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子どもの放課後支援事業のマネジメントにおける

｢教育と福祉のクロスボーダー」

－放課後子どもプランの事例分析をもとに－

1．研究目的

鈴木瞬

本稿では、日本における喫緊の課題である放課後子どもプラン（以下､「プラン」と略記）

の施策運営及び実施を「教育と福祉のクロスポーダー」の実践と捉えて、その実態と課題を

明らかにする。具体的には、ある自治体教育行政による「プラン」の施策運営と実践者の認

識について、そこに内在するボーダーと越境に焦点をあてた分析を行う。なお、「クロスボ

ーダー」とは、クロスボーダーM&Aやクロスポーダー取引など多国籍間での商取引で使

われることの多い概念である。それらと同様、本稿でも「境界を越える」という意味で使用

する。類似した概念として「ボーダーレス化」が使用されることもあるが(本田2011)、「境

界がなくなること」と「境界を越えること」は別であり、通常、「ポーダーレス化」とは前者

の意味で理解されやすいため、本稿では「クロスボーダー」の概念を用いる。また、後述の

とおり、「プラン」においては、制度的・行政的分断が解消されているわけではなく、必ずし

も教育と福祉の境界がなくなっているとは言えない。さらに、結論を先取りする形になるが、

その施策運営と実施の中では、教育と福祉の境界とは異なる新たな境界が生み出されている

可能性もある。これらの点も、本稿で「クロスボーダー」の概念を用いる理由である。

1970年頃より子どもの主体的な放課後生活が消失するに伴い、これまで様々な放課後対

策がなされてきた。しかし、放課後に関わる制度の主担部門は不明確であり、関係機関間は

連携不足であったため、長く子どもの放課後生活は制度的に分断されてきた。このような状

況を背景に2007年度より開始されたのが本稿で対象とする「う°ラン」である。本施策は、地

域社会の中で放課後等に子どもが安全で安心して健やかに育まれるよう、文部科学省が所管

する放課後子ども教室(')と厚生労働省が所管する放課後児童健全育成事業(2)とを一体化、あ

るいは連携して実施することを意図した「総合的な放課後対策事業」である。原則として教

育委員会主導で行われ、学校や関係機関との連絡調整を行う「コーディネーター」の配置や、

学習活動や地域交流等の活動機会の提供に関わる年次計画の作成や活動報告、評価等を行う

｢運営委員会」の設置が規定されている。また、2014年7月に新たに策定された「放課後子ど

も総合プラン」ではこれまでの一体化・連携の定義を修正しているものの、より一層、すべ

ての子どもを対象とした学校での放課後支援の実施が求められている(3)。

このような事業の策定は、子どもの放課後に対して「教育も福祉も」と考えるようになっ

(すずき・しゅん環太平洋大学）
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た結果であるが、施策目的の異なる事業の一体化による学童保育の実質的な廃止への懸念

や（全国学童保育連絡協議会編2007)、自治体による既存の施策との様々なミスマッチなど

(森下・松浦2011:140頁)、諸施策間の連動性に課題が生じている。しかし、子どもの放課

後支援における教育と福祉の連携強化とその方策については、未だに明確な提案が示されて

いるとは言い難い。また、放課後支援において、それが単なる安全な活動場所の確保にとど

まらないためには、教育と福祉を統合した新しい理念や概念を探求することが必要である

(池本2009、増山2012)。だが､「プラン」の制度構想上では「学校を活用しての、すべての子

どもを対象とした放課後支援」という大きな方向性が確認できるものの（佐藤20()8：48頁)、

子どもの放課後支援に対する理念や概念が新たに創出されたとはいえず、その探究は今後の

課題とされてきた。これは「放課後子ども総合プラン」でも同様である。

この点、「教育と福祉のクロスポーダー」の異なる事例である「幼保一元化」に関する研究

では、自治体による従来の機能分離を超えた新しい理念や概念の創出によって、教育（幼稚

園）と福祉(保育所）という二元体制を超えた新たな実践を可能にすることが指摘されてい

る（丹治2008)。また一方で、機能的側面による一元化は理念的側面や制度的側面に比べて

現実性が高く、それを基礎に理念的側面や制度的側面における一元化が進行する可能性もあ

るという（丹治2006)。したがって、「プラン」においても、これまでなされてきた各自治体

での連携や統合の実践から、子どもの放課後における「教育と福祉のクロスボーダー」の理

念や制度上の課題が浮き彫りになり、実践が強化される可能性があると考える。しかし、こ

のような機能拡大が進む一方で、実践者の考え方の背後にそれを抑制する何らかの「規範」

が存在することも指摘されている（丹治2011)。「プラン」でも、特に学校という場で実施す

ることで実践者が必要以上に「学校的規範」を内面化し、活動に影響を及ぼすことがある（佐

藤2009)。さらに、「教育と福祉のクロスポーダー」の実施の次元ではそこに関わる実践者が

少なからぬ混乱や葛藤を経験していることも想定される（辻野2014)。したがって、本稿で

は、行政組織による施策運営ととともに、実践者の意識に着目した調査分析を行う。

2．先行研究の検討と研究課題、方法

(1)先行研究の検討と研究課題

子どもの放課後における「教育と福祉のクロスポーダー」については、「子どもの貧困」

研究や、児童虐待等の象徴的な問題と関わって学校と児童相談所あるいは学校と児童自立支

援施設との連携や協働を対象とする研究が多い（白川2014、辻野2014)。だが、日常的な

すべての子どもの生活保障という観点から子どもの放課後における「教育と福祉のクロス

ポーダー」を検討することは未だ十分になされていない。また、学童保育や放課後子ども教

室に関する研究においても、一方の事業の立場から一体化・連携事例の課題を捉える域をで

ないのが現状である。しかし、「放課後子ども総合プラン」の策定により、今後も学校を活

用したすべての子どもを対象とする放課後支援が推進されることを踏まえれば、自治体行政

による子どもの放課後支援事業のマネジメントにおける「教育と福祉のクロスポーダー」は、

看過できない喫緊の課題である。
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「児童自立支援施設の中の学校教育」という特殊状況での福祉職員と学校教員との協働の

過程に関わった辻野は、それぞれ異なる伝統や文化を形成してきた学校教育と児童福祉とい

う2つの制度の融合が、職員や子どもにとって少なからぬ混乱や葛藤を伴うものであったこ

とから、そこでの組織づくりを「さまざまに生起する葛藤（コンフリクト）そのものをマネ

ジメントの対象として、新たな力を組織に取り込んでいく営為だった」と分析している（辻

野2014:41頁)。また末冨は、上述のような「児童生徒の抱えている課題や実態と真剣に向

き合い、改善や支援を行うには、学校経営のレベルのみでは不可能であり、自治体や教育委

員会の理解と体制整備、そして学校現場や関係機関を動員していくマネジメントに支えら

れ｣、「福祉と教育の間にある強固なボーダーを、教育経営という営為の側からも越境してい

く」ことの必要性を指摘している（末冨2013:45-46頁、40頁)。だが、これらの研究では萌

芽的な事例の提示や必要性の言及にとどまり、どうすれば「自治体教育経営と学校経営そし

て外部機関との連携においてマネジメントが確立〔する〕」(前掲：45頁）に至るのか、その

過程における課題や有効な仕組みについては充分に検討されていない(4)。したがって、ワン

ストップサービス化されていない状況での教育経営からのクロスボーダーとは自治体教育行

政のどのようなマネジメントによってなされているのか、という具体的施策の実施過程を解

明することが必要である。この点が第1の課題である。

また本田は、教育という領域を「その内側に学校教育とそれ以外の広義の教育的営為を区

切るインナーボーダーをもち、その外側に教育とそれ以外の領域を区切るアウターボーダー

をもつ、二重構造」として整理し、前者にあたる「学校教育のボーダーの強硬さと閉鎖性」

がボーダーレス化を阻害していると指摘している（本田2011：115頁、119頁)。だが、本稿

で対象とする「プラン」では、インナーボーダーの強硬さのみがクロスボーダーを阻害する

課題であるとは言い切れない実態が明らかにされている（松本・中山2012:35-36頁)⑤｡「教

育と福祉のクロスボーダー」では、いずれの領域においても「従来のパラダイムを前提とす

ることはできず｣、「長い歴史の中でそれぞれ独自の伝統をつくりあげてきた異なる文化の衝

突」を経験することになるとの指摘もあり（辻野2014：41頁)、「プラン」における諸施策間

の様々な連動性の課題も、施策の計画段階や実施の次元において、伝統や文化等を含む様々

なボーダーが交錯する中で生じているものであろう。したがって、子どもの放課後支援事業

のマネジメントにおける「教育と福祉のクロスボーダー」ではインナーボーダーの強硬さと

は異なる別の要因が潜在している可能性がある。この点を明らかにすることが第2の課題で

ある。

(2)分析枠組み

本稿では、越境の対象となる境界の種類と次元に着目し、クロスポーダーの次元を縦軸

に、対象の違いを横軸に掛け合せたマトリックスを、「プラン」実施に伴うボーダーとその

越境の内実を明らかにする分析枠組みとする。まず、「教育と福祉のクロスポーダー」の対

象という側面から見ると、そこにはインナーボーダーとアウターボーダーという境界がある。

また、丹治（2006）における機能的側面を「施策実施（実際に行われていること）の次元」

と読み替えると、クロスボーダーには「施策計画」と「施策実施」という異なる次元がある
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と推察される。さらに、施策計画はその理念と運営という次元に、施策実施は「実践者の意

識」（丹治2011、佐藤2009)と実践そのものという次元に分けることが可能である。

だが、上述の通り、「う°ラン」の制度構想上において放課後支援に対する明確な理念や概

念が定まっておらず､現在も具体的な施策運営を通して理念形成がなされている段階にある。

また、その過程では、実践者の意識が「教育と福祉のクロスボーダー」へもたらす様々な影

響が指摘されている。そこで、本稿では、自治体担当行政による施策運営と実践者の意識に

着目し、「プラン」のマネジメントにおける「教育と福祉のクロスボーダー」の内実を示す。

(3)研究対象と方法

以上の課題を解決するために、I県M市における「プラン」を事例とした聞き取り調査を

行った。M市は地域子ども教室(6'の実践を経て、9つの小学校すべてで「プラン」を実施する

先進的な自治体である。実施後、クロスポーダーを意図した施策変容が数回に渡って行われ

ていることからも、研究目的に適合的な事例である。

分析するデータは次の3つである。第1に、観察記録である。筆者は、2013年度に、M市

の放課後子どもプラン会議（以下､「プラン会議」と略記）を6回参観して観察記録を作成し、

配布資料の収集を行った。また、それ以外の会議や行事17)にも参加し、同様に観察記録・配

布資料の収集を行った。第2に、M市教育委員会による平成20～23年度の教育委員会点検

評価結果報告書（以下､｢報告書」と略記）である。これらの「報告書｣及び作成した記録や収

集した資料をM市「プラン」の実施過程を知るために参照する。第3に、インタビューデー

タである。筆者は、行政職員(a元担当、b担当、c担当)、d副実行委員長、運営担当者(e

責任者、f統括指導員、g保育コンサルタント）、M小「プラン」の「指導員」に対してイン

タビューを行い、施策や活動内容の変容について見解を尋ねた。なお、M小を選定したのは、

放課後子ども教室の実践が平成20年に文部科学省より表彰される等、M市を代表する実践

であること、またM小「指導員」の代表(hマネージャー）が、かつて同自治体で行った調

査の協力者であったため、施策変容に関する影響について率直な見解を聞くことができるこ

との2つである。「指導員」は、プラン・マネージャー（以下、マネージャーと略記)、放課後

子ども教室指導員（以下､教室指導員と略記)､児童クラブ指導員（以下､クラブ指導員と略記）

に分けられるため、hマネージャーに、各指導員の代表者を対象者として選定してもらった

(i教室指導貝、jクラブ指導員)。インタビューは1時間程度の半構造化面接を採った。調査

意図を説明し、許可を得た上で録音した。調査実施にあたって、筆者の所属する大学院の倫

理審査を受け、承諾されている。

以下では、上述の分析枠組みをもとに、まず第3章で施策計画(施策理念、施策運営）の

次元におけるボーダーとその越境に着目し、M市における「プラン」開始の経緯とその後の

施策変容の実態から、特に施策運営に焦点化して、クロスポーダーのマネジメントの実態を

確認する。第4章では施策実施（意識、実践）の次元でのボーダーとその越境に着目し、M

小「プラン」を事例として、これまでの施策変容が実践者にどのように認識され実践されて

いるのか、特に「指導員」(hマネージャー、i教室指導員、jクラブ指導員）の意識に焦点化

して分析を行う。
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3．クロスボーダーを意図したM市「プラン」の実施過程

(1)｢プラン｣開始の経緯と施策変容

①「プラン」開始以前：～2006年度

M市では、就労家庭の増加に対応するため、「プラン」導入以前の1992年度より児童クラ

ブを順次実施し、2000年度より市内すべての小学校において実施していた。児童クラブは

2005年度まで児童福祉課が所管していたが、学校施設を利用しているため教員から理解が

得やすいよう、行政職員の発案によって2006年度より教育委員会生涯学習課へ事業移管さ

れた。ただし、当初の意図は学校教育課への移管であり、この結果は「苦肉の策であった」

という(b担当)。

一方､子どもの増加や近所づき合いの減少に伴い､子どもの健やかな育成のために、学校・

家庭．地域が一体となって、安全な居場所を確保することを目的として、2004年度より3年

間にわたり「子ども居場所づくり事業」（以下、「居場所づくり」と略記）が実施された。｜司事

業は、文部科学省から「I県地域教育力再生プラン運営協議会」を通して事業委託を受け「M

市子ども居場所づくり実行委員会」が実施校に設置する「運営委員会」と連携し、学校の実

態に合わせて運営する方式をとっていた。だが、当時を知るGO小校長（当時、G小教頭）

によれば､｢居場所づくり」は､週1回学校が主体となり、ボランティアと協力しながら活動し、

連携やコーディネート機能のほとんどを教頭が担っていたという(8)。

②開始～民間委託前:2007～2011年度

2007年度には「居場所づくり」が文部科学省の補助事業として実施されることになり、そ

れを契機に、児童クラブと放課後子ども教室を連携して行う「プラン」として生涯学習課で

実施することになった(M市平成22年度｢報告書」:38頁)。

開始当初、生涯学習課では、行政職員の他、社会教育主事がコーディネーターを担ってい

た。一方、各「プラン」には、行政や学校、ボランティア、保護者等の外部との渉外や2つ

の異なる事業間のコーディネート機能を担うマネージャーが配置され、そのもとに教室指導

員とクラブ指導員がそれぞれ配置された。だが、生涯学習課は、2009年度より両事業の指

導員を「放課後子どもプラン指導員」（以下、プラン指導員と略記）に名称変更し、一体化を

図っている。これに伴い、ネームプレートの表記等も統一されたが、補助金に関わる区分は

依然として存在している。

また、M市「プラン」はすべて学校敷地内で実施している（一部、新施設建設工事のため

敷地外施設利用中)。生涯学習課は、2010年度より学校との連携強化を意図して各小学校

の校長を各施設の「施設長」として位置づけ直した。現在の行政職員(b担当、c担当）は、

2006年度に児童クラブを学校教育課に事業移管できなかったことが背景にあると語ってい

る。また、施策変容時に関わっていたa元担当は「校長先生が今までよりも「プラン」に意

識的にかかわるようになった」と語っている。さらに、児童クラブでは、2010年度より土曜

保育を開始し、2012年度より対象児童を4年生まで引き上げ、学校敷地内専用施設を随時建

設する等、2015年度以降の「子ども・子育て関連三法」の施行を意識した拡充の動きもみら
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れる。

③民間委託後:2012年度～

M市では、指導員の資質・能力の向上等の課題に対して「民間のノウハウを積極的に活

用しサービス向上を図〔る〕」目的から、2012～2014年度まで、保育系株式会社A(以下、A

社と略記）に「プラン」の運営面での業務委託を行っている(M市平成23年度｢報告書」:39

頁)。現在は、e責任者、f統括管指導員、g保育コンサルタントの3名が、9つの「プラン」

の事業運営に関わっている。日頃より各施設を巡回し、指導員等の相談に応じ危機管理対応

を主として行うf統括指導員は、学校管理職経験者かつM市「プラン」のボランティア経験

者でもある。委託の際、生涯学習課より教員経験者を1名配置することが条件とされたため

採用された。運営にあたり、教育活動の専門家の知見を得たいという意図があったとb担

当は語っている。指導員の相談に応じ、指導員への研修を企画実施するg保育コンサルタ

ントは、e責任者の発案により、実践的課題を解決するために配置された。なお、委託に伴

いマネージャーや指導員もA社に帰属することになった。

また、e責任者は「すべての子どもの保育」を目指した方針を立てているため、放課後子

ども教室と児童クラブとの「区別意識」を取り除きたいと語っていた。A社職員によって、

両事業間の越境を意図した直接的な取り組みは行われていないが、彼らは皆、指導員が共通

してもっている「縄張り意識」を課題と認識している。

(2)運営実態

つぎに、業務委託後の運営面に着目する。行政職員は、委託後、f統括指導員と毎日10時

から生涯学習課で打ち合わせを行い、その後、f統括指導員が各施設を訪問している。打ち

合わせでは、前日の訪問によって得られた各施設の情報とその日の訪問先の予定の両方が報

告される。これまでは、担当職員の人数が限られているため、定期的に各施設を巡回するこ

とは困難であった。a元担当は「当初、委託は不安であったが、委託したことで柔軟な対応

ときめ細やかな管理が可能になった」と、その効果を語っていた。また、e責任者によれば、

委託後も「プラン」の活動内容は各施設で検討され実施されるスタイルが維持されていると

いう。

またM市では、事業実施にかかわり複数の会議や委員会を実施している。規模の大きい

ものから順に､年度計画及び実施報告を主とする「実行委員会(4～5月､3月)」､学校毎の「運

営委員会(4～5月、3月)」、マネージャーや指導員が集まる「フ･ラン会議(毎月1日)」、必

要に応じて行われる「マネージャー会議(不定期)｣、各プランでなされる「ミーティング(活

動時)」がある。「実行委員会」は生涯学習課が､「プラン会議」や「マネージャー会議」はA社

が､「運営委員会」や「ミーティング」はマネージャーがコーディネートしている。各施設の

活動内容は「ミーティング」で決められるため、M市「プラン」の運営のほとんどがマネー

ジャーによって担われていることがわかる。「プラン会議」には、毎回ローテーションで各施

設の指導員が同席するため、施設間の情報共有の意味合いも強い。観察記録によれば、毎月

1日に約2時間開かれる「プラン会議｣の3／4の時間は、「危機管理対応」と「無料日の活動内

容」の情報共有の時間に充てられている。前者は、毎回、先月分の事故報告をもとにf統括

ユユ4
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指導員によるケーススタディが行われ、年に1回は避難訂||練も実施している。後者の無料日

とは、放課後子ども教室において小学校ごとに原則毎週1回行われる体験活動や工作等の活

動日のことである。活動内容は、主に教室指導員によって企画され、子どもは登録さえして

いれば、指定された日時の活動に無料で参加できる。委託後は、外部講師を呼ぶことが増え、

会議では、活動内容や予算、子どもの反応等についての報告が行われている。

(3)施策運営の次元でのクロスボーダーの内実

以上のように、M市では、①児童クラブの生涯学習課への移管、②「プラン指導員」への

名称統一、③校長の「施設長｣化、④A社への業務委託、⑤諸会議の設置と様々な施策運

営の次元でのクロスボーダーが確認できる。その結果、A社運営のもとマネージャーが各施

設でのコーディネート機能の大半を担い、「う°ラン指導員」と名称統一され、連携した活動が

行われている。

クロスポーダーの対象に着目すると、①と②は行政組織内における教育委員会と児童福祉

課というアウターボーダーの越境、③は学校教育課と生涯学習課というインナーボーダーの

越境を意図したものである。また、④は教員経験を有する者の採用条件や指導員間の区別意

識の除去という生涯学習課と同様の考えを持つA社を採択したこと等から、両ボーダーを

共に越境する試みである。だが､「プラン」すべてを委託することは行政と民間のボーダーを

越境する試みでもある。最後の⑤は、それら複数のボーダーの越境を意図した仕組みであっ

た。つまり、M市「プラン」の実施に伴う施策運営の次元でのクロスポーダーは、「教育と福

祉のインナーボーダーとアウターボーダー」と「行政と民間のボーダー」とをそれぞれ越境

する取り組みの連続であった。だが、それらのクロスボーダーは具体的な活動内容の関与に

は至らず、間接的に進められ、日常的な活動内容のほとんどは各施設の「指導員」に任せら

れている。また、それは業務委託後も変わっていない。
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4.rM小プラン指導員』の施策変容に対する認識

(1)施策実施の次元でのクロスボーダーの内実

以上の施策変容が｢指導員」にどのように認識されているのかについて、M小う°ランでの

聞き取り調査をもとに分析する。

|認識①:A社への業務委託による影響l

まず、3名に共通していたのは、A社への委託による影響の認識である。例えば、hマネ

ージャーは、普段から「指導員」の子どもへのかかわり方には「安全に遊べているかを見守

る」側面と「一緒に楽しく遊ぶっていう側面」があり、「うまいバランスで、この二つとそれ

ぞれの指導員がかかわっていけるのがおそらく一番理想的」だと考えていた。だが委託後、

e責任者等により「安全に遊べているかを見守る」ことが重視され、子どもと「一緒に楽しく

遊ぶ」ことが減少したと感じている。だが一方で、以下の語りのように、A社への業務委託

によって運営の方向性や指導員への役割期待が明確になってわかりやすくなったという認識

も確認できる。

h:もっとも〔影響を受けたの〕だと、やはりA社に委託されたときでしょうかね。

その瞬間というか、 A社になってこういうふうに「プラン」を運営していきましょ

うというようなはっきりとした方向性が具体的な言葉で示されているので、だから、

理解しやすいですね。 漠然としていないので。私は理解しやすいです。マネージャ

－が何を求められているかっていうこともわかりやすいし、指導員の先生たちに何

を求めているのか、保護者にはどういう立場で接してほしいのか、子どもに対して

は、どういう立場に自分がいるのかとか。

また､i教室指導貝は､不満や意見を「聞き入れてくれる体制はやっぱりA社の方が多〔い〕」

と語っている。これまでは生涯学習課との1対1の関係であったため聞き入れてもらいにく

かった意見や要望も、今では「どうすればいいかとかって相談に乗ってくれて……（中略）

･･･…柔らかく受け止めてくれる」と、委託の効果を肯定的に認識している。

[認識②:放課後子ども教室と児童クラブのクロスポーダー］

hマネージャーやjクラブ指導員は、M市で行ってきた施策運営の次元でのアウターボー

ダーの越境は、指導員の実践にはほとんど影響がないと語っている。jクラブ指導員にとっ

て、「プラン」の実施は、当初から「『マネージャーって何？』とか……（中略)．．…･『教室とク

ラブの違いは何だろう？』」と悩むことと隣り合わせであった。だが､「基本的には決まった

ことに私達は従うということでやってきたので、特に子どもたち〔への対応〕は変わってい

ない」と、施策変容と子どもへの対応を切り離して考え、開き直るような論理も語りから捉

えられた。

一方、以下の語りに見るように、i教室指導員は、指導員間の「区別意識」を維持している。
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i:どうしても最初から〔教室指導員〕なので、私は。教室の指導員とクラブの指導員

を別って 〔施策的には〕別じゃないんだけれども、仕事的には別っていうような

考えでいて。でも、 ここはお互いが協力しあってやっている。だから、教室の先生

ももちろんクラブを手伝うし、クラブの先生も教室の子たちを見てくださる、 全体

を見ているっていう意識を、こっちに来たらあるので。それはいいことかなっと思

うんですけど。ちょっとごめんなさい、まとめられないんだけれども。う－ん…

上述の語りでは指導員間の関係を肯定的に捉える側面もみられるが､｢A社になってから、

みんな一緒だっていう考えでいてくださいっていうのは、その都度、会社の方も言っていま

すし、fさんとかの統括の方達とかも言っているから、そうしなくちゃいけないんだけれども、

私はそこまでの気持ちにはなれないっていうか…」とも、語っている。他方、jクラブ指導

員は、最初はhマネージャーに対する不信感等も抱いていたが、徐々に信頼関係が構築さ

れてきたと語っている。教室指導員に対しても「違う目で見てもらえるから、私達が気付か

ないところを色々教えていただけるから、〔｢プラン」は〕とてもいい機会だ」と肯定的な認識

である。

このような「指導員」による認識の差からわかるように、教室指導員とクラブ指導員の間

のクロスボーダーはあまり促進されていない。そのため、M小では、hマネージャーとi教

室指導員、あるいはhマネージャーとjクラブ指導員という「マネージャーを介した迂回ク

ロスボーダー」といえる現象が生じていた。例えば、hマネージャーは、自身の役割につい

て「どういうふうに一人ひとりの先生たちの『いい面』を仕事に発揮してもらえるのか｡……

(中略)……『この人のここがいい！』っていうのをやはりマネージャーは見抜いてそれを仕

事に活かしていけるような環境をつくらなければいけない」と語っていた。つまり、hマネ

ージャーは、指導員には様々な面があることを認め、多様な立場や専門性を有する一人ひ

とり異なった指導員の「いい面」をどのように活かすかということが重要だと認識する一方、

｢一人ひとりの先生〔＝指導員〕」へのコーディネートが役割となってしまい、両事業間のク

ロスボーダーが意識されていないのである。本事例では、結果的に子どもの発達課題や成長

過程を意識した活動を行うという共通のビジョンが両事業の指導員間で認識されていたが、

｢迂回クロスボーダー」がマネージャーと指導員間の個人的な相互信頼関係'9)を前提とするも

のであったことは留意しなければならないだろう。

[認識③:学校と「プラン」のクロスポーダーl

M市では、施策運営の次元でのインナーボーダーの越境も行っていた。だが、以下のh

マネージャーの語りに見るように、M小では、校長が｢施設長」として位置づけ直されたこ

との影響はほとんど認識されていない。

h:実際は1年間を通して何かしていただくってことはほとんどなくって、運営委員会

にでていただくのと、実行委員会にでていただいて。一応その肩書きですよね、で

すから 「施設長エコて。後付けの肩書なので。

ですね‘

1 1 ' 一 7
上上ノ
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そんなに影響はないですか？

ないですね。実質の活動には…私はないですね。ただ、場所をお借りしているので

そういう意味では敬意を払うっていうことは十分に必要だと思いますけど、学校の

Ｉ
ｈ

職員に対して。でも それ以上でもそれ以下でも私の中ではないです‘

また、jクラブ指導員も、校長は「ほとんど私たちと直接の交流はない」と語っていた。同

様の認識を持つi教室指導員は、前勤務施設で協力的な管理職に出会った経験を踏まえて、

｢学校をお借りしているっていう立場なので、学校の協力を得るっていうためには、やっぱ

り上層部がご理解いただけるっていうのが大きい」と語っている。つまり、「指導員」にとっ

ては、「施設長」であるか否かと、施策について「どういう活動かっていうことや、学校との

連携をどうするかっていうことを知っている」か否かということは、別だということがわか

る。

以上のように、M市では、クロスポーダーを意図した施策変容が様々になされていたが、

｢指導員」にはA社への委託を除いて施策実施の次元での影響はほとんど認識されておらず、

施策変容は非常にかかわりの薄いものであった。そのため、M小「プラン」では、hマネー

ジャーを介した「迂回クロスポーダー」によって、両事業の指導員間の連携がなされていた。

また、引用したi教室指導員の語りからは、子どもや保護者への具体的な対応においてもク

ロスボーダー実践がなされている可能性も推察されるが、本研究でのインタビューデータか

らは、それ以上に指導員の位置づけや役割意識、関係性等について、「指導員」の閉鎖的な意

識が浮き彫りになった。

(2)施策実施の次元における｢指導員｣のクロスボーダー認識を阻害する要因

では、何が｢指導員」の意識を閉鎖的にし、施策実施の次元でクロスポーダーが促進され

ていないという認識を生み出していたのだろうか。M小「う°ラン」の分析からは、以下の3

つの阻害要因を抽出することができる。

第1に、「<わかりやすさ〉によるクロスボーダーの必要性の低下」である。M小では、委

託により示された「はっきりとした方向性」がhマネージャーの拠り所となり、これまでの

不安を解消することにつながっていた。だが、このことは職務の複雑性を低下させ、マネー

ジャーの負担を減少させる一方、指導員をコーディネートするという役割意識を低下させる

ことにもなった。例えば、hマネージャーは、委託によって求められる役割が変化したにも

関わらず、各指導員が｢役所の時のままの『思い』」であり「それが時々働き方や子どもへの

向き合い方に出てくる」という問題に対して、「全体で指導員を集めてe責任者の口から言え

ば伝わると思う……（中略)……私を介して先生方がそれを聞くのではなくて、直接事業部

の責任者からの言葉として早くメッセージを届けてもらいたい」と、役割転換を望んでいた。

第2に、「教室指導員間の統合性の高さ」である。例えば、i教室指導員は、「きちんと並ぶ

時は並ぶ、声かけられたらすぐケアするとか……」と、認識の共有化を図り「同じように言

葉かけができている」ことから、M小の「教室指導員間の統合性の高さ」を感じている。だ

がそのため、「今は私は教室〔指導員〕だからそこ〔＝クラブの活動や話し合い〕までは立ち
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入つちや申し訳ない｣、「クラブの指導員として活動できるなら、やっぱり意見としてみんな

の話し合いの時に言えるかもしれないけれど……」と両事業間の区別に強いこだわりを持っ

ている。つまり、「統合性の高さ」が当初より抱いていた区別意識の解消を阻害していたと考

えられる。

第3に､「<専門性〉の弱みという『指導員』の意識」である。上述のように､M小とM小「プ

ラン」との間のクロスポーダーは、施策実施面において「指導員」にはほとんど認識されて

いなかった。それは、以下のi教室指導員の語りに見るような「<専門性〉の弱みという『指

導員』の意識」によるものである。hマネージャーも、教員と比較しながら「素人集団なので、

わたしたちは。専門性っていっても、専門職として資格をもっているわけでも、勉強を積み

重ねてきた集団っていうわけでもないので」と語っている。

専門的なことしているという意識は…ごめi:専門性っていうのは、…難しいですね。

んなさい、ない…。まあ特殊的な仕事一まあ特殊的な仕事ではありますけれども、指導しているわけで

はないし、 学校の先生という立場とはまた違うと思 )ので。

(中略）

i:やっぱり、 しっかり した先生という立場の教育を受けてきて それなりの勉強もな

さってい て それなりの立場を得ているというか それなりの勉強もしてきて いる

から、わたしたちよりは子どもたちのかかわり方が違うから別っていうか、ほんと

に専門的教育者っていう立場で見るっていうか、見るべきかなと思っているんです

けれども。

このような「<専門性〉の弱み」は、保育士免許や教員免許等の資格の有無として、個々の

指導員間においても認識されており、教育と福祉という境界とは異なる線引きが確認できた

Ⅲ01｡例えば､i教室指導員は「指導員」とは学校の先生や「親とは違う近所のおばさん的な感じ」

であるとしつつ、だが、資格を有し「きちんとした経験のある人もいるでしょうから、そう

いう人たちは専門的に私はできるんだっていう態度で接している方はそれで私は構わない」

と語っていた。

なお、施策実施の次元でのクロスポーダー認識を阻害する要因は施策運営の次元でのクロ

スポーダーと無縁ではない。例えば､「統合性の高さ」は文部科学省と厚生労働省の行政的分

断に伴う補助金申請上の枠組みが残存していることや、M市「プラン」の活動内容の企画運

営を「指導員」の自律性に委ねているがゆえに生じている可能性が高い。また、「<わかりや

すさ〉によるクロスポーダーの必要性の低下」は、施策運営の次元でのクロスボーダーを意

図した民間委託によって引き起こされた、意図せざる結果であったと考えることができるだ

ろう。つまり、施策運営と施策実施という両次元のクロスポーダーは相互に影響していると

考えられる。
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5．考察と課題

本槁では、自治体教育行政による「プラン」の実施を、施策計画（施策理念、施策運営）

と施策実施(意識、実践）という各次元でのクロスボーダーの交錯として捉えた。その結果、

施策運営の次元で様々なボーダーを越境する取り組みを連続的に行っている自治体であって

も、施策実施の次元で「指導員」の意識が閉鎖的であることから、「教育と福祉のクロスポー

ダー」が充分になされているとは言えない現状が明らかになった。また、放課後子どもプラ

ンにおいては、｢行政と民間のボーダー」や「<専門〉とく非専門〉のボーダー」といった教育

と福祉とは異なるボーダーの存在が明らかになった。以下では、これらについて考察する。

まず、M市では、施策運営の次元で「教育と福祉のインナーボーダーとアウターボーダー」

と「行政と民間のボーダー」とを、それぞれ越境する取り組みを行っていたが、ボーダーの

越境に対する「指導員」の意識は閉鎖的であり、施策実施の次元でボーダーは強固に残った

ままであった。施策実施から5年が経過しているため、実践者の意識は施策の導入当初に想

定される混乱や葛藤とは異なるものであったが、短期的な意識の揺れ(混乱や葛藤)が落ち

着いた後も、なお維持され続けるボーダー意識や施策運営による意図せざる結果としての新

たな意識の生成が確認できた。また、「指導員」の意識の閉鎖性が発端となり、アウターボー

ダーの越境においてはマネージャーを介した「迂回クロスポーダー」という方法が採られる

という実態も明らかになった。自治体教育行政は、このような実践から生まれた方法を起点

として越境の仕組みを再構築する等、施策実施と施策運営の次元を往還するようなマネジメ

ントをする必要がある。

また、本事例において、A社への業務委託は、「すべての子どもの保育」を目指した方針や

｢区別意識」の排除などを通して、「教育と福祉のクロスボーダー」を促進するものとして機

能していたと考えられる。すなわち、教育と福祉という二項対立を越えた放課後施策の実施

の可能性を模索するものであった。施策実施面においても、「指導員」からその影響をもっと

も認識されていたことからも、このことは理解できる。だが同時に、それ自体が､「行政と

民間のボーダーの越境」という課題を生み出していた。M市では、施策運営の次元で、諸会

議を通じてその越境を試みることで対処していた。しかし、施策実施の次元では、方針や職

務がくわかりやすく〉なったことによる指導員自身のクロスボーダー当事者意識の低下とい

う意図せざる結果をもたらしていた。

さらに、本事例より、「<専門〉とく非専門〉のボーダー意識の存在」という教育と福祉のボ

ーダーとは異なるボーダーの存在が示されたことは、それそのものも意味あることだが、現

実には子どもの放課後における「教育と福祉のクロスボーダー」の事例が複数の異なるボー

ダーの越境の交錯の場である可能性を示唆している。例えば､「<専門性〉の弱み」は、保育

士免許や教員免許等の資格の有無として個々の指導員間において認識されていたことは､｢教

育／福祉」のボーダーと交わる「<専門>／<非専門>」というボーダーがある可能性を示唆し

ている。つまり、子どもの放課後支援にかかわる「指導員」は、教育に「<専門>／<非専門>」

があり、保育にも「<専門>／非専門｣」があると捉えながら、その両者において自身のく専門

可へ八
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子どもの放課後支援事業のマネジメントにおける「教育と福祉のクロスポーダー｣(鈴木）

性>やく非専門性〉を認識していると考えられる。

なお、このような異なる潜在的なボーダーの存在という新たな視点が得られたことは、子

どもの放課後における教育と福祉という現代的課題における実践者の意識に着目した結果で

ある。これまでの研究対象では、すでに専門性の高い者同士のクロスボーダーが対象とされ、

施策運営の次元で仕組みを整備すれば施策実施の次元でクロスボーダーが問題視されること

はなかったのであろう。そのため、「<専門〉とく非専門〉のボーダー意識の存在｣等は看過さ

れてきたと考える。「放課後子ども総合プラン」の策定によって、今後ますます同一小学校を

拠点とした学童保育と放課後子ども教室の一体型実施が促進されることになる。本稿で得

られた結果は、これらのシステムの背後に実践者の様々な「ボーダー意識」が潜在しており、

自治体行政はそれを観察し、緩和し、活用する視点が必要であることを示唆していると言え

るだろう。

だが、本研究のフィールドワークは主に会議や委員会を対象としたものであった。したが

って、本研究は、施策実施の次元でのクロスポーダー実践が、自治体における新たな理念や

概念を構築するという、幼保一元化の研究から得られた仮説を検証するにはデータに限界が

ある。また、施策理念についても「M市次世代育成支援対策行動計画(2005～2014年度)」

において「プラン」に関わる施策に対する一貫した施策理念が存在することが推察されたも

のの、インタビューデータや収集した資料からこの点を検証することは困難であった。よっ

て、M市の施策理念の構築に関する資料収集や、子どもや保護者への具体的な対応という

実践に焦点をあてたフィールドワークを蓄積することが今後の課題である。

なお、本研究は事例の限定性があり、得られた知見を一般化することは困難である。だが、

今後も事例分析を蓄積し知見の一般化を図るとともに、得られた知見のフィードバックから

アクションリサーチを行うことで、より良いマネジメントの方途を検討することが可能であ

る。この点も今後の課題とする。

注
仙 後述する｢地域子ども教室｣が市町村から高い評価を受け、従来の活動内容に学習が加えられ、補助

事業として継続実施された事業である。

共働き家庭等の留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対して、放課後に適切な遊びや生活の場を

与えて、その健全な育成を図ることを目的とする事業である。以下、本稿では文脈に沿って｢学童

保育｣や｢児童クラブ｣と表現する。

例えば、自治体による“教育と福祉との連携方策"の検討や、“立場を超えて"学校も連携する必要性

など、今までよりも「クロスポーダー｣を意識した文言が多くみられる。

以下、文献及びインタビューからの引用内での〔〕は、筆者による補足。

本稿では主に教育の側面について論じているが、福祉の側から見たインナーボーダーについても児

童館と学童保育との関係等において確認することができる(鈴木2012)。

青少年の問題行動の深刻化及び地域や家庭の教育力の低下等の緊急課題に対応するため、文部科学

省が委託事業として2004年度より3か年計画で実施した事業である。

実行委員会に1回、M小児菫クラブ保護者会に1回、K小運営委員会に1回、運営委託者による研修

会に2回参加している。

(2)

(3)

１
１
４
５
１
１

(6）

(7）

1勺司
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(8)2013年9月26日にインタビューを実施。同様に本研究にかかわって、残りの小学校の校長や｢指導

員｣にも調査を行っている。

(9)jクラブ指導員は｢マネージャーと一緒に仕事がしたい…(中略)…一緒の目線でいてくれるし、笑い

あえるし、そういう存在なのにすごく教われるし…」と語っている。

(10)認識されたく専門性〉とは、必ずしも養成と研修を踏まえた専門的知識や技能に限らない。
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