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Ⅰ　研究の背景と課題

　青少年をめぐる社会的課題は多様であり，
青少年に対する行政サービスにおいて設定さ
れ得る到達目標もまた多岐に渡る。後期中等
教育や高等教育への進学率が高まってもな
お，青少年に関わる多様な問題に対応するの
に学校教育だけでは不十分である。しかし，
しばしば「タテ割行政」として問題視される
ように，多岐に渡る行政サービスを総合的に
実施し青少年問題に対応する方策は青少年に

関する研究や実践においても重要な課題であ
る。
　近年，英国では「子ども・青少年行政」の
見直しが実施され，「子ども法 2004」に基づ
いて地方教育行政の組織改革が断行され
た(1)。そこでの改革の主要なポイントの 1つ
として「子ども・青少年」の政策カテゴリー
が設けられ，教育のみならず福祉・労働・医
療・警察など隣接する事務領域と再編統合を
図り，学校教育を基盤とする「子ども・青少
年」の支援とケアに関する事業の統合化・一
体化・協業化が図られている(2)。
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　一方，日本の国政レベルの青少年行政は，
内閣府の政策統括官が取りまとめを担当して
いる。内閣府では青少年育成施策大綱の策定
を主たる業務として，各省との協議を行って
いる。内閣府において所掌する事務を除いて
は，文部科学省のスポーツ・青少年局内の青
少年課が所管している(3)。ただし日本では，
教科教育に留まらない広範な青少年問題への
対応を事実上学校が担ってきており，また世
論としてもそのような役割を学校に担わせる
べく期待してきた側面がある。学校に関する
行政事務は徐々に肥大化し，学校の教職員が
青少年に対する教育に関して多くの責任を背
負うようになった。諸方から「学社連携」や
「学社融合」という理念が支持されるように
なったが，その反面，地方行政において学校
教育と社会教育，一般行政と教育行政の「タ
テ割行政」の解消が十分に進んだとは言い難
い。この「タテ割行政」の弊害が青少年教育
や青少年育成に関わる多様な施策の連携を妨
げている現状があるならば，青少年行政の総
合化方策を検討することが重要である。
　以上のような現状を背景として，行政の協
業化や総合化を図る目的から，日本でもいく
つかの自治体で「子ども課」や「子ども部局」
を配置するところが出てきた。例えば長野県
駒ヶ根市教育委員会の子ども課は，母子保健，
児童福祉，学校教育（義務教育段階）の部門
が統合されて設置されている(4)。しかし多く
の自治体においては，学校教育の事務を含ん
で「子ども・青少年行政」として単一の課に
統合することは，検討すらされていない。よっ
て，青少年行政の総合化を図る他の方策を検
討する必要がある。
　青少年に関わる行政事務の多くは教育委員
会が所掌しているが，必ずしも教育委員会の
権限に属する事務に限らない。地方自治体に
おいては，学校教育を除いた青少年行政の筆
頭担当部局が教育委員会の生涯学習・社会教
育部門の場合もあれば，首長部局の地域振興

や福祉関連の部門に配置されている場合もあ
る。このような地方自治体の状況において，
青少年行政はどのように総合化され，青少年
に関係する行政サービスが調整されているの
だろうか。本稿では，地方自治体の事例を検
討することにより青少年行政の連携や総合化
の方策を考察する。

Ⅱ　調査概要

　前章のような研究課題について考察するた
め，青少年行政の総合化に先行して取り組ん
でいると思われる地方自治体へのヒアリング
調査を実施した。調査対象として島根県出雲
市と愛知県豊田市を選定した。両市は市長の
リーダーシップの下で「総合行政」を意識的
に目指してきた自治体である。市役所内部の
行政組織改革を行うとともに，首長部局と教
育委員会の連携や青少年事業に携わる外部組
織との連携を進めることで，子どもや青少年
に関する行政の「総合化」を図ってきた。具
体的な方策としては，行政サービスの総合化
のため，教育委員会の事務である生涯学習・
社会教育の事務を市長部局職員に補助執行さ
せ，教育委員会事務局を含む行政組織改革を
行うことで，市長の指揮の下，関連事務の一
元化や関連部局の連携のシステム化が実施さ
れている。ただし，同様の組織改革による効
果や課題について実証的に検証している研究
はほとんど蓄積がない。教育行政事務の首長
部局への補助執行を伴う組織再編で不安視さ
れる点として，例えば学校教育と社会教育と
の連携がより困難になるのではないかという
ことが指摘されるが，しかし，教育委員会の
内部においても実際には学校教育と社会教育
との連携が容易に進んできたわけではない。
つまり，両者の間の連携が進まなかった理由
が他にあると考えられる。本稿では，学校と
地域社会との連携という視点を据えながら，
両市を事例として，青少年関係部局の「連携」
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のためのシステムと「総合化」の実状を見る
ことで，青少年に対する行政サービスにおい
てどのように「タテ割行政」の弊害を解消な
いし最小化できるかを探る。

Ⅲ　事例分析―島根県出雲市―

１．出雲市の概要
　出雲市は島根県東部に位置する自治体で，
人口約 14万 6千人，世帯数約 4万 6千世帯
（2005年度国勢調査）である。現在の出雲
市は 2005年 3月 22日に，旧出雲市，平田市，
簸川郡佐田町，大社町，多伎町，湖陵町の 2
市 4町が新設合併したことで誕生した。東
西約 30km，南北約 39kmの範囲に広がり，
面積は 543.48km2で，島根県の全面積の
8.1％を占めている。課税地と非課税地の合
計で見ると，宅地 5.3％，田・畑 14.9％，山
林 42.5％，その他（原野含む）37.3％（「2005
年度固定資産税概要調書」）であり，北・西
部は日本海，東は汽水湖である宍道湖に面し，
斐伊川と神戸川により形成された出雲平野を
中心とした多彩な地勢を有する。産業別就業
人口の割合は，第 1次産業 8.5％，第 2次産
業 27.2％，第 3次産業は 63.6％（2005年国
勢調査）である。財政力指数は 0.49，経常
収支比率は 94.8％（2007年度市町村別決算
状況調）であり，厳しい財政状況と言える。
旧出雲市で見ると，財政力指数 0.60，経常
収支比率 74.8％（2004年度市町村別決算状
況調）であった。
　出雲市に対する調査の日程および訪問先
は，以下の通りである。
　2008年 12月 1日（月）：
　出雲市役所，地域振興部　自治振興課
　　　　　　　教育委員会　教育政策課，
　　　　　　　　　　　　　学校教育課
　12月 2日（火）：
　出雲市役所，健康福祉部　少子対策課
　　　　　　　地域振興部　市民活動支援課

　12月 3日（水）：
　出雲市役所平田支所，地域振興課
　12月 4日（木）：
　出雲市役所大社支所，地域振興課

２．出雲市における青少年行政の連携と総合
化

（1）教育行政連絡協議会
　出雲市では 2001年より「教育行政連絡協
議会」を設置している。2001年当時の西尾
理弘市長の強い意向により，教育委員会生涯
学習課の権限に属していた行政事務のうち，
芸術・文化（文化財に関することを含む），
スポーツ，生涯学習（公民館を含む），図書
館に関する事務が，地方自治法 180条の 7
の規定に基づいて補助執行された(5)。生涯学
習課が所掌していた事務は市長部局に新設さ
れた市民学習課に移行(6)した(7)。ただし，上
記の事務のうち法令に定めのあるもののほか
教育行政上重要な事項に関しては教育委員会
の付議事項とされた（「教育委員会の事務の
補助執行に関する覚書」より）。この教育委
員会事務の補助執行に関する協議の際に教育
委員会からいくつかの要望が出されていた
が，その 1つとして，2001年度より「教育
行政連絡協議会」を新たに設置することと
なった。この「教育行政連絡協議会」は合併
後の新出雲市においても引き継がれた。「出
雲市教育行政連絡協議会設置要綱」（2008年
3月 31日）によれば，第 1条で「教育委員
会の権限に属する事務のうち，文化，スポー
ツ及び生涯学習の分野（以下，「生涯学習分野」
という。）を市長部局の職員に補助執行させ
るにあたり，学校教育分野と生涯学習分野が
連携と協調を保って，それぞれの施策がより
効果的に執行されるよう」にという設置目的
が述べられている。組織の構成員としては，
市長，副市長のほか，市長部局の地域振興部
長と部次長，文化企画部長と部次長，および
教育委員 5人，教育次長，教育政策課長で，
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おおむね四半期に一度の開催を目途とする，
と定められている。
（2）地区青少年ネットワーク
　出雲市は青少年育成のためのネットワーク
構築を「21世紀出雲市青少年ネットワーク
条例」によって定めている。「21世紀出雲市
青少年ネットワーク条例」は，2002年当時
の学校完全週 5日制の導入に伴って，家庭
と自治会・町内会をつなぐ子ども会を各地域
でつくり，その活動を支援する受け皿を整備
することが目的であった(8)。合併を経た出雲
市では，「21世紀出雲市青少年ネットワーク
条例」を改定し，他の旧市町における青少年
育成の取組みを生かしながら，新市全域にお
いて家庭，学校及び地域社会が一丸となった
青少年育成ネットワークの構築を図る(9)，と
した。
　実態としては，各地区に設置された「地区
青少年ネットワーク」が子ども会活動に対す
る支援金需給の受け皿として機能している。
子ども会活動の推進に一定の効果があったと
思われる半面，課題として子ども会支援以上
の広範なネットワーク構築の動きにはつなが
らなかった地区も多いとされている(10)。ま
た，実際に支所職員等に対するヒアリングを
行ったところ，その他の課題としては，それ
ぞれの地域に既存の組織との役割の調整が必
要である点が指摘された。
　旧市町においては合併以前にあった青少年
健全育成組織（表 1）(11) が，合併により「出
雲市青少年健全育成市民会議」に統合される

形となった。旧平田市の例では，「青少年育
成平田市民会議」という平田市全域を単位と
して置かれていた組織は統合されたが，市民
会議の下，各地区に組織されていた「地区青
少年育成協議会（以下，地区青少協）」は実
態として存続した。そこで，新たに設置する
「地区青少年ネットワーク」との役割の調整
が必要になった。合併した 2005年度以降も，
既存の地区青少協では従来どおりに青少年の
健全育成，非行防止のための啓発活動やパト
ロールなどを行っていた。一方の条例に基づ
いた「地区青少年ネットワーク」としては，
地区青少協の会長もメンバーに加わりなが
ら，コミュニティセンター長，自治協会長，
小学校や中学校の PTA会長，民生児童委員
や文化団体の代表が構成員となって，子ども
会の結成推進や支援などを行うこととなっ
た。平田市内では，合併以前から子ども会が
組織されている地区も多く，すでに合併前か
ら「地区子ども会連合会」がある。そこでの
「地区青少年ネットワーク」の実質的な活動
については，まだ現時点で顕著な成果を見る
ことができないという声が聞かれた。
　大社地区においても，各小学校区に地区青
少協が立ち上げられている。地区青少協と地
区青少年ネットワークの役割が重複する状況
であったが，しかし，地区青少協はあくまで
も任意団体であり，地区青少年ネットワーク
が条例によって設置を定められている組織で
あるため，それを一元化することが難しいと
いう状況だということだった。

表 1　出雲市：旧１市 4町における青少年健全育成組織

旧市町名 名　　　　　称 事務局 設置年

平田市 青少年育成平田市民会議 生涯学習課内 昭和 58年

佐田町 佐田町青少年健全育成協議会 健康福祉課内 平成 3年

多伎町 多伎町明るい町づくり推進協議会青少年部会 教育委員会内 昭和 57年

湖陵町 湖陵町青少年健全育成推進委員会 教育委員会内 昭和 58年

大社町 大社町青少年健全育成町民会議 教育委員会内 平成 11年

 島根県健康福祉部青少年家庭課資料より（2004年 1月 30日現在）
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（3）総合行政の窓口としての「コミュニティ
センター」
　出雲市では，既述の「21世紀出雲市青少
年ネットワーク条例」に基づいて，地区青少
年ネットワーク事務局を「コミュニティセン
ター」に置き，地域の青少年育成の取組みが
縦割りにならないような仕組みづくりを進め
ようとしてきた(12)。一般的にコミュニティ
センターと称されている施設の多くは，地方
自治法 244条に基づく公の施設で，社会教
育施設としての公民館とは異なる。しかし，
出雲市の「コミュニティセンター」は，地方
自治法 244条の 2第 1項及び社会教育法の
規定に基づいて設置された施設（「出雲市コ
ミュニティセンターの設置及び管理に関する
条例」より）であり，一般的なコミュニティ
センターと公民館とを一体化した特徴を持っ
ている。2001年度に行われた公民館検討委
員会の答申を受けて，出雲市内にあった全て
の公民館を改組したものであり，条例に基づ
く公民館を基とした出雲市独自の総合的な施
設として位置づけられている。出雲市の公民
館は 1960年代から市直営で運営されていた
が 1980年頃より自主公民館に移行し，各地
域の自主的な体制によって運営されてきた。
出雲市公民館検討委員会の答申の結びには，
「出雲市教育委員会の事務の一部が市長部局
へ移行したが，公民館も『コミュニティセン
ター』という新しい名称のもと，従来の教育
施設という殻を破り，さまざまな課題に対応
できるフットワークのよい，地域の総合セン
ターとなっていくことが求められる」と記さ
れている。このような答申を受け，出雲市が
従来採ってきた自主公民館の理念を堅持しつ
つも，「コミュニティセンター」として行政
主導でその人員体制を充実・強化する等の整
備を行った。それ以前から地域の自治組織・
各種団体の事務的な支援を行ってきた公民館
が多かった中で，「コミュニティセンター」
を市役所と地域の自治組織や各種団体とをつ

なぐ拠点とすることを意図したものだったと
理解できる。
　出雲市の「コミュニティセンター」の役割
と事業は次のように考えられている(13)。1つ
には，行政・地域情報の収集及び提供で，市
や地域の広報を配布したり，月例のセンター
長会等で収集した行政情報や地域内外の情報
を地域に提供したりしている。2つめは，地
域諸団体等への連絡調整および自立支援とし
て，各種団体の間の連絡調整や，団体の自立
に向けたサポートである。具体的には，文書
作成や会計処理などの支援や手伝いをしてい
る。3つめは，地域課題に応じて，生涯学習，
文化，スポーツ，レクリエーションなどの学
習，集会，イベント等の企画実施，子育て及
び青少年健全育成の支援，学校教育活動への
支援，健康福祉の増進，環境浄化及び安全確
保の推進，図書情報システムの利用促進など
を行っている。「コミュニティセンター」に
は地域の代表者によって構成される「コミュ
ニティセンター運営委員会」（以下，運営委
員会）が置かれており，「コミュニティセン
ター」の活動は，この委員会の方針に基づい
て企画・実施される。運営委員会は，従来の
公民館に存在した公民館運営審議会（以下，
公運審）に類似した組織であるが，公運審よ
りも運営委員会のほうが人事や予算に関与す
る権限が強い。運営委員には，各地域の自治
組織の長，つまり自治会長・町内会長が就任
するケースが多い(14)。その他の構成員は，
地区ごとに違いはあるが，民生委員，老人ク
ラブや女性団体の代表，体育協会長，小学校
長や幼稚園長などである。また，従来の公民
館では実施されていた様々な講座の開設が，
「コミュニティセンター」では自主企画事業
に置き換わり，部会ごとに，運営委員会や参
加者による自主的な企画運営が行われてい
る。このように「コミュニティセンター」は，
部会ごとに実施される自主企画事業を活用し
ながら，地域交流活動の拠点として，多くの
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役割を担っている。センター職員は雇用期間
を 1年間として，運営委員会の推薦があれ
ば定年まで継続しての勤務が可能となってい
る(15)。
　以上のように，「コミュニティセンター」
は出雲市が設置する施設であるが，その運営
は各運営委員会によって担われており，セン
ターの職員を推薦し，予算や事業内容を決定
している(16)。
（4）地域学校運営理事会による地域・学校・
家庭の協働推進
　ここまで紹介した組織以外に，出雲市では，
教育委員会の事業として各学校に「地域学校
運営理事会」の設置を進めている。2005年
12月の出雲市中央教育審議会第一次答申を
受けて，2006年度から地域学校運営理事会
制度を導入し，同年中にすべての小中学校
（49校）に設置されている(17)。学校運営理
事会は，保護者や地域の人々が学校とともに
子どもたちの教育に責任を持つとの共通認識
のもと，地域・学校・家庭の三者が協働し，
学校の教育活動に対して主体的・積極的に支
援・協力するための組織である。これを出雲
市では「学校の応援団」として位置づけてい
る。地域や学校のニーズに対応するために，
学校長に対して意見を述べたり学校の方針を
承認したりしながら，理事会の下に置かれて
いる部会ごとに，PTAや地域の各種団体と
連携し学習支援や子どもの見守り活動に取り
組んでいる(18)。学校運営理事会の構成員に
ついては，その人選を学校長が行うため学校
ごとに異なってはいるが，ある小学校の例で
は，地区の自治会長の代表，コミュニティセ
ンター長，PTA役員，前小学校長，出雲科
学館副館長，子育てサークル代表，高齢者ク
ラブの代表，少年補導委員などが理事となっ
ていた。

３．小括
　出雲市における，学校，家庭，地域の各種

団体・組織，「コミュニティセンター」の組
織的な関係は，簡略化すると図 1のような
構造になっている。
　出雲市では，公民館に関する事務を市長部
局に補助執行させる形式を採りながら，その
公民館施設を基に出雲市独自の「コミュニ
ティセンター」体制を構築し総合行政の拠点
とすることで，地域の自治組織や各種団体と
の関係を強化している(19)。学校は「地域学
校運営理事会」によって，「コミュニティセ
ンター」は「運営委員会」によって，自治会・
町内会と強いつながりを有し，構成員を中心
にした「地域」を運営主体とする仕組みをとっ
ている。家庭と学校は PTAを通して，家庭
とコミュニティセンターは子ども会活動その
他地域活動を通して関係性を築いている。ま
た，現時点でそれ自体はネットワークとして
広範な機能を持っていないが，「地区青少年
ネットワーク」によって，子ども会を中心と
した青少年育成活動の支援のために自治会や
PTAが協力して取り組む体制がとられてい
る。
　ここまで出雲市が企画した制度・政策を概
観したが，実際のところこれらのシステムが
どのように機能しているのか，という課題は
残されている。担当職員の所見に基づいた筆
者の印象としては，学校が主体となって地域
と連携を図るためには「地域学校運営理事会」
が良く機能している事例が多い半面，それは
依然として，学校教育の圏域を超えて青少年

図 1　出雲市の青少年行政総合化の構造
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問題に対応できるようになったわけではな
い。一方，「コミュニティセンター」と自治会・
町内会との関係にもいくつかの課題があるこ
とが行政職員の中から言及された。合併を経
た現在の出雲市内の各地区では，従来の公民
館長と自治会長・町内会長との実質的な権限
関係，役職の階層的な位置づけが一様ではな
かった。そのような歴史的基盤の上に出雲市
内一律の「コミュニティセンター」体制の導
入・定着を図ったために，制度的観点からは
図れない人間関係の問題が生じてしまうこと
も課題として示唆された。

Ⅳ　事例分析―愛知県豊田市―

１．豊田市の概要
　豊田市は愛知県の中部に位置し，総面積約
918km2，その約 7割は林野である。県の総
面積の約 18％を占めている。人口は約 41万
2千人，世帯数約 15万 2千世帯（2005年度
国勢調査）の中核市である。北東部には山が
連なり，市内の中央には矢作川が流れている。
産業別就業人口の割合を見ると製造業従事者
が多く，実際にはトヨタ自動車関連企業に勤
めている人の割合が高い。産業別就業人口の
割合が高いのは，製造業に次いで卸売・小売
業やサービス業となっている。産業別の就業
者人口（比率）は，第一次産業 2.4％，第二
次産業 48.6％，第三次産業 47.1％である
（2005年度「国勢調査」）。市の財政力指数
は 1.62，経常収支比率は 59.1％（2006年「地
方財政状況調査」）である。
　本稿に関わる豊田市への調査の日程および
訪問先は，以下の通りである。
　2008年 11月 17日（月）：
　豊田市役所，社会部　生涯学習課
　　　　　　　子ども部　次世代育成課
　　　　　　　教育委員会　教育行政課，
　　　　　　　　　　　　　学校教育課

２．豊田市における青少年行政の総合化
（1）行政経営会議と調整監会議
　豊田市長の鈴木公平氏は，2000年 2月に
豊田市助役から豊田市長に当選し，2008年
度現在 3期目である。鈴木市長は「行政経
営システム」構築を公約として初当選し，そ
の理念に基づいて，2001年度に大規模な組
織機構改革を行った(20)。この改革は，後述
する「行政経営システム」の本格的な展開を
目指すとの認識のもと，行政の機能と体制の
強化を図るために行われた。この組織改革に
伴って，各部局の人事権や予算編成権などの
権限が強化され，市長部局と教育委員会の組
織がそれぞれ大きく統合されたことによって
部局数がおよそ半減した。部局や課の統合は，
タテ割の組織においては部局と部局あるいは
課と課の狭間にあるニーズが見過ごされやす
いという問題認識から，このようなケースを
極力減らし，タテ割組織の弊害を改善するこ
とであった(21)。
　2001年 6月には，「行政運営体」から「行
政経営体」への変革を推進していくための「行
政経営システム」の理念が取りまとめられ
た(22)。この「行政経営システム」とは，「行
政の使命である，よりよいサービスを効率的
に市民に提供するため，限られた経営資源
（人・金・物）を最大限活用しながら，市民
志向・成果志向に基づき，合意形成・迅速性・
コスト意識に根ざした行政経営を実現するた
めの一連の仕組みのこと」(23) であり，トップ
マネジメントを支援する機能の強化，自立型
の事業部門の確立，支援型の事務部門の確立，
市民と行政の新たな関係づくり，の 4つを
柱としている。「行政経営システム」を実現
するために，豊田市では行政評価制度，目標
管理制度，職員提案制度など様々な手法や手
段を講じている。そのなかで，一体的に市政
を行うため，行政経営会議と調整監会議（表
2）(24) が設置された。行政経営会議では，市
長に対する各部局からの報告に留まらず，参
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加する各部長や教育長等全員が，自らが統括
する部局の立場だけではなく市全体の利益を
考えて意見を述べる。部局を超えて事務上の
調整が必要になった案件については調整監会
議において協議されることとなっている。こ
れら 2つの会議によって，タテ割行政の弊
害を改善することが目指されている。
（2）豊田市青少年健全育成推進協議会
　豊田市には任意団体である「豊田市青少年
健全育成推進協議会（以下，青推協）」が置
かれ，豊田市子ども部次世代育成課から年間
890万円ほどの負担金を出している。豊田市
では 1972年度から，主に非行防止活動を進
めるため，青少年対策地区委員会が結成され
ていた。しかし，「非行防止のみを唱えても
健全な青少年の育成はできない」との考えか
ら，各地区の青少年対策地区委員会が発展的
に解消され，地区コミュニティ会議のなかの
部会として組み込まれることとなった。これ
を機に，1980年，後述する地区コミュニティ
会議の青少年育成部会の代表者によって構成
される青推協を発足させた(25)。この青推協
は，総会や理事会の開催のほか，青少年育成
員研修会，中学生の主張発表会，ジュニアク
ラブ育成者研修会(26)，「青推協だより」の発
行などの事業を行っている。
（3）地区コミュニティ会議と交流館
　豊田市では 1970年代より積極的にコミュ
ニティ政策を推進してきた。地区コミュニ
ティ会議の設置単位は概ね中学校区であり，
ここでの地区とは概ね中学校区を指す。豊田

市では，「コミュニティ」という概念を，「ふ
れあい豊かな地域社会」と解釈しており，個々
のコミュニティ活動を組織化し効率の最大化
を図る役割を担うのが，自治区や地区コミュ
ニティ会議だとしている(27)。よって，地区
コミュニティ会議の中の青少年育成部会も，
概ね中学校区の単位，言い換えれば「生涯学
習センター交流館」の区域に対応して存在す
る。
　コミュニティ会議の歴史は長く，最初に
11中学校区において地区コミュニティ会議
が発足したのは 1978年である。1981年度
からは補助制度が大きく拡充され，1984年
には「地区コミュニティ会議会長連絡会」が
設立した(28)。合併前の豊田市において，全
中学校区に公民館が完備されたのが 1990年
のことである。1994年，それ以前のコミュ
ニティ事務員制度を廃止し，これ以降，コミュ
ニティ会議の事務局運営を公民館職員が担う
こととなった。1998年度以降は，地区の区
長会長が地区コミュニティ会議の会長を兼務
することとなった。会長職が兼務となったこ
とにより，地区区長会(29)の役員会と地区コ
ミュニティ会議会長連絡会が毎月併催される
ようになった。
　豊田市では 2002年に，公民館を「生涯学
習センター交流館」（以下，交流館）と改称し，
「生涯学習活動の拠点」，「まちづくりの拠点」，
「情報発信の拠点」，「行政サービスの拠点」
の 4つを重点機能とした(30)。コミュニティ
会議に対する交流館職員の役割としては，組

表 2　豊田市：行政経営会議と調整監会議

名　称 会議の位置づけ 出席メンバー メンバーの責務 会議の開催

行政経営会議

政策協議機関 市長，副市長，教育長，
事業管理者，部長，教育
次長，会計管理者，消防
長，政策監等

経営的視点を持って会議
に参画するとともに，全
市的な課題の解決及び政
策の実施について一定の
責任を持つ。

原則毎週 1回
の定例会

調整監会議
部門間の調整および庁内
で統一的な取組みが必要
な事項の協議機関

各部門の調整監 部門をまたがる課題につ
いて，全市的な視点のも
とに調整を図る。

原則月 2回の
定例会
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織運営に関する事務を処理する傍ら，コミュ
ニティ活動に必要な知識・技術の習得に向け
た各種講座や事業を実施し，地区コミュニ
ティ会議を全面的に支援することとされてい
る(31)。
　地区コミュニティ会議は任意団体であるた
め，各地区によってコミュニティ会議の構成
員や組織構成が異なっている。ただ，どの地
区のコミュニティ会議においても，おおよそ，
青少年育成部会，環境部会，スポーツ・体育
部会，福祉部会，安全部会，広報部会などが
置かれている。会長以外のコミュニティ会議
の役員（副会長，書記，会計など）も多くの
場合に自治区長が務めているが，総務会に参
加する委員としては，区長の他，老人クラブ
や子ども会の代表，PTA，小中学校の校長
や教頭等が加わっている。青少年育成部会の
メンバーとしては，自治区・町内会からの選
任委員がいる。その他，ある地区コミュニティ
会議青少年部会の例では，少年補導員や警察，
保護司，小中学校の PTA，小中高等学校の
生徒指導教諭が構成員となっている(32)。
（4）学校アドバイザー制度
　学校教育と地域社会との関わりについて
は，豊田市では，学校評議員制度である「学
校アドバイザー制度」を実施している。学校
アドバイザーの人選は校長の裁量で人数につ
いても規定はない。校長が希望する個人をア
ドバイザーに推薦し，教育委員会が承認する。
自治区長，市議会議員，学識経験者などに依
頼している場合もあれば，卒業生や PTAが
アドバイザーになっているケースもある。豊
田市では，出雲市の「地域学校運営理事会」
のような，いわゆるコミュニティスクールの
発想を基盤とした事業は行っていない(33)。
豊田市の教育委員会の所見として，学校アド
バイザー制度で十分に地域住民や外部からの
意見を聞くことができており，良い関係を構
築できている，ということだった。
　豊田市では，地域住民が学校運営に参画し

ていく方向ではなく，特色ある学校づくりの
ため，学校長の裁量の幅を拡大するような事
業を展開している。例えば，2003年度から
「チャレンジ＆ドリーム事業」として，学校
が計画し申請した教育活動に対して，教育委
員会が内容を精査し，その内容に応じた資金
的援助をしている(34)。申請される教育活動
の内容は学校によって多様であり，例えば伝
統芸能としての農村歌舞伎の講師謝金や衣装
代に使う学校もあれば，有名スポーツ選手や
大学教員の講師謝金に使う学校もある。その
ほか，2008年度から「学校はつらつ支援事
業」を行っている。この事業は，地域人材を
活用したボランティア事業ではなく，より専
門的で高度な補助業務について学校から希望
があった場合に，豊田市が臨時職員等として
配置するというものである(35)。学校図書館
司書，体力向上補助指導員，情報教育指導員，
心の相談員，養護教諭補助員，日本語指導員
など，一定の資格や技能を要するものについ
ては，ボランティアでは対応できない場合が
多いためである。補助員に係る経費は 1校
あたり年間 50万円程度とされているが，し
かしどのような種類の補助員を希望するか
は，学校が実状やニーズに応じて判断するこ
とができる(36)。

３．小括
　豊田市における，学校，家庭，地域の各種
団体・組織，「交流館」の組織的な関係は，
図 2のような構造になっている。
　豊田市では，出雲市とは異なり，地域が学
校や交流館の運営主体として関わる仕組みは
ない。学校は「特色ある学校づくり」の理念
の下で学校アドバイザーから必要に応じて意
見を求めながら，学校の実情やニーズに応じ
た補助金を獲得することができ，自律的な学
校経営を可能とする環境を有している。交流
館は豊田市の施設であるが，その運営は指定
管理者制度によって豊田市文化振興財団が
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行っており，交流館の職員も財団が採用して
いる。一方，地区コミュニティ会議は，青少
年育成のみならず，福祉や防犯，環境問題な
ど，総合的な地域課題について部会ごとに活
動を行っている。青少年部会では，学校教員
や PTA，地域の青少年団体，民生児童委員
や保護司，警察なども関わって，青少年健全
育成のための啓発活動などを行っている。こ
のように地区コミュニティ会議には青少年に
関する諸問題をはじめとして地域に生じる
様々な課題が集約し得る条件が整ってはいる
が，行政職員へのヒアリングの中ではいくつ
かの課題も示唆された。地区コミュニティ会
議は概ね中学校区を単位として設置されてい
るため，小学校区ごと，あるいはもっと狭い
範囲で生じる問題にきめ細やかに対応できな
いという限界もある。そのような課題につい
ては，自治会や町内会を意味する豊田市の各
「自治区」で対応することとしている。また，
学校の管理下において生じる問題について
は，その情報が地域住民にどの程度共有され
得るのかが学校長の裁量によるところも大き
い。

Ⅴ　まとめと考察

　以上のように，青少年を取りまく青少年行
政総合化のシステムは両市においてそれぞれ
の特徴があるが，両市における青少年行政
サービスは，市役所本庁内部において複数の

関連部局をつなげる連絡調整組織が設置され
ているとともに，各地区では主に公民館施設
を拠点として総合化が図られている。一面で
は本庁組織の再編だけでは総合化施策として
限界があるということでもあるが，他面にお
いては公民館施設が市役所組織のタテ割構造
によって生じる弊害を軽減する機能を担って
いると見ることもできる。本庁における部局
横断的な連絡調整組織等が設置されること
で，複数の部局にまたがるような社会的諸問
題に関する情報の共有と事務執行の調整を可
能としている。ただし，その連絡組織等が実
際に有効に機能するかどうかというのは市長
や部局長を始めとした市役所幹部のリーダー
シップに依るところも少なくないようである。
　一方，昨今の地方分権改革の動向を意識し
ながら，公民館施設に対して総合的な機能を
付与し，地区・地域レベルで協議し決定する
権限を拡充させている。青少年に関わる諸問
題に対しても，学校と公民館施設と地域が情
報共有でき，必要に応じて迅速に対応できる
仕組みとなっている。ただし，それらの仕組
みが実際に機能的に運営されるためには，館
長・センター長や学校長，自治会・町内会長
など各地域を代表する人々の実際の関係性が
大きな影響を及ぼしていることが窺えた。制
度的・政策的には本庁における連携のための
連絡組織設置や，地域レベルでの情報を集約
できる拠点づくりが重要であるが，そのよう
な総合化を図るための様々な仕組みづくりが
有意義なものとなるためには，地域住民の間
の良好な人間関係の構築という，時間のかか
る地道な努力を促す策も考えていく必要があ
る。出雲市ではコミュニティセンター職員に，
豊田市では交流館職員にその役割が期待され
ている。そのためには適任者の採用や人事配
置が重要である一方で，職員個人の経験的力
量に過度に依存しないよう，職員が利用でき
る相談体制の整備や研修の機会などの支援措
置を行政機関が講じていくことも重要となる。

図 2　豊田市の青少年行政総合化の構造
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