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地域スポーツ経営におけるコミュニティスクールの検討
一ネットワーク論から見た学校開放の課題一
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I．緒 言…学校開放の実態と問題意識…
平成4年3月に小学校及び中学校の「施設整備

中で学校開放の充実を求める社会的な要請ととも

指針」が相次いで公表された。その学校施設整備

長い歴史をもつ学校開放が閉塞状態にあると筆者

の基本的方針の中では「地域の生涯学習やまちづ

らはみる。

くりの核としての施設の整備」がうたわれており，

例えば「我が国の体育・スポーツ施設一体育・
スポーツ施設現況調査報告一」23）により学校開放

「地域に開かれた学校づくり」の必要が強調され
ている22）。「地域に開かれた学校」という言葉か

に，様々な提案がなされてきた。しかしながら，

の現状を見てみると，全国の市（区）町村の99．2％

らは誰もが「学校開放」を連想することだろう。

で学校開放が行われている。この数字を見る限り，

学校開放は長い歴史をもって地域住民の学習の場

わが国の学校開放はその啓蒙を図る段階は終了し

として機能してきたし，生涯学習社会への移行の

ていると見ることもできる。しかし平日から定期
的に学校開放を行っているのは，小・中学校とも

＊
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Univ．

Univ．

に屋外運動場で約5割，体育館で約4割にすぎな
広く一般住民に校区を限

い。また開放対象は，
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定せずクラブや団体に限って というものがもっ
とも多い（屋外揮動場，体育館ともに，約45％）。

位置づけ，さらに現在，横浜市で展開されている
「ヲミュニティスクール」と称する社会体育（教

クラブや団体への開放は最も管理の容易な開放形
態であるが，集団に属することのでき李い人，集

育）行政の施策を事例に，ネットワーキング論か

団に加わることを好まない人の利用を排除するこ
とになる。例えば東京都の品川区では，平成3年

した。

度の成人人口は274，707人であり，そのうち学校
開放を利用するスポーツ団体に所属している総数

1．コミュ＝ティスクールの理念
1．コミュニティスクールの概念
もともとコミュニティスクールという概念は

は，10，ユ93人である。その比率は3．7ユ％にすぎな
い39）。

らみたその限界と可能性を検討することを目的と

1930年代のアメリカ合衆国において提唱された教

以上のように学校開放が全国的に広く普及して・

・育理論であり，学校が積極的に地域社会を改造し

きても，それはわずかな住民による優先的利用の
傾向が強いと言わざるをえない。このような状況

ていくという方向や児童生徒の学習の目標や内容

では，学校開放を公共スポーツ施設の補完的機能
を越え，住民の日常的なスポーツの場として機能

た。オルセン（E．G．一〇1sen）は学棟と地域社会

させる，さらには学校施設をコミュニティスクー

いる。すなわち，①学校はコミュニティの教育的

ルとして機能させることによりコミュニティ形成
を志向した施策として位置づけても30）38），その

センターとして大人のためにも働かなければなら
ない。②学校は，一その属するコミュニティの資源

目的の実現は期待できないであろう。それ以上に，

を十分に使用して，因習的教育計画に活気を与え
なければならない。③学校は，その教科課程の中

現状のような学校開放施策は，スポーツの場合を
例にとるとスポーツに1 参与している住民 と

に地域社会の課題を取り込もうとするものであっ
との関係の在、り方について5つの事柄を主張して

心をコミュニティの構造，過程，問題の学習にお

集団に所属してスポー

かなければならない。④学校は，そのコミュニティ

ツに参与している人 と 個人でスポーツを実践
している人 との差異化を促進する装置という側

の活動に参加して社会の改良を図らなければなら

面を持っていることも否定できない。もちろん学

活動を調整統合する指導力をもたなければならな

校施設を利用する側のマナーの問題等もあり，広
く誰でもという開放に限界があることも予想でき
る。このように学校開放は，経営管理の方法や利
用者側の未熟さも手伝って，「まちづくりの核」

い12）という。

参与していない住民

，

ない。⑤学校は，コミュニティの中の全ての教育

このような教育理論がわが国に導入されたのは
第二次世界大戦以降である。新井1）は，当時の日
本のコミュニティスクールの試みを整理し，批判

として機能しているとはいい難い。

的に検討している。彼は，当時の試みは地域教育

本研究の発端は，地域スポーツとコミュニティ
形成との関係を模索しようとしたところにある。

計画という名でありながら内実は学校のカリキュ

その中で，地域スポーツ振興施策としての学校開
放は，スポーツ活動を越えて地域住民のつながり

を地域に持ち込み，地域を学校に導き入れるとい
う実践の不完全さ等を指摘している。

ラム再編の域を出るものではなかったとし，学校

を形成する場として，その機能を見直すべきであ

るという問題意識に立っている。すなわち学校施

設の開放を住民のスポーツの場としてのみ見るの

2．コミュニティスクールヘのアプローチと研究

の限界
現代の学校教育も，生涯学習体系への移行が目

ではなく，社会的行為・関係の展開する場，ある
いは文脈（コンテキスト）としての空間19）とみ

指されている。また学習指導要領では，「地域や

たいと考えている。さらに筆者らは，このような

学校の実態等に応じ家庭や地域社会との連携を深

コンテキストを解釈し，従来の学校開放の限界と

めるとともに，学校相互の連携や交流を図ること

新しい可能性を検討する方法論としてネットワー
キング論が有効であろうと考えている。

このような問題意識から本研究では，地域ス
ポーツ経営におけるネットワーキング論の意味を

にも努めること」とある。地域の持つ諸資源を学

校教育のために活用していくとともに，地域社会
そのものを学習の対象（教育内容）とする教育が
今後重要となろう。
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本研究は，戦後わが国に紹介されたコミュニ

（1earning

web）といわれる個別的な学校組織

ティスクールの考え方をそのまま現代社会におい
て展開しようとするものではない。しかし，当時

を越えた地域単位の広域ティームテイーチングの
形成4）が重要になることが示唆されよう。また社

の社会状況の中で，伝統的な学校教育と青少年の

会的ネットワークの立場から学校施設を捉え直す

基本的な生活二一ズ．との間に深いみぞができ，そ
のみぞを埋めなくては個人の自已開発も社会の福

と，都市化にともなう人々の生活スタイルや価値

祉も期待できない2）という危機意識は現代にも共
通するものであり，コミュニティスクールの発想
は十分参考になるものと考える。

観の変化の中で，従来のシステムをはみだした人
的緒合の醸成とともに，様々なレベルの人的結合
の結節点として地域の施設や機関25）としての役

コミュニティ・スクールの検討は，＜学校の地
域社会化＞と＜地域社会の学校化＞という2つの
視点からのアプローチが可能である3）。前者は，

割が期待できる。地域スポーツの立場からは，地
域のスポーツ資源の組織化，とりわけ生涯学習や
生涯スポーツの推進施策が住民の主体的活動を組
織化し支援していく方向に移．りつつある現在，学

学校教育に地域社会を持ち込むことであり，地域
社会の生活に密着したカリキュラムや学習内容を

校施設は単なる身近な日常施設としてだけではな
く，日常と非日常との境をなす中間施設26）とし

用意し，また地域の教育資源を活用する，あるい
は学校開放などコミュニティ・センター機能の可
能性の検討である。後者は，学校を地域社会に出

て機能化すべきであるし，住民が主催し住民自身
に事業を提供するような住民側の経営体（住民組
織）の育成が望まれよう。住民組織の存在は，地

すという視点であり，学校教育ではカバーできな

域の教育資源を効果的に学校教育に生かすことに

い内容を地域の組織が学校と共同して教育した
を行うことにより地域生活を理解し，地域が生徒
の参加を必要としていることを学ぶという視点で

もつながり，コミュニティスクールの実現に向け
て不可欠である。現代における施策としてのコ
ミュニティスクールは，学校という場を基盤にし
た住民組織の育成という原初的な意味を持つであ

ある。

ろう。

り，さらに生徒と教師及び住民とが協力して事業

このようにコミュニティスクール運動の意図に
は，学校の社会化と地域の学校化という側面が意

図されていた。本研究ではそのような意図を念頭
に置きながらも，学校教育の内容として地域生活
を学校教育に取り込むとい

い。それは地域杜会のネ

皿．ネットワーキングの理論からみたコミュ＝
ティスクールの可能性
1．社会的ネットワーキング論

う側面には触れていな

ここで，ネットワーキングを「新しい関係化に

ツトワークを包括的な視

よる意味創造の営み」と定義したい。つまりネッ

点から捉えようとする際には，大きな欠落である

トワーキングを，人々の新しい関わりが固定的な

が，本研究では地域スポーツ経営論の視点から社
会体育行政の具体的施策を検討することに焦点を
当て，学校開放のコミュニティスクール構成の可

認識の枠組みを動かし，新しいものの見方や発見，

出会いの場を生み出す創発的な営みとして捉え
る。経営学で問題されるのは，①組織間関係のネッ

能性を問題とした。

トワーク，②組織内ネットワーク，③草の根ネッ

さて，コミュニティ・スクールを実現する具体
的な方法に関しては，十分な検討がなされている

トワークの三領域である。前二者のネットワーク

は，組織活動の革新に関わるものである。既存の

とは言えないものの，学校は地域住民にとって最
も身近な公共施設であり，物的にも人的にも教育

組織の活動があり，その行き詰まりを打開すべく，

資源を備えた社会資本であることを考えると，住

組織そのものが元来「情報の織りなすネットワー
ク多様体」であるとする見解もある11）。第三の

民の生涯学習を支援する場として欠かせないもの
になろう。コミュニティスクールを具体的に展開
するためには，例えばイリッチが指摘する事物の

革新の手段としてネットワークが問題にされる。

草の根ネットワークについては，金子の描くボラ
ンティアの活動が好例となろう14）。そこに共通

ネットワーク，技能（教師）のネットワーク，伸

しているのは，通常は「自分の問題ではない」と

間コミュニケーションのネットワーク，教育専門

考えやすい外部の問題を「自分と無縁の問題では

家のネットワークなどラーニンーグ・ウェッブ

ない」と捉え直し，その問題解決に取り組んでい
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くことである。注1）そこには，既存の経済的シ

ステムや政治的システムとは無縁な新たな社会関

さらに組織は，より大きな社会の制度の構成要
素であり，社会制度全体も「外部」を構成してい

係があり，またシステムに関する組織的な営みか

ると言わざるをえない。広いシステム連関のうち，

ら離れた未知の領野や課題に取り組むことから派

当該社会の制度では決して捉えることのできない
システム連関の関係性の総体を「エコロジー」と
呼ぶことにする。注3）例えば，環境汚染など，

生するネットワークが現れる18）。

以上のネットワーキング論は，いずれも新たな
人の結びつきを契機に，全く新しい活動を展開し

ようとするところに共通点がある。このような
ネットワークは，地域社会の再編やコミュニティ

形成にとって重要な意味を持つであろう。専門分
化，専門サービスの発達，専門的処理システムの
成立と媒介的共同性という都市的生活様式24）が
拡大する中で，新しいコミュニテイ・パラダイム
を意図するコミュニティ解放論は，多重的な社会
的ネットワーク論と共通の地平に立つと考えられ

経済活動に専念する企業がその結果として必然的
にもたらす問題を「外部」の問題として放置し，
国も行政も誰も十分に対処しえない場合がそれで
ある14）。エコロジー問題は，組織や現代社会の

制度が，合理性を追及すると同時に「外部」を構
成してきたことに起因する。この問題は，いかに
十全に全体を構想した仕組みにおいても，「外部」

が立ち現れてしまうという人間の理性の限界領域

るのである（注2）。

の問題であり，この意味での組織の限界は，サイ
バネティックな自已組織化の限界である。それは

2．管理組織とネットワーキング

通じてすべてを十全に制御できるという幻想の問

現代においてネットワーキングが必要とされる
のは，現代の杜会システムが「組織」を基盤にし
た制度に支えられており，その「組織」という機

題でもある9）。このような「変革の困難さ」や「エ

構そのものに行き詰まりが見られるからである。

とにする。

主権国家のような申枢機関が，階層的組織活動を

「組織」は必然的に外部を構成し，その内的連関

のなかで自足しようとする。そのr組織」のカテ
ゴリーでは捉えら・れない問題解決には，ネット

コロジー問題」を抱える「組織」というシステム

のあり方を，今田に倣って「管理組織」と呼ぶこ

一方，ネットワーキングは，人々の新たな関係
化を通じて，管理組織や制度の外部に広がる問題
の解決を求めるものである。ネットワーキングに
は，その発生において，管理組織のような階層，

ワーキングという運動体が必要になってくる。
サイモン20）は，組織を単にヒエラルキーの体

すなわち命令や権限の体系はない。誰かが自らの

系としてではなく，意思決定の視点から「問題の

魅惑される方向に自ら動きだし，他者に支援を求

要素分解による意思決定と権限の分配されたシス
テム」として描いている。サイモンの組織観は，

支配しようとはしない。自已の主体性と責任を持

一人のメンバーの合理性の認知限界という脆弱な
力を，より大きなエネルギーに変換するシステム
という組織の側面を強調している。またサイモン
は，組織を通じたメンバーの合理性獲得を好意的
に見ているが，それはより大きな系の脈略から，

合理性が一方的に与えられてくることを意味 す
る。いかなる階層上にあっても；より上位のレベ
ルの合理性が優先し，階層を通じて課業と権限と
合理性が分配されるということは，各メンバーに
とっては 自分の問題 と 自分と無関係の問題

が明確に与えられるということでもある6・組織は
常に自足的意味連関の「外部」を構成することに
よって，合理的存在でありうる。より機械的に整
備された組織ほどメンバーの従属感は強くなり，

組織全体の包括的な変革は困難になる。

めるときも，判断は他者に委ね，その相互作用を

つ者達がその場その場でのコミュニケーションを
通じて作業を分担し，問題の解決を図る16）。管

理組織が垂直的に肥大した縦のつながりと横の分
断で特徴づけられるとすれば，ネットワーキング
は，自立した個人が志向する目標を基に自由に水
平的に結びつく関わり40）であるといえよう。注
4）この水平的な自由な関わりという相互性は，

ネットワーキングの脆弱さの一面でもある。しか
し，ネットワーキング活動が体系的に整備される

ことは，管理組織化することでもある。一機関の
ような性格を帯びてくると，垂直的に分断された
管理組織と大差がなくなる。従って常にネット
ワーキングの活動体であるためにはj現在の合理
性を支配的に措定せず，新しい関わりの中で生成
してくる対話的理性の姿勢に立ち，絶えざる関係
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化による意味創造を行うことが重要である。注5）

以上のような管理組織とネットワークの特性
は，ネットワーキングの内実を考察する上での重
要な手がかりとなろう。しかしネットワークに期
待ばかりしていられないのも事実である。「自由
からの逃走」的な皮肉な結末もありうる。旧来の
管理組織がネットワーキングという砂漠の中で，
かえって幻想のオアシスとなる恐れもある29）。
ネットワーキングを支援するメタ・システムを如
何に構築するかも重要な問題となる。

ここで管理組織とネットワーキングの関連を吟一

味しなければならない。著者らは，悪しき管理組
織（制度）は駆遂され，ネットワーキングが社会
を覆い尽くす，という楽観論には賛同できない。
ネットワーキングは，管理組織（制度）め変革を

促す対立項であると捉える。これまでの地域ス
ポーツ経営におけるその意味でのネットワーキン
グはあまりにも脆弱であり，従って生活上の危機
意識の希薄な段階でネットワーキングの必要性を
いくら説いても，現状は一歩も進まないであろう。

著者らが目指すのは，少しでも住民のネットワー
3．地域スポーツ経営における住民組織とネット

ワーキング
地域スポーツ経営に関する研究や実践は，少な

キングを導く糸口となる行政側の施策展開を模索

することである。注6）しかし従来のスポーツ経
営の中で，その方法論に関する議論はなかった。

からずコミュニティ形成とスポーツ活動との関係
を暗黙裡に前提としてきたように思う。また，地

従って，地域スポーツと地域住民の生活の質やコ

域スポーツの意味や存在根拠を，実証されたこと

物としてのネットワーキング論を手がかりとして
アプローチする必要があろう。現在，学校という

のない両者の関係に求めていたといってもよいで
あろう。

これまでの地域スポーツ振興では，行政主導あ
るいは管理組織的に施策が展開されてきた。例え
ば三鷹方式は先進的な事例として引用されること

ミュニティ形成との関連に，一地域社会再編の乗り

場において，新しい活動が展開される可能性が開
けている。施策としてのコミュニティスクールを
通じて育成を企図する住民組織を，ネットワーキ
ングの活動体（常に新たな問題解決に開かれる住

が多く，学校区を単位としたゾーニング方式を一

民組織）として方向づける経営方法が模索される

般化させたし，多くの自治体でとられてきたス
ポーツ教室からスポーツクラブヘという政策は予
期せぬほどのスポーツクラブを出現させる誘因と
なってきた。このように地域行政の活動は，意図
せざる結果を含めて，住民のスポーツ活動の組織
化に影響を与えてきた。一方，ネットワーキング
は運動論であり，従来の行政活動とは相入れない

べきであろう。注7）

ものである。従来の施策はいわゆる上からのネッ
トワークであり，ここで問題にするネットワーク
は介入主義的な福祉国家の行政的・経済的サブシ

ステムが，本来不可侵であるべき市民の生活世界
にまで浸透し，個人の自律性，個性，自已実現ま
でも国家枠組みによって管理・統制する37）こと
への対立項として位置づけれるべきであろう。つ
まり，従来の施策は，自立的大衆運動とそれに基
づく自前の事業を生活と労働のあらゆる領域にお
いて組織する21），あるいは共生価値を志向した

普通の人々が分権的かつ多中心的なヨコめつなが
りの中で自律と共存のネットワークを形成しつつ

対話と共感を基盤に人々が共同して考え問題を解
くユ7），という草の根型運動論とは対時するもの
である。・

1V．コミュニティスクールの試み（横浜市の事例）

1．横浜市のコミュニティスクール構想の概要
横浜市のコミュニティスクール構想は，昭和63
年5月

に策定された「横

浜市生涯学習基本構想」

に端を発する。これは，平成元年度に改訂された
「よこはま21世紀プラン（横浜市の総合計画）」

に「生涯にわたる学習の推進」として盛り込まれ
ている。そこでは生涯学習における行政の役割を
「市民の学習しやすい環境づくりと市民の学習へ

の援助」とし，大きく二つの方向に力点が置かれ
ている。一つは，生涯学習を効果的に推進するた
めの金市的な拠点となる「生涯学習開発センター」

（市に1つ）や，講座などの学習機会の提供や学

習情報の提供，相談などを行う「区生涯学習支援
センター」（各区に1つ）の設置（いずれも設置

予定）という方向である。注8）これは，学習機
会の体系化，支援体制の整備に関わる機関になろ
う。その一方で，「コミュニティスクール」が構

想されている。これは，小・中学校を地域におけ
る身近な学習活動の場とするとともに，地域住民
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の自主的な活動により住民相互のふれあいや学校

に，経営形態の異なる二つの事例を対象として一と

と地域の交流・連携を深めることを企図してい

りあげた。

（1）A校コミュニティスクール

る。

横浜市は昭和34年から学校開放事業を実施して
きており，杜会教育の先進地域として紹介される
こともある35）。学校開放も地域住民で組織され

A小学校は，市内でも有数の大規模校であった
が，近くに新設校ができ分離したため余裕教室が

ミュニテイスクールは，住民側の主体的活動を啓

生まれた。平成2年度に余裕教室をリフォームす
る形でコミュニティスクールが設置された。校舎
内に，事務局，サロン，和室，研修室，市民図書

発し，、住民組織を育成する仕掛けとして構想され

室が整備されている。

る「運営委員会」に委託して実施されていた。コ

ている。まずこれまで別々にあったスポーツ系，

文化系の運営委員会が一元化され，住民相互の交
流が一層促された。行政側の窓口も一本化された。
運営委員会の機能も，単に開放施設の割り振りを
行うだけでなく，地域住民に対して自主事業を展
開する経営体としての性格が期待されている。

平成12年までに，市内の全中学校区にコミュニ
ティスクールを設置する計画である。設置された
学校には，事務局と平日でも地域住民が利用でき
る生涯学習ゾーンを整備する。標準的な生涯学習
ゾーンの内容は，多目的研修室，和室，ミーティ

ングサロンである。さらに事務局と運営委員会が

この中学校区には，一つの中学校に二つの小学
校がある。いずれの学校も学校開放の歴史は古く，

それぞれにスポーツ系，文化系の運営委員会が
あった（現在でもそれぞれの学校は学校開放を
行っており，それぞれに運営委員会がある。行政
はコミュニティスクールとは別に予算をつけて学
校開放を支援している）。A小学校にコミュニティ

スクールが設置されたとき，A小学校の学校開放
の運営委員会を核として周辺の学校や地域の代表
も交えて，コミュニティスクールの運営委員会が
発足した。

運営委員会を中心としたA校コミュニティス

体育館等の学校開放施設の利用を管理する。事務

クールの組織は，図1に示すとおりである。会長

局には，専任の事務局長（多くは小学校の校長退
職者）が常勤していて，コミュニティスクールの
経営の核となっている。法制的には，区長が各地

は地域の自治会の長であり，運営委貝会に議案を

域の運営委員会の会長にコミュニティスクールの
経営を委託する形になっている。さらに運営委員

提出する主体は運営委員会が選出した常任委貝会
である。常任委員会は必要に応じて開催されるが，

実質的な活動主体である三部会問の予算調整が審
議の内容となる。

会が事務局長を選考し，会長が任命することに

実質的に，自主事業を企画立案し，執行するの

なっている。区からは，事務局長の俸給を含めた

は三部会である。これは，学校開放時代からの各
種サークルの代表者を中心とした住民組織（学校

予算が下りており，実質的には事務局長が財務を
始めとする経営を主導している。行政側からは「地
域住民に対して実情に即した自主事業を展開して
下さい」という助言があるのみで，一切の経営は
運営委員会に任されている。

開放の運営委員会から主体的に引き継がれたも
の）である。平成5年度のスポーツ系の自主事業
としては，子供サッカー教室と，健康体操教室が
ある。子供サッカー教室は，区域内の二つの小学

コミュニテイスクールの経営体の構造は，標準
的には「運営委員会」の中に「常任委貝会」置か
れ，下部組織として「スポーツ部」「文化部」「市

校の生徒を対象に希望者を募り，開催している。・

民図書部」が置かれている。これらは地域住民か
ら構成され，住民全体に向けて自主事業を展開し

住民の人脈と働きかけにより安価に招聰された
NHKのテレビ体操の女性講師により開催されて

ている。

いる。事務局長によれば，いずれの部会のメンバー

2．二つのコミュニティスクールにおける経営の

う。また謝金などを節約することにも長け，交渉

指導者は，地域のサッカー愛好者が核となり，一
部の学校の教諭も協力している。健康体操教室は，

も，自主事業に対して意欲的で積極的であるとい
実践例
本研究では，横浜のコミュニティスクールが，

実際にどのような経営を行っているのかを中心

上手でもあるらしい。住民からも好感を持たれて
いると言う。

さて，事務局長の役割は，会計事務が中心であ
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【常任委員会】

運営委員会会長
〃 副会長（スポーツ部会長）
（文化部会長）
常任委員（A校校長）

常任委員会に参加

（A校PTA）
（自治会長1名）
会計監査（2名）

以上

8名

↓審議事項

選出↑

r；三；㌃二鳩営委員自㌫裏蜆白咀r
スポーツ部会部長（副会長）
文化部会部長
市民図書部会都長
学校代表

13自治会より13名
地域団体
体育指導員
青少年指導員
保健指導員
子供会
老人クラブ
地区社会福祉協議会（会長）

A小学校校長
A小学校教頭
a小学校校長
b中学校校長
PTA代表
A，a，b各学校代表

運営委員会に参加

計29名

r…、三部会、＿ゾ…
スポーツ部会
バレーボール
バドミントン

文化部会

YMCAサッカー

体操・太鼓・卓球
ミニバスケット

A小FC
など利用団体の

企
平
成

5
年
度
事
業
報
告

利用マナーの一層の向上
各種目団体との相互交流と親睦
を深める

利用場所の清掃と整理整頓をし
美化に努める

5月一7月に子供サッカー教室
を10回開催（指導者に学校教員
を含む）

10月に健康体操教室を4回開催

よ

り

画

自

＝相談・予算交渉

運

主事業

営

講演会（講師：NHKラジオデイ

気軽に利用でき，魅力ある図書

レクター）

を購入する

手芸作品展
さわやかに生きるために

市民図書だよりの発行
年3回（7，12，3月）
図書室内に新刊図書の紹介コー
ナーを設ける

パートw
・講演3回
「ある役者の見つけたもの」

「ストレスと笑いの効用」など
・子供と大人が共に楽しむエレクト
ーンコンサート
・地域ウォッチング

施設見学

図1

アドバイス

代表8名

自主事業

主事業

←

イア

代表6名

代表10名

自

市民図書部会
14〜ユ5年前からの
市民図書活動の流
れをくむボランテ

生け花
囲碁
将棋
茶道
等のサークル

A校コ・ミュニティ・スクール組織図と自主事業内容

→
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1常任委員会】

常任委員：運営委員会会長

〃

副会長（3名）

専門部会会長・副会長（6名）
常任委員会に参加

B校校長

B校PTA代表（3−4名）
←リーダーシップ

選出↑

↓審議事項

一一一一一一一一一一一【運営委員会】ヨ＿＿一一一一白一自一

運営委員
自治会代表

問

会長の諮問に応じ，出席
参

10自治会より
各白治会長10名
専門部会
各自治会より選出された住

連合自治会会長（2地区）
c中学校校長：P T A代表
d小学校校長：P T A代表
e小学校校長：P T A代表
地域教育推進委員（2名）

民2〜6名の計26名
学校長：B小学校校長
P

T

A：B小学校P

T

加

リーダーシップ

A代表

一□□□□日旧日□□π］□□日□凹凹□□□□□□旧日臼□□□□ロロー

、専門部会】＿⊥＿＿＿＿＿r

1
＝
1
＝

※運営委員会の下部機関で，コミュニティ・スクールの利用整理，
自主事業の企画，運営等を行う
※専門部会に各自治会に選出された委員（26名）は各部会の委員
として役割を果たす
参

自

1

平
成

主事業

白

ゲトボール大会

1．

（団体申し込み）

6

親子スポーツ教室

年
度
年

親子スポーツ大会
（C小学校と共催）

（指導者：体育指導員）

2．

主事業

1．コーテイング作業

者まで自由参加）

2．世話人会

事
業
計

4．
5．

画

6．

よ

7．

り

8．

年3回
毎月！回

コミュニティ・スクール自然教室

月1回計6回

講演会

「文学紀行」2回
「日本文学」2回

間

主事業

囲碁クラブ
年間22回開催（初心者から高位

5月一10月
3．

自

3．書架増設

（木製1台）
4．新刊図害購入

8，12，3月

月見の会
文学散歩の会
演奏会
夜話しの会
趣味の自由作品展

◆運営委員会の事業（規約第3条より）

1）B校コミュニティ・スクールの管理に関すること
2）B校コミュニティ・スクールの利用調整に関すること
3）自主事業等に実施に関すること
4）学習情報の提供と交流に関すること
5）学習活動等に関するアドバイス，コーディネイト
6）学校と地域との連携に関すること
7）その他

図2

加

B校コミュニティ・スクール組織図と自主事業内容

年3回
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る。さらに広報活動として，定期的に「コミスク

部会に分かれ，事業案にそって事業を執行するわ

だより」を発刊している。三部会からの要請や相

けだが，その部会の中でも明確に役割分担がなさ

談にものり，時に外部との交渉の窓口にもなる。

れ事業が執行される。平成6年度のスポーツ系の
自主事業には，ニュースポーツを中心としたゲー

つまりは，三部会の自由な活動を支援する立場で
あるといえよう。

（2）B校コミュニティスクール

B小学校は，平成4年度の新設校であり，建設
の当初からコミュニティスクールの併設が企図さ
れていた。コミュニティスクールの施設は校舎に

隣接しているものの，区別された機能的空間とし
て設置されている。事務局，サロン，和室，研修

トボール大会と親子スポーツ教室，親子スポーツ
大会がある。いずれも地域の体育指導委員が核と
なり指導に当たっている。

B校コミニニティスクールにおける事務局長の
役割は大きい。会計事務ばかりでなく，自主事業
の企画立案，対外的交渉，広報活動など，主要な
活動を主導的にリードしている。事務局長は，主
たる経営者の立場にあるといえよう。

室が整備され，市民図書は通路脇に整えられている。

この中学校区には，一つの中学校と三つの小学
校がある。地域は新興住宅街であり，B小学校の
新設にともない大幅な学校区の改編がなされた。
B校コミュニティスクールの対象とする範囲は，

V．考察と課題
1．事例にみるコミュニティスクール構想とネッ

トワーキング
横浜市におけるコミュニティスクール構想が自

新たに区画されたものであった。それゆえ，学校
開放時代にあった既存の運営委員会は解体され，

発的な住民活動や相互交流を意図していること
は，社会的ネットワーク形成を意図したものと見

新規にコミュニティスクールの運営委員会が組織

ることができるし，「コミュニティスクール」と

されたときには，活動の主体となる住民側の組織
は皆無に近かった。そこで事務局長は，行政を通
じて，地域の各自治会から代表者と複数の執行委

いう名称を用いた点でも評価できよう。また，住
民組織を支援するシステムとして学校施設を開放

員（専門部会）を選出してもらい，運営委員会を
組織した。選出には事務局長の意向も働いている。
「コミュニティスクールは地域の公益のためにあ

り，地域の自主的サークル活動とは本来的に異
なってあるべきだ。」これが事務局長の強調する
点である。結果として，地域の自主的サークルは，
開放施設を利用するだけの存在となっている。

運営委員会を中心としたB校コミュニティス
クールの組織は，図2に示すとおりである。会長
は地域の自治会の長である。B校コミュニ・ティス
クールにおいて経営の核となっているのは事務局

長であり，運営委員会が選出した常任委員会は事

し，コミュニティスクールの設置を許可するだけ
でも先進的であるとさえいえよう。しかしその理

念の中に学校教育自体の変革や将来像が盛り込ま

れていないこと，あるいは学校の人的資源や情報
資源の活用が考慮されていない点から，いわゆる
コミュニティスクール運動を意図したものでない
ことは明らかであろう。さらに，長期計画の中に

市内中学校区内にコミュニティスクールを設置す
るという構想は，経営的には計画的であるといえ
るが，ネットワーキング論からは行政サイドから

の一方向的な施策展開と考えることができる。
従って，運営の形式としては自主的な活動になっ
ているが，その運営内容は住民の課題から派生し
たものでなく，運営委員会のモデルを他の地域に

務局長の相談役である。専門部会のメンバーの積
極性は期待できないため，すべての自主事業は事
務局長を中心に企画卒案され，専門部会は自主事

伝播し，行政予算を付け事務局長を雇用し事業展

業の執行が主な役割となっている。事務局長によ

れる。

れば，彼らの自主事業に対する意欲は十分なもの

まず，このようなあるモデルを他の地域に普及
するという方法は，ゾーニングによるスポーツ振

開するという従来の施策と大差はないように思わ

とは言えず，事務局長からアイディアを出して行
かなければ，話はなかなか進まないようである。

興策としていくつかの自治体で採用されているも

事務局長にとって，住民側の主体性をいかに育て

のであるが，このゾーニングの方法にも問題があ

ていくかが最大の課題であるとのことであった。

ろう。すなわちゾーニングの観点を，コミュニティ

地域から選ばれてきた役員が希望にそって各三

の基本的要件としての地域性として捉えるのか共
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同性として捉えるのかという問題がある。例えば，

しきものが形成されたとしても，それ自体が管理

二つの事例で最も異なっているのは，住民組織内
の運帯感である。A校コミュニティスクールにお
いては，学校開放時代からの流れをくむ三部会の
主体的な住民組織の活動を通して，サークル活動
を核とした住民のつながりが横に広がり新しい出
会いの場を創り出している可能性が予想できる。

組織的色彩を持たざるをえなくなり，新たな管理

そこには昔からの文化縁とでもいうべき連帯の核

問題を引き起こすという課題である。

以上のように，住民組織の育成にあたっては，

いくらハードを整えても，あるいは組織図の
フォーマットを整えても，人と人との関係のあり

方によって，まるで異なるネットワークと経営が
出現することが指摘された。しかし住民の自治意

がある。その意味でネットワーキングに近い活動
内容になっているとみることもできよう。一方，

識や連帯意識の希薄さや，生活におけるス・ポーツ

新興住宅地であるBの地域では，既存の学校開放

状況の中では，住民の動的なネットワーキングを

運営委員会は学区再編とともに解体され，新規の

意図した行政の仕掛が求められることは避けられ

活動の課題意識と位置づけが意識化されていない

運営委員は当該校区の自治会から選ばれてくるメ

ないであろう。ネットワーキングとしては，メン

ンバーが機械的に役割を遂行している状況にあっ

バーの帰属意識は絶えず開かれて関係化し，変転

た。

することが望ましいであろうが，そのための具体
的な方法論は今後さらに検討されなければならな

このような地域特性の異なるゾーンで，従来の
ような地域性を基準としたゾーニングの中で住民
組織の活動を同様な方法で組織化，ネットワーク
化することは地域スポーツの経営に多くの課題を

残すことになろう。特にB地区の運営委員会の場

い。

2．今後の課題
本研究は，地域スポーツ経営をネットワーキン

合は，事務局長の発言から読みとれるように，運
営委員との信頼関係は希薄であり，委員への権限
委譲も見られず，階層を通じた意思決定の分配（サ

ながら，地域スポーツを対象とした研究方法論と

イバネティックな自已組織化）という旧来の管理

至っていない。例えば，本研究ではネットワーク

組織的な色彩が強い。またコミュニティスクール
の機能に既存のサークルの関与が希薄になってい

の「関係」自体の把握方法，共通の規範的側面の

ることからも，地域特性を視野にいれない仕掛の

限界が指摘できよう。注9）今後は，住民の共同

グという視点から検討しようと意図した。しかし
してネットワーキング論を操作的に演緯するには

把握方法などを十分検討することができなかっ
た。確かにネットワークという概念自体が「仮止
め」状態であるし，その操作的な基本概念さえも

性や既存の中問集団の特性も重視したゾーニング
と住民組織の構成や活動内容が検討されるべきで

明確でない現状ではやむをえないかもしれないユO）。

あろう。

題の一つに，社会的ネットワークの基盤となるコ

しかしながら今後の研究を進めるに当たっての課

さて，両組織にも強弱の違いはあるが管理組織

ミュニテイの規範的側面が記述できなかった点が

的な傾向が読み取れよう。A地区においても，一
機関のように閉鎖的なものではないが，自主事業
を企画する側と事業を享受する側には，企画する
三部会に仲間意識が強い分その内と外の境界が存

あげられよう。多様な背景を持つ人々が相互に折
環境の中で醸成するメカニズムや「住民の自律＝
自律的な秩序の形成力」，「地域の重荷を担う住民

在するという。Bコミュニティスクールは，地域
の公益性を重視した一つの機関という色彩が濃い

の諸活動」といったコミュニティと関係者の規範
との関連27）が視野に入っていないこと及びその

り合いながら生活に折り目をつける規範を都市的

ため，常任委員会や三部会の地域のメンバーはあ

基礎資料となる地域住民の姿が欠落している点は

る一定期間の役職についているという意識が強
く，ネットワーキング活動の主体という意識は希
薄なようである。この問題は，地域性と施策展開
の方法の課題とともに，ネットワーキングの自己
矛盾と経営方法の具体化をめぐる困難さを意味す
るものであろう。すなわち，一度ネットワークら

残された大きな課題である。

この課題は，地域スポーツをめぐるネットワー
ク形成を問題にする際の，中心的対象となる住民

に共通する問題意識や生活上の課題との関係が分

析されていないこととも関係する。すなわち対象

となる地域の特性と地域課題，あるいは過去の
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ネットワーキングや既存の中問集団の活動に関す

であろう。機能的コミュニティの考え方は，

る方法論が未検討である。対象となる地域の都市

現代社会におけるスポーツとコミュニティと

的生活様式の実態や既存の施設，組織，人材等の

の関連を考える際に極めて示唆的なものであ

ネットワークを構成する個人のそれを理解し，重
層的なその実態が理解され，そこからスポーツ経
営の方法が模索されねばならない。

るが，いくつかの機能的コミュニティが相互
の関連を持ちながら包括的なコミュニティを

またコミュニティスクールという視点から，学
校と地域との関係の検討ができなかった点も今後

る必要があろう。

形成するメカニズムについては別途議論され

注3）生物学上のエコロジ丁（生態学）とは，

の課題としたい。

「自然の階段においてきわめて遠くはなれた

注

る」というダーウィンの言葉に象徴されるよ

植物と動物が複雑な関係の織物で結ばれてい

注1）本研究におけるネットワーキングの定義は
主に金子の研究1ユ）ユ3）14）に立脚している。ま

た佐藤の「アソシエーション」32）33）34）に深

く関わる概念である。今田は，佐藤のアソシ
エーションを次のように読み替えている7）。

「機能優位の社会システムに対しては逆制御
で臨み，慣習的で惰性に陥りがちな生活世界
に対してはリフレクションを奮い立たせ，み
ずからはアンチ・コントロールのシステムた
らんとする中間集団」。

注2）コミュニティの解放論は，都市的生活様式
の拡大とコミュニティ概念の乖離，あるいは
イデオロギーの積みすぎ現象の中で現代のコ

ミュニティを捉える一視角である。それらの
視角は，都市化過程との関連の中で，コミュ

ニティは崩壊したと捉えるコミュニティ喪失
論，都市化が進行してもコミュニティは存在
するとするコミュニティ存続論，そして従来
の枠組みを越えた視点であり，人々の日常生

うに，関係の織物として生物圏を認識する学
問であるという31）。ガタリは，エコロジー
を環境や自然の問題に限定せず，社会的，精
神的エコロジーまでも視野にいれ，現代文明

批評を行っている。その根幹は，個別の価値
システムを押しつぶし，同一の価値次元を覇
権のもとにおく支配様式の問い直し5）であ

る。本研究では，社会制度が想定する＜客観
的世界＞では捉えることのできない個々人の

生きられた体験や，彼らの共感が織りなす
＜生活世界＞を含めてエコロジーを考えた
い。今井や金子（1984）のいう「ミクロ・マ
クロ・ループ」は，制度が奪い取った公共性
を住民の手に取り戻す活動でもあろう。
注4）高田36）はオルタナティヴとしてのネット
ワークの特性を，スメルサー（Sme1ser，ユ962）

のいう杜会体系のレベルでの社会的行為の四
つの基本構成素を拡大した「社会システムの
構造構成素」（塩原，1976）を参考に，①基

活の広がりと重層性に着目し，白由で融通性
のあるコミュニティ的結合に目を向けるコ
ミュニティ解放論28）がある。この視角は，

ての社会規範，③意思決定構造，④実行構造，

＜生活システム＞としてのコミュニティは，

理を試みている。

単一のシステムとしてみなすことのできるも

のでなく，人びとの生活行動が展開するにつ
れて，他のさまざまな集団・組織・階盾を含

準情報としての社会的価値，②規則情報とし

⑤資源という5つの観点から表1のように整
注5）今田は，「対話的理性」を重要な概念であ
るとしながらも，そこには白由で平等な人間
というモダンの発想がある8）という。システ

むいろいろなコミュニティヘ拡大することも

ムによる効率的な全体化はもちろん否定され

でき，都市的な生活を営む生活者がみずから
の生活上の欲求や関心を満たすためには，い

るべきであるが，コンセンサスによる同一化
も否定されるべきであるという。新しいもの

ろいろなコミュニティに同時に分属して，さ
まざまな生活関連をとり結び，それぞれにお

の創出は意見の相違から生まれるものであ
り，ローカルでマイナーな異質性や，相互に

いて多少とも帰属意識を高めながら生活を共

通約されてしまうことのない差異の並存こそ

にする開いた＜共同性＞をもつという機能的
コミュニティ論15）と視座を同じくするもの

が尊重されるべきであるとする。

注6）しかし，行政側が住民の主体性を育てると
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表1

基本的価値

地球的規模の工

オルタナティヴ社会の構成素からみたネットワークの特質

価
値
基準情報として
の社会的価値
自已実現，自律

規
範
規則情報として
の社会規範
自己決定，白主管理

自己の役割を説明する意味体

コロジー的世

意志決定構造

実行構造

コンセンサス方式

コレクティヴ形式

による意志決定

共生，自然との調和

反生産力主義

人間として生きる
財，情報，E

サービス

人と人のネット

流通機構

生態系に合致する生産・消費

消費機構

全ての民族の自決と運帯

政治的市民運動

代替エネルギー

ワーク

地域づくりの

生活価値

生活者中心

参加

直接民主的，反代表制

分権化（非集中）

反中央集権

源利用，学習，

反ヒエラルヒー，反官僚制

価値づけ，内

反資本主義

面の成長に関

反市場

わるネットワ

非搾取

源

のに必要な

を取る

新しい生産機構

系

界観

資

住民運動

治療，共有，資

一ク

＊

この表の各欄の中に序列はない．オルターナティヴを目指す草の根グループのメンバーは，「個人の価値と集団の価値とは同

等のもの」であり，また「個人の観点と集団の観点とを毎日のように取り替える」ことが可能で，そして「個人とコミュニテイー

とは共に変化し，共に成長していく」という「世界観」をもっている（Lipnacketal．、1982：231−2＝1984：293−4）．つまり

彼らは，これらの項目の中の一つを二者択一的に強調するのではなく，時期と状況に応じて，あれもこれも同時に取り組ん
でいく．従って，この欄には，スメルサーが構成素の内部に適用した「限定性のレベル」（Smelser，N．J．，1962：34−44＝

ユ973：44−56）は必要ではない．それぞれの項目は，オルターナティヴ性を追求する方向性で，同等な重みをもっている．

いう視点には，パラドックスがある。その脈
略での住民の主体性の発揮は，行政活動への
隷従でもあるからである。ソフトな権力の浸
透を図る新たなる管理社会の問題6）でもあろ
う。この問題は慎重に考えなければならない
だろう。

注7）筆者らが取り組んできた地域スポーツ経営
をめぐるコプロダクションシステムとしての
媒介構造41）の検討や組織問関係論へのアプ
ローチ42）は，分析視点と分析レベルに多く

の課題はあるものの，地域スポーツ経営組織
をめぐるネットワーク構築に関する意図せざ

位置づけにあったように思う。そのような視
角は依然として重要であると考えるが，運動
者の生活を視野に取り込んだ関係性が長期的
な視点から，領域論や個別研究対象を越えて

検討されること，そしてその認識方法に関す
る慎重な議論が求められる状況である。
注8）横浜市の「区生涯学習センター」は，平成

6年1ユ月に各区の教育委員会に二人の職員を
置き，活動を開始することが決まっている。

全市的な「生涯学習開発センター」は現在も
構想申であり，設置の目処は未だない。

注9）事務局長の発言によれば，地域の自治会か
ら選出されてくる運営委員は，毎年4月に初

る端緒とみることもできる。しかし，その内
容は行政サイドあるいはスポーツ事業を提供
する側の施策や行政効率からめ発想であり，

局長がリードしなければ議論は進まないそう

本研究で意図した草の根的なネットワークあ
るいは管理組織的側面の打開という発想では

である。事務局長は小学校の校長経験者であ
り，B校との交渉においても他のメンバーと

ない。従来の体育経営あるいはスポーツ経営
学研究は，スポーツを行う人を重視していた

は比較になら

ものの，経営効果やその効率が常に課題とさ

業の講師となるような人材との人脈が広い。

めて出会うメンバーである。それゆえ，事務

ない職能を持ち，さらに県内市

内の教育関係者とのつながりも深く，自主事

れていた。すなわち本質的な研究対象は経営

必然的に事務局長が運営委員会の主導的役割

体の行動にあり，運動者はその準拠枠という

を担わねばならないとのことであった。また
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活動の主体である地域のクラブやサークルが
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