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　令和元年７月11日に全国要請推進部長会におきま
して、文部科学省初等中等教育局企画官（当時）　
常盤木　祐一氏に、「学校における働き方改革」を
テーマにご講演いただきました。今日の学校での大
きな課題となりました働き方改革について、全国の
教頭・副校長にも取組の目的や方向性をより深く知
っていただくために、再度、常盤木氏をお招きし
て、全国公立学校教頭会　多久　知明会長と対談を
行いました。文部科学省としての目的や取組内容を
伺うとともに、学校の現状を踏まえながら、「働き
方改革」を推進していくための方向性を考える機会
となりました。

多久：本日は、全国要請推進部長会に引き続きまし
て、ご多用の中お時間をいただき、誠にありがと
うございます。今日の対談を通して、全国の副校
長・教頭と課題意識を共有し、改革に向けた取組
をさらに推進していく機会にしたいと思っていま
す。どうぞよろしくお願いいたします。まず、文
部科学省として働き方改革の主旨について教えて
いただけますでしょうか。

常盤木：働き方改革を進めていくために、まず現状
把握をしていく必要がありました。そこで平成28
年度に勤務実態調査をさせていただきました。予
想はしていましたがかなり厳しい結果でした。
小・中学校で調査を実施しましたが、小学校の先
生で１日11時間15分、中学校の先生で11時間32分
勤務しているという実態が分かりました。１日11
時間以上働いていて、これをずっと続けられると
どんな健康な人でも疲れるのではないでしょう
か。先生方がこの状況で子供たちの前に立たれ
て、本当に良い教育ができるのか、このまま、我

が国の質の高いと言われている教育が続けられる
のか、危機感がありました。学校の先生方に健康
で、自分自身の人間性を高めていただき、子供た
ちの前に立っていただきたいと願っています。こ
のことが、社会の変化が大きく、不透明な時代を
生きる子供たちに必要な資質・能力を高めること
に繋がると考え、先生方に元気でいてもらい、十
分に力を発揮していただくことを働き方改革の目
的としています。学校における「働き方改革」
は、先生方に元気に教育活動を展開していただく
ことで、子供たちの力を高めていく、まさに子供
たちのためになる改革だと考えています。

多久：主旨は大変理解できます。学校では、まず最
初に行われたのが何かというと、労働法制を遵守
すること、つまりストラクチャーの部分を取り入
れました。ここが一番やりやすいところであった
と思います。ことによって、ある程度、勤務時間
は確かに短くなってきています。一番有効的だっ
たのは、タイムカードの導入によって勤務時間が
数値化され、計画的に仕事を行うようになってき
たことが要因です。しかし、ファンクションの部
分を考慮せずに、このままいくと疲弊してしまう
のではないかと考えています。時間だけ短くなっ
ても、量的には変化がないという状態になってい
ます。文部科学省でもそのことは提言されてい
て、精選を図っていきましょうと言われていま
す。変化の激しい社会を生きる子供たちの資質・
能力の育成を図っていくという学習指導要領の趣
旨は20年から30年ぐらい前から言われているよう
に思うのですが、学校の実態は、ここに追いつい
ていないのではないかと感じています。いろいろ
なことが求められ過ぎていて、学校はもっとスリ
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ム化していく必要があると感じています。本来な
ら学校は学習をする場であって、子供たちにもっ
と学習をさせていきたい、一人一人に応じた学び
を深めていけるようにしていかなくてはならない
と思います。点数が取れなかった子供に、再テス
トをする。でもその前に、なぜできなかったのか
を考えて指導の工夫をするようなことをもっとや
っていきたいのです。このことがとても重要だと
思うのです。現在は、この時間があまりにも取れ
ていないのです。そのようにするために、例え
ば、運動会ひとつとっても、何のためにやるの
か、本当に必要なのか、白紙に戻して、真剣に議
論する時にきているのではないでしょうか。

常盤木：会長のおっしゃるとおり、優先順位が必要
かと思います。社会の多様化を背景にした要請に
よっていろいろなことが学校に求められ過ぎてい
ます。この時に、当たり前のことなのですが、時
間はだれにとっても共通なのですから、優先順位
の中で仕事を進めていけるようにしていかないと
時間の中で終わることはできません。先生方には
授業の準備として教材研究に力を注いでほしいの
です。スクラップアンドビルドで学校の業務を捉
え直していく必要があると思います。

多久：そこで、何をどうすればよいのかということ
が課題になると思うのです。例えば、地域のパト
ロールや祭り、会合などを管理職として先生方に
お願いするのは、難しいと思うのです。かといっ
てないがしろにできないことですので、悩ましい
ところです。なぜかというと、特色ある学校づく
りとして進めてきたコミュニティスクールなど、
地域とともに取組んできたこともあり、地域との
関係を切っていくということもできません。これ
までのいきさつも踏まえて、ソフトランディング
して行く必要があると思います。そこで、目的を
共有化してお願いする部分と精選できることを共
に考えていくようにしていく必要があると考えて
います。

常盤木：地域と共にという学校づくりを推進してい
きながら、働き方改革で、全部やめようという話
になってしまうのは、コミュニケーション不足と
なりますよね。

多久：地域の方たちに、どのように思われてしまう
のかということが心配です。お願いしておきなが
ら、辞めてしまうのかということになりかねませ
ん。信頼関係が崩れてしまいます。

常盤木：学校でこれまでやってきたことを、先生方
が実際に精選していくとなると、難しい部分がで
てきますよね。そこで、今回中央教育審議会の答
申では、もう一度立ち止まって考えていくとよい
と思うことを整理しました。「教師の業務だが、
負担軽減が可能な業務」「学校の業務だが、必ず
しも教師が担う必要のない業務」「基本的には学
校以外が担うべき業務」の14の項目を掲げ、教師
の業務とそうでないものとに仕分けさせていただ
きました。これを参考にして、学校の中で検討し
ていってほしいと思っています。会長のおっしゃ
るように、その学校のこれまでのいきさつをまっ
たく無視するというわけにはいかないと思いま
す。時間の中でできる、優先順位をつけていただ
いて検討を始めてほしいと思います。今回は、地
域や保護者の皆様にも理解していただくために、
文部科学大臣によるメッセージを出しています。
これを活用していただき、一つ一つコミュニケー
ションをとっていただきながら、進めていってほ
しいと思います。

多久：このような言葉をいただくと我々は、大変心
強いです。全国の皆さんにここを理解していって
ほしいです。不透明な世の中、未来への取組とし
て、新たな概念が出てきたときは分かりにくいで
すね。例えば、ソサエティ5.0のような言葉を自
分たちなりに解釈していく必要があります。私な
りに解釈していくと、人間復興するために、AI
の力を借りていく、人間としてもつ創造性の部分
を大事にしていこうという目的だと捉えていま
す。未来を生きる子供たちに必要な力は、20～
30年後の社会で大人になって活きることになりま
す。学習指導要領は、そこを見据えて作成されて
いるわけですから、今、目の前の子供たちに身に
付けさせたい力はどんなことなのかを考えて教育
活動をしていかなければならないと思います。

常盤木：不透明な時代といっても子供たちに身に付
させたい力は、不透明ではないのです。学習指導
要領ではっきり示しています。文章を正しく理解し
て、答えのない課題に向かって仲間と協力して、
問題解決をしていく。その過程で知ったことを相
手に伝える。その手段としてプレゼンテーションや
外国語を学ぶという一連の流れの中で捉えていた
だくと分かりやすいと思います。こうした力を身に
付けてもらうために、先生方には授業に集中できる
ようになってもらいたいのです。事務仕事などが
増えるとオーバーフローを起こして、どっちつかず
になってしまっては、子供たちのためになりません。
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多久：オーバーフローを起こしている原因の一つに
「○○教育」が増えすぎていることが挙げられま
す。一つ一つはとても重要です。環境教育、人権
教育、情報教育など、これをすべてやっていかな
くてはいけないと考えていくと、ますます業務が
増えていくことになります。このことは、学校で
の改善の要素として考えていく必要があると思っ
ています。

常盤木：おっしゃるとおり、このままバラバラに取
組んでいくと、業務が増えていくことになりま
す。文部科学省として説明をしっかりしていかな
くてはいけないところですが、このような現代的
な課題については、今回の学習指導要領でも、教
科の内容の中でしっかり位置付けています。まっ
たく新しいことをやるという意識ではなく、指導
事項の一つとして指導を行っていってほしいと思
います。教科の目的に合わせて取り入れていく、
教科横断的に指導をしていく、または合科的に活
動していく、今回の学習指導要領で言っているカ
リキュラムマネジメントに繋がる部分です。先生
方と共通認識をもって取組んでいきたいところで
す。

多久：従来の指導内容に合わせて、目標に合致させ
て、効率よく指導していくということですね。先
生方は、どうしても違うところでやってしまいが
ちです。

常盤木：ここは、学校の中で、十分検討して、実践
できる部分ではないかと思います。

多久：今の時代で、もう一つ大事なこととして考え
ているのが、体験活動の重要性です。特に、小学
校低学年から、諸感覚を豊かにするために欠かせ
ない活動だと思うのですが、移動教室前に教室で
指導しすぎてしまい、子供たちに気付かせるべき
観点を与えすぎてしまっているように思うので
す。自分で考える力を身に付けていくには、体験
したことを自分の中で内省していくような時間を
つくっていってほしいと思っています。もう一
つ、家庭でも核家族化が進み、子供とかかわれる
時間や体験が減少していることも、何か国として
対策が必要なのではないかと思っています。学校
で引き受けて、講座を開いてきたこともあります
が、このようなことが学校現場で増えているのが
実態です。

常盤木：本来ならここは先生方が引き受けることで

はなく、教育とそれ以外の行政機関が連携して行
っていけるとよいことですね。

多久：ただ、実際にはそうなっていないのが現実で
す。行政機関が行うと、時間がかかりすぎてしま
いますね。だから学校が受けてしまっているとこ
ろがあります。今話していることは、平均的な学
校の話です。地方の小規模な学校では、先生方が
受けていることがたくさんあります。それに加え
て、教頭先生が担任をやっている、講師の先生が
見つからない、産休代替教員が見つからないなど
の問題もあります。

常盤木：こういう現状を聞くと、学校が魅力的な場
でなくなってしまいます。さまざまな要因がある
かと思いますが、教員採用試験の倍率が下がって
きていることも事実です。学校の現状を聞くと教
員になろうということに二の足を踏んでしまう学
生の話を聞くこともあります。こうした状況は悪
循環になりますので、「働き方改革」を進めてい
くこと、国の責任として環境整備をしていく必要
があります。その一つとして、教職員定数を増や
していく努力を進めていきたいと思います。ま
た、先程の業務の分担ということに関わってくる
のですが、チーム学校としての機能を高めていき
たいです。先生方は授業に集中する、スクールカ
ウンセラーやソーシャルワーカーなどの職員の活
用、スクールサポートスタッフやボランティア、
部活動指導員などを導入できる環境を整えていき
たいと思います。これまでの学校像を変えてい
く、時代の変化に合わせて変えていくということ
を進めていきたいと思います。

多久：中学校にとっては、部活動の問題は大きいで
す。教員はやりたいという気持ちもあります。社
会性を身に付けるというよい側面もあります。

常盤木：部活動の教育的な意義は大きいです。た
だ、調査の中では、全員顧問制ややったことのな
い部活の顧問をすることで、ストレス値が上がっ
ているという結果も出ています。部活動の効果を
否定するつもりはありませんが、指導員や補助員
を活用したり、休業日を設けたりするなど工夫し
てほしいと思います。ここでも、優先順位を考え
ていってほしいです。やや、やり過ぎているとい
う感じは否めないです。

多久：諸外国をみていると日本のような国はないで
すね。
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常盤木：地域のクラブで行っていますよね。日本で
も地域で行っているところもあり、各自治体で検
討を進めていってほしいと思います。このことも
答申の中ではお願いをされているところです。

多久：清掃活動を委託していくということも挙げら
れています。私は、掃除の中でもトイレ掃除が小
学校の時代から好きだったんです。それは、トイ
レ掃除は、教室と違い、狭い分、すぐに成果がわ
かるとともに、やると褒められると言うこともあ
ります。褒められる機会もできます。今回、掃除
業者をいれるという発想もあると伺っています。

常盤木：そうですよね。大きな意義があります。子
供たちに清掃をしなくてよいといっているのでは
ないです。ただ、先生方の休憩時間が取れず、清
掃に付き添っている状況は工夫する余地がないか
という問題提起しています。そこで、今回の14項
目に入れされていただいています。先生方が毎回
付き添っている必要性があるのかという観点か
ら、挙げさせていただいています。輪番制であっ
たり、ボランティアの方にみてもらったりなど、
優先順位をつける工夫の一つとして考えていって
ほしいと思います。

多久：そうですね。そういう視点も必要ですね。今
まで行ってきた給食や清掃の時間は、子供の様子
が一番よく分かる時間でもあります。帰りの会な
どで賞賛してあげられる機会になってきたことも
あります。そうですね。そのように聞きますと、
検討の余地があるように思います。休み時間も同
様な意義があり、一緒に遊んでいる先生もいま
す。

常盤木：総合的に子供たちを理解するということ
で、先生方が取組んできたことは、本当に多くあ
ると思います。

多久：新しいモデルの学校をつくってみるのはどう
でしょうか。スクールカウンセラーの資格のある
人を担任にして、教科指導は、専科制にしてい
く。副担任を設定してチューター制を取り入れて
いく。生徒の様子をより深く理解でき、一人一人
に応じた教育が実現できる中学校ができるような
気がします。分業制にもなるため、働き方改革が
推進できる学校になります。もちろん、教員数を
増やしていく必要がありますが。

常盤木：面白いアイデアですね。子供を全人格的に

みていく、教科担任制ですね。相談できる体制が
あるというのは生徒が安心できますね。これまで
の小学校は、多くが学級担任制として進んできた
ことで、大きな成果を上げてきたと思います。私
自身、振り返っても担任の先生には非常にお世話
になってきました。感謝しかありません。しか
し、一方で負担が大きくなってきたことも否めま
せん。残念ながら、年間約5,000人もの先生が病
気休職になり、過労死する先生方もいます。こう
いうことが絶対にあってはならないことです。子
供たちにとっても、教育界にとっても残念なこと
で、重大な損失です。正直、今の業務量では、変
わっていかないです。ですから、働き方改革を進
めて今の状況を変えていく必要があります。

多久：ですから、学校の中で優先順位を検討してい
く必要があるということですね。しかも、子供の
ためになる順位を考えていくということですね。
今まで自分たちが先輩から教えてもらってきた経
験を一度に変えていくことは、とても難しい点が
あります。しかし、常々、もっと子供たちのこと
を考えて授業展開できたらいいと思っています。
もっと、子供たちが自分の考えを自由な雰囲気で
語り合える、そんな教室をつくっていきたいと思
います。

常盤木：よい授業を展開していくには先生方ももっ
と授業準備をする必要があります。今、この時間
がなかなかとれないのではないでしょうか。この
時間を見いだすためにも学校の業務を改善してい
かなくてはなりません。日本の先生方の能力は、
とても高いので、時代に合わせて力を発揮してほ
しいと思っています。このことが、子供たちのた
めになっていきます。

多久：全国大会の分科会で、先生方の話し合いを聞
いていて、どのテーブルでもすばらしいのです。
いろいろなアイデアをもっているのです。全国は
こんなにすごいのだということを目の当たりにし
ました。このような先生方が疲弊していくのはよ
くない。何とかしていかなくてはならないと思い
ます。

常盤木：これまで日本の教育を支えてきたのは、間
違いなく先生方なのです。世界に誇れる実践ばか
りです。いくらよい教材があっても、目の前にい
る子供たちの反応を見ながら、対応できるのは、
そこにいる先生方なのです。これはＡＩの力を使
っても代替されるものではありません。日本の先
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生方は、カスタマイズする力が非常に高いと思っ
ています。学校の先生方に仕事を辞めたいと言わ
れた時が、一番悲しいのです。

多久：先生方は、プロファイラーであるべきだと思
っています。状況に応じて、このような言葉かけ
をしたらよいとか、手立てを考えていって授業を
しているのです。学校は、こうしたやりとりで、
知識を学び、人対人で関係性を学んで行く場だと
思っています。

常盤木：この子は昨日、部活動であんなことがあっ
て、気持ちが沈んでいるとか、休み時間にトラブ
ルがあったことなどを知りながら、授業で対応し
ています。まさに、学校で子供たちを育てていく
という存在意義があるのだと思います。人が人を
育てるという先生方の力のおかげで学校は、成り
立っています。ですから、これからも力を発揮し
ていただくために、先生方と一緒に働き方改革を
進めていきたいと思います。

多久：文部科学省としての取組が、なかなか上手く
伝わっていかないことがあるように思うことがあ
ります。総合的な学習の時間が始まったときにも
それを強く感じました。

常盤木：文部科学省が例示したものだけしかやって
はいけないかのように、誤解を受けてしまったこ
とがあります。今回の働き方改革についても、あ
る先生に聞いてみても通知を知らないということ
があります。月当たりの時間外の業務を45時間以
内にすることだけが伝えられてしまっているよう
に思えるところもあります。改善策についての内
容をしっかり伝えて行きたいところです。

多久：どこかの県では、タイムカードによる時間管
理において、一度退勤したことにして、その後仕
事を継続しているというところもあると聞いてい
ます。産業医との面談を受けたくないからという
ことですが、本末転倒のような気がします。働き
方改革の主旨を正しく広めていくことが大事だと
思います。間違った解釈が広まってしまうといけ
ないですね。

常盤木：そうですね。どうしてもテクニカルな面が
強調されてしまいがちです。根本は会社であれ
ば、社長が社員を大切にすることが当たり前なの
です。そうでなければ、生産性が上がらず、売り
上げが落ちてしまいます。学校も教育委員会、校
長先生が職員である先生方を大事に思うことが、
当たり前だと思います。改めてそこがスタートに
なると思います。その結果、子供たちのよりよい
成長を支えていく学校になるのではないでしょう
か。そこで、今回は通知文だけでなく、文部科学
省のホームページでの広報やテーマに沿った動画
の作成をしています。校内の教員研修などで活用
できるよう、15分程度の短い動画を作成していま
す。私も勤務時間管理講座を担当させていただき
ました。労働基準法の改正など、法律関係の研修
をされることが少ないと聞いていましたので、今
回企画させていただきました。働き方改革の主旨
が正しく理解していただけるように周知していま
す。ぜひ活用していただきたいと思います。

多久：ぜひ、活用していきたいと思います。機会が
あるごとに、全公教としても全国の副校長・教頭
に常盤木先生からお聞かせいただいたことを伝え
ていきたいと思います。本日は、誠にありがとう
ございました。

　文部科学省においては学校における働き方改革に関してその後も総合的に取り組みが進められている。昨年
12月には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」を改正し、①昨年１月に策定し
た「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を法的根拠のある「指針」に格上げする（施行
日は令和２年４月）とともに、②休日の「まとめ取り」のため、一年単位の変形労働時間制を条例で選択的に
活用できるようにする（施行日は令和３年４月）こととした。また、昨年末には教育委員会における学校の働
き方改革のための取組状況調査を公表し、在校等時間について客観的な時間管理ができていない自治体名など
都道府県・市町村別に取組状況を公表するとともに、教育委員会や学校における好事例を幅広く公表するなど
して教育委員会や各学校における教育委員会や各学校における「働き方改革」の自走サイクルの構築を図って
いる。� （記 常盤木　祐一）

▶▶▶
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　北海道公立学校教頭会は、全道22地区を６つのブ
ロックに分けて活動を行っており、今年度の会員数
は1,562名となっています。学校の統廃合による会
員減と、養護教諭や事務職員未配置校の存在など北
海道特有の課題も多い中、「研修」と「要請」を２
本柱として活動を推進しています。
１　活動方針
⑴�学校教育に求められている今日的課題の解決に向
け、教頭の研修活動を組織的かつ継続的に推進
し、人間性豊かな児童・生徒の育成のため、校長
を支え教職員の資質向上を図る学校運営に努め
る。［研修］
⑵�本会の組織や機能の強化を図り、教育条件の整
備、教職員の処遇改善の実現、及び福利厚生の施
策の充実に努める。［要請］
２　主な事業計画
⑴総会研修会…５月17日
⑵理事研修会…６月28日、２月25日
⑶地区事務局長・地区研修担当者合同研修会

　…６月３日、11月25日
⑷第53回北海道公立学校教頭会研究大会
　後志大会…９月20日、21日
⑸ブロック研修会
　10月25日…第５ブロック（北見市）
　11月１日…第３ブロック（江差町）
　11月８日…第２ブロック（旭川市）
　11月15日…第４ブロック（岩見沢市）
　11月19日…第６ブロック（札幌市）
　11月22日…第１ブロック（小樽市）
⑹三役部長会、事務局会議…各年10回程度
⑺�文教施策懇談会、各課懇談会
　…８月８日（道教委への要請活動）
３　その他
　道公教研究大会を研修活動の中心に据えるととも
に、道教委との文教施策懇談会・各課懇談会を要請
活動の中心に位置づけています。また、全公教との
つながりも大切にし、北海道の活動を発信しながら
全国の情報を素早く還流しています。

　東北地区小中学校教頭会は、青森、秋田、宮城、
山形、福島５県の教頭会と岩手県の副校長会で組織
され、今年度は2,837名の会員がいます。各県の単
位教頭会・副校長会は、職能研修団体としての役割
を認識し、これまで積み上げてきた研修の成果を継
承し、さらに充実発展させるための活動を推進して
います。
１　基本方針
　東北地区小中学校教頭会は、会員相互の連携をは
かり、会員の資質を高めるための研修を推進し、教
育の充実振興に寄与することを目的としています。
２　事業内容
　本会は、上記目的を達成するために以下の事業を
行っていきます。
⑴��各県小中学校教頭会・副校長会の密接な連絡提携
に関すること。
⑵�研究大会の開催、研究物の刊行に関すること。
⑶研究の振興に関する調査・研究に関すること。
⑷その他、本会の目的達成に必要なこと。
３　事業報告
○５月23・24日（山形県山形市）
　第１回東北理事研修会

○８月29・30日（山形県山形市）
　東北研究部長会・東北事務担当者会
○10月10・11日（福島県白河市）
　福島県研究大会
○11月１日（青森県青森市）
　青森県研究大会
○11月20日（宮城県利府町）
　宮城県研究大会
○１月23・24日（山形県山形市）
　第２回東北理事研修会
４　�第39回東北地区小中学校教頭会研究大会�
山形大会

○期　日　令和元年11月７（木）・８日（金）
○１日目　全体会・記念講演
　会　場　「山形テルサ」ホール
・記念講演
　演　題　「山形を一番に～ SAKEの文化と魅力」
　講　師　山形県酒造組合特別顧問
　　　　　小関　敏彦　氏
○２日目　分科会　５課題５分科会
　会　場　メトロポリタン山形
　　　　　山形国際ホテル

北海道ブロック 北海道ブロック長　安田　仁昭

北海道ブロック＆東北ブロック

東北ブロック 東北ブロック長　高木　光紀
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　東海・北陸ブロックは、愛知、岐阜、福井、静
岡、石川、三重、富山の７県の公立小中学校の教頭
会で組織されている。本年度の会員数は、4,105名
である。
１　活動方針
⑴�教頭・副校長の使命に徹し、研鑽に励み、見識を
高め、視野を広め、資質の向上に努める。
⑵�会員相互の信頼関係を深め、連携し、たくましい
明日を創造する児童生徒の育成に努める。
⑶�第47回東海・北陸地区公立学校教頭会研究大会に
おいて、各県の研究成果を集約する。
⑷�教頭・副校長としての職務内容を明確にするとと
もに、教育環境の整備・充実に努める。
⑸�教育関係諸機関・教育諸団体との連携を図り、教
育上の諸問題の解決に努める。
２　事業内容
⑴�各県の研究大会を強化し、研究成果の相互交流を
図る。
⑵�全国統一研究主題のもと、東海・北陸地区公立学
校教頭会研究大会を開催する。令和元年10月31日
（木）～11月１日（金）愛知県名古屋市において

実施する。
⑶�以下の会において、研究協議（情報交換・意見交
換）を行い、活動方針の具体化を図る。
期　日 事　　業　　名 会　場
５月24日 事務担当者会 蒲郡市
６月21日 第１回役員・理事会 名古屋市
10月31日
11月１日

第47回東海北陸研究大会
第２回役員・理事会 名古屋市

１月17日 第３回役員・理事会 岐阜市

⑷�各県教育委員会、東海北陸地区小・中学校長会、
教育関係諸団体と連携を図り、教育課題の解明並
びに教頭・副校長職の処遇改善を推し進める。
３　ブロック研究大会
　本年度は、第11期の全国統一研究課題の３年目、
まとめの年である。新学習指導要領の実施と働き方
改革の実現との両面を踏まえ、研究の充実を図る。
　記念講演は、「以て範を示す～感化力を高める」
という演題で、松下電器、松下政経塾副塾長を歴任
し、志ネットワーク代表、「青年塾」塾長の上甲　晃　
氏を招いて行う。

　関東甲信越ブロックは、茨城、栃木、群馬、埼
玉、千葉、神奈川、東京、山梨、新潟の９都県、11
単位教頭会・副校長会で構成されています。（東京
都と神奈川県は小中学校種別で組織）今年度の会員
数は、8,432名で全公教会員数28,071名（長野県の個
人加入を含む）の約30％にあたります。
１　活動方針
⑴�教育の発展に寄与するため「豊かな人間性と創造
性を育み未来を拓く学校教育」を主題に研究推進
を図り、積極的な組織活動を展開する。
⑵�副校長・教頭の職責に見合う処遇改善や教育諸条
件の充実・発展を図るため、全国公立学校教頭会
との連携を密に実現に向けて努力する。
⑶�全国公立学校教頭会との連携のもと、長野県教頭
を会員に組織化するため継続的な活動を展開す
る。
２　事業計画
○６月13・14日（新潟県新潟市）
　第１回役員会・理事会
○６月27・28日（新潟県新潟市）

　研究部長会、提言者研修会
○11月６日（新潟県新潟市）
　第２回役員会・理事会
○11月７・８日（新潟県新潟市）
　第60回関東甲信越地区公立学校教頭会研究大会
　新潟大会
○12月５・６日（新潟県新潟市）
　事務局連絡会
○２月６・７日（新潟県新潟市）
　第３回役員会・理事会、会計鑑査会
○２月20・21日（群馬県前橋市）
　関ブロ教頭会引継ぎ（新潟県→群馬県）
３　�第60回関東甲信越地区公立学校教頭会研究大
会新潟大会

期日：令和元年11月７日（木）・８日（金）
第１日目：全体会　新潟県新潟市民芸術文化会館
　　　　　講演：「驚異の天文現象～人生観が変わる～」
　　　　　講師：天文イラストレーター
　　　　　　　　　天体写真家　　沼澤　茂美氏
第２日目：分科会　５課題12分科（９会場）

関東甲信越ブロック＆東海・北陸ブロック

関東甲信越ブロック 関東甲信越ブロック長　西方　和明

東海・北陸ブロック 東海・北陸ブロック長　大澤　禎一
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　中国地区公立学校教頭会は、岡山、鳥取、山口、
島根の４県で活動しており、会員数は1,567名です。
現在、広島県が不在ですが、全公教とともに復帰へ
の働きかけを続けています。
　来年度（令和２年度）は、全国公立学校教頭会研
究大会岡山大会が開催されます。岡山県教頭会を中
心に準備を進めています。
１　目的
　中国地区公立学校教頭会相互の緊密な協調を保
ち、職能の研究と向上を図り、中国地区教育の伸長
に寄与することを目的とする。
２　活動方針
⑴�教育諸問題の調査
⑵�研究大会の開催
⑶�教頭職の地位向上のための連絡・提携
⑷�その他、本会の目的達成のための事業
３　事業計画
○６月27・28日（松江市）
　運営委員会・役員会・専門部会・第１回総会

○11月29日（松江市）
　第39回中国地区公立学校教頭会研究大会
� （島根大会）
○２月20・21日（松江市）
　運営委員会・第２回総会・引き継ぎ会
○３月10日（松江市）監査会
４　研究大会
　本研究大会は、松江市の「くにびきメッセ」にお
いて418名の参加を得て開催しました。
　午前中の講演会では、哲学者の岸見一郎氏をお招
きし「嫌われる勇気」と題してご講演していただき
ました。「今の自分よりも一歩前に進んだ自分」に
出会えたのではないでしょうか。
　午後は、分科会が「地域社会との協働による魅力
ある学校づくりの推進」をサブテーマに、６課題・
６分科会で行われました。研究協議では活発な意見
交換が行われました。
　この研究大会をとおして、教頭の更なる資質の向
上が図られることを期待しています。

　近畿公立学校教頭会は、滋賀、京都、大阪、兵
庫、奈良、和歌山の２府４県、会員数4,113名の組
織です。各府県の単位教頭会にて職能集団としての
役割を認識し、積み上げてきた成果を継承し、さら
に、充実・発展させていく活動をしています。ま
た、教頭の職務内容の明確化、処遇改善について自
主的・積極的に活動を展開しています。さらに、教
育関係機関との連携を深め、今日的教育課題を認識
し活動を推進しています。
１　活動の基本方針
⑴�教頭の使命に徹し、学校教育の役割と今日的　　　
課題に正対し、常に研鑽を積み、識見を高め、視
野を広め、資質の向上に努める。
⑵�会員相互の信頼と連携の絆を深め、本会の組織・
機能を充実させ、活性化を図る。
⑶�教育関係機関・教育関係団体との連携を図り、　　
教育課題の解決に向けて鋭意努める。
２　基本目標
「�豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学校教育」　
キーワード：自立・協働・創造

３　活動計画
⑴�全国研究課題の解明に向け、組織的・継続的に取
り組む。
⑵�当面する教育課題に積極的に取り組む。
⑶�教頭会の組織を充実させ、活動の活性化を図る。
⑷�これからの時代に対応する教育条件の改善を図
る。
⑸�職責に見合う処遇改善の実現に努める。
４　�第61回全国公立学校教頭会研究大会滋賀大会
（兼：第57回近畿公立学校教頭会研究大会）

期日：令和元年７月31日（水）～８月２日（金）
主会場：びわ湖大津プリンスホテル
第１日：�シンポジウム（主会場）�

コーディネーターの小林圭介氏（滋賀県立
大学名誉教授）と３名のシンポジストによ
る

　テーマ「�身近な環境との関わりを通じ 持続可能
な社会の担い手となる子供の育成」

第２日：分科会　８課題10分科会（５会場）
第３日：�記念講演「琵琶湖水系の美しい自然」�

講師　写真家　今森 光彦 氏

中国ブロック 中国ブロック長　川瀬　祐悦

近畿ブロック＆中国ブロック

近畿ブロック 近畿ブロック長　髙嶋　利明
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　「九州は一つ」の合言葉を継承し、結束する九州
地区公立学校教頭会は、福岡、佐賀、長崎、大分、
熊本、宮崎、鹿児島、沖縄の８県、会員数4,217名
の組織である。
１　活動方針
⑴�副校長・教頭職としての職責の重さを自覚し、研
究活動を深め発展させるとともに、学校教育の資
質向上と社会の変化に相応した学校運営の推進に
努める。
⑵�管理職としての副校長・教頭の職務内容を明確化
するとともに、地位の確立とその向上に努める。
⑶�九州各県教頭会の情報を密にするとともに、連携
して組織の充実を図る。
２　事業内容
⑴�九州公立学校副校長・教頭、各会員の総力を結集
して、時代の要請に即応した学校教育推進を図
る。そのために学校運営の研修に精通し、初期の
目標達成に努める。
⑵�全国統一研究課題に基づき、第59回九州地区公立

学校教頭会研究大会熊本大会を開催し、研究の充
実を図るとともに、各県会員の連帯意識を高め
る。
⑶�九州各県教頭会の情報交換を密にし、意思の疎通
を図るとともに、職責に見合う地位向上のために
実効性のある活動を推進する。そのために、
　　○各県代表者会：６月21日
　　○各県代表者・事務担当者会：11月８日
　　○事務引継会：１月24日
　�を開催し、情報交換並びに九州地区教頭会の組
織・運営の活性化に努める。
３　終わりに
　熊本地震から３年、地震からの復興が急ピッチで
進んでいる火の国熊本にて８月６日、７日の２日間
熊本大会を開催する予定であったが、台風の影響で
２日目のみの開催となった。２日目は熊本出身の書
道家「武田双雲」氏をお招きし、「人生を変える～
心の整え方～」の演題で記念講演をしていただい
た。来年度は福岡にて研究大会開催の予定である。

　四国地区小中学校教頭会は、高知、愛媛、香川、
徳島の４県の公立小中学校教頭会で組織され、本年
度の会員数は1,292名である。各県がそれぞれの特
色を活かして研究を推進するとともに、「四国は一
つ」を合言葉に、四県の連携と団結を深めている。
１　活動目的
　四国４県教頭会相互の連絡提携と会員の資質向上
を図り、四国地区教育の振興と学校運営の合理化に
つとめる。
２　活動内容
⑴各県教頭会の情報交換と連絡調整
⑵�第37回四国地区小中学校教頭会研究大会（徳島大
会）の調整と開催
⑶教育振興のための調査広報活動（全公教調査等）
⑷教頭職の勤務待遇改善（要請活動等）
⑸�その他本会の目的達成のための事業
３　事業計画� 会場：徳島市

月　日 事　　　　業　　

６月22日 第１回理事会、代議員会、
研究部長会、要請部長会

８月24日 第２会理事会、代議員会、
研究部長会

11月13・14日 第37回四国地区研究大会

２月１日 第３回理事会、代議員会、
研究部長会、要請部長会

４　四国地区小中学校教頭会研究大会（徳島大会）
【サブテーマ】�「人との関わりを深め、郷土への誇り

をもち、未来の創り手となる子ども
の育成」

【日程】　令和元年11月13日（水）～14日（木）
【会場】　アスティとくしま
【分科会構成】　５課題６分科会＋特別課題
【記念講演】
　演題　�「子どもたちを取り巻くインターネットの

脅威と対策」
　　　～一太郎　黎明期に想像できなかった世界～
　講師　�籔内　祥司　氏［（株）カスペルスキー�

社長室　ＣＳＲマネージャー］

九州ブロック 九州ブロック長　吉岡　和博

四国ブロック＆九州ブロック

四国ブロック 四国ブロック長　山口　洋之



総務・調査部担当副会長　下島幸泰
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～ 令 和 元 年 度 　 全 国 公 立 学 校　

　今年度の活動方針に基づき行った「組織の発展・強化」の取り組みと、「被
災地復興支援活動」について報告します。
　組織の発展・強化の取り組みについては、昨年に続き県単位の教頭会組織が
ない長野県内11地区の地区会長を訪問し、入会・活動協力の働きかけと意見交
換を行いました。特に、ＷＥＢによる個人参加が可能な調査活動ついて強く参
加を要請してきました。意見交換を通し、副校長・教頭としての課題や悩み、
そして、職務についての力量の向上を目指す思いはどこでも同じだと強く感じ
ました。
　被災地支援活動の取り組みとしては、陸前高田市、熊本県を訪問しました。
校庭の仮設住宅も撤去され自校で運動会を開催できるようになった学校もあり
ますが、まだまだ復興途上の状況でした。特に、復興加配教員やスクールカウ
ンセラー配置の継続など、人的な面での支援について切実な要望がありまし
た。今後、全公教としても物理的な支援と共に制度的な支援にも力を入れてい
く必要があることを改めて感じたところです。

　昨年度より合体して新組織となった総務・調査部会は、今年度から１年間の
計画を見通して活動を始めました。昨年度の部長・副部長が今年度も役員会に
残っていたことで見通しを持って運営しています。
６月：新役員発足　全国研究大会第６分科会準備
　　　　　　　　　全公教の調査（個人・団体）開始
７月：全国要請推進部長会運営
８月：全国研究大会第６分科会運営
９～11月：調査集計、分析、考察
10～12月：全国集会参加、要請文原案作成
12月：調査冊子完成､ 全国送付
１月：要請文作成、全国研究大会第６分科会計画
２月：次期調査項目検討、調査概要プレゼン作成
３月：次年度準備（調査、要請、第６分科会）
　年間を通して「繁忙期」が続きますが、見通しを持って重点を絞り、数少な
い部会を充実させることで「繁忙感をこえる達成感」が生じます。
　何より、全国からの現場の声を集めて、国に対する要請活動につなげて発
信・提言ができるという役目に「やりがいのある魅力」を感じるのです。

組織部担当副会長　鈴木成之



広報部担当副会長　松澤和男

11

　湖国滋賀で、第61回全国公立学校教頭会研究大会（滋賀大会）が開催された
ことが昨日のことのように思い出されます。とりわけ、５Ｂ分科会で提案され
た「『とき・ひと・もの・場』をつなぐマネジメント」という言葉が今でも心
に残っています。
　さて、私は研究担当の副会長として、全公教の活動に関わってきました。多
久会長が訴える「知の共有」をおよそ３万人の会員の皆さんとどう進めていく
のか、模索の毎日でした。そのような中、研究部で話題になるのは、各都道府
県の研究部長のグループ協議であげられたさまざまなキーワードでした。「働
き方改革」「人材育成」「組織マネジメント」など具体的な課題意識にどう対応
していくべきか、加えて、各学校の実態に応じて何を選択していくことができ
るのか、多くの選択肢を全公教で考えていくことも求められていることだと考
えるようになりました。研究の視点である３Ｃ（継続性、協働性、関与性）な
らぬ、３Ｋ（気配り、協力、感謝）を心がけ、「伝える力」の土台（笑顔、褒
める、傾聴）を実践しつつ、持続可能な学校づくりに尽力したいと再認識した
令和元年度でした。

研究部担当副会長　川島政美

教 頭 会 の 活 動 を 振 り 返 っ て ～

　６月の定期総会からスタートした令和元年度の全国公立学校教頭会の活動が
全国研究部長会、全国要請推進部長会や全国研究大会滋賀大会、各ブロックの
研究大会等を経て、まとめの時期になっています。
　広報部担当として、「教頭会報」の編集会議や発送作業に携わり、部長や副
部長、各部員の活躍する姿が強く印象に残っています。会議や研修に出席して
の取材活動や写真撮影、講演者の反訳作業等、全国公立学校教頭会の活動内容
の広報と本会の発展のために常に力を尽くされています。
　副会長として、各種の会議や研修、研究大会、長野県教頭会への訪問等から
多くのことを学びました。役員の本会の活動に対する熱い情熱、そして、豊か
な経験や確かな識見に基づく議論等、日本全国の児童・生徒の健やかな成長に
つながっています。
　令和に入って、本会にもいくつかの課題が見えてきました。今後の役員会や
理事会、来年度の総会等で提案されますが、学校も「持続可能な組織」として
発展できるよう、全国の会員の皆様の建設的なご意見を頂きたいと思います。
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� 令和元年９月
関係者各位
（読者の皆様へ）

全国公立学校教頭会会長　多久 知明
株式会社学校運営研究会代表取締役　清徳 晶士

月刊「学校運営」休刊のお知らせ

　平素より月刊「学校運営」をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。

　この度、皆様にご支援を頂戴してまいりました月刊「学校運営」は、704号（令和
２年３月発行）をもちまして、休刊させていただきますことをお知らせいたします。
　小誌月刊「学校運営」は、昭和35年の創刊以来、学校管理職としての文化的な教養
を核に副校長・教頭としての専門性を培うための資料を読者に提供することを基本に
発行し続けてまいりました。
　しかしながら、人工知能（ＡＩ）の発達やインターネット等の情報技術の急速な発
展とともに、読者のニーズの多様化が加わり小誌を取り巻く環境は、大きく変容して
きました。
　株式会社学校運営研究会としましては、そのような状況に鑑み、これまで時宜の教
育課題を追究した紙面内容の充実など編集努力を重ねてまいりましたが、諸般の事情
により、今般役目を終えたと判断いたしました。
　創刊から実に60年間もの間、絶大なご支援をいただきましたことを感謝申し上げる
とともに、突然の休刊案内になりまして大変恐縮ではございますが、ご理解を賜りま
すようお願い申し上げます。
　今後、全国公立学校教頭会としましては、休刊後は、本会の編集・発行による全会
員の手に行き渡るような新たなる「機関誌」の創刊をめざし、引き続き副校長・教頭
としての資質を高め、専門性を培うための研修的「機関誌」の充実（開発）に積極的
につとめてまいる所存でございます。

　今後とも引き続き、皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。


