
 
 
 
 
 

会長就任のご挨拶 
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（京都市教育委員会教育長） 

 
 
 この度，本協議会の発足以来，長年にわたり重責を担われた貝ノ瀬滋前会長の後任とし

て，本協議会の会長の任をお受けすることとなりました。誠に身の引き締まる思いであり，

何卒よろしくお願いいたします。 
昨年７月には，文部科学省のご協力のもと，京都で開催いたしました研究大会では，全

国各地から約 1,900 名の方々にご参加いただき，ありがとうございました。改めて厚く御

礼申し上げます。また本年は，山口県下関市で開催する運びとなり，新たな出会いを通し

て，有意義な情報交換，研究交流ができますことを今から楽しみにしております。 
さて，平成１６年９月にコミュニティ・スクールが制度化されて間もなく１０年が経過

しようとしています。コミュニティ・スクールを指定する教育委員会の教育長を中心に，「熟

議や情報交換を通じて互いに連携・協力を深め，取組を充実させよう！」との思いのもと

に平成２３年２月に発足した本協議会も早くも４年目を迎えました。 
この間，支部長，評議員の教育長の皆様をはじめ，学校，地域の方々，教育委員会，大

学関係者など，志を同じくする各界の方が，様々な取組を通して情報・課題共有をすすめ

る中，協議会発足時に 600 校を少し超える程度であった指定校は，この数年間で倍以上の

1,570 校（平成 25 年 4 月 1 日現在）にまで増加しています。 
平成 28 年度までに全公立小中学校の１割（約 3,000 校）に拡大するという国の推進計画

のもと，多くの創意工夫あふれる実践が全国に広がってきたことは，大変うれしい限りで

あります。同時に，今後，本会が担う役割も日増しに大きくなってきており，先の総会に

おいて，「取組の充実に向け，これまで以上に，一層の情報発信や情報交流の場づくりに努

めていこう！」と，皆様と決意を新たにしたところです。 
京都は，明治の初め，先人たちの「まちづくりは人づくりから」との信念のもと，６４

の学区制小学校（番組小学校）が誕生したまちです。その思いと情熱は今でもしっかりと

多くの人々に受け継がれ，京都の教育の大きな礎となっています。私としましても，この

よき伝統のもと，コミュニティ・スクールをはじめとする，「地域とともにある学校づくり」

の取組を市民ぐるみ・地域ぐるみで引き続き推進してまいる所存です。 
最後になりますが，本会の活動がさらに充実したものとなりますよう，副会長の中野敏

明教育長（新潟県上越市），会計監事の廣瀬亀教育長（熊本県氷川町）及び佐々田亨三教育

長（秋田県由利本荘市）とともに手を携えて力を尽くしてまいりますので，引き続きよろ

しくお願いいたします。 
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平成２６年２月６日（木），文部科学省旧庁舎６階講堂において，全国の教育長（評議員）

ら約１００名の参加のもと，「全国コミュニティ・スクール連絡協議会・文部科学省連携会

議」（兼：総会）が開催され，貝ノ瀬会長の顧問就任，生田義久京都市教育長の会長就任，

平成２６年度の役員，実施事業等が決定しました。役員，支部長，評議員は以下のとおり

です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会で挨拶する生田義久新会長（右から２人目）と役員 

（右から，貝ノ瀬顧問，生田会長，中野副会長，廣瀬会計監事（代理），佐々田会計監事） 

 

＜役 員＞ 

会   長  生田 義久 （京都市教育長） 新任 

副 会 長  中野 敏明 （新潟県上越市教育長） 新任 

会計監事  廣瀬  亀 （熊本県氷川町教育長） 

佐々田亨三 （秋田県由利本荘市教育長） 

顧  問  鈴木  寛 （元文部科学副大臣） 

       貝ノ瀬 滋 （東京都三鷹市教育委員長） 新任 

 

＜支部長＞ 

北海道支部 吉田 孝志 （北海道北広島市教育長） 新任 

東北支部  佐々田亨三 （秋田県由利本荘市教育長） 

関東支部  髙部 明夫 （東京都三鷹市教育長） 新任 

甲信越支部 中野 敏明 （新潟県上越市教育長） 

中部支部  早川三根夫 （岐阜県岐阜市教育長） 新任 

近畿支部  生田 義久 （京都市教育長） 

中国支部  山脇  健 （岡山市教育長） 

四国支部  川原 良正 （徳島県東みよし町教育長） 新任  

九州・沖縄支部 山本 直俊 （福岡県春日市教育長） 

 

平成２６年度 役員・支部長紹介 



 
 
 
 
＜評議員＞ 正会員のうち教育長 

 

 
  計 74 名 

 

 

○顧問      2 名 

○正会員    650 名 

（うち評議員 74 名） 

○特別会員   28 名 

○賛助会員    2 名 

会員総数 682 名 
 
 
 
 

 

№ 教育委員会 教育長 

46 山口県岩国市 佐倉弘之甫 

47 山口県光市 能美 龍文 

48 山口県下関市 波佐間 清 

49 徳島県東みよし町 川原 良正 

50 香川県三木町 市川 隆義 

51 高知県宿毛市 岡松  泰 

52 高知県中土佐町 谷脇 幹男 

53 福岡県太宰府市 木村 甚治 

54 福岡県福津市 金子 孝信 

55 福岡県飯塚市 片峯  誠 

56 福岡県宇美町 池田  隆 

57 福岡県筑前町 大雄 信英 

58 福岡県那珂川町 大島 和寛 

59 福岡県大木町 石川 省三 

60 福岡県春日市 山本 直俊 

61 佐賀県唐津市 大塚  稔 

62 佐賀県嬉野市 杉﨑 士郎 

63 佐賀県佐賀市 東島 正明 

64 佐賀県鹿島市 江島 秀隆 

65 熊本県玉名市 森  義臣 

66 熊本県宇土市 木下 博信 

67 熊本県高森町 佐藤 増夫 

68 熊本県氷川町 廣瀬  亀 

69 大分県豊後高田市 河野  潔 

70 大分県津久見市 山田 修治 

71 大分県玖珠町 本田 昌巳 

72 鹿児島県南さつま市 出口 定昭 

73 京都市 生田 義久 

74 岡山市 山脇  健 

№ 教育委員会 教育長 

1 北海道三笠市 北山 一幸 

2 北海道北広島市 吉田 孝志 

3 北海道寿都町 早瀬 良樹 

4 岩手県岩泉町 三上  潤 

5 秋田県由利本荘市 佐々田亨三 

6 福島県大玉村 佐藤 吉郎 

7 福島県三春町 遠藤 真弘 

8 群馬県高崎市  飯野  眞幸 

9 群馬県伊勢崎市 山口  晃 

10 東京都足立区 青木 光夫 

11 東京都世田谷区 堀  恵子 

12 東京都八王子市 坂倉  仁 

13 東京都日野市 米田 裕治 

14 東京都三鷹市  髙部 明夫 

15 東京都武蔵村山市 持田 浩志 

16 神奈川県開成町 鳥海  均 

17 新潟県上越市 中野 敏明 

18 新潟県聖籠町 伊藤  順治 

19 岐阜県岐阜市 早川三根夫 

20 岐阜県多治見市 村瀬登志夫 

21 愛知県一宮市 中野 和雄 

22 三重県津市 中野 和代 

23 滋賀県湖南市 浅原 寛子 

24 滋賀県長浜市 伊藤宏太郎 

25 京都府久御山町 山本 悦三 

26 京都府精華町 太田 信之 

27 大阪府河内長野市 和田   栄 

28 兵庫県宍粟市 小倉 庸永 

29 兵庫県朝来市 垣尾  幸博 

30 和歌山県新宮市 楠本 秀一 

31 鳥取県伯耆町 後藤  弥 

32 鳥取県南部町 永江多輝夫 

33 島根県出雲市 中尾 一彦 

34 岡山県勝央町 竹久  保 

35 岡山県美咲町 泉  和男 

36 岡山県矢掛町 嶋山 英二 

37 広島県尾道市 半田 光行 

38 広島県北広島町 池田 庄策 

39 山口県防府市 杉山 一茂 

40 山口県山口市 岩城 精二 

41 山口県美祢市 永冨 康文 

42 山口県柳井市  桑原  眞 

43 山口県萩市 中村 哲夫 

44 山口県長門市 江原 健二 

45 山口県周南市 村田 正樹 

平成２６年度 評議員紹介 



 
 
今年度の全国大会は，下記のとおり山口県下関市で開催します。文部科学省の「地域と

ともにある学校づくり推進フォーラム」と合同開催です。詳細が決まり次第，ご案内いた

します。 
○日 時 平成２６年８月５日（火）１０時～１６時３０分 
○場 所 下関市民会館（山口県下関市竹崎町４丁目５－１） 
○主 催 全国コミュニティ・スクール連絡協議会，文部科学省，下関市教育委員会 

 
 
 
 
 総会が開催された翌日，文部科学省にて，コミュニティ・スクールの指定又は導入研究

を行っている教育委員会の教育長などを対象に，「学校のマネジメント力強化セミナー」の

分科会として，「コミュニティ・スクールの運用上の課題と教育行政」というテーマで熟議

が行われました。教育長のほか，学校運営協議会の委員や学校長など約１５０名が参加し，

地域とともにある学校づくりの推進のために，具体的な実践内容や課題などを出し合い，

意見交流を行いました。 
熟議の様子 

 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 新会長の就任に伴い，これまでお世話いただいておりました日本大学教授の佐藤晴雄先

生の研究室から京都市教育委員会（指導部学校指導課）が事務局を引き継ぐこととなりま

した。引き続き，活動の充実に向けて，文部科学省と連携して取り組んでまいりますので

よろしくお願いいたします。 
 また，今後，ホームページを更に充実し，実践事例等の掲載，情報交流に努めてまいり

ます。各自治体での熟議等の取組・行事報告，好事例など，本協議会ホームページへの掲

載を希望される情報の提供について随時募集いたします。詳しくは事務局まで。 

全国コミュニティ・スクール研究大会 in 下関 のご案内 

教育長熟議開催（2/7） 

平成２６年度の活動計画（事務局より） 

（事務局） 京都市教育委員会 指導部学校指導課 ℡ (075) 222-3801 

〒604-8571  京都市中京区寺町通り御池上る上本能寺前町 488 

e-mail  gakkousidouka@edu.city.kyoto.jp  


