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 このたび、本連絡協議会の会計監事をお受けすることになりました。微力ではありますが、何卒よろしくお願い

します。 

 本連絡協議会が、平成２３年２月１８日に、「未来の子どもたちのために、家庭や地域とともに手を携えながら

教育の質をたかめる」ことを目的に設立されて以来、各地でコミュニティ・スクールの設置が進められています。 

 現在、子どもを取り巻く社会は、人間関係の希薄化が進み、温かいコミュニケーションや成長する子どもに必要

な様々な体験の機会も奪っているように思います。 

 学校と保護者、特に地域との連携については、これまでも教育改革の柱の一つになっていました。文部科学省か

らも、今後、地域とともにある学校を目指すべきであることが示され、いじめられている子を社会全体で守ってい

くために開かれた学校づくりの徹底と子どもを取り巻く大人が協働で教育を推進していく仕組みとしてコミュニテ

ィ・スクールの導入があげられています。 

 かつては、子どものまわりにいる大人が、それぞれの立場の中で子どもを培い育むことに参画していたように思

います。時代が移り、社会が変わろうとも、これからの社会の担い手である今の子どもを育てるためには、学校と

いう環境だけでなく保護者も地域の方々にもそれぞれに責任があり、当事者として一定の役割をもって積極的に関

わることが必要なことに変わりないと思います。 

 コミュニティ・スクールでは、「校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること」が必要です。「承認する」

ということは、学校運営協議会のメンバーが、学校や子どものことを理解し、互いに立場を認め合って、それぞれ

の役割を果たすということにつながります。したがって、コミュニティ・スクールでは、多くの当事者が子どもた

ちのよさや課題にしっかりと向き合い、「熟議」を重ねながら課題解決を目指すことで、子どもたちが変わり、学

校が変わっていくという成功体験を積み重ね、学校や地域が創り上げられていきます。まさに、学校・家庭・地域

社会が子どものために「志」を同じくする仕組みのよさなのではないかと思います。 

 岡崎嘉平太氏（岡山県出身・元全日空社長）は「信はたて糸 愛はよこ糸 織りなせ人の世を美しく」と言われ

ています。学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を果たしながら、人づくりという布を織っていくような岡山市

地域協働学校（コミュニティ・スクール）の仕組みを推進していきたいと思っています。 

 終わりになりますが、在田正秀会長（京都市）、中野敏明副会長（上越市）、佐々田亨三会計監事（由利本荘市）

と手を取り合って本協議会の活動がますます全国に展開されるよう尽力したいと思います。 
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1 役　員

会長      在田　正秀 （京都市教育長）　

副会長      中野　敏明 （新潟県上越市教育長）

会計監事      佐々田　亨三 （秋田県由利本荘市教育長）

会計監事      山 　健 （岡山市教育長）

顧問      鈴木　寛 （東京大学教授・慶應義塾大学教授・文部科学大臣補佐官）

顧問      貝ノ瀨　滋 （政策研究大学院大学客員教授・東京都教育会会長）

顧問      生田　義久 （京都市教育委員会企画顧問・京都市前教育長）　

2 評議員（正会員のうちの教育長） 　※氏名の前に◎印は支部長

支部 都道府県名 教育委員会 支部 都道府県名 教育委員会

北広島市 ◎ 吉田　孝志 南部町 永江　多輝夫
三笠市 永田　徹 伯耆町 後藤　弥
寿都町 有田　千尋 岡山市 ◎ 山 　健
東神楽町 水野　和男 美咲町 柴原　靖彦

岩手県 岩泉町 三上　潤 尾道市 佐藤　昌弘
秋田県 由利本荘市 ◎ 佐々田　亨三 北広島町 池田　庄策
山形県 川西町 小野　庄士 岩国市 佐倉　弘之甫

三春町 遠藤　真弘 下関市 波佐間　清
大玉村 佐藤　吉郎 周南市 中馬　好行
伊勢崎市 德江　基行 長門市 松浦　正彦
高崎市　 飯野  眞幸 山口県 光市 能美　龍文

埼玉県 新座市 金子　廣志 防府市 杉山　一茂
足立区 定野　司 美祢市 永冨　康文
世田谷区 堀　恵子 柳井市　　 桑原　眞
日野市 米田　裕治 山口市 岩城　精二
三鷹市 ◎ 髙部　明夫 周防大島町 西川　敏之
武蔵村山市 持田　浩志 四国 徳島県 東みよし町 ◎ 川原　良正

神奈川県 開成町 鳥海　均 飯塚市 片峯　誠
上越市 ◎ 中野　敏明 春日市 ◎ 山本　直俊
聖籠町 伊藤  順治 太宰府市 木村　甚治
湯沢町 清水　道夫 福津市 金子　孝信

長野県 山形村 根橋　範男 宇美町 山本　浩
岐阜県 岐阜市 ◎ 早川　三根夫 大木町 平山　浩一
三重県 津市 石川　博之 筑前町 大雄　信英
滋賀県 湖南市 谷口　茂雄 那珂川町 安川　正郷

京都市 ◎ 在田　正秀 嬉野市 杉﨑　士郎
精華町 太田　信之 鹿島市 江島　秀隆

大阪府 河内長野市 和田　 栄 佐賀市 東島　正明
朝来市 垣尾　幸博 宇土市 太田　耕幸
宍粟市 西岡　章寿 玉名市 池田　誠一

和歌山県 新宮市 楠本　秀一 高森町 佐藤　増夫
氷川町 太田　篤洋
津久見市 平山　正雄
豊後高田市 河野　潔
玖珠町 秋吉　徹成

鹿児島県 南さつま市 出口　定昭
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平成２８年７月２８日（木）～２９日（金）にかけて，秋田県由利本荘市において，全国コミュニティ・スクー

ル研究大会及び全国コミュニティ・スクール連絡協議会 総会が開催されます。皆様のご参加をお待ちしています。 

なお，研究大会及び総会の様子につきましては，終了後会報において，お知らせさせていただく予定です。 

平成28 年7 月28 日（木）

17:30～18:20 

（受付：16:30～） 

全国コミュニティ・スクール連絡協議会 総会 

 会  場 ホテル「アイリス」（由利本荘市肴町５番地） 

 問合せ先 京都市教育委員会 学校指導課 大橋 ℡：０７５－２２２－３８０１

役員・支部長及び評議員紹介（平成２８年４月現在） 

「全国コミュニティ・スクール研究大会 in 由利本荘」及び 

「全国コミュニティ・スクール連絡協議会 総会」のご案内

○　顧問 　　 ３名
○　正会員 ３８７名

（うち評議員　６７名）
○　特別会員 ２９名
○　賛助会員 ２名
●　会員総数 ４２１名






