2011 年 1 月 10 日 リアル熟議 in 京田辺 13：00～16：30

「みんなでつくる学校――新しい公共型学校の豊かな可能性――」
＝＝事前資料＝＝
この度は「リアル熟議 in 京田辺」にご参加いただき、ありがとうございます。熟議に先立って、今回の
テーマ設定の趣旨と、議論の土台となる事柄を、事前資料としてお送りいたします。

１．一緒に熟議する人たちは
今回のリアル熟議に参加されるのは、
「コミュニティ・スクール」や「学校支援地域本部
事業」
、ＮＰＯが設立・運営する学校など、新しいかたちの学校づくりに参加している教師、
保護者、地域住民の方々、そしてこのような新しい学校づくりや教育に関心を持つ、また
地域そのものや地域づくりに関心を持つ、あるいは直接関わっている市民、行政関係者、
教師、研究者、学生の方々です。

２． この熟議の出発点
繰り返し叫ばれる改革の掛け声にもかかわらず、依然として私たちの社会は、子どもた
ちの教育をめぐる様々な深刻な問題に直面しています。
その困難の根底には、明治以来、ひたすら「成長」を追い求めてきた国家や社会のため
に設計され機能してきた学校教育システムが、今日のポスト近代化、ポスト産業化の社会
にはそぐわなくなっている状況があると、私たちは考えます。
日本では明治以来――維新直後の京都の番組小学校のような例外を除き――学校教育は
「お上」によって与えられ、国民はそれを一方的に享受するものでした。しかし、このよ
うな学校のあり方は、21 世紀の私たちが目指すべき「成熟社会」において、大きな変化を
求められています。必要なのは、もはや「与えられる」のではなく、私たちの社会にふさ
わしい学校を私たち「みんなでつくる」という、根本的な転換である、と私たちは考えま
す。

３．「みんなでつくる学校」にも様々なタイプが
この根本的な転換の芽が、今、様々な場所で育ちつつあります。「熟議」の試み自体が、
その一つですが、学校制度に関わって注目すべきは「コミュニティ・スクール」や「学校
支援地域本部事業」です（後掲の資料Ｂ、Ｃ、Ｄをご参照ください）。また、ＮＰＯなどが
母体となって、市民の力で新しい学校を立ち上げ、運営する活動も各地で行われています
（今回のリアル熟議の会場である京田辺シュタイナー学校も、その一つです）
。
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これらの多様な学びや学校のあり方については、既に文部科学省 Web 上の「熟議カケア
イ」で「未来の学校」というテーマで議論が行われています。そこでの議論をまとめたマ
インドマップを、まず資料としてご覧ください。
文部科学省 熟議カケアイ「未来の学校」
http://jukugi.mext.go.jp/jukugi?jukugi_id=1
添付資料Ａ 上記より 【4.学校制度関係】
https://jukugi.mext.go.jp/archive/171.pdf
この資料に見られるように、
「みんなでつくる学校」には様々なタイプや段階があります。
今、求められているのは、それらの様々な試みが、自分たちの経験を発信し、つながりあ
って、新しい学校のあり方、つくり方の芽を大切に育ててゆくことであると、私たちは考
えます。
今回のリアル熟議が、そのような場になることを、私たちは願っています。

４．キーワードは「コミュニティ」
上述のような様々な新しいタイプの「みんなでつくる学校」は「新しい公共型学校」と
も呼ばれます（「新しい公共」という概念については最後にもう一度、触れます）。それを
考える際のキーワードが「コミュニティ」です。今回のリアル熟議では、
「学校を支える魅
力あるコミュニティ」とは何か、そして、そのようなコミュニティを形成し、持続させて
ゆくために「私たちには何ができるか」を話し合います。
その際、
「コミュニティ」という言葉は、単に「コミュニティ・スクール」のそれを意味
するだけではありません。
「コミュニティ」というのは、実は多様な意味の広がりと奥行き
をもった概念です。そこで、熟議に先立って、この言葉の意味を整理しておくことが必要
であると思われます。
ここでは、
「コミュニティ・スクール」という制度の生みの親である金子郁容・慶応義塾
大学教授（元「教育改革国民会議」委員、現「新しい公共」推進会議座長）と鈴木寛・文
部科学副大臣の共著から引用させていただきます（太字、下線は引用者）
。
※ 金子郁容・鈴木寛・渋谷恭子『コミュニティ・スクール構想――学校を変革するために』
（岩波書店、2000 年）157-161 頁
「現在では、社会学や政治学において、コミュニティとは、大きくわけて次の二つの意味をもっ
ているとされている。ひとつは、居住する物理的空間を同じくする人たちの集まりのことで、
もうひとつは、ビジョン、価値観、関心などを共有する人たちの集まりのことである。ここで
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は、前者を「ローカル・コミュニティ」、後者を「テーマ・コミュニティ」と呼ぶことにする。
」
「ローカル・コミュニティは、いわゆる、地域共同体のことである。テーマ・コミュニティは、
インターネット上に自発的に形成されているバーチャルな関係性であったり、ボランティアグル
ープとか、近年、その社会的な役割が注目されるようになったＮＰＯ（非営利組織）などを想起
させるもので、自発性に基づいて形成され、境界線が柔軟でひとびとが自由に出入りするような、
新しいタイプの組織体の呼び名でもある。
」
「コミュニティという言葉が、ある種の魅力を持つ一方で、しばしば、混乱のもとになるのは、
このように、ローカル・コミュニティという伝統的なつながりを示唆するものと、テーマ・コミ
ュニティという新しい時代の組織体を示唆するものという、ある意味では対照的な二つの顔を
もつからである。
しかし…インターネット上に出現する自発的な集まりの多くに、伝統的な共同体をほうふつと
させる意識が働いているということも知られている。つまり、ローカル・コミュニティとテー
マ・コミュニティは、まったくの別物ではなく、何かしらの共通点を持っている。」
「私たちが提案しているコミュニティ・スクールは、単に行政区や学区が同じだから行政に与え
られた学校に行くというのではなく、同じ生活空間とそれなりの歴史と資源を共有しながら、教
育についての考え方やビジョンを共有し、それぞれの人が自分の役割に応じた貢献をすることで
成立する学校をイメージしている。
つまり、ここでの議論でいうと、ローカル・コミュニティにテーマ・コミュニティが重なり
合ってできたコミュニティを、コミュニティ・スクールは、想定しているのである。
」

５．広がりつつある新しいシステム
――「学校支援地域本部事業」と「コミュニティ・スクール」
「コミュニティ・スクール」
上に引用した金子郁容さんたちの本が出版されたのは 2000 年でした。その後、この構想
は「教育改革国民会議」での議論を経て、2004 年に法的な裏づけが与えられ、平成 22 年 4
月現在、全国で 629 校がコミュニティ・スクールに指定されています。
全国の中でも京都市はコミュニティ・スクールの先進地域の一つで、とりわけその先鞭
をつけた御所南小学校の成功については、金子郁容さんの著書『日本で「一番いい」学校
――地域連携のイノベーション』
（岩波書店、2008 年）において詳しく紹介されています。
文部科学省 コミュニティ・スクールについて
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/index.htm
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添付資料Ｂ

上記より コミュニティ・スクールのパンフレット
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/__icsFiles/afieldfile/2010
/08/24/1230668_01.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/__icsFiles/afieldfile/2010
/08/24/1230668_02.pdf

「学校支援地域本部事業」
他方、
「学校支援地域本部事業」は「地域の教育力向上を計るとともに、地域全体で学校
教育を支援する」ことを目的として、2008 年から始まりました。こちらは 2010 年度で、
全国およそ 3800 の学校支援地域本部が設置されています。
（こちらは京都府教育委員会の
資料がわかりやすいので、添付します。
）
添付資料Ｃ 学校支援地域本部事業のパンフレット（京都府教育委員会ウェブサイトから）
http://www.kyoto-be.ne.jp/syakyou/cms/?action=common_download_main&
upload_id=99
※

文部科学省の関連ウェブサイト

http://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/004.htm
「学校支援地域本部事業」は、しばしば学校教員の負担軽減といった視点からのみ、取
り上げられ、理解されるきらいがありますが、鈴木寛・文部科学副大臣は著書の中で、そ
れを「コミュニティ・スクール３段階説」に位置づけています。
※ 鈴木寛『
「熟議」で日本の教育を変える』（小学館、2010 年）50-62 頁
「私は「コミュニティ・スクール３段解説」を唱えています。まず第１段階は、土曜学校、放課
後。第２段階は、学校支援地域本部。第３段階は、本格的コミュニティ・スクールです。
」

①「土曜学校」や「放課後子ども教室」における学校ボランティア活動の広がり
↓

平日仕事の人も参加できる土曜日の活用が鍵。学校ボランティアの登録者 46 万人に

②「学校支援地域本部事業」を設置して地域ぐるみで学校を支援
↓

事務局長・コーディネーターが常駐して支援ボランティアを組織。全国で 3800 本部に

③ 本格的な「コミュニティ・スクール」の最終段階
平成 22 年 4 月 1 日現在、全国で 629 校、平成 22 年 4 月 2～平成 23 年 4 月 1 日までに指定
予定の学校を含めると 711 校、平成 23 年 4 月 2 日以降に指定予定の学校を含めると 847 校に
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要するに「学校支援地域本部事業」は、
「みんなでつくる学校」が広がってゆくワンステ
ップなのです。
今回、熟議に参加してくださる方々も、この３段階をイメージしながら議論していただ
くと、様々な立場からの意見に、より豊かなつながりを見出すことが可能になるかもしれ
ません。

６．もう一つの視点
――テーマ・コミュニティからローカル・コミュニティへ
以上、今回のリアル熟議のキーワードである「コミュニティ」の概念と、
「コミュニティ・
スクール」や「学校支援地域本部事業」といった新しいシステムについて、議論の土台を
確認しました。
ところで、先に引用した金子郁容さんたちの本では、コミュニティ・スクールの基盤に
「ローカル・コミュニティにテーマ・コミュニティが重なり合ってできたコミュニティ」
が想定されていました。現在、制度化されているコミュニティ・スクールは、学区という
ローカル・コミュニティから出発して、そこにテーマ・コミュニティとしての性格を作り
出して行こうとするものです。
それに対して、もう一つ、テーマ・コミュニティから出発して、そこからローカル・コ
ミュニティの方に根ざして行く、という可能性が考えられます。たとえばアメリカではこ
の方向性が「チャーター・スクール」として制度化されていますが、日本では未だ実現は
していません。しかし、その萌芽は見られます。ＮＰＯなどが母体となって、市民の力で
新しい学校を立ち上げ、運営する活動です。
上述の金子郁容さんの『日本で「一番いい」学校』では、神奈川県藤野町（現・相模原
市）の「シュタイナー学園」と長野県天竜村の「どんぐり向方学園」が、御所南小学校な
どと並んで紹介されています（157-159 頁）が、ここでは具体例の一つとして、今回のリア
ル熟議の会場である「京田辺シュタイナー学校」が、内閣府の「新しい公共」推進会議に
おいて紹介された際の資料を添付します。
添付資料Ｄ 「新しい公共」推進会議 第２回会議（2010 年 11 月 11 日）
兼間道子委員による報告資料（内閣府ウェブサイトより）
http://www5.cao.go.jp/npc/shiryou/22n2kai/pdf/4.pdf
私たちは今、学校と教育をめぐって熟議を始めようとしていますが、そこでの「ローカ
ル・コミュニティ」と「テーマ・コミュニティ」に関する議論は、単に教育問題に限らず、
福祉や医療、経済や政治など、私たちが目指す「成熟社会」における「新しい公共」の可
能性全体に通底するものであると考えられます。その全体的見通しを得るための参考資料
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として、最後に、政府の「新しい公共」円卓会議（上述の「新しい公共」推進会議の前身）
において示された「新しい公共」のイメージ図を提示しておきます。
添付資料Ｅ 「新しい公共」イメージ図（内閣府「新しい公共」円卓会議より）
http://www5.cao.go.jp/entaku/shiryou/22n8kai/pdf/100604_02.pdf

――さあ、それでは熟議を始めましょう！

熟議当日のお知らせとお願い


受付けは 11 時 45 分より開始します。12 時 45 分までに受付けをお済ませください。



昼食をご持参の方は 12 時より教室で飲食して頂けます。お茶などのお飲み物は学校
にご用意してあります。



開会時間には必ずお集まりください。遅刻された方はオブザーバーとなります。



上履きをご持参ください。



動きやすい服装でお越しください。また、木造教室なので室内が寒い場合があります。
防寒対策もお願い致します。



貴重品のお預かりはできませんのでご了承ください。

会場 京田辺シュタイナー学校までのアクセス
JR 学研都市線「同志社前」より徒歩 4 分 または近鉄京都線「興戸」より徒歩 14 分
同志社駅前より大学へ向かう坂道を登り、同志社女子大学正門の手前の道を右折すると、
クリーム色の建物が見えます。
所在地 〒610-0332

京都府京田辺市興戸南鉾立 94

※ 当日は校庭に駐車ができます。
google マップの URL
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=s_q&hl=ja&geocode=&q=%E4%BA%AC%E7
%94%B0%E8%BE%BA%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%
8A%E3%83%BC%E5%AD%A6%E6%A0%A1&sll=36.5626,136.362305&sspn=34.635577
,56.513672&brcurrent=3,
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