
平成30年度　第２回会津若松市総合教育会議　会議録

１　日　　時　　　　平成31年１月31日（木）

　　　　　　　　　　開会　午後３時00分　　　閉会　午後４時30分
　

２　場　　所　　　　教育委員会室（市役所栄町第二庁舎２階）
　

３　出 席 者　　　　市　長　　　　　　　室　井　照　平

　　　　　　　　　　教育長　　　　　　　寺　木　誠　伸

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　一ノ瀨　美　枝

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　林　　　健　幸

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　松　本　健　男

　　　　　　 　　　 委　員　　　　　　　秋　月　淳　子

４　事務局出席者　　生涯学習総合センター所長　　　堀　金　　　靖

　　　　　　　　　　生涯学習総合センター副所長　　菅　家　明　彦

　　　　　　　　　　生涯学習総合センター主任主事

　　　　　　　　　　・社会教育主事　　　　　　　　南　雲　　　誠

　　　　　　　　　　学校教育課長　　　　　　　　　篠　崎　俊　樹

　　　　　　　　　　学校教育課総務主幹・指導主事　長　嶺　吉　浩

　　　　　　　　　　教育総務課副主幹　　　　　　　渡　辺　智　雄

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

５　協 議 題　　（１）今後の地域における学校のあるべき姿について

　　　　　　　　（２）その他

　　　　　　　　　

６　議事の大要

　○開　会

　○会津若松市長あいさつ

　○議事録署名人　松本健男委員、秋月淳子委員を指名

　○協議内容

　<議長：室井市長>　本日の協議題は「今後の地域における学校のあるべき姿につ

　いて」であります。各公立小・中学校の学校運営につきましては、現在、学校評

　議員制度を基に、各学校において地域の意見を取り入れながら運営を進めている

　ところであります。

　　本市におきましては、少子高齢化や人口減少などの影響によって地域において

　学校が求められる役割も多様なものとなってきており、参考資料のとおり、市議

　会におきましても、今後の地域における学校のあり方について要望が出されるな

　ど関心が高まってきているところであります。

　　国では、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入を全国的に推

　進し、学校と地域の連携・協働を図る施策を打ち出しております。
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　　本市におきましても、各学校にアンケート調査を実施するなど、コミュニ　　

　　ティ・スクールの導入に向けて検討を始めていることから、本日は、コミュニ

　ティ・スクール導入を踏まえたこれからの地域における学校のあるべき姿を協議

　題としていきたいと思います。
　　それでは、まず、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の概要について、

　事務局の説明をお願いします。

　

 <事務局>　「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の概要について」説明

 <議長：室井市長>　ただ今、事務局より「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制

  度）の概要について」説明がありましたが、ご質問やご意見があればお願いします。

　　

 <寺木教育長>　今説明いただいたところで、各学校には現在、学校評議員制度が導入さ

　れていると思いますが、学校評議員制度とこのコミュニティ・スクール（学校運営協議

　会制度）の兼ね合いはどうなっているのか少し説明をお願いします。

　　両方の違いと、コミュニティ・スクールが導入された場合、学校評議員制度はどうな

　っていくのかといった点を説明いただきたいと思います。

 

 <事務局>　学校評議員制度につきましては、要綱を定め、各学校において導入されてお

  ります。内容としましては、学校長の働きかけや要望に応じて、学校運営にご意見をい

  ただくのが主な内容です。

    学校運営協議会制度につきましては、冒頭ご説明したとおり、校長が作成した学校運

  営の基本方針を承認したり、教育委員会に対しても意見を述べることができる、教職員

  の任用について意見を述べることができる、といったものがございます。兼ね合いとい

  いますか、どのように発展していくのかにつきましては、一概に申し上げるのは難しい

  のですが、一般的には、学校評議員制から学校運営協議会に発展的に移行していった場

  合、学校評議員制が解消されていくといった流れがございます。ただし、一律にではご

  ざいません。

 <寺木教育長> 学校評議員制度と学校運営協議会制度の両方を持たなくてよいというよう

　に理解していいですか。

 <事務局>　同時に設置することは可能ですが、並置する必要はないということです。

 <議長：室井市長>　学校運営協議会制度を設置する場合は、要綱で行いますか。

 <事務局>　学校運営協議会制度を設置する場合は、教育委員会で規則を定めて設置しま

  す。　

 <林委員> 学校運営協議会制度は、今まであった学校評議員制度の権限をより強めると

　いった考え方になるのですか。

 <事務局>　それぞれに根拠法令がございまして、学校評議員制は、学校教育法施行規則

　第54条に基づいており、学校運営協議会制度は、地方教育行政の組織及び運営に関す

　る法律第47条の６に基づいております。

　　学校評議員制度は、学校長の求めに応じ意見を述べますが、何等かの拘束力があるも
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　のではございません。

　　 一方、学校運営協議会制度は、合議制を採っており、一定の拘束力を持つといった

　 ことになっております。内容につきましては、先程申し上げたとおりでございます。

  <林委員> 学校評議員の人数定員は、学校長の意向が反映されて決定されているのか、

　 要綱などによって決定されているのでしょうか。

　<事務局> 学校評議員は、要綱により、上限を７名と定めていて、その範囲内において

　 学校長が定員を定めております。

　　 学校運営協議会制度を設置する場合につきましても、教育委員会規則で上限を定め

　 て、その範囲の中で定員を定めることになります。

　　

　<議長：室井市長>　学校運営協議会制度のイメージを共有するために尋ねますが、定員

　 数は多くなくてもよいのですか。

　<事務局>　人数が何名程度が妥当であるのか一概には申し上げるのが難しいですが、他

　 の自治体における事例では、13名程度前後に設定しているところが複数見られますが、

　様々な状況であります。

　<松本委員>　学校運営協議会の任期は１年なのですか。

　<事務局>　学校評議員につきましては、任期を１年としております。学校運営協議会の

　　任期につきましては、具体的な検討はこれからでございますが、教育員会規則で定め

　　ていくことになります。　

　<松本委員>　学校評議員については、再任されている方が多数いることから、学校運営

　　協議会においても同様のことが想定されると考えます。学校長は、２～３年程度で異

　　動して替わりますので、当初は学校長と学校運営協議会がよい関係であったとしても、

　　学校長が替わるとよい関係でなくなってしまうといったことが懸念されます。

　 <寺木教育長>　学校評議員制度においては、学校評議員個人の意見を述べることにな

　　っていますが、学校運営協議会になると、協議会としての合議制としての意見となり、

　　個人の意見ではなくなります。運営協議会の組織がしっかりしていれば、学校長が替

　　わって学校運営方針を変えようよしても、校長の考えだけに左右されなくなります。

　　学校評議員制とは、発言の重さが変わってきます。学校長は運営協議会の意見を尊重

　　しなければならず、運営協議会が決めた方針等を簡単にひっくり返すことはできなく

　　なります。学校運営協議会は、そういったしっかりとした組織でなければならないと

　　考えます。

　<松本委員>　逆に考えると、新しく赴任した学校長が、学校運営協議会に縛られてしま

　　い、思い通りの特色が出せなくなるとも考えられます。

　<寺木教育長>　学校長は、それぞれこの学校をどうしていこうかといった考えを持って

　　いることと思います。しかしながら、学校長によっては、これまでの地域における経

　　過などを把握する前に、学校経営を始めてしまうような恐れもあります。学校運営協

　　議会があれば、そこで学校長がこれまでの経過を把握できるようになりますし、何か
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　　新しいことを行う場合でも、協議会で意見を聞き、調整されていくことで、よりよい

　　学校運営が図られていくようになると考えます。学校長の考えが地域と合わなければ、

　　協議会の合議の中で、その考えは淘汰されていくことになることから、松本委員が心

　　配されるような学校長のカラーが出しづらくなるといった点につきましては、本気で

　　取り組む気持ちがあるのであれば、協議会を説得できる材料をきちんと揃えた上でし

　　っかり説明していくといった流れになっていきます。これまでの学校経営のやり方と

　　は変わっていくものと考えます。

　<議長：室井市長>　資料１の６ページにある「地域とともにある学校」にあるように、

　　学校長としての発信はしつつも、みんなで合議決定していくといった形になっていく

　　ということでした。新しい学校長は年度末に前の学校の卒業式に出て、４月にはすぐ

　　新しい学校に着任しなければならない状況です。学校運営の基本方針については、こ

　　れからも学校長が示していくことになると思いますが、学校運営協議会などの意見を

　　聞き、徐々に発表されていくようになるのかなと考えます。

　　　学校運営協議会は、「熟議」を実施するという点で、学校評議員制度とは発言の重

　　みが違うのかなと感じます。

　　　それでは、本市における「学校と地域の関わりについての現状」に移ります。まず、

　　現在学校と地域が具体的にどういった行事などで連携しているのか、また、コミュニ

　　ティ・スクールの導入についての各学校の意向などについて、アンケートを実施して

　　おりますので、これについて、事務局の説明をお願いします。

　<事務局>　「地域における取組の現状と各学校へのアンケート結果について」説明

　<議長：室井市長>　さらにもう一つ、「地域学校協働本部事業について」の事務局の説

　　明をお願いします。

　<事務局>　「地域学校協働本部事業について」説明

　<議長：室井市長>　今事務局から説明がありましたが、アンケートの方では、多くの学

　　校において、運動会や文化祭を「地区の行事」として連携して開催しており、敬老会

　　や農業体験学習といった各地域の特性に応じた行事も開催されているようです。

　　　また、コミュニティ・スクールについて、小学校１校、中学校５校が早急に導入を

　　進めたいとする結果が出ております。

　　　さらに、地域学校協働本部事業におきましては、既に学校と地域の連携によって先

　　行して事業が実施され、一定の成果を挙げていることから、コミュニティ・スクール

　　導入時の学校と地域の連携において、参考となる取組であると考えます。

　　　これらのアンケート結果や地域学校協働本部事業について、ご質問やご意見などが

　　ございましたら、発言をお願いいたします。

　<林委員> コミュニティ・スクールの導入について、アンケートでは、大規模校や小規

　　模校それぞれで導入したいという結果となっていますが、このアンケートに回答して

　　いるのは学校長であると思いますので、後任の学校長に替われば同じ結果とならない

　　恐れがあることが一点と、コミュニティ・スクールに地域学校協働活動推進員を必ず

　　入れなければならないということなのでしょうか。

　<事務局>　この点について、法令では、地域学校協働活動推進員、学校運営に資する活
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　　動を行う者を委員に加えるとなっており、 地域学校協働活動推進員を入れることが

　　必須となっているわけではありませんが、学校運営に資する活動を行う者を委員に加

　　えることが必要です。地域学校協働活動推進員が特出しで記載されていることから、

　　極力、地域学校協働活動推進員をコミュニティ・スクールの委員に入れることが望ま

　　しいという趣旨であると考えられます。

　<林委員> そうすると、まず地域学校協働本部を立ち上げてから、コミュニティ・ス

　　クールを導入した方が望ましいということでしょうか。

　<事務局>　実際には、コミュニティ・スクールは協議をする場であり、地域学校協働本

　　部は活動をする場であると考えております。そのため、国は、この２つを両輪として

　　進めていくことが望ましいとしていますので、並立していくのが理想であると考えま

　　すが、地域性や学校の考え方などもありますので、実際には、地域学校協働本部が先

　　行するところや、コミュニティ・スクールが先行するところがあるのかなと思われま

　　す。　

　<一ノ瀨委員>　実施主体は学校なのですか。

　<事務局>　学校が核となった形です。子育て支援や地域振興といった活動内容になりま

　　すので、学校の協力を頂かないと実施は難しいという状況です。そのため、学校の理

　　解が得られなければ、中々進捗していかないということです。

　<松本委員>　やはり、地域学校協働本部の推進員（コーディネーター）がコミュニティ

　　・スクールの委員に入っていく方がやりやすいだろうなという気がします。現在、湊

　　地区で実施しているように、週１回程度活動しているようにならないと、中々活動の

　　引出しが広くなっていかないのかなと考えます。学校で求められるような人材になっ

　　ていくという必要もあると思います。

　<議長：室井市長>　これまでにコミュニティ・スクールを導入するメリット、デメリッ

　　トを含んだ意見が出ておりますが、メリットとデメリットを意識した発言をいただく

　　と助かります。地域学校協働本部の推進員（コーディネーター）のような地域のリー

　　ダー的な方が必ずコミュニティ・スクールの委員に入ってくるというなんでしょう

　　か。

　<寺木教育長>　必ずということではありませんが、入った方が地域の人材を活用するに

　　はいいと考えます。松本委員からお話しがあったように、 地域学校協働本部の推進

　　員が独自に事業を行っていくのではなく、コミュニティ・スクールに入っている方が

　　意見交換により活動の方向性を修正でき、コミュニティ・スクールと調整した事業内

　　容を地域に下していくことができると考えます。この２つの組織の中で、実際に活動

　　している人が、話し合いに入っていてもらえるということはものすごく大きいことだ

　　と思います。

　<事務局>　地域学校協働本部の推進員（コーディネーター）から紹介された方の中に

　　は、無償ボランティアとして活動している方もいらっしゃいますが、コーディネー

　　ターは、基本有償で活動しております。
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　<秋月委員>　コーディネーターになる方のやる気が重要であるということですね。

　<一ノ瀨委員>　大戸地区のように、今、地域学校協働本部が活動しているところがコ

　　ミュニティ・スクールを導入しやすいということでしたが、導入するとなると、最短

　　でどのくらいに期間で立ち上げることができますか。今年の４月からは無理だとは思

　　いますが。

　<事務局>　今年の４月からの立ち上げは無理だと考えます。コミュニティ・スクールを

　　立ち上げるにあたっては、先進地調査や教育委員会規則の改正などの準備期間が必要

　　となると想定しております。具体的にどのくらいかかるかについては、現状では申し

　　上げることが難しいです。

　<秋月委員>　例えば、何年に開始するので、各学校に準備を始めてくださいといった具

　　体的な指示はあるのですか。

　<事務局>　一定程度の準備期間や調整期間は設けなければならないと考えております。

　　現在、地域に地域学校協働本部の推進員（コーディネーター）として活動している方

　　がどのくらいいらっしゃるのか、委員として活動していただける人材がどのくらいい

　　らっしゃるのかなどを把握し、どういったやり方でコミュニティ・スクールを進めて

　　いくのかといった基本的内容の理解を得るところから始めていき、地域の実状に応じ

　　た準備を一体的に進めていく必要があることから、相当の準備期間が必要であると考

　　えております。

　<一ノ瀨委員>　例えば、年度の途中から導入ということはできるのでしょうか。せっか

　　くアンケートを取って早急に進めたいとする学校があるのに時間が経ってしまうと導

　　入に前向きな学校が肩透かしのような状態になってしまわないか懸念されます。前向

　　きなうちに導入を進めた方がやりやすいのではないかと思います。

　<事務局>　資料１の16ページにありますとおり、導入を進めたい自治体には、国がコ

　　ミュニティ・スクール推進員（ＣＳマイスター）を派遣するといった支援も行ってお

　　ります。こういったものを活用しながら準備を進めていきたいと考えております。

 <寺木教育長>　一ノ瀨委員の今のお話しは、的を射た発言であると思います。学校長が

　　替わってまた最初からとなるよりは、今導入したいという学校から手をつけていくと

　　いう考えは重要だと考えます。

　　　さらには、１つの学校に１つの学校運営協議会ではなく、複数で１つの学校運営協

　　議会を置くこともできますので、例えば○○中学校が導入を希望しているとすると、

　　同じ学区内の△△小学校と××小学校の３校で学校運営協議会を設置すれば、委員の

　　選定などには手間取るかもしれませんが、運営そのものは各学校長たちが準備をし

　　て、委員になった方たちと協調しながら進めていけるようになります。教育委員会で

　　は要綱を整備しておけば、１年程度の準備期間を設けなくてもやる気のある学校から

　　準備を進めさせていくことも可能であると考えています。
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　<議長：室井市長>　だいぶ認識が深まってきたのかなと感じます。事務局においても導

　　入に幅のある考えを持っているようです。

　　　地域学校協働本部事業における放課後子ども教室について、９校において実施して

　　いるということですが、全国的には増加していると思いますが、これについて今後の

　　方針はどう考えていますか。

　<事務局>　放課後子ども教室につきましては、全国では17,615教室設置されており、市

　　では、Ｈ29年度に６教室、Ｈ30年度は９教室、Ｈ31年度は２教室増えて、11教室とな

　　る予定です。全国的な平均からすれば、今後増えていくものと想定しています。

　　　放課後子ども教室にしろ学校支援活動にしろ、地域のコーディネーターの方を探し

　　て１年程度地域の研修会に参加してもらったり、また、地域においてボランティアの

　　方を探すことなどに１～２年程度かかることから、全国的な平均から見ると設置が若

　　干遅れているという状況でございます。

　<林委員>　地域には、青少年育成連絡協議会といった子どもに教えるということを実施

　　しやすい団体がいくつかあると思いますが、これらを一本化して　地域学校協働本部

　　にしていくということも可能なのでしょうか。

　<事務局>　一本化するというよりは、それらの団体の方に地域学校協働本部事業の放課

　　後子ども教室や学校支援活動の協力者として参加していただくというイメージでおり

　　ます。

　<秋月委員>　地域学校協働活動推進員の方がその場に適任な方をコーディネートしてく

　　れるというこということですね。

　<事務局>　各学校で活動している地域団体を減らして地域学校協働本部を導入していく

　　わけではなく、地域団体が行っていることを支援しながら、足りない部分について

　　補っていくという形で地域学校協働本部が成り立っていくように考えております。

　<議長：室井市長>　（地域や学校には）こどもクラブがあり、こどもクラブには、地域

　　学校協働活動推進員となっているような方がいらっしゃるのでしょうか。

　<事務局>　こどもクラブと地域学校協働本部は組織が別でありますが、こどもクラブを

　　利用している子どもが、放課後子ども教室に参加できるようにしていきましょうとい

　　う国の方針が示されています。　　

　　　その場合、地域学校協働活動推進員が、こどもクラブとの連携を図り、実施してい

　　くこととなります。

　<議長：室井市長>　だんだん時間も限られてまいりましたので、コミュニティ・スクー

    ル（学校運営協議会制度）の導入に話を戻したいと存じます。

    コミュニティ・スクールを導入していくにあたり、ヒントとなる話がありました。こ

　　れからは、今後の導入について踏み込んでご発言をお願いしたいと存じます。すでに

　　導入するメリット・デメリットついては、その内容を踏まえたお話が出ているところ

　　であります。さらに導入する手法につきまして、できればご意見をいただければと存

　　じます。

　　　コミュニティ・スクールを導入していく手法といたしまして、
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　　①各学校へのアンケートで、「導入を早急に進めたい」とする学校（小学校：１校、中学校：５

　　　　　校）から導入し、その成果を評価・検討した上で、他の公立小・中学校にも対象を拡げて

　　　　　いく。

　　

　　　②中学校区ごとに、設置可能な校区から導入し、同一校区内での導入時の省力化を図る。

　　

　　　③地域学校協働本部事業において実績があり、学校運営協議会を設置するにあたり、一定

　　　　  程度学校と地域の連携体制が整っている地域の学校から導入し、その成果を評価・検討

           した上で、他の公立小・中学校にも対象を拡げていく。

　　④その他

　　　といったところが挙げられると存じます。教育長から話があった、②の中学校区ご

　　とに設置していくというのも一つのやり方であると考えます。

　　<林委員>　何回か説明を聞いて私も内容を理解してきたところですが、（委員とし

　　て）地域でピックアップされていくであろう方や学校の先生に対して、現在こういっ

　　た動きがあるということを早めにお知らせして、勉強会などを開催していくべきと考

　　えます。学校では、学校長や教頭などの先生はこういった意識をお持ちだと思います

　　が、通常の教員の先生は日々の業務に忙しく、中々考えていく時間が取れないと思わ

　　れます。そのため、教育委員会が要綱などにより、粗々とした形でもいいので、大体

　　の方向性を定めていくといった形で進めていくのがよい方法であると考えます。

　　<議長：室井市長>　参考までに、○○地区で、△△の団体を作っていただくようお願

　　いした時、地区の対話集会などに担当者が行って説明をするのですが、何か押し付け

　　られている、やらされているような気がするということで中々素直に話を聞いてもら

　　えないということがありました。

　　　コミュニティ・スクールを導入する場合も、地域の皆様に理解していただけるよう

　　説明会や進め方には十分配慮する必要があると思います。一番大事なのは、地域の皆

　　様や学校長との信頼関係であり、それがないと話を聞いてもらえないのではないかと

　　思います。

　　　　　

　　<松本委員>　地域や学校に説明する場合には、明確に分かりやすい形で提示していく

　　ことが必要だと考えます。その方が受け入れやすいということと、これまでの学校評

　　議員制度と違って、責任の重さが増すということを理解していただき、自分達が地域

　　の学校運営に参加していくのだという意識を持ってもらうことが大切であると考えま

　　す。自分の好きな部分（得手な部分）で関わりたいという方は地域に多くいらっしゃ

　　ると思いますので、全体的な部分の一員であるとしての意識を持っていただき、独り

　　よがりな関わりにならないよう留意する必要があると思います。

　<議長：室井市長>　学校支援活動というのは、平日日中のみ行っているものなのです

　　か。放課後や土日も行っているのでしょうか。

　<事務局>　いろいろな例がございますが、授業中に支援を実施するという事例もありま

　　すし、放課後に植栽などの活動を支援していただくといった事例もございます。その
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　　辺りは、各学校と調整して実施しております。

　<議長：室井市長>　主に平日に実施しているということでよいのですね。したがって、

　　こどもクラブと放課後子ども教室や学校支援活動の一体的な実施も可能となっている

　　ということですね。

　<林委員>　学校運営協議会は、年に何回くらい開催されますか。他の地域ではどうなっ

　　ていますか。

　<事務局>　全国的な傾向は調べておりませんが、福井県で独自に実施している福井型の

　　コミュニティ・スクールにおいては、年３回程度実施しているとのことです。地域性

　　や何を議案としているかによって、地域ごとにそれぞれ開催回数はまちまちであると

　　思われます。

　<議長：室井市長>　それでは、これまで様々な意見をいただきまして、コミュニティ・

　　スクールを導入する場合のイメージの共有はできたのかと存じます。導入についての

　　ご意見や感想でも結構ですので、教育委員お一人ずつご発言をお願いいたします。

　　　まず私からは、放課後子ども教室の実施数が少ないなというのが反省であります。

　　学校支援活動も含め、今後拡大していくべきというイメージがございます。

　　　コミュニティ・スクールについては、協議会への関わり方が重要であると思いま

　　す。

　　　私も学校評議員を務めた経験があり、学校評議員は学校に呼ばれて行って意見を述

　　べるだけでしたが、コミュニティ・スクールでは、そこからもう一歩踏み込んだ対応

　　が必要となるということかと思います。各地域において、そうした意識を持ってもら

　　うことは中々大変なことであると受け止めております。それでは林委員から順々にご

　　発言をお願いいたします。

　　

　<林委員>　これからの少子高齢化の進行に伴い、子どもの数は少なくなる、先生方の数

　　も変わっていく中で、コミュニティ・スクールは、地域において時間や体に余裕が出

　　てきた方々に学校運営に加わっていただくよい形だと思います。

　　　今回、デメリットとして出てきた部分については、皆さんが感じていることである

　　と思いますし、実際には進めてみた上でデメリットが出てきた場合、都度改正してい

　　くことが必要であると思います。こういう場合に、スクラップ＆ビルドのやり方は望

　　ましくないのかもしれませんが、１～２年は試行しながら修正していくということが

　　ないと、学校運営の荷重となる恐れがあると考えます。

　　　また、地域でこうしたいという意見と、子どもたちとの意見が合わない場合も有り

　　得ますので、その辺りの配慮も必要かなと感じます。

　<一ノ瀨委員>　コミュニティ・スクールは、上手く機能すれば大変良い制度であると感

　　じます。地域において、時間や体力がある方が外に出ていく機会にもなるのかなと思

　　います。ただし、市長の話にあったように、地域の方たちが押し付けられていると感

　　じるようなやり方はよくないので、説明等に配慮しなければならないと思いますが、

　　課題に対して、どうするのか悩んでいるだけでは進行していきませんので、それなら

　　ば早く導入してしまった方がよいと思います。下地ができている地域から始める方が

　　やりやすいですし、。全校一斉に始めるのはやはり無理だと思いますので、できると

　　ころから始めた方がよいと考えます。
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　　　さらに、今後は学校長のマネジメント能力が重要になってくると思いますので、地

　　域の意見を学校運営に反映させていくことができる学校長をどう育成していくかとい

　　うことも課題となっていくと思います。

　　<議長：室井市長>　今回Ｈ31年度の予算編成を行うにあたり、特別支援員の予算を確

　　保することに大変苦労いたしました。正式に雇用すればどんどん費用がかかる状況で

　　あり、もし、地域の方で一定の年齢や経験を経て、協力したいという方がいらっしゃ

　　るならば、一定の信頼関係があることを前提としてどこか組織を作って受け入れ、学

　　校にいてもらうことができれば、学校現場は非常に助かるのではないかと感じます。

　　<松本委員>　地域の方が学校運営に関わるということが増えていると感じます。ただ

　　し、地域の方にはぞれぞれ様々な関わり方があり、また、地域によって関わりが強い

　　地区や弱い地区、個性のある地区というのもあると思います。成功事例の中で、「地

　　域住民は学校の応援団である」といったフレーズがありました。いいことではあるの

　　ですが、応援団長の声の大きさに左右されることもありますので、注意が必要である

　　のかなと思います。

　　　また、一ノ瀨委員が言われたとおり、学校長のマネジメント力が重要であり、地域

　　の方にきちんとした方針を示し、その方向に上手く誘導していくことができるかと

　　いうことが大事であると思います。地域の方は、やらされるということを嫌います

　　が、頼られるとうれしいという方も多くいらっしゃいます。そういう方達の思いや能

　　力を上手く引き出してあげられるようにできることが成功のカギになるのではないか

　　と考えます。そういった調整ができる方を育ててからスタートできれば上手くいくと

　　思います。

　　<秋月委員>　子どもは、親や保護者でもなく、教師でもない方との関係、いわゆる上

　　下の関係ではない、斜めの関係で接する方がいることは非常に良いことだと思いま

　　す。昔当たり前であった関係性というものが、上手くいけば子どもの成長に役立つこ

　　とになり、ありがたいと感じます。

　　　学校は開かれていかなければならず、何より子どものために、学校の問題点をサ

　　ポートされたり、指導助言やなどを受けていくことなどで、開かれていく方がよいの

　　かなと考えます。

　　<寺木教育長>　様々なご意見をいただき、大変参考となりました。少子化の影響で、

　　教員の数も減らされていきます。価値観の多様化による複雑な社会の中で、地域のい

　　ろいろな大人と関わりを持ってもらい、子どもたちを育ててもらうといったことが重

　　要となってきます。教員の世界だけで育てる時代ではなくなっています。プログラミ

　　ング教育一つをとっても、それが得意な方がいなけば教えようがないわけであり、ど

　　うやって得意な方を外部から入れていくかという仕組みが出来上がれば、学校はそう

　　いった方達の協力を得て、運営していくことができるようになります。大事な制度で

　　あると思います。先程から出ている学校長のマネジメント能力が問われるという意見

　　と、地域にはいろいろな方がいるという意見のとおり、地域の方の声に全てリードさ

　　れしまうのではなく、学校運営をきちんとマネジメントできる学校長でないと難しい

　　と思います。ただし、今回導入したいとした学校につきましては、学校長がマネジメ

　　ント能力や意識を持っているものと思いますので、そういった学校からコミュニィ・

　　スクールを導入をしていきたいと考えております。導入時は学校の負担も増えます
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　　が、上手く制度が流れるようになれば、学校の多忙感というのは逆に減っていくもの

　　と思います。早くそういう状態に持っていきたいと考えております。

　　　また、コミュニティ・スクールを導入することで、学校長の考えに左右される運営

　　から、意思決定は複雑になったとしても、学校運営協議会との協議を経ることで、学

　　校長の勝手な動きということではなくなってきます。そこが大事な点であると思いま

　　す。改めまして、本日は貴重なご意見をありがとうございました。コミュニティ・ス

　　クール導入を進めていけるよう頭を使ってまいりますので、また皆様のお知恵をお貸

　　しいただければと存じます。

<議長：室井市長>　他にないようでございますので、協議題を終了し、閉会いたしま

　　す。

○閉　会
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