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対談 　「教職員の働き方の改善について」
平成29年９月20日に、文部科学省において、文部科学省初等中
等教育局長　髙橋道和様と全国公立学校教頭会　今井功会長が
対談を行いました。お二人から、次の３つの話題を中心に学校
や国の施策等について、様々なお話を伺うことができました。

「勤務時間を意識した働き方」について
「統合型校務支援システムの導入」について
「教員の業務を軽減する人的整備」について

＜「勤務時間を意識した働き方」について＞

【今井】本日はお忙
しいところ、お時間
をつくっていただき
ましてありがとうご
ざいました。よろし
くお願いします。ま
ず初めに、教職員の
働き方の改善につい
て話を進めていきたいと思います。我々教員は、教職調整額が
４％ついていますので、残業という概念を持っていません。時
間外勤務を命令できるのは学校長ですが、多くの教員は自主的
に夜遅くまで残って勤務しています。副校長・教頭は労務管理
の意識を持たなければいけません。管理職の労働時間に関する
研修が必要であると思います。また、８月に中央教育審議会の
学校における働き方改革特別部会（以下、働き方部会）で出さ
れた緊急提言によりますと、タイムカードの管理について記載
されていました。タイムカードの管理となると、副校長・教頭
の業務が増えることとなります。行政の給与担当にオンライン
でつながっていて、そこで管理していただくとよいのかなとも
考えます。教職員の出勤は、出勤簿に押印する古い勤務管理で
あるため、勤務時間の意識が薄く、長時間仕事をしてしまいま
す。留守番電話の機能の導入についても緊急提言に書かれてい
ましたが、教員の勤務時間についていかがでしょうか。
【髙橋】本年４月に、10年ぶりに実施した教員勤務実態調査の
速報値の公表を行いました。10年前の調査でも、教員の長時間
勤務は相当な状況にありましたが、今回の調査では、さらに厳
しい状況になっていることが明らかになりました。特に、授業
の時間や授業準備、成績処理、学年・学級経営の時間が増加し
ています。文部科学大臣も「もはや看過できない状況にあり、
緊急に対応を講じなければならない」との認識を示されまし
た。初中局としても、この問題を最優先課題と位置づけ、６月
に中央教育審議会に諮問、７月に同審議会に「学校における働
き方改革特別部会」を設置し、現在精力的に御審議いただいて
おります。特別部会の初回には、ある委員から「学校現場で
は、出退勤の確認を目視でしているということだが、これは民
間の職場から考えた場合、普通の状況ではない。議論できるベ
ースラインをそろえていかないといけない。」という厳しいご
意見をいただきました。一般の労働現場と比較すると、学校は

勤務時間管理の意識が希薄で、独特の勤務文化を作ってしまっ
ているのではないでしょうか。ここを変えていかなければなら
ないと思います。中教審では、当初は年末までに中間報告をと
りまとめる予定でしたが、部会長はじめ多くの委員から、どん
どんメッセージを出していくべきだ、との意見が示され、８月
に緊急提言を行うことになりました。この提言には、タイムカ
ードや留守番電話の導入など、かなり細かい事柄までが盛り込
まれています。学校現場ですぐできることは、すぐに変えてい
こうというメッセージが込められています。私も、業務改善の
モデル校の視察に行ったり、長時間勤務に悩む先生方の声を聴
いたりしてきましたが、「夕方以降に学校にかかってくる電話
は、それほど緊急性がなく翌日対応でも問題がないものが多
い。留守番電話に切り替えて、緊急の場合の副校長の連絡先を
流すようにしておいたところ、特段問題が生ずることもなく、
夕方以降の仕事がはかどるようになった」といった声をお聞き
しました。また、横浜市では、お盆の時期に学校を閉庁にし
て、先生方がしっかり休み、教育委員会もこの間は研修等を行
わないといったお話も伺いました。学校の先生は忙しい、とい
うことが社会的にも少しずつ認知されてきています。学校には
閉庁日を設けない、夕方以降の電話にも教職員がいる以上は対
応する、という学校の文化は変えていかなければいけません。
もちろん、長年の慣習を個々の学校が独力で変えていくのは難
しいと思います。今回、特別部会の提言が細部にまで踏み込ん
で提言したのは、このような取り組みを後押ししていこうとい
う趣旨ですので、各教育委員会が学校をしっかり指導・支援い
ただきたいと思います。先生方にも、勤務時間管理の意識をし
っかり持っていただいて、できることから取り組んでいただき
たいと思います。そして、仕事とプライベートの時間のバラン
スを良くして、リフレッシュしてよりよい状態で子供に接して
いただきたいですね。
【今井】ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりです。
管理職の役割も大切です。そのためにも、管理職のマネジメン
ト研修が重要であると考えています。８月に埼玉県で全国大会
を開催し、その後各ブロックで研修を積んできています。参加
型で参加者がいろいろな議論をしながら研修を行っており、管
理職としての資質を高めていきたいと思っています。

＜「統合型校務支援システムの導入」について＞

【今井】緊急提言には、統合型校務支援システムの導入につい
ても記載されています。千葉市では、児童生徒の出欠、成績処
理、調査書や指導要録までリンクされているので、ゴム印や手
書きで行っていた作業に比べると格段に校務が軽減されていま
す。
【髙橋】調査結果を見ると、統合型校務支援システムの導入は
千葉県では約56％になっていますね。会議で長崎県に出張し、
県・市の教育長と意見交換した際に、「長崎市が統合型校務支
援システムの本格的な導入を予定しているが、教職員の異動を
考えると、他市町村も長崎市と同じようなシステムを導入する
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のが望ましいのではないか」といった話がありました。
【今井】政令指定都市は市内異動なので、システムがどの学校
に行っても同じなので問題ないのですが、市町村間を異動する
ときには、システムが違っているとか、また導入されていない
などが現状です。市町村によって差があります。予算を出すの
は自治体なので、導入には、かなりの金額がかかり、メンテナ
ンスも高額になります。
【髙橋】システムの調達・運用に当たり、初期導入経費やメン
テナンス経費など様々な経費が必要となりますが、コスト軽減
策としては、例えば複数自治体による共同調達・運用が１つの
方法として考えられます。

＜「教員の業務を軽減する人的整備」について＞

【今井】平成30年度の概算要求ではいろいろな人的整備もある
ようですがいかがですか。
【髙橋】緊急提言を踏まえ、教職員の働き方改革のための政策
パッケージを考えています。第１点目は、仕事そのものを効率
化したり、学校が本来やるべきでない仕事はやめたりして、仕
事の総量を減らしていくための政策です。例えば、給食費の徴
収は、口座振替の手続きや未納者への対応なども含めて、教育
委員会が対応する、通学路の安全確認や登下校の見守りなどは
地域のボランティアにお願いする、といったことにより、学校
がやるべき仕事をスリム化していくことです。このような観点
からは、統合型校務支援システム導入促進の経費や、給食費の
公会計化促進ガイドライン作成経費などを要求しています。
第２点目は、教員以外の専門スタッフを増やすということで
す。日本の学校では、先生に比べて支援スタッフが少なく、先
生と支援スタッフの比率は概ね４：１の比率となっています。
諸外国ではこの比率は概ね３：２程度となっています。具体的
には、生徒指導や進路指導は、スクールカウンセラーやキャリ
アカウンセラーが受け持ち、先生は教科指導に集中できるとい
うような役割分担になっていることが多いのです。しかし、日
本の学校では、教科指導・生徒指導など、教育活動の全体を通
して子どもを全人格的に教育することが求められます。この点
は、諸外国と大きく異なっており、日本の学校教育の良いとこ
ろだと思うのですが、一方で先生の長時間勤務の要因の１つに
もなっています。いろいろな支援スタッフに仕事を分担してい
ただくことが必要です。平成30年度概算要求では、新たにスク
ール・サポート・スタッフ（以下、スタッフ）や部活動指導員
に関する補助制度の創設を要求しています。児童生徒の評価を
行うのは先生ですが、評価の元になるテストの点数の入力をス
タッフが行ったり、あるいは先生が入力した点数をスタッフが
チェックすることによって、先生の負担を軽くしたりダブルチ
ェックを行うことができるようになります。実際にスタッフを
職員室に配置しているモデル校でお話を聞きましたが、「職員
室にはコピー機が１台しかなく、休み時間の10分間ではコピー
や資料作りが間に合いません。それも先生方のストレスになっ
ていました。スタッフ配置されてからは、お願いしたコピーを
授業時間内に行ってくれるので、先生方が授業から戻ってくる
と必要な資料が出来上がっています。小さなことですが、負担
やストレスを軽くしてくれています。」とのことでした。この
ようなスタッフを12学級に１人程度配置できるようにするため
の予算を要求しています。
【今井】中学校の部活動指導員はいかがでしょうか。
【髙橋】部活動指導員は、本年３月に学校教育法施行規則の一
部を改正し、中学校及び高等学校等における学校職員の新たな
職域として制度化を行いました。部活動指導員の主な職務は、

部活動での実技、安全、障害予防に関する指導や、大会等への
引率のほか、用具・施設の点検・管理、保護者等への連絡など
としています。また、市町村等が部活動指導員を非常勤職員と
して任用する場合、労働者災害補償保険が適用されることとな
ります。平成30年度概算要求では、その配置に係る経費につい
ては、３分の１を国が補助し、３分の２を都道府県と市町村と
で負担する仕組みを考えていますが、市町村が導入しやすいよ
うに地方負担分については地方交付税で補うように要求してい
ます。現場の声を聞いているとニーズがあるよう印象がありま
すがどうでしょうか。
【今井】スタッフについては、大賛成です。しかし、このスタ
ッフの勤務管理を教頭・副校長が行うことになると新たな業務
が増えることにつながります。また、通学路の安全確認を地域
の方にボランティアで行っていただくと、逆に、地域からの要
求も出てきます。例えば、「管理職を含む教職員が休日に地域
のイベントに参加する回数が増加します。また、立哨の場所の
調整役を学校がやってほしい。」と言われることが現実にあり
ます。それにより業務が増える要因となっています。調査によ
ると教頭は、自分のことよりも、一般教員を助けたいと思って
いる者が多いので、いろいろな業務を自己犠牲で請け負ってし
まうのです。
【髙橋】スタッフの具体的な勤務については、市町村や学校の
判断になりますが、予算積算上は１日６時間、週５日勤務で週
30時間のパートタイム的な勤務を想定しています。
【今井】横浜市は、大規模校にスタッフが配置されています。
活用について慣れるまでは時間がかかったようですが、助かっ
ていると聞いています。
【髙橋】さきほどお話したモデル校でも、先生方は頼むことに
慣れていないため、当初は全部自分でやってしまって、最初の
２，３か月はスタッフがうまく機能しなかったそうです。１学
期の中頃からようやく機能し始めたとのことでした。先生方に
も、仕事の一部を他のスタッフに分担してもらう、という意識
を持っていただく必要がありますね。
【今井】部活動指導が生徒指導上、重要な位置を占めている学
校もあります。顧問が自分の専門でない競技、やりたくないの
にもかかわらず部活動を指導している教員にはいいでしょう。
一方で、部活動を生きがいとしている教員がいるのも事実で
す。
【髙橋】スポーツ庁では、運動部活動の運営のあり方について、
中体連や高体連等からも意見を聞いています。中学校教員の勤
務時間の中でも部活動は社会的な問題になっています。これを
解決していくには、例えば、外部のアスリート経験者の方を部
活動指導員に任用し、しっかりと研修を受けていただき、学校
のルールや教育方針を理解したうえで部活動の指導にあたって
もらうことが考えられます。教員の中には、部活動指導に情熱
をかけている方がいる一方で、部活動指導に負担を感じている
方もいます。日本体育協会が行った調査によると、中学校教員
のうち、保健体育の担当ではなく、競技経験がない運動部の顧
問になっている方は約45％います。競技のおもしろさや戦術
的なスポーツの良さを理解していない先生が生徒に教えるのは
難しいですね。例えば、サッカーのＪリーグで活躍した選手が
引退後に研修を受けて、部活動指導員として活躍していただけ
れば生徒にとっても良いのではないでしょうか？今回のテーマ
からは少しはずれますが、将来的には、スポーツ指導者の活躍
の場が広がり、昼は一般の人、放課後は中学生、夜は社会人を
指導するようなフルタイムでの雇用が生まれると理想的なので
すが。全国には中学校が約10,000校ありますので、来年度から
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４年計画で、部活動指導員を各校に平均して３人くらい配置す
ることができるよう、予算要求をしています。部活動指導員が
教員に代わって部活動の指導を行うことにより、教員の勤務時
間は全体的に減らすことができますが、顧問をする先生と顧問
しない先生で業務量に差が出てきますので、その調整は管理職
の腕の見せ所となってくるでしょう。
また、部活動指導員の配置と合わせて、部活動の総量を減らし
ていくことも重要です。子供や保護者から「勝ちたいので、部
活動時間を増やして欲しい。」という要望があると、顧問の先
生方は無理をしてでも応えようとしてしまいます。スポーツ庁
では、適切な休養を伴わない行き過ぎた活動等を是正するた
め、今年度、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラ
イン」を作成することとし検討を行っています。例えば、活動
時間の目安としては、平成９年に、中学校の運動部活動におい
ては、学期中は週２日の休養日を設けることや、平日の活動時
間は、長くても１日あたり２～３時間程度以内、土日の活動
は、１日あたり３～４時間程度以内とすることなどを例示して
いますが、子供の発達段階に適した活動時間を設定する必要が
あります。
【今井】そうなると、部活動はボランティアであるという原点
に戻ってくることになってしまいますね。
【髙橋】例えば、スポーツに貢献したいという地元企業が教育
委員会とタイアップして、外部指導員の派遣事業を支援する取
組が始まったというお話も聞きました。一方で、人材バンク等
を作っていてもなかなかうまく機能していないという事例も耳
にします。2020オリパラ東京大会を控えて、スポーツに対する
国民や企業の関心も高まってきていますので、各方面から支援
がいただけると良いと思います。
【今井】そうですね。例えば、英語
の授業への外国人講師派遣は、民間
が行っています。昔は、教育委員会
が人を探して学校に派遣していまし
た。民間から派遣された外国人講師
ならば、もし指導力がない場合すぐ
に変えてもらえます。民間の活力を
是非、活かしてほしいと思います。
次に、全国公立学校教頭会の調査に
よると副校長・教頭が事務職との兼
務をしている割合が多い県がありま
す。四国の数値が高いです。副校長・教頭が事務職を兼ねてい
ると仕事量が多くなります。また、担任との兼務をしている状
況もありました。私どもの調査で大変気になっているところで
す。
【髙橋】さきほどの政策パッケージの話に戻りますと、第３点
目は教職員定数の改善です。先生方の業務の縮減や効率化、先
生以外のスタッフの増員による教員の負担軽減を図っても、教
員でなければできない仕事が相当量残る以上、先生の定数増が
必要不可欠であると考えています。特に、今回の学習指導要領
の改訂で小学校３年から６年では週１コマ相当の授業時数が増
えます。また、５・６年生では外国語活動から教科になること
によって評価の負担も増大します。１コマ増えた授業時数によ
って、これまで以上に先生の負担を増やすことがあってはなり
ません。そのためには、新学習指導要領の全面実施までに小学
校の専科教員を集中的に増やしていく必要があります。今後３
年間で、約6,600人の改善が必要だと想定し、平成30年度概算
要求では、2,200人の改善を要求しています。
また、先生方の負担を軽減するためには、事務職員の充実も必

要です。平成30年度要求では、事務職員400人増を計上してお
り、事務の共同実施などで事務職員の行っている事務を効率化
してできるだけ先生方の負担を軽減していきたいと考えていま
す。
【今井】教職員の増員は、副校長・教頭の調査結果で最も望ん
でいることです。平成28年度調査のデータでは、中学校で少人
数指導教員・小学校で専科教員の増員を一番に望んでいます。
小学校では、教員が多いと学級担任が休んだ時に非常に助かり
ます。学級担任がいない時は、副校長・教頭が授業に行くよう
になるので、その間は、事務処理も接客対応も全てがストップ
となってしまう状況です。
【髙橋】勤務実態調査をみても副校長・教頭が一番多忙です。
副校長・教頭が授業に出ていくようになると、本来の仕事が先
送りになってしまうわけですから、そういった意味でも、小学
校専科教員をはじめとする教職員定数の改善は必要ですね。
【今井】次に、平成28年度調査のデータから、12時間以上勤務
が多く、小学校では81％、中学校では86.2％です。11時間以上
勤務になると小学校では92％、中学校では94.3％になります。
その要因は、各種調査への対応、保護者・ＰＴＡ・各種諸団体
等への連携、児童生徒への生徒指導の対応の順になっていま
す。
【髙橋】我々の調査でも同じ傾向に
なっています。中教審の議論の中で
も、学校現場の先生方に依頼する調
査を精選すべきである、という意見
が出ています。
【今井】都道府県教委や市町村教委
からの調査も含めると年間900件を
超えると思います。いろいろな緊急
調査もあり仕方がないだろうという
声も聞かれます。教頭会の調査も今年はWeb化して、５分間
位でできるようにしました。今年度は質問項目を検討していな
いので、次年度の調査から、長時間勤務の要因を更に明らかに
したいと思います。例えば、主幹教諭や教頭が二人配置では、
勤務時間がどうなっているのか。主幹教諭が教頭や教務主任の
職務を助けているのかなども調査したいと考えています。来年
度は質問項目を変えて、エビデンスとなるようなものにしたい
と考えています。
【髙橋】是非、そのような調査を行ってください。中教審の審
議でも、副校長・教頭の業務については、それほど突っ込んだ
意見交換は行われていなかったと思いますので、調査結果を参
考にしたいと思います。
【今井】スクールサポートスタッフが、副校長・教頭のサポー
トもするような業務もできると非常に助かると思います。例え
ば、副校長・教頭が行う各調査の処理も業務に入っていると助
かります。
【髙橋】日本は、学習指導要領で教育課程の基準をしっかり決
める。教科書検定で質の高い教材を担保する。義務教育費国庫
負担制度で質の高い先生を全国に均一に配置する。この三つが
相まって国際的に評価されている義務教育システムを作ってい
ます。知・徳・体をバランスよく育む教育が日本の強みだと思
います。これを支えているのは先生方であり、その要となって
いるのが、副校長・教頭先生方です。今後もどうぞよろしくお
願いします。
【今井】私どももマネジメント力を上げるように努めます。本
日はありがとうございました。
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１　大会名称
　第57回九州地区公立学校教頭会研究大会
　宮崎大会
２　開催期日
　平成29年７月27日（木）・28日（金）
　シーガイヤコンベンションセンター
３　大会日程
　１日目～分科会
　　（提言１Ａ、１Ｂ、２、３、４、５Ａ、５Ｂ）
　２日目～開会行事、記念講演、閉会行事
４　大会の概要
⑴　大会主題
　�「豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学校教
育」
⑵　主催
　�九州地区公立学校教頭会、宮崎県公立小中学校教
頭会
⑶　分科会
　①教育課程（Ａ、Ｂ）　 ②子どもの発達
　③教育環境整備　　　　④組織・運営
　⑤教職員の専門性（Ａ、Ｂ）
　の５課題７分科会を設定しました。
　�　分科会の進行は、提言（25分）質疑応答（10
分）グループ協議（45分）全体協議（15分）指導
助言（10分）として行いました。指導助言者から
は、総括（10分）として行っていただきました。
⑷　開会行事
　①開式のことば　②国歌斉唱
　�③あいさつ（大会実行委員長、全国公立学校教頭
会会長）　④祝辞（宮崎県教育委員会教育長、宮
崎市長）⑤来賓紹介　⑥祝電披露　⑦感謝状贈呈　
⑧閉会のことば
⑸　記念講演
　演題　「私の柔道哲学」
　講師　井上康生氏（全日本柔道男子監督）
⑹　閉会行事
　①開会のことば　②次期開催県会長あいさつ　
　③大会宣言決議　④万歳三唱　
　⑤閉会のことば

５　大会を振り返って
　九州８県から1,000余名の会員が参加した研究大
会となりました。
　分科会では、全国公立学校教頭会第11期の１年次
に当たり、これまでの研究を活かしつつ子どもたち
が生きる将来の社会像を見据えた研究内容となって
います。今回のキーワード「自立・協働・創造」の
視点を踏まえた研究に対し５課題７分科会で協議を
深め、各県の副校長・教頭先生方の学校・家庭・地
域等の実情や問題点などについて情報交換をするこ
とで、私たち自身の人間性と創造性を育む大会にな
ったことと思います。
　記念講演では、全日本柔道男子監督の井上康生氏
を招いて、「私の柔道哲学」と題して講演をしてい
ただきました。講演内容は、「進化するためには変
化が必要。変化には失敗が伴うが、それを恐れる
な」という哲学の基に、指導する上では「失敗の内
容の見極め」が重要であること等を拝聴することが
できました。このことは、副校長・教頭がリーダー
シップをとり、人づくりをコンセプトにどのように
学校運営を行っていけばよいかについて、多くのこ
とを示唆していただきました。
　本大会を開催するにあたり「九州は一つ」を合い
言葉に、本県公立小・中学校教頭会は、３年前から
会場はもとより関係機関との連絡調整を図って参り
ました。本県教頭会は、この研究大会開催を基盤と
してさらに日々研鑽を積み、副校長・教頭の使命と
責任を深く認識し、児童・生徒、県民の期待と信頼
に応えるとともに九州の絆づくりをさらに進めてい
くことを確認しました。

　九州ブロック宮崎大会報告　

九州ブロック長　　服　部　光　洋
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　北海道ブロック空知大会報告　

北海道ブロック長　　笹　川　恒　春

１　日　程
　　平成29年９月15日（金）
　　　開会式　記念講演　分科会１日目
　　平成29年９月16日（土）
　　　分科会２日目　閉会式
２　会　場
　　全体会　岩見沢市民会館・文化センター（まなみーる）
　　分科会　�岩見沢市民会館・文化センター（まなみーる）
　　　　　　ホテルサンプラザ、平安閣

３　参加会員数
　　905名
４　大会内容
　①開会式
　�　本大会は、北海道公立学校教頭会第14次３か年
継続研究１年目の大会として、全公教から示され
たキーワード「自立・協働・創造」に視点をあ
て、新たな研究の深まりを求める大会としまし
た。大会オリエンテーションとして北海道公立学
校教頭会　山下尊子研修部長から研究概要の説
明、本大会の意義等の解説があり研究大会がスタ
ートしました。
　②記念講演
　�　株式会社コンサドーレ代表取締役社長CEO
野々村芳和氏より「サッカーチームの経営から考
える組織マネジメント」という演題で講演をして
いただきました。野々村氏のサッカーに対する情
熱が強く感じられ、経営者として組織をどのよう
にマネジメントしていくかについて大変参考にな
る内容でした。特に「現実を見せてビジョンを共
有」「勝ち負け以外の価値を創出」の二つのキー
ワードは、学校運営においても活かしていけるも

のであり、野々村氏のウィットに富んだ温かい言
葉は、参加者にとって明日からの活力が湧いてく
る講演でした。
　③分科会
　�　３会場に分かれて８分科会が開催されました。
どの分科会でも、提言に基づき活発な意見交流が
繰り広げられました。協議の柱と話題となる内容
をプリントで示し事前に配付したことで焦点化が
図られ、有意義な話し合いになりました。各分科
会の提言内容は以下のとおりです。

【第１Ａ分科会】教育課程に関する課題
○�学力・体力向上に向けての教頭の関与性
○�学校間・学校と地域との連携を推進する教頭の関
与の在り方

【第１Ｂ分科会】教育課程に関する課題
○�新学習指導要領に対する教育課程の編成・実施・
評価と教頭との関わり
○�地域、校種間で連携・協働した教育課程の編成・
実施に向けた教頭の関わり

【第２分科会】子どもの発達に関する課題
○�健康・体力の増進に向けた食育の取組における教
頭の関わり
○�小中連携を通した豊かな人間性の育成
【第３分科会】教育環境整備に関する課題
○�活力ある学校をつくる「教育環境整備」における
教頭の関与の在り方
○�「人をつくる」「人を生かす」組織的学校運営
【第４分科会】組織・運営に関する課題
○�地域連携を基盤とした学校活性化を図る工夫
○�未来を拓く児童生徒の学びの環境の充実
【第５Ａ分科会】教職員の専門性に関する課題
○�地域の良さを生かし教職員の専門性を高める教頭
の指導性の追求
○�教職員の意識高揚、資質・能力向上を図る教頭の
役割

【第５Ｂ分科会】教職員の専門性に関する課題
○�３つの専門性に視点をおいた実践研究
○�「教師力向上」と「服務規律の保持・徹底」
【特別分科会】教育の今日的な課題
○�学校体育のこれまでとこれから
　～体力問題を中心として～
・基調講演、グループ協議、シンポジウムを通じて
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東海北陸ブロック長　　増　地　陽　一

　平成29年10月26・27日、相次ぎ襲った台風21号と
台風22号の間で奇跡的に晴れた２日間に1,179人の
副校長・教頭が参集し、「豊かな人間性と創造性を
育み未来を拓く学校教育」という研究主題のもと第
45回東海・北陸公立学校教頭会研究大会三重大会が
開催されました。
１　全体会
　初日の全体会は、四日市文化会館を会場に行われ
ました。多くのご来賓の方からご挨拶を頂戴し、続
いての「基調提案」では、第11期の研究の初年度と
して、全国統一研究主題の「未来を拓く」に着目
し、不確実性の時代の中、未来を生き抜いていける
力とはどんな力なのか、「自立」・「協働」・「創造」
と言う三つのキーワードで示しました。そして、研
究の焦点として「継続性」・「協働性」・「関与性」を
挙げ、この三つの柱で研究を進めていく事が示され
ました。
　記念講演では、「四日市公害と環境未来館」館長
の生川貴志さんと四日市公害原告団の野田之一さん
にご講演いただきました。野田さんからは、子や孫
のため命がけで巨大企業に立ち向かった公害裁判の
話を聴かせていただきました。生川さんからは、住
民・行政・企業が一体となって環境改善に取り組
み、地道な努力
を続けてきた結
果、四日市に再
び「青い空」を
取り戻したこと
を話していただ
きました。
　最後に、富山県の嘉義政彦会長から来年度の富山
大会のアピールをしてもらいました。
２　分科会
　２日目の分科会は、四日市駅周辺のホテル・施設
を会場に、６課題・６分科会に分かれて研究協議を
行いました。

【第１分科会】教育課程に関する課題
⑴　地域の特色を生かした教育課程
⑵�　確かな学力の向上を図るための教育活動と教頭
の役割

【第２分科会】子どもの発達に関する課題
⑴�　子どもたちの生きる力を育み、豊かな成長を計
るために
⑵�　保幼小中の一貫した教育とその基盤となる家庭
地域との連携

【第３分科会】教育環境整備に関する課題
⑴�　ふるさとを愛し、たくましく生きる力を育む
「保・幼・小・中・高・地域の連携」を推進する
教頭の役割
⑵�　学校と地域との連携・協力による魅力ある学校
作りのための教頭の役割

【第４分科会】組織運営に関する課題
⑴�　教育機関が連携した明るい学校作りを推進する
組織運営のあり方
⑵�　組織力を高めるための教頭の役割
【第５分科会】教職員の専門性に関する課題
⑴�　教職員の資質と能力の向上における教頭の役割
⑵�　小中一貫教育を推進していく教職員の意識向上
を図るための教頭のかかわり

【第６分科会】�副校長・教頭の職務内容や職務機能
に迫る課題

⑴�　組織的・計画的な人材育成と教頭のリーダーシップ
⑵�　学校が取り組むべき重要課題に対する教頭の役割
　いずれの分科会でも熱心に討議する姿が見られ、
明日の教育活動から生かしていただけるような有意
義な意見の交流ができました。
　また、大会アンケートを見ても本大会に対する参
加者の満足度は高く、いずれの調査項目でも96％
以上の肯定的な意見をいただきました。
　提言者・助言者の皆様を始め、大会運営にあたっ
ていただいた多くの方々の協力のおかげで、素晴ら
しい大会にすることができました。

　東海・北陸ブロック三重大会報告　
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　東北ブロック福島大会報告　

東北ブロック長　　佐　藤　　健

　第37回東北地区小中学校教頭会研究大会福島大会
及び第29回福島県公立小・中学校教頭会研究大会福
島大会を、11月９日（木）・10日（金）の２日間、
福島県福島市において開催しました。大会には、約
950名の会員の皆様に参加していただき、熱心な協
議・情報交換がなされました。
　本大会は、昨年度開催された岩手盛岡大会の成果
を踏まえつつ、第11期全国統一研究主題「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」に基づいた研究の初年度と
して、新たな視点をもって研究を深めるとともに、
会員相互の交流と連携を深めるものにしたいと考え
開催しました。

　大会１日目の「記念講演」では、地元である福島
はもちろん、東北の復興を願い様々な活動をされて
いるタレントの「なすび」さんを講師にお願いしま
した。「ふるさと福島への想いと願い」～なすびな
りの応援のカタチ～という演題のもと、タレントと
しての苦労話やエベレスト登頂にまつわるエピソー
ドなど映像を入れながらお話しいただきました。
　参会者アンケートにおいても「感動した」「教育
界以外の話で良かった」「“それぞれの立場でできる
ことがある。考えるよりまず行動を”という言葉に
深い感銘を受けた」「“諦めないで頑張れば、叶う夢
もある”という言
葉に勇気がわい
た」などたくさん
の感想をいただき
ました。

　２日目の分科会
は、福島駅周辺の
ホテルなどを会場
に、５課題６分科
会で実施しまし
た。各分科会で
は、東北６県における提言ローテーションにより、
福島県と各県からの２つの提言をもとに、６～８名
でグループ協議を行いました。提言内容とともに各
自・各校での実践を話し合い、適切なご指導を受け
ることによって、教頭・副校長としての「役割」
「かかわり」を深く学ぶことができました。苦労・
工夫等についても広く話し合うことができ、大変有
意義な場となりました。大会の目的である、各課題
の研究を深めるとともに、会員相互の交流と連携を
深めることができました。
　「参会者アンケート」においては、以下のような
いろいろな意見・提案がありました。
　○�東北各県の先生方からの様々な情報を得て、
「チーム東北」で尽力していきたい。

　○�お互い「一人職」なのでこのような情報交換の
機会はとても貴重だと感じた。

　○�教頭としてすべきことを改めて考え、意欲を高
めることができた。日々の多忙感から取り組ん
でいないことや見失っていることが多々あった
ことを強く感じることができた。

　○�記念講演は、教育界以外の方の話で良かった。
　・�１つの班の人数を６人にしてはどうか。
　・�分科会のテーマの他に、フリートークの時間を
とってほしい。１つの提言でじっくりと意見交
換してもいいのではないか。

　提案として、分科会に関わる内容も多く、会員の
皆様の意欲的な参加意識の表れと考えます。本大会
の様々な運営上の課題とともに、成果を次年度開催
の宮城県に引き継ぎたいと思います。
　結びに、本大会の開催・運営にあたり温かいご指
導・ご支援をいただきました全公教をはじめ、福島
県・福島市・福島県教育委員会・福島県小学校長
会・福島県中学校長会等、関係各位に心から感謝申
し上げ、報告といたします。
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　近畿公立学校教頭会は、大阪、京都、兵庫、奈
良、滋賀、和歌山の２府４県、会員数4,127名の組
織です。各府県の単位教頭会においては、職能研修
団体としての役割を認識するとともに、これまでの
積み上げてきた研修の成果を継承し、さらに充実発
展させていくための活動を進めています。また、近
畿各府県がそれぞれの特色を生かし、連携を深めな
がら研究推進を図っていくことを使命と考え、活動
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55回近畿公立学校教頭会研修大会和歌山大会
　・日時　平成29年11月17日（金）
　　　　　午前10時～午後４時
　・会場　和歌山県民文化会館
　・記念公演
　　　演題　�「稲むらの火・濱口梧陵の行動に学ぶ

防災教育」
　　　�講師　稲むらの火の館　館長　﨑山　光一氏

　四国地区小中学校教頭会は、香川県、徳島県、高
知県、愛媛県の四県で構成され、本年度の会員数は
1,326名です。
　これまでも「四国は一つ」や、阿波の「あ」伊予
の「い」讃岐の「さ」土佐の「と」をつないで「愛
の里（あいのさと）、四国」を合言葉に、お互いに
協力し合ってきたが、その団結力が四国ブロックの
誇りとなっています。

１　活動目的
　四国地区小中学校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
合理化に努める。

２　活動内容
⑴�各県教頭会の情報交換と連絡調整
⑵�研究大会の開催
⑶�教育振興のための調査広報活動
⑷�教頭職の勤務待遇改善
⑸�その他本会の目的達成のための事業

３　事業計画
６月24日　第１回四国理事会、代議員会、
　　　　　研究部長会、要請部長会
８月24日　第２回四国理事会、研究部長会
11月14・15日　第35回四国地区小中学校
　　　　　　　教頭会研究大会（愛媛大会）
２月３日　第３回四国理事会、研究部長会、
　　　　　第１回事務担当者会

４　四国地区小中学校教頭会研究大会（愛媛）
　・サブテーマ
　　�「絆を深め　夢や希望を持って　未来を切り拓
いていく子どもの育成」

　・日程　平成29年11月14日（火）
　　　　　　　　　11月15日（水）
　・会場　松山市コミュニティセンター他
　・記念講演
　　　演題　�「他人の子を叱るのも　大人の思いやり」
　　　講師　八名　信夫氏

近畿ブロック＆四国ブロック

近畿ブロック 近畿ブロック長　成瀨　憲弘

四国ブロック 四国ブロック長　　二宮　眞由美




