している200 特に、④に関しては、「民主党の施策立案担当者らは、

学校理事会制度を通じて、学校の場に関係者間での『熟議』を内在化させることが、コミュニティに

おける社会問題の解決の枠組みづくり(コミュニティ・ソリューション)へ通ずる重要な学習機会と

なる」という着想を持っている、と述べられており 22)、民主党は当初から学校運営の中心理念に「熟

議Jを位置づけようとしていたことが分かる。結局、学校理事会構想、は法制化には至らなかったもの

の、現行の学校運営協議会制度を「熟議」の理念、によって基礎づける重要な契機になったことは明ら

かである。

(2) r地域とともにある学校Jとしてのコミュニティ・スクール

コミュニティ・スクール政策を「熟議Jによって基礎づける試みは、平成22年10月18日に発足した「学

校運営の改善の在り方等に関する調査研究協力者会議J(以下、「協力者会議Jとする)を通じてなさ

れた。協力者会議は、 8回の会合を経て、翌年 7月に報告「子どもの豊かな学びを創造し、地域の粋

をつなぐ~地域とともにある学校づくりの推進方策............J をまとめた。

同報告は、今後求められる学校の在り方を「地域とともにある学校Jと定義し、そのための手段と

して学校運営協議会を位置づけている。同報告によれば、「地域とともにある学校Jとは、「子どもの

学びの場」であるだけでなく、「大人の学びの場」であると同時に、「地域づくりの核Jでもあるよう

な学校である。「地域とともにある学校」を作り出すためには、学校と地域住民が目標を共有するこ

と、具体的には「当事者間の納得のプロセスJを重視しながら、子どもの実態についての認識の共有

と、それに基づく子ども像の共有を進め、共有した目標の実現に向けて地域住民が学校運営に参画す

ることが必要となる。そのために、学校には以下の 3つの機能を備えることが期待される。

第一に、関係者が当事者意識を持って「熟議(熟慮、と議論)J を重ねることである。すなわち、「協

議の過程が最も大切」なのであり、そのために「関係者が『熟議』に参画しやすい仕組みの構築と『熟

議』の題材が不可欠となる。学校・教育委員会が中心となって『教育ビジョン』と『学校の実態』を

提示し、これをもとに、根気よく丁寧に『熟議』を重ねることで、学校と地域の人々との相互理解が

進み、課題や目標の共有が図られることになる。このプロセスは、当事者意識の醸成を促し、一体感

を生み出す効果を持つJと考えられている23)。

第二に、学校と地域住民が「協働Jすることで、相互理解と信頼関係を構築し、役割分担を進める

ことである。「相互理解と信頼関係の構築に取り組むことで、役割分担が進みやすくなる。教職員は

教職員としての、保護者は保護者としての、地域住民は地域住民としての責任を果たそうとする意識

と、相手の立場を尊重する意識が、学校と地域の人々との『協働』を一層深めていく」のである2ヘ
そのためには、学校の情報公開を進めたうえで、学校ボランティアやキャリア教育におけるゲスト・
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ティーチャー、授業支援や部活動支援などを「協働Jの機会として活用することが求められる。

第三に、学校が組織として力を発揮するための「マネジメント」である。とりわけ、校長には「地

域の人々や教職員の声を汲み取った意思決定を行い、具体的な目標設定とその実施状況の評価に基づ

いた行動を行う強いリーダーシップj が求められる。また、学校と地域住民との問で目標の共有と役

割分担を進めていくために、「学校と地域の人々をつなぐ役割を担うコーディネート機能の充実Jも

求められる25)。

そして、以上のような機能を学校が備えるための仕掛けのーっとして、学校関係者評価や学校支援

地域本部、校長の在職期間の長期化などとともに、学校運営協議会が挙げられているのである。特に、

学校運営協議会については、このなかの「熟議Jと「協働Jを生み出すための仕掛けに位置づけられ
ている26)。

このように、「熟議Jr協働JrマネジメントJという三つの理念によってコミュニティ・スクール

が再定義されたことに伴い、コミュニティ・スクールに期待される役割・機能にも変更が加えられて

いる。それが「多様性をもったコミュニティ・スクールの体制構築」であり、 rw任用等に関する意見』

を主活動として位置づけない運用」や、「地域の人々に学校の応援団として協力してもらい、学校運

営に参画することへ責任を強調しない運用Jなどが挙げられている27)。

注目されるのが、学校理事会構想、における「熟議」の位置づけとの相違である。先に見たように、

学校理事会は、承認すべき事項などにおいて基本的に学校運営協議会と共通しつつも、現行教育委員

会制度が廃止される前提で、学校運営の方針や教育課程、教職員人事について承認したり、校長に報

告を求めたりするなど、学校運営により強い権限を持って関与できるように構想されていた。こうし

た責任ある役割を果たすために議論し、理事会としての判断を下すことが求められていることを踏ま

えるなら、そこで求められていたのは「意思決定のための熟議Jであったと言うことができる。しか

し、報告では、「任用等に関する意見j を主活動としないことや、「学校の応援団Jとしての協力など、

意思決定という側面はむしろ後退していることが分かる。この点をどのように評価することができる

だろうか。

このような性格づけがなされた背景には、既存のコミュニティ・スクールの運用を通じて見えてき

た課題、すなわち、学校運営に対して責任ある意見を述べることには学校側、地域住民側の双方に抵

抗感があることや、学校と地域との信頼関係が成熟していない場合には協議会そのものが形骸化しや

すいことなどが教育現場から指摘されてきたことがある28)。他方で、同報告における「熟議」の焦点

は、学校と地域住民との間の相互理解や、課題・目標の共有、当事者意識の醸成などであり、そのた

めに「当事者間の納得のプロセス」や「協議の過程j を重視するということであった。これらを踏ま

えるなら、同報告が想定する学校運営協議会における「熟議Jとは、意思決定に向けた責任に縛られ

ることなく、自由な話し合いを通じて、学校・保護者・地域住民が相互理解と課題・目標の共有を図

る「熟議」ということになる。これは、「意思決定のための熟議Jに対して、人々の「見解・判断・

選好の変容J過程に着目している点で、「意見形成のための熟議」と呼ぶことができるだろう29)。

学校における合議体の意義について「熟議空間Jという観点から考察した山下晃ーによれば、学校

フォーラムや三者協議会といった、必ずしも意思決定に直接関与しない合議体であっても、例えば「自

身の思いに気づき、表明し、互いに理解しあうことJ30)を重視するような形で運用することで、当事

者間の多様な「熟議Jを活性化し、「職員会議等の制度的公式的な意思決定・政策決定J31)に影響を

与えることができる。むしろ、意思決定が求められないからこそ、「構成員の自由で多様な討議を保

障しつつ、それを強制化・権力化することなく正式な決定機構への影響力行使を可能にして、合意や

決定性への過度の重視から生ずる硬直化を避けた学校ガバナンスを実現しうるJ32)。

山下の議論を踏まえるならば、民主党政権におけるコミュニティ・スクール政策は、必ずしも学校

理事会構想からの後退として評価されるべきものではなく、むしろ、「意見形成のための熟議Jを理



念として、より効果的な学校ガバナンスの構築を目指すものであったと評価することもできるだろう。

もちろん、いかにして「熟議空間」を生成するかという、運用面での工夫や協議の過程への配慮がな

ければ、意思決定権のない学校運営協議会はまさに「学校の応援団」にとどまることになり、学校ガ

バナンスの一部を構成するものとは到底言えないものになる。「意見形成のための熟議Jの実現を求

める場合、学校運営協議会の設置を決める教育委員会の方針や、実際に協議会を運営していく校長自

身のマネジメントの内実が、よりいっそう問われることになるのである。

(3) 何が目指され、何が採用されたのか~審議過程から

それでは、教育委員会がどのような方針を取ることが、また、校長がどのようなマネジメントをし

ていくことが、「熟議」を生み出すことになるのだろうか。これに関わって、協力者会議の審議過程

ではより踏み込んだ提言がなされていた。興味深いのは、そこで示されている「熟議」の理念が、報

告書に採用されたものと若干異なっていることである。

元杉並区立和田中学校長、藤原和博は協力者会議の第3回会合において、「新しい公共J型学校と

いうものを提唱している。藤原によれば、子どもと大人、あるいは大人同士が関係し合う場となって

地域再生を担っていくような学校が「新しい公共J型学校である。このような学校をつくるためには、

校長のマネジメントにより地域社会の教育資源を活用した教育課程の編成を行っていくことや、小中

一貫・連携教育を推進すること、校長の公募制を導入すること、公開授業を通じて学校教育と社会教

育を融合させること、学校支援地域本部を導入すること、 ICTの積極的活用などが必要となる。

この中で藤原が特に強調するのが、正解が一つではない課題をテーマにして大人と子どもが議論す

るワークショップ型の公開授業である。藤原によれば、学校が「新しい公共J型学校になるためには、

団塊世代の地域住民や大学生などがボランティアで学校の活動に参加するようになることが欠かせな

い。しかし、こうした人材は簡単には集まるものではない。そこで求められるのが、大人と子どもが

一緒に授業を受ける機会である。「大人と子どもが一緒に議論する授業を行うことで皆感激して学校

のファンになる。そういうリクルーティングの装置が学校にないと、スタッフが枯渇して破綻する。

ボランティアはお金で雇うわけではないので、子どもたちと一緒に授業を受けるという学校の魅力で

引っ張ることが唯一の動機づけとなるJ33)。そもそも、 rlf'新しい公共』などの理念以前に、授業がお

もしろくなければ学校に人は寄ってこない。いくら聞かれた学校づくりをしたつもりでも授業がつま

らなければ人は来ない。週一回でもいいから面白い授業をみんなで作り上げようとすることから、学

校は変わると思うJ34) というのである。

これが注目されるのは、学校の教育活動の中心である授業の一部を地域住民に開放し、これを大人

と子どもの議論の場とすること、すなわち「熟議Jを基本とするワークショップ型にすることで、意

欲ある地域住民が学校に集まるようになり、学校支援地域本部やコミュニティ・スクールが活性化し、

学校が地域社会再生の核になっていくと考えられていることである。藤原の提言では、このような地

域住民の学校参加を促す仕掛けを考案し、実行すること、そして、参加してきた地域住民を活用して

学校支援地域本部などを活性化し、学校の教育機能を高めていくことが校長のマネジメントとして位

置づけられている。

先に見た協力者会議の報告と藤原の提言を比較すると、地域の教育資源を活用して学校の教育機能

を高めていくことを校長のマネジメント力として求める部分は、間報告にて「学校と地域の人々をつ

なぐ役割を担うコーディネート機能Jという形で反映されている。しかし、授業をワークショップ型

にして大人と子どもが議論するという意味での「熟議Jの構想は採用されていない。報告における「熟

議」はあくまでも学校運営に関する「熟議Jであり、基本的には学校運営協議会のような合議体にお

ける「熟議Jが想定されている。地域住民の具体的な活動に関わる「協働」の部分でも、学習支援や

ゲスト・ティーチャーなどが例として挙げられているが、藤原の提言したような公開授業は位置づけ
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られていない。

学校教育の中心活動である授業に「熟議Jを取り入れようという発想が審議過程において提出され

ていたにもかかわらず、なぜ報告ではこの発想が取り入れられなかったのだろうか。この点について

は独自の検証が必要となるが、ひとつ考えられるのは、基本的に学校運営の在り方について審議する

ことを任務としていた「協力者会議」では、ワークショップ型の授業といった具体的な授業の在り方

にまで踏み込むことは避けられたのではないか、ということである。そもそも、学校教育の中心部分

である授業自体を「熟議」の場にすることと、学校運営に関する合議体を「熟議」の場にすることで

は焦点が大きく異なるため、その違いを踏まえたマネジメントが求められることになる。この観点か

らみると、藤原の提言では、授業をどのようにして魅力的なものにするのかという点にマネジメント

の焦点が置かれていたのに対して、報告では学校の実態や方向性に関していかに自由な話し合いを引

き出し、相互理解と課題・目標の共有を促すかという点にマネジメントの焦点が置かれていたことが

わかる。

しかし、そうだとすれば、両者の焦点が異なる以上、マネジメントの在り方次第でこれらを同時に

実現することは可能である。具体的には、「教育活動における熟議」を通じて地域住民を学校に惹き

つけ、そのなかから学校運営協議会の委員を選出することで、「意見形成のための熟議Jの活性化を

図るという道筋である。もちろん、「熟議J型の公開授業の導入といった改革をせずとも、地域住民

の参画が期待できる学校もありうるため、常に望ましい道筋というわけではない。しかし、今後の学

校運営の理想がおおむね「地域とともにある学校Jの方向にあるとすれば、地域住民の学校参加に対

する動機づけへの洞察を踏まえた藤原の提言は傾聴に値すると言えるだろう。教育政策の理念として、

また学校運営の理念として「熟議Jが位置づけられるなかで、教育関係者には改めて、何のためにど

のような「熟議Jの場を構築しようとしているのかが関われているのである。

おわりに

最後に、民主党政権のもとでの教育政策形成、およびコミュニティ・スクール政策において見出さ

れた「熟議J概念について改めて確認しておく。明らかになったのは以下の五つである。

第一に、「理念としての熟議Jである。これは、課題の当事者が集まり、話し合いを通じて理解を深め、

解決策を洗練させて、自ら行動するという、人間の集合的行動のー側面を捉えたものであり、基本的

には以下のすべての「熟議J概念のベースになっている。

第二に、「施策としての熟議Jである。これは、「ネット熟議」や「リアル熟議」として実施された

文部科学省の施策としての「熟議Jであり、ある課題の当事者同士が話し合いを通じて何らかの行動

を起こすことよりも、むしろ文科省レベルの教育政策の課題や、教育に関わる一般的なテーマについ

て、多様な人々が意見を述べ、その結果を中教審や政務三役の意思決定に役立てることを重視するも

のである。

第三に、「意思決定のための熟議Jである。これは、民主党が政権に就く直前まで掲げていた学校

理事会構想、を基礎づけていた考え方であり、理事会を構成する保護者や地域住民、校長、教員、専門

家などが、話し合いを通じて学校運営の方針や教育課程、教職員人事に関する意思決定を行うことを

要請するものである。

第四に、「意見形成のための熟議」である。これは、民主党政権のもとで再定義されたコミュニティ・

スクール政策の根底に見出された考え方であり、学校運営協議会の主な機能を、教職員人事に関する

意見具申などの法的に規定された役割よりも、むしろ自由な話し合いを通じて学校・保護者・地域住

民が相互理解と課題・目標の共有を図り、これによって学校支援地域本部をはじめとする様々な連携

事業が円滑に進むようになることを重視するものである。

そして、第五に、「教育活動における熟議Jである。これは、民主党政権のもとで今後の学校運営
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の在り方について提言した協力者会議の審議過程で示されていたものであり、大人と子どもが様々な

テーマをめく守って「熟議」する公開授業を実施することで、大人と子ども、あるいは大人同士の人間

関係を構築し、これを基盤として学校支援地域本部などを活性化し、学校教育の質を高めていくこと

を展望するものである。

本稿では、これら五つの概念を析出する過程で、以下の三点を明らかにしてきた。第ーに「理念と

しての熟議Jと「施策としての熟議Jの問の翻館である。このことが、「ネット熟議」および「リア

ル熟議」の目的の暖昧さとなって表れた可能性が高いことを指摘した。第二に、民主党が当初掲げて

いた学校理事会構想では、強い権限をもって学校の意思決定に関与することが想定されていたのに対

し、実際のコミュニティ・スクール政策では、むしろ、そうした意思決定に関わる権限の部分は弱め

られていたことである。これについては、必ずしも学校理事会構想からの後退ではなく、「意見形成

のための熟議Jとして評価することも可能であることを指摘した。そして、第三に、民主党政権にお

けるコミュニティ・スクール政策の基礎には「意見形成のための熟議Jの理念が見出されたが、これ

とは別に、この政策方針に関する審議の過程では、「教育活動としての熟議Jという構想が提示され

ていたことである。これを踏まえ、今後のコミュニティ・スクール政策の在り方として「教育活動に

おける熟議Jと「意見形成のための熟議Jを両輪として活用していくことが一つの方向性として考え

られることを指摘した。

以上、本稿では、民主党政権におけるコミュニティ・スクール政策の特質を明らかにすることに努

めてきたが、いうまでもなく、平成24年12月の再度の政権交代により、コミュニティ・スクールの方

向性は改めて大きく変わる可能性がある。すでに全国で1.000校以上にまで普及したこの政策につい

て大きな変更が生じることは、当然ながら望ましいことではない。しかし、「熟議Jという、ある意

味では民主党政権の看板ともいえる理念が、新政権のもとで維持される可能性は低い。すでに定着し

つつある方向性が概念を変えて維持されるのか、それとも根本的な変更が加えられるのか、今後の展

開を慎重に見極める必要があるだろう。
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