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平成２９年第１回関市総合教育会議 

 

１ 日 時 

開会 平成２９年１月１８日（水）午後 ３時３０分 

閉会 平成２９年１月１８日（水）午後 ４時２９分 

 

２ 場 所 

関市役所 ３階 庁議室 

 

３ 構成員で出席した者 

   市   長       尾 関 健 治 

教育委員長       足 立 司 郎 

教育委員（職務代理者） 井 藤 さやか 

教育委員        田 中   彰 

教育委員        奥 村 陽 子 

教育長         吉 田 康 雄 

 

４ 説明のために出席した者 

教育委員会事務局長     渡 辺 数 忠 

教育総務課長（会議録書記） 宇佐見 秀 秋 

学校教育課長        森   正 昭 

 

５ 出席した事務局職員 

教育総務課主任主査     酒 向 希久子 

 

６ 協議事項 

（１）マイサポーター制度について 

（２）コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）について 

（３）その他 

 

 

議事内容（概要） 

 

○渡辺教育委員会事務局長 

  平成２９年第１回関市総合教育会議を開催いたします。 

はじめに、尾関市長から御挨拶をお願いいたします。 

 

○尾関市長 

  皆様、こんにちは。 

  今日、市役所のホームページで、この会議の開催の案内が出ておりまし

た。お聞き及びかもしれませんが、先般の議会の一般質問で「誰もこの会

議の開催を知らないのでは」というお話をいただいておりまして、「告知に
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努めます」とお答えしましたことから、今回、しっかりと御案内をさせて

いただきました。 

  議員の方でも、一般の方でも、関心がある方の傍聴は大歓迎ですので、

今後も告知は、しっかりと行っていきたいと思っています。 

さて、ご存じのとおり、本年度、教育振興計画の今後の５年間の計画を

策定するということで、私自身も、案を拝見させていただきました。これ

までも教育委員会では、新しい取り組みも含めて、積極的に取り組んでい

ただいておりますが、新しい計画の中にプログラミングといいますか、論

理的思考能力というのか、こういうふうに仕組めばこうやって物事が動い

ていくというような、プログラミング教育を全ての子どもたちに学んでも

らうというのは、ちょっとハードルはかなり高くなるそうですけれども、

プログラミング教育でもランクがあるそうで、その論理的思考力を含めて

関心がある子は、例えば夏休みなどに講座などをやってもおもしろいのか

なというふうに感じておりますので、そういったものを 1 つ加えていただ

くのもいいのではないかというお話もさせていただきました。 

最近、ＳＴＥＭというんですかね、これからの人材に必要なものが、サ

イエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティックス、数学で

すね、最近では、アートの「Ａ」、芸術を加えたＳＴＥＡＭといった言い方

もするようですけれども、ＡＩ、人工知能の話が全ていいとは感じられま

せんが、今後の子どもたちの必要な力としては、そういう方向にさらに進

んでいくんだろうなというふうに思いますので、心の問題も大切でありま

すが、もう１つ新しくそういったものを関市として新たに取り組んでいく

のも良いのではと考えておりますことを冒頭に申し上げまして、御挨拶と

させていただきます。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

 

○渡辺教育委員会事務局長 

  ありがとうございました。 

続きまして、足立教育委員長から御挨拶をお願いいたします。 

 

○足立教育委員長 

  教育委員会を代表して御挨拶申し上げます。 

今年、第１回目の関市総合教育会議、これは市長さんと直接こうして協

議できることは本当にありがたく思いますし、感謝を申し上げます。 

昨年の総合教育会議では、いじめの現状と対策ということについて協議

を行いましたが、いじめの問題は、教育委員会制度の発端となった大津の

自殺事件から、それ以降も全国ではさまざまなところで、さまざまな取り

組みがなされてきておりますが、近年の新聞報道等を見てもなかなかそれ

が減少に至っていない、その対策がなかなか功を奏していないようなとこ

ろも見受けられるわけで、その深刻な状況というのは本当に後を絶ってい

ない状況で、非常に残念に思っております。しかし、これは学校だけの、

また家庭だけの問題ではなく、やはり日本全体として、また地域全体とし

ても考えていかなければいけないことになっているのかなというふうにも
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思っています。 

このような中、関市では、マイサポーター制度という取り組みが行われ

ておりまして、教育相談体制の充実ということを図っているところです。 

今日は、そのマイサポーター制度とコミュニティ・スクールという、２

つの議題について御協議を賜りますが、それぞれ十分に意見交換ができ、

有意義な場となって、さらに子どもたちがいじめや悩みに苦しむことなく、

安心して元気に学校へ通えて、友達とも仲よくやっていけるような、そん

な学校を地域とともにつくっていけたらと、こんなふうに思っております。 

本日の会議は、その指針ということではありませんが、いい環境ができ

あがっていくような内容になっていくことを期待しております。 

どうか皆さん、よろしくお願いいたします。 

 

○渡辺教育委員会事務局長 

  ありがとうございました。 

それでは、協議事項に入らせていただきます。 

本日の会議につきましては、関市総合教育会議設置要綱に基づきまして、

市長に議長をお願いして会議を進めていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○尾関市長 

それでは、私のほうで会議を進めさせていただきます。 

まず、協議事項の１点目でございますけれども、「マイサポーター制度に

ついて」を議題といたします。 

この点について、事務局から説明をお願いします。 

 

○森学校教育課長 

よろしくお願いします。 

資料の１ページをお願いします。「マイサポーター制度」につきましては、

子どもの相談体制の充実ということで行っているものです。 

これまでの全小中学校には、スクールカウンセラーやスクール相談員、

心の相談員等配置されておりました。そういった面で相談体制をやってき

ましたが、平成２６年度から、このマイサポーター制度を導入しました。 

主なねらいは、いじめとか不登校、そういった子どもにとっての不安や

悩みを早期発見、早期対応する、単純には、子どもにとって最も相談しや

すい環境をつくりたいという願いから導入したものです。簡単に言います

と、児童生徒が自分が最も相談しやすいと思う先生を指名するという制度

です。 

この導入にあたっては、期待と不安があり、期待としては、子どもたち

が相談しやすくなる、学級担任が１人で問題を抱えなくていい、全職員で

情報が共有できるということがありました。一方、不安としては、担任が

２人いることにならないかとか、児童生徒の人気投票で選ばれないかとか

いうことがありました。 

試験的に、平成２５年度に小中１校ずつでやっていただいたところ、不
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登校の解消なり、いじめの早期発見に役立ったというような報告を受けた

結果、平成２６年度から関市内の全小中学校で導入しました。 

方法・手順としては、子どもたちに自分が指名したい教員の名前を用紙

に書いてもらい、集約して、指名された先生にカードを渡します。資料の

４ページをお願いします。４ページの右下には「安桜小学校・マイサポー

ターについて」を掲載しておりますが、最初の４月又は５月に、子どもた

ちが「私のサポーターは誰々先生」というのを学校に提出して、そのまと

めたものを５ページにあるようなカード、資料には瀬尻小のカードを掲載

しておりますが、それをマイサポーターの先生から子どもに直接手渡しを

するというような流れで決まっていくという制度です。 

指名された教員はどんな内訳かということで、 １ページの５番ですが、

Ａ中学校では学級担任の７６人よりも学年フリーの先生の方が多く２４０

人、Ｂ小学校については、担任が中心ですが、フリーであったり、養護教

諭がちょっと多く、やっぱり保健室の先生というのが相談しやすいのかな

あというふうに感じています。 

２ページ目をお願いします。導入にあたっての不安として、担任が複数

になり、本来の担任がやりにくくならないかということがありましたが、

そういった不安はないという報告がありました。それから、児童生徒の人

気投票という面でも、そういった問題はなく、自分が本当に相談しやすい

人を選べるという環境になったと考えております。 

相談件数は、７番ですが、マイサポーターとその学校におけるスクール

カウンセラーへの件数が、ある学校では７５８件がマイサポーター、スク

ールカウンセラーが６１０件ということで、マイサポーターは常時学校に

いる先生なので、そういう面も含めて増えてきている。不登校の人数につ

いては、総数は１１０人前後ですが、新規が少しずつ減少してきていると

思います。いじめの認知件数については、７０件から８０件ということで

すが、特に文部科学省からの通知により、軽微なものも報告し、報告があ

ったことをきちっと解消していくという流れでやっておりますので、８０

件前後ということは年々変わらないと思います。 

成果としては、８番で、いじめの早期発見、認知件数よりも早期発見で

きたこと、未然防止につながったこと、それから児童生徒からの相談が増

えたこと、児童生徒について情報が多く集められた結果、児童生徒の理解

が深まった、また多くの先生が児童に関わりを持てるようになったという

ようなことがあります。 

微々たる成果かもしれませんが、１人でも未来を担う子どもたちが悩ん

だり苦しんだりしていることが少なくなって、相談できる、１人でも悩ん

でいる児童生徒がいたら救えるということが大切なことだと思っておりま

して、この制度を継続していきたいと考えています。 

それから、自分には相談できる大人、先生がいるということだけでも、

子どもたちの安心感につながると思っています。 

６ページを見てください。実際に児童生徒の声、保護者の声、教職員の

声ということで、６ページの右、９番です。 

児童生徒の声としては、「嫌だなあと思うことがあったけど、サポーター
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の先生のところへ行って気持ちがすっきりして帰ることができた」とか「自

分の気持ちを理解してくれてとても楽になった。自分のことを気にかけて

いる先生がいると思うと安心感がある」、中学生の男子でもそういうような

思いを持っていたり、保護者からは、「娘の担任は男性なので、担任に話し

づらいときに女性のマイサポーターの先生に頼ることができるので心強そ

うでありがたい」という声もあります。 

教職員からは、７ページの 1 番上の「おわりに」の前にあるように、「そ

んなに気にしなくていいよと言っただけですが、本人はすっきりとして明

るさを取り戻し、元気に登校するようになりました。やはり相性というの

があるのでしょうか」という声がありました。人間なのでやっぱり相性と

いうのはだんだん出てくるので、大きくなればなるほど、その中で自分が

好きな先生というか、あの人なら話してもいいなあという先生がやっぱり

いると思うので、その人と話せるという環境ができていることは、とても

いいなあと思います。 

このことについては、東海北陸の教育長会等の場でも、教育長さんから

発表されたり提案されたりしておりまして、いろんな方々から「あ、いい

なあ」という問い合わせが結構多数来ています。 

以上でございます。 

 

○尾関市長 

マイサポーター制度についての説明が終わりましたので、この点につい

て、何か質問、御意見等ございますでしょうか。 

 

○井藤教育委員 

うちの子どももマイサポーター制度を利用しているという話は本人から

直接聞いていて、高学年なので、マイサポーター制度を実際に利用できて

いるかというと、なかなか高学年になると委員会の仕事とか、何かいろい

ろ子どもは子どもなりに休み時間も忙しいから相談できないということが

あるようで、でもサポーターの先生が「いつでもいいよ。どんなことでも

いいから話しに来てね」という声をかけてくださっているようなので、こ

の間も、相談じゃないことでも、いろんなことでも、ポツポツと話しに友

達と一緒に行っているような関係ができているようなので、サポーター制

度のことはすごくいいなとは思います。 

学校では、利用できる期間とかはありますか。 

 

○森学校教育課長 

一応、学期ごとに更新したり変える人は変えてもいいよというのは出し

ているようですが、年度が変わればもちろん４月にまた新しい担任も変わ

ったりするので、というふうでやっています。 

 

○井藤教育委員 

  どれぐらいの子どもが利用しているのか、親はどこまで知っているのか、

と思っています。全部の子どもが話すわけじゃないので、多分知らないお
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母さんとかもいるかと思います。私もこのマイサポーター制度ができると

きに手紙来たかなっていうぐらいの記憶でしかなかったので、もうちょっ

と親にも周知してあげると、おうちの人も安心されるかなと思います。 

 

○森学校教育課長 

  今言われたように、相談件数も含めて実際に活用されていることをもう

ちょっとＰＴＡの方に便りとか、やっていることを周知していったらいい

なと思います。ありがとうございます。 

 

○吉田教育長 

  ＰＴＡ総会のときに、マイサポーターの先生のところへ保護者の方が挨

拶に来られたという報告を受けておりますので、完全に徹底されているか

と思っていましたが、子どもが言わなければ、意外とまだ知られていない

かもしれませんね。 

 

○井藤教育委員 

  最初に制度を導入されたときは、何か多分見たような気もしますが、そ

れ以降、毎年そういうのがあるのかといったら、そうじゃないかもしれま

せんね。 

 

○森学校教育課長 

  学校によっては、「すぐ書いて」ってやっていて、保護者まで伝わってい

ない場合もあるかもしれませんね。 

 

○吉田教育長 

  徹底するようにしたいと思います。 

 

○田中教育委員 

  ２ページの７番のマイサポーターとスクールカウンセラーの相談件数で

すが、これは平成２７年の数字ですか。 

 

○森学校教育課長 

  そうです。 

 

○田中教育委員 

  マイサポーター制度が導入される前の、スクールカウンセラーだけのと

きは、何件ぐらいの相談があったかはわかりませんか。 

 

○森学校教育課長 

  今は資料を持っていません。 

 

○田中教育委員 

  多分、スクールカウンセラーだけの時よりは増えているでしょうね。 
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○森学校教育課長 

  はい。要するにスクールカウンセラーは、来る曜日が決まっているので、

常時はいないので、それだけ多くはならないと思います。 

 

○田中教育委員 

  マイサポーター制度を導入して、どれぐらい、例えば２倍ぐらいになっ

たのか、３倍になったのか、どうなのかと思って。 

 

○森学校教育課長 

  また、今年度の状況を含めて、確認をしておきます。 

 

○田中教育委員 

  はい。基本的には、教育長さんからもお聞きしていますけど、ほかの市

町村ではびっくりして「本当にこんなことができるんですか」みたいな質

問があるみたいですけど、関市としてはこうやっていますということが成

果として表れており、これは非常によかったと思っています。 

 

○吉田教育長 

  実は、これを導入する１年か２年前の平成２４年頃だったと思うのです

が、市の幹部職員にも話したことがあるんです。やっぱり皆さんが「そん

な担任の負担になって、それはやっぱり親としてよくない」というような

話でした。校長先生方も、学校の中に担任が２人もできるのは、という反

応でした。最初に名前を「マイサポーター」ではなくて「心の担任」とい

う名前で導入しようかと思っていたんですが、本当の担任と心の担任とい

うと、何か心の担任のほうが重くなってしまって、これは名前が悪いとい

うことで、いろいろ考えて出てきたのが「マイサポーター」という言葉で

す。これならいいだろうということで、試行的にやってみたら、我々が心

配するような担任の負担になるとかいうことは、意外なくらいにありませ

んでした。 

 

○森学校教育課長 

  結局、マイサポーターに相談に行っても、そのマイサポーターの先生か

ら担任は情報をもらっているので、単独でマイサポーターだけが対応して

いるわけではありません。 

 

○奥村教育委員 

  少人数指導等の加配がつき始めた頃から、私たちの頃の担任とは、意識

が随分変わってきております。かつて担任していた頃は、自分で担任した

子は、自分の力で何とか全てを受け持ってやりたいという思いで必死に頑

張っていました。今では、複数の目で子どもを見ていく、全職員で子ども

を育てていくという考え方が定着してきたということじゃないでしょう

か。 
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○足立教育委員長 

  そのことで、私も教育センターの相談部にいるときに、不登校の子たち

の対策はどうしたらいいかということを研究しましたが、不登校の子にか

かわる場合に、担任だけがかかわっていたんではなかなか進展していかな

いということが分かりました。その不登校の子も学級担任だけじゃなく相

談できる人にどんどんすればいいし、また担任の先生も自分だけで抱えて

しまうおそれがあるので、そうじゃなく、やっぱり情報が得られるところ

には、どんどん話し、そこから得た情報も含めて、また相談しながら進め

ていくという、学校が１つのチームとなって、学校全体で不登校の子に対

してのかかわりをしていったほうがいいという研究結果でした。 

  そのことを公に発表していますので、おそらくそういうことが各学校に

も伝わっている部分もあるのかなということは思います。確かその研究を

発表しましたのは、平成９年頃だったと思います。 

 

○奥村教育委員 

  教職員は意識改革をして、子どもたちに向かうということがとても大事

です。忘れてはいけないのは、あくまでもこのマイサポーター制度は、担

任とはどうしても折り合いがつかない、うまく心を伝えることができない

子の救いの場であるというふうに捉えていくことがいいのではないかと

思うんです。 

  といいますのは、学校には組織があって、さきほど言われたスクールカ

ウンセラー、スクール相談員、心の相談員、いろんな方がいる中で、マイ

サポーター制度が中心になってしまうと、弊害が出てくる心配があります。 

  あくまでも学校経営という立場から考えたときには、学校職員の組織を

きちんとして、組織力を強めていくということになっていくのではないか

と思います。学校経営とは、軽く考えるわけではないんですけれども、特

殊な子というとまた問題があるんですけれども、高学年になってどうして

も担任とうまく折り合いがつかない、うまく話ができないという子の救い

と考えればいいと思います。 

 

○尾関市長 

  あと、この件についてよろしいですか。 

 

○森学校教育課長 

  最後に１つだけ。実は、これは子どものサポーターなんですが、今後、

教員向けのマイサポーター制度を校内もしくは市内で広め展開していけ

ないかということを考えています。教員自体も格差が出てきて、若い先生

と年配の先生がというふうになるので、若い先生にとって相談しやすい方

というのをつくっていけたらと思っています。 

  以上です。 

 

○奥村教育委員 

  若い先生の指導ということになりますと、初任者を育てるというような
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計画がなされていくので、そういったことをする中で、さらにまた初任者、

中堅層とかいうことは、「まなびセンター」で研修計画もされていると思

うんですけれども、また新しい方向となると、より充実していくというこ

とになるんですね。 

 

○森学校教育課長 

  特に、不安な面とか、心の面とか、そういったことの相談相手なので、

授業力はもちろんですが、特に心の面と、そして授業力については、やっ

ぱり小さい学校では、教科で学校に１人しかいないんで、そういうときに

は学校を飛び越えた、「あの先生に数学教えてもらいたい」とか「英語教

えてもらいたい」という人も出てくるだろうから、両面で考えてみたいと

思っています。 

 

○吉田教育長 

  市長さん、市役所の若い人の病気なんて、ありますか。 

 

○尾関市長 

  数は多くないですけど、ある程度は出てきますね。 

 

○吉田教育長 

  教員は、なぜかやたら多いんですよね。 

 

○足立教育委員長 

  やっぱり、そうですね。先生方が孤立化してしまうというのがあります

ね。問題を抱えて、何とかしたい、しなきゃという責任感のあまり、どう

していいかわからないということだと思います。 

 

○吉田教育長 

  市役所は中堅ですか。 

 

○尾関市長 

  若い職員もいますね。部署によって、どうしても人相手のつらいところ

もありますので。学校の先生方はほんと人ばかりですので、子どもたちも、

親御さん、先生同士も、その辺はそれだけ普通の人より大変さというのは、

あるんだろうなと思います。 

 

○吉田教育長 

  市役所においても、メンターという制度をやっていますね。 

 

○尾関市長 

  そうですね。ただ、あまり、そこまで追ってないので、どこら辺まで効

果があったかというところまでは、数字で出してないと思います。でもそ

れは、メインはメインでしっかりしたものがあるわけなので、そこのサブ
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としてのいろんなサポートという意味では、幅広いほうがいいのかなとい

う気がしています。子どもたちもそうではないでしょうか。 

 

○足立教育委員長 

  そういう意味では、機関といいますか、学校とかだけじゃなくって、い

ろんな機関にも相談できるという道ですよね。 

 

○奥村教育委員 

  専門機関とか。 

 

○森学校教育課長 

  一般的にセクハラとか、パワハラとか、そういうのは、市では学校教育

課が相談窓口なんです。もしくは、美濃教育事務所の教職員の人事担当と

か、一応窓口だということは周知はしていますが、なかなかそこに来る前

にというのがありますね。 

 

○尾関市長 

  ちなみに、パワハラ、セクハラなど、どれぐらい相談があるんですか。 

 

○森学校教育課長 

  今年は１件もないです。まずは上司だと思います。校長先生とか教頭先

生。 

 

○吉田教育長 

  教育委員会とか、教育事務所の担当の人が担当へかけてくださいと言っ

たら、その課長は、びっくりしてしまうと思います。 

 

○尾関市長 

  そういうものですか。でも、内部ではだめで、外であえて事を大きくし

ようというか、解決してもらうということには、あんまりつながらないん

ですね。 

 

○森学校教育課長 

  ただ、よっぽどそのパワハラとかなんかで何か 1 人の人が何かあった場

合はここへ来ると思いますが、そこまでの状態はまだないんでしょうね。 

 

○尾関市長 

  各学校で早期解決にそれぞれ動いていただいているということですね。

校長先生を中心に、トラブルが起こりそうになったら、実際起きることも

あると思うんですけど。 

 

○吉田教育長 

  今、あんまりこれも大げさにしたくないんだけど、今、若い先生は市内
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で６００人ぐらいかな。 

 

○森学校教育課長 

  ６４０人ぐらいです。 

 

○吉田教育長 

  休職になっている人は、何人ぐらいいますか。 

 

○森学校教育課長 

  病気とか休職になっている人は５名います。 

 

○吉田教育長 

  結構多いと思いますよ。 

 

○森学校教育課長 

  ただ、復帰しつつあるというか、今のところ、来年も休まれるのは２名

です。今日も復職面談をしてきたばかりです。数的には、この６４０名分

の２名というのは、決して多くはないと思っています。 

 

○尾関市長 

  これは市役所もそうですね。数からしても、決して何百分の何という数

字は、それほどではないですね。 

 

○森学校教育課長 

  はい。 

 

○田中教育委員 

  何か、例えば例の電通の自殺の件で報道を見ていると、学校の先生なん

か本当にこれに近いんじゃないかと思います。 

  ハードな仕事なだけに、そういう点での提案というのはやっぱり必要な

のかと思います。 

 

○足立教育委員長 

  児童生徒に対しては、マイサポーターというのがあってね、これも救え

る部分があると思うんですけど、教職員に対してのケアとして、相談でき

るような場所がどこかあるんですか。 

 

○森学校教育課長 

  一応窓口はあるんだけど、結局そこを利用するまでに、まずは学校内で

おさまっているのが現状ですね。一番そういう情報をよく知っているのは

養護教諭、事務職員などが一番客観的に見ている。あの先生は最近様子が

変だとか。それを管理職が情報としてもらえて、学校のスクールカウンセ

ラーに実際に相談してもらったり、そういうのがありましたね。ちょっと
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あの人と話してみてって言って。で、話したら大分気分が変わるので。そ

のスクールカウンセラーから情報を得るという。 

 

○尾関市長 

  マイサポーター制度についてはどうですか。 

 

○奥村教育委員 

  すみません、私が間違っているかもしれないんですけど、マイサポータ

ーの中に校長先生が入っているということについて、校長とＡさん、ある

いは校長とＢさんという関係になってくるんですが、校長がそういう関係

を持つことについて、私は疑問に思います。全体が見えなくなってきたり、

本来の職務である大局的に見るということができなくなってくるような

心配があるんです。 

  校長は、職員、児童生徒を含めて、もっと広い立場で全体を見るという

ような形をとるのがいいかと思います。本当にマイサポーターになってい

いのかなと心配をしています。 

 

○尾関市長 

  実は、私もちょっとそこは、校長先生というのは、やっぱりパッと数字

を見たときに気にはなったんですね。別にえこひいきという話にはならな

いのでしょうが。私の考えからすると、あえて避けたほうがいいような感

じはしますね。 

 

○森学校教育課長 

  実態がちょっとつかめていないので、どの程度この校長先生に本当に相

談に行っているのか、関わっているのか、声かける程度とか、中には全く

相談しない子もいますし、サポーターとして話しやすそうな校長先生なの

で名前を書いたという程度の子もいるので、また確認して、本当にあんま

り弊害があるようだったら、そういうことも対応していきたいと思います。 

 

○尾関市長 

  マイサポーター制度についてはよろしいですか。 

  では、続いて、（２）のコミュニティ・スクールについて議題とします。 

  事務局から説明をお願いします。 

 

○森学校教育課長 

  資料の８ページの図が基本で各校長先生方に示したものです。９ページ

から１３ページまでが、この学校運営協議会の設置等に関する教育委員会

の規則、そして１４ページから後ろは各学校の会則の例ですので、８ペー

ジの図で説明させていただきます。 

  そもそも、コミュニティ・スクール、学校運営協議会というのは、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の４７条の５項が平成１６年に制

定されたことから始まりました。 
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  単純に何かというと、地域の教育力を学校に活かすというものです。「保

護者及び地域住民が学校の運営に積極的に参画することにより、その意向

を学校運営に的確に反映し、児童生徒の健全育成と一層地域に開かれた信

頼される学校づくりを実現することをめざす」ということが目的です。 

  今までも、関市では、共生学校づくり推進委員会と学校評議員会という

地域の方が学校に参加していただける会があったので、それをまとめて 1

つにして学校運営協議会にしていけないかという発想で始まりました。 

  平成２３年度から富岡小、それから下有知中、小金田中、旭ヶ丘小と昨

年度まで指定をし、試験的にやっていただいて、来年度の４月、来年度の

１学期中に全小中学校に運営協議会を置けないかという見通しで今年度

進めてきて、実際に２８年度に下有知小、博愛小、武儀東小、津保川中で

会則を整備して、この運営協議会が始まっています。だから、今現在市内

８校でやっているのが現状です。 

  では、何をやるかというと、大きなことは、左上の「学校運営協議会の

役割」ということで、まず教育委員会が運営協議会を置く学校を指定しま

す。もとは学校がやりますというのがあって指定するんですが、そして学

校との関係では、校長が作成する学校の運営の基本方針の承認を運営協議

会に得ます。そして、運営協議会が学校運営について教育委員会または校

長に意見をすることができる。そして地域へは理解や協力や参画を促す、

もしくは説明したり公表をするというのが主な運営協議会の役割です。 

  何を承認してもらうかというのが一番右の真ん中あたりです。協議会の

承認事項、学校の教育目標及び学校運営の基本方針、教育課程の編成、予

算の編成及び執行、それから学校の施設や設備管理に関すること、運営の

実績などについて、承認をしていただくというような会です。 

  委員としては、地域の住民の方、保護者、学識経験者、学校代表、多く

の学校は校長、教頭、教育委員会が認める者ということです。 

  また、運営協議会の下に部会というのが分かれていて、部会については、

その左下にあるように、地域部会とか家庭部会とか、今はＰＴＡの会があ

りますので、そういうものを含めてまとめてやっていけばいいのかなとは

思うんですが、そういういろんな部会をやって学校の運営がうまくいくよ

うにということで、これは学校ごと工夫をしていただいているという段階

です。 

  これがなぜできたかというと、やっぱりいじめや不登校それから地域社

会の人材を学校に入ってもらおうという部分、それから教職員の多忙化に

助けていただくような部分も含めて、学校が抱える課題を地域総がかりで

何とか子どもの成長のための教育を実現しようというのが主な背景でご

ざいます。 

  以上です。 

 

 

○尾関市長 

  説明が終わりましたので、御質問、御意見等をいただきたいと思います。

いかがでしょうか。 
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○森学校教育課長 

  議会でも質問があったんですが、「実際やっている４校プラス４校、教職

員の思いなどはどんな感じですか」というのがあったんですが、それにつ

いては、管理職が直接地域の人の意見を聞くので、それを教職員に伝える

と、教職員にとっては地域の人たちから応援していただいているような意

識があるようです。 

 

○田中教育委員 

  この委員の構成で実際いろいろなんでしょうけど、大体委員会的には何

人ぐらいでこの会議をやるような形が多いのですか。 

 

○森学校教育課長 

  この規則には３０人が最高というふうになっております。一般的には、

委員としては１つの部会につき４、５人ぐらいで、４つか５つぐらいの部

会になると思います。 

 

○田中教育委員 

  年に何回ぐらいやっていますか。 

 

○森学校教育課長 

  先進的にやっている小金田中、下有知中などは、年５回ぐらいです。 

 

○田中教育委員 

  あんまり人数が多いと意見が言いにくいし、あんまり少ないと今度は偏

った意見になってしまうし、難しいところですね。 

 

○森学校教育課長 

  学校の規模に応じて、委員が１５人しかいないところは、３つぐらいし

か部会がつくれないとか、多分そうなっていると思います。 

 

○奥村教育委員 

  今度新しくコミュニティ・スクールになると、もっといろんな立場の方、

いろんなそれこそ老人会からも代表があったりするようなんですが、そう

するといろんな価値観の人が入ってきて、学校教育に対して協力していた

だける点と物が申せる点で、その辺の運営の仕方をいろいろ工夫していか

ないと難しいと思います。基本は今までの学校評議員会の流れでいけばい

いということですか。 

 

 

○森学校教育課長 

  そうですね。学校評議員会は、割と人数が少なく、共生学校づくりは割

と多かったので、それを一緒にしてというような内容ですね。 
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○奥村教育委員 

  先ほど出ていた組織とか運営については、学校の実態によって作ってい

けばいいということですね。 

 

○森学校教育課長 

  そうです。名前もこの学校運営協議会にしなくても、学校独自の名前を

つけてもらっても全然構いません。 

 

○尾関市長 

  そのほか、いかがでしょうか。 

 

○奥村教育委員 

  ＰＴＡの活動と一緒になるといいかなという思いもあります。なぜかと

いうと、ＰＴＡが大変忙しい子育ての年代で、なかなか参加できないよう

なことがあるので、朝の見守り当番なんかでも、老人会などの方たちが応

援してくださったりするといいかと思います。 

 

○吉田教育長 

  ＰＴＡ会長さんは、委員に入っていますか。 

 

○森学校教育課長 

  ＰＴＡ会長、副会長や母親委員など、そういう方々は入っていると思い

ます。 

 

○吉田教育長 

  できれば地域委員会との連携もできるといいですね。 

 

○尾関市長 

  この会議で、仮に承認を受けられなかったらどうなるんですか。 

 変えることもありますか。 

 

○吉田教育長 

  それはあり得ますね。 

 

○尾関市長 

  あり得るということなんですか。 

 

○森学校教育課長 

  はい。 

 

○尾関市長 

  今までは、承認までの権限は持ってなかったけれども、コミュニティ・
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スクールになると、そこまでの権限を持つことになるわけですね。 

 

○森学校教育課長 

  今までは、説明するだけだったんで。 

 

○尾関市長 

  承認は、その運営協議会の会則を教育委員会として作成して、各学校と

もそれを準用するわけですか。 

 

○森学校教育課長 

  この規則は、教育委員会が作ったものです。各学校は、会則ですね。 

 

○尾関市長 

  その規則は、その承認事項に過半数で決するとか、そういうことはない

んですか。 

 

○森学校教育課長 

  それは入ってないですね。承認しか入ってないですね。 

 

○尾関市長 

  大丈夫ですか、決めてなくて。極端な話なので、実際にはないとは思い

ますが。あった場合に学校が困りますよね。こう決まっていますから、最

後は多数決だっていう根拠が必要ですね。 

 

○吉田教育長 

  そういうことは５年後、１０年後の間に１個や２個はあり得る話ですね。 

 

○尾関市長 

  そこだけは、また詰めてもらうようにお願いします。 

 

○森学校教育課長 

  はい、ありがとうございます。 

 

○尾関市長 

  あとはよろしいですかね。このコミュニティ・スクールについてはよろ

しいでしょうか。 

  それでは、（３）の「その他」ですけれども、少し言い忘れたということ

も含めて何かございましたら、どうぞ。 

 

○田中教育委員 

  コミュニティ・スクールとはちょっと意味合いが違うのですが、私の自

宅は学校のすぐ前にありますが、学校の子どもたちに関する事件でいろい

ろあったので、非常に今学校として入りにくくなっている部分があります。
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一般の人が入りにくくなっているという部分と、地域からすると、もう少

し気楽に入れてもいいのではというのがあるので、その辺の兼ね合いとい

いますか、難しいと思いますが、例えば校庭にはもうちょっとフリーに入

れるとか、例えばですよ、何かそんなふうに。 

  こういうソフト的に地域の皆さんとやっていきましょうというのがコミ

ュニティ・スクールなんですけど、ハード面的にちょっと何となくイメー

ジとしては非常に閉鎖的なので、何かいい方法がないのかなと、そんな気

がちょっとしています。 

 

○尾関市長 

  大阪の池田小学校の事件の後からですね。一方で意見の中には、「勝手に

入られてしまうんじゃないか」と、「危ないんだから、もっとしっかり全

部囲って入れないようにしよう」という方もたまにいらっしゃいますね。

その兼ね合いという意味で、もちろん万一何かあったら、なぜそこをあけ

ていたんだ、誰でも自由になったというのは、施設管理者もそうですし、

校長先生を含めて、そっちの問題になりますよね。情けない話ですけど。

寂しい話ですけど。 

 

○田中教育委員 

  本当に昔はオープンでしたから、本当に好きな時に、小さい子なんかで

も適当に連れていって砂場で遊んだりとかね。それが学校、小学校でした。 

 

○井藤教育委員 

  閉鎖的になると、親が学校の先生に相談しに行きたいときに、何か入り

づらいですね。どこから入ったらいいのかわからない。 

 

○田中教育委員 

  正門しかだめですよね、今は多分ね。 

 

○井藤教育委員 

  まだ比較的開放的な学校なんで行けるんですけど、「あれ、どっから入っ

たらよかったの」って思うと寂しいですね。 

 

○田中教育委員 

  世の中の流れだから仕方がないですけどね。 

 

○尾関市長 

  そのほか、よろしいでしょうか。 

  もし、御意見ないようでしたら、これで本日の協議事項は、全て終了い

たしました。ありがとうございました。 
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○渡辺教育委員会事務局長 

ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、平成２９年第１回の総合教育会議を閉じ

させていただきたいと思います。 

慎重な御協議をいただきまして、本当にありがとうございます。今後と

もよろしくお願いいたします。 
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