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倉吉市教育に関する施策の大綱（案）
～豊かな心を持ち、個性を発揮する人づくり～

鳥 取 県 倉 吉 市
平 成 27 年

1

月

はじめに
教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、迅速な危機管理体制の構築、地方公
共団体の長と教育委員会との連携強化等教育委員会制度の抜本的な改革を行うため、平成
27 年４月１日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行さ
れました。改正された法律では、新たに市長と教育委員会で構成される総合教育会議の設置
が義務付けられ、この総合教育会議において、教育委員会と協議し、教育基本法第 17 条に
規定する基本的な方針を参酌して、教育の振興に関する施策の大綱を策定することとされ
ました。
倉吉市教育委員会では、平成 23 年２月に第１期倉吉市教育振興基本計画を策定、平成 23
年度から 27 年度までの５箇年の重点的に取り組むべき施策を示し、毎年の重点施策実施計
画により、施策の推進を図っているところです。
倉吉市の自然・風土・歴史・文化の中で、豊かで健やかな心身を育み、一人一人の個性や
能力を発揮し、地域に誇りと愛着を持ち、幅広く交流し、倉吉の発展に寄与する人づくりを
めざした、第１期倉吉市教育振興基本計画の教育理念「豊かな心を持ち、個性を発揮する人
づくり」の方針を明確にし、その実現に向けた総合的・計画的な推進を図るため、このたび
教育に関する施策の大綱を策定しました。
平成 27 年 月

倉吉市長

石田 耕太郎
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１ 倉吉市の教育理念
豊かな心を持ち、個性を発揮する人づくり
倉吉市の自然・風土・歴史・文化の恩恵に浴して、豊かで健やかな心身を育み、一人一
人の個性や能力を発揮し、地域に誇りと愛着を持ち、幅広く交流し、倉吉の発展に寄与す
る人づくりをめざし、
「豊かな心を持ち、個性を発揮する人づくり」を倉吉市の教育理念と
定めます。
【教育目標】
・幅広い知識を身に付け、豊かな心を培い、健やかな体を養う。
・個性を尊重し、創造性を培い、自律性・自主性を養う。
・社会の一員として、参画し寄与する態度を養う。
・自然を大切にし、伝統と文化を尊重する態度を養う。
・郷土を愛し、他人や他の地域を尊重する態度を養う。

家庭・地域・学校が一体となった教育の推進

２ 重点施策
１

学校教育

学校教育基本方針 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成
～自ら学び、たくましく生きる～
本市学校教育においては、本市が培ってきた自然・歴史・文化という地域の特性を活かし
ながら、家庭と地域社会と学校の連携のもと、各校が特色ある充実した教育活動を展開し、
学力の向上や豊かな心とたくましい体づくりをめざし、故郷に誇りと愛着をもつことので
きる子どもの育成に努めてきました。
これまでの取組みをさらに推進するとともに、知識・技能の習得とそれらを活用して課題
解決するために必要な思考力・判断力・表現力の育成、言語活動、道徳教育、体験活動の充
実等新学習指導要領の趣旨を活かした教育活動も積極的に取り入れるなどし、あらゆる教
育活動をとおして本市の子どもたちの「生きる力」を育むことに努めます。そして、優しさ
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や思いやり、人とのつながりの中に豊かさを感じる心を持ち、前向きに努力していくととも
に困難なことでも耐える力と、新たなことにチャレンジしていく力をもつ子どもを育成し
ていきます。
そのために家庭と連携した取組みを推進するとともに、地域の人が学校運営に参画する
体制づくりを推進（横の連携）していきます。また、保育所・幼稚園・小学校・中学校の連
携（縦の連携）を深め、幼児期から一貫した支援の充実に努めます。
重点施策①

幼児教育の充実

保育所・幼稚園と小学校の連携を充実させ、基本的生活習慣の定着や規範意識の育成及
び他者との関わり等について、福祉部局と共に幼児期の教育の充実を図ります。また、幼
児教育と小学校教育の円滑な接続を図るため、教職員や子ども同士の交流により、保育・
教育内容の相互理解及び指導の在り方についての研究を行います。
重点施策②

学力向上の推進

基礎的な知識及び技能を習得させ、それらを活用して課題解決するために必要な思考
力、判断力、表現力を育むとともに主体的に学習に取り組む態度を養います。また、その
ための教職員の資質、指導力の向上、細やかな指導を行う体制づくりに努めます。
重点施策③

豊かな心の育成

読書活動や体験活動を積極的に推進するとともに、人権同和教育や道徳教育の充実を
図り、豊かな心を育成します。
重点施策④

たくましい体の育成

運動や健康・安全についての理解を深め、健康の保持増進のための実践力と体力の向上
を図ります。
重点施策⑤

倉吉に誇りと愛着を持つ子どもの育成

子どもたちが倉吉の自然や歴史、文化などに誇りと愛着が持てるよう、地域の特色を生
かし、人材や歴史、自然等の財産をもとに、子どもたちが倉吉を「知る・楽しむ・育む」
ことのできる取組みを推進します。
重点施策⑥

家庭・地域と連携した開かれた学校づくりの推進

保護者や地域に積極的に情報を公開するとともに、学校評価をさらに充実させ、各学校
が創意工夫のもと地域の実態に応じた特色ある教育活動を展開し、活力ある学校づくり
ができるよう地域の人が学校運営に参画する体制づくりを推進します。
重点施策⑦

家庭教育の充実
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家庭教育の重要性を保護者が自覚し、家庭での基本的生活習慣や学習習慣の確立等に
ついて取り組めるようにしていくとともに、相談体制の整備など保護者が子育てしやす
い体制づくりを推進していきます。
重点施策⑧

特別支援教育の充実

児童生徒一人一人の教育的ニーズや障がいの種類や状況に応じた創意ある教育課程の
編成と指導方法の工夫改善を行い、個々の発達と自立に向けた教育活動と生涯にわたる
一貫した支援の充実に努めます。
重点施策⑨

給食の充実、食育の推進

豊かな心と体、望ましい食習慣等を育むため、学校給食の充実や食育の推進を図ります。
重点施策⑩

機能的な学校運営体制と特色ある学校づくりの推進

学校長のリーダーシップのもと機能的な学校運営体制を確立し、特色ある学校づくり
を推進します。また、教師の指導力の向上を図るとともに多忙化の解消により、子どもと
向き合う時間を確保します。
重点施策⑪

教育助成の充実

学校や地域がより一層輝きを放つために教育研究を推奨すると共に、研究団体等や就
学援助事業等に関する援助を行います。

２

社会教育

社会教育基本方針 あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進
～いつでも どこでも だれでも、ともに学び楽しむ ～

「いつでも」
「どこでも」
「だれでも」ともに学び楽しむことのできる環境づくりや情報の
収集、提供を図るため、地区公民館をはじめ、図書館、博物館などの社会教育施設はもとよ
り、学校教育施設を含めた有効利用、企業等を取り込んだ連携、ネットワークづくりを推進
します。また、鳥取大学や鳥取看護大学・鳥取短期大学との連携により、専門的・実践的な
高等教育を受ける機会も確保します。
地域力や家庭教育力（躾）の低下が指摘される中、人としての生き方の基盤つくっていく
ため、大人(親)の意識改革、体験・学習機会の創設、世代間交流を推進するとともに、「倉
吉の子育て十か条」を啓発、推進し、地域力、家庭教育力の向上を図ります。
生涯学習を通して、知識、技能、教養を身につけるだけでなく、創造性、自主・自律性あ
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るいは社会の一員としての自覚と自信を持つとともに、社会のルール・マナーを守り、郷土
を愛し、他人や他地域を尊重する態度を養います。
重点施策①

生涯学習の推進

多種多様化した市民の学習ニーズや社会状況の変化に対応し、市民がいつでも、どこで
も、だれでもが学べ、選択できる学習内容及び学習機会の充実や学習成果を活かせる場づ
くりを図ります。
重点施策②

公民館活動の推進

住民のニーズや地域の課題に応じた、より良い公民館事業を展開や、住民が身近に感じ
る環境整備と情報発信を支援します。
重点施策③

青少年の健全育成・家庭教育の充実

青少年の健全育成を近隣市町と一体的に取り組んでいくため、情報を共有し、各機関・
団体、地域住民との連携を強化するとともに、少年の非行防止、地域の安全のためのネッ
トワークの構築を図ります。
重点施策④

体育・スポーツの振興

市民が生涯を通じて健康で豊かな日常生活を目指し、各種スポーツ活動機会の充実・ス
ポーツ団体の育成・指導者の養成に努め、体育施設等の環境整備を図り、生涯スポーツを
推進します。
重点施策⑤

有形・無形の歴史的資産の保存と活用

文化財の所有者、関係する民間団体と協働しながら歴史的資産の適切な保存、活用を行
い、その魅力が高められるような取組みを進めます。
重点施策⑥

親しみ学ぶ機会を提供できる博物館

博物館が収集してきた資料を公開し、館内外で地域と連携した生涯学習講座を開設し、
地域の方の学ぶ場をつくります。
重点施策⑦

豊かな心を育む図書館づくりの推進

市民が気軽に利用でき、暮らしに役立つ図書館活動を推進し、市民の知的要求に的確に
応えるために資料の収集、情報の提供に努めます。

３

教育委員会の機能強化

「市民に顔の見える教育委員」を目指し、教育委員会の活性化を図ります。
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４

教育環境の整備充実

教育施設の耐震化を含めた整備の推進、教育表彰の実施、奨学金制度の充実を図ります。

５

「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」

児童生徒数の減少を踏まえ、子どもたちが望ましい成長をするための学校・学級の適正な
規模、校区のあり方について検討した「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」の答申
が、平成 24 年２月 21 日に学校教育審議会から出され、これを踏まえた具体案【草案】を平
成 25 年３月に示しました。今後も各地域や保護者の方々と丁寧に話し合いを進め、学校の
適正配置を推進していきます。

３ 大綱の対象期間
平成 28 年度からスタートする第 12 次倉吉市総合計画及び第２次教育振興基本計画との
整合性を図るため、平成 28 年度に新しい大綱を策定する予定としています。よって、この
大綱は、平成成 27 年度末までを対象とします。
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倉吉市立小・中学校の適正配置推進について

2015.5.28
倉吉市教育委員会事務局

１ 現在の状況
（１） 市小学校 PTA 連合会で地区別の意見交換
・市教委と市小学校 PTA 連合会との学校統合問題協議

７月３０日

・小学校 PTA 連合会（上北条・河北・西郷小地区）意見交換会

８月１１日

・小学校 PTA 連合会（上灘・成徳・明倫小地区）意見交換会

８月２０日

・小学校 PTA 連合会（北谷・高城・社・灘手小地区）意見交換会

８月２５日

・小学校 PTA 連合会（小鴨・上小鴨小地区）意見交換会
・小学校 PTA 連合会（山守・関金小地区）意見交換会
・小学校 PTA 連合会と教育委員会との意見交換会①

８月２７日
９月１２日
１０月２８日

・小学校 PTA 連合会と教育委員の意見交換会
２月 ４日
（２）各地区で学校適正配置を考える会を開催
・関金・山守地区考える会
５月１４日、１０月１４日、１１月１７日、１月１４日
関金・山守地区統合準備委員会
２月３日、３月１０日、４月７日、５月１２日
・成徳・明倫地区考える会
４月３０日、１０月１７日
・社地区自治公民館長会で説明
１１月２８日
・北谷地区青少年育成協議会等学校適正配置について説明
２月２６日
（３）倉吉市民シンポジウムの開催「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」 １１月２２日
・講演「琴浦町町の学校統合の歩み」 永田武琴浦町教育委員会前教育長
・６名のシンポジストの意見発表
（４）スクールバスの国庫補助申請
５月１５日
（５）学校耐震化事業等
・平成２６年度
上灘小・西郷小・西中・久米中・鴨川中校舎耐震、河北小増築
・平成２７年度
上灘・上小鴨・灘手・明倫校舎耐震・成徳校舎建替・上灘体育館・小鴨増築設計
・平成２８年度
明倫校舎耐震・成徳校舎建替・上灘体育館建替・小鴨増築

２ 今後の進め方
（１）統合準備委員会の推進
山守・関金地区 平成 27 年 2 月 3 日 → 平成２８年４月開校
・校名の募集４月、校名６月決定
校歌・校章の募集
・PTA 組織等の協議、 規約・学校生活上の諸規則等、
・先進校視察 ６月１６日 琴浦町船上小学校・聖郷小学校視察、PTA 意見交換
・９月倉吉市議会 学校接条例の改正、統合に関する補正予算計上
（２）該当地区代表で協議する場を設ける。
・北谷・高城・社地区
・成徳・明倫地区
（３）単独存続を要望している地区について、地元と協議の場を求めていく。
・灘手地区
・上小鴨地区
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平成27年3月27日 発行

第1号
統合準備委員会事務局

このたよりは、統合準備委員会の進捗状況を関金・山守小学校区の皆さんにお知らせす
るために発行していきます。平成28年4月1日開校を目指し、皆さんの声を大事にしながら、
学校統合の準備を進めていきたいと思います。
平成27年2月3日（火）に第1回目、3月10日（火）に第2回目の、
関金小学校・山守小学校統合準備委員会を開催しました。
統合準備委員会では「総務部会」「学校教育部会」「PTA組織部
会」の3つの部会に分かれ、それぞれで統合に向けて必要な項目
を細かく話し合い、検討した内容を統合準備委員会で決定して
いきます。
第1回目では統合準備委員会の委員長・副委員長や、各部会の
部会長・副部会長を決定し、第2回目では「総務部会」「PTA組
織部会」に分かれ、前回よりもさらに踏み込んだ、具体的な内
容について話し合いました。決定事項もありましたのでお知ら
せします。
また、統合新小学校の校名の募集を4月末まで行います。今後
も随時、統合に関する皆さんの声を聞くためにアンケートなど
を行いたいと思いますので、ご協力お願いします。

委
員
長
副
委
員
長
総 務 部 会 長
副部会長
学校教育部会長
副部会長
ＰＴＡ組織部会長
副部会長

笠原
牧田
宍戸
山根
繁原
竹中
笠原
牧野

宣幸
皓司
剛
章
佳人
徳
治
健治

＝総務部会＝
○

統合新小学校名募集について

統合に向けて、新しい小学校の校名を募集します。
応募用紙は『関金公民館報』・『統合準備委員会だより』とともに各家庭に
配布する他、関金保育園や関金公民館にも用紙を置いておきます。
皆さんからの多くの応募をお待ちしております。

＝PTA組織部会＝
PTA組織部会では、主に児童が学校で使用するものについて話し合いました。関金小学校と山守
小学校とが、対等に統合した学校を作っていきたいと考えているので、体操服などはどちらかの学校
のものに揃えるのではなく、デザインを一新して、新しいものを取り入れたいと思っています。ただ、
原則として現在使っているものは、統合後もできる限り使用していただき、新しく買い替えるときに
は新小学校のものを購入していただけるようにしたいと思います。
統合新校の体操服・上履きについては、児童の動きやすさなども考えて教員の意見も取り入れなが
ら候補を選んだあと、保護者にアンケートを取り、決定していきたいと思っています。

○

カバンについて

学校で使用するカバンについては、関金小・山守小両校とも黄色のランドナップを使用してい
るため、統合後も黄色のランドナップの使用を推奨します。ただし、ランドセルも使用できます。

○

帽子について

通学用の帽子については、特に指定はせず色や形状などは自由にします。体育用の帽子につい
ては、保護者の皆さんの意見を取り入れながら考えていきたいと思います。

キ リ

ト

統合についての御意見・御要望をお聞かせください。
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第２号
統合準備委員会事務局

このたよりは、統合準備委員会の進捗状況を関金・山守小学校区の皆さんにお知らせす
るために発行していきます。平成28年4月1日開校を目指し、皆さんの声を大事にしながら、
学校統合の準備を進めていきたいと思います。

スクールバスに
決定！

平成27年4月7日（火）に第3回関金小学校・山守小学
校統合準備委員会を開催しました。「総務部会」「PTA
組織部会」の決定事項をお知らせします。

＝総務部会＝
○

地域住民対象のアンケートについて

公民館報・統合準備委員会だよりと共に地域の方々の統合に対する意見を聞くアンケートを配
布します。関金小学校・山守小学校の統合にあたって、期待されること・心配なことなど、皆さ
すくーるばすに
んの声をお聞かせください。

○

通学方法について

統合新校では現関金小学校校舎を使用することになるため、現山守小学校児童の通学方法に関
する協議を行っています。第3回の協議で、スクールバスを使用することが決まりました。
主な経路として、基本は関金小学校・山守小学校の間を走行させ、路線バスの幹線と市道の山
守発電所に向かう経路を検討しています。経路の変更がありましたら改めてお知らせします。

○

校名・校章の選定について

4月30日まで新しい学校の校名の募集をしています。次回の統合準備委員会では、ご応募いた
だいた校名案の中から選考を行い、候補を絞っていきたいと思っています。校名が決まり次第、
校章の公募を行う予定です。

＝PTA組織部会＝
○

放課後児童クラブについて

現在、関金小学校児童については関金児童館で、山守小学校児童については山守小学校ミーテ
ィング室で放課後児童クラブを運営しています。統合後の放課後児童クラブの場所について協議
しましたが、現時点では関金地区・山守地区両方に児童クラブを設置してもらいたいと希望を出
すことになりました。

○

小学校PTAについて

『例年通り』ではない『新しい・楽しい』PTAをつくることを目指しています。
PTA会則については「組織・会費・子ども会関係・役員選出方法」等を含めて原案を作成し、
今後のPTA組織部会で協議検討していきます。

○

PTA交流事業について

昨年度から関金小・山守小の児童は集合学習として体験学習・町内巡りなどに一緒に取り組み、
交流を行っています。子どもたちが安心して通える学校づくり・環境づくりのためには、子ども
たちだけではなく、保護者同士も交流を深めることが必要ではないかと考え、PTA交流事業も
計画していきます。

キ リ

ト

統合についての御意見・御要望をお聞かせください。
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平成27年５月28日 発行

第３号
統合準備委員会事務局

このたよりは、統合準備委員会の進捗状況を関金・山守小学校区の皆さんにお知らせす
るために発行していきます。平成28年4月1日開校を目指し、皆さんの声を大事にしながら、
学校統合の準備を進めていきたいと思います。
５月12日（火）に第４回関金小学校・山守小学校統合準備委員会を開催しました。「総務部会」「PT
A組織部会」の決定事項をお知らせします。また、４月27日（月）に開催された「学校教育部会」の経
過報告についてもお知らせします。

＝総務部会＝
○

スクールバスについて

５月１日、スクールバス購入補助に関連した事前計画書を、倉吉市教
育委員会から県を経由して文科省へ提出しました。バスは中型バスを予
定しています。
運行経路は、明高のバス回し場→市道小泉線を通り市道野添１号線と
の交差点→市道野添１号線を下り福永商店跡地→県道45号線に合流し
山守小学校→今西バス停→関金小学校を予定しています。

○

児童アンケートの集計結果

４月に関金小学校・山守小学校児童を対象に、統合についてどのように感じているかアンケー
トを行いました。
関金小学校・山守小学校両校で『新しい友達が増える』『たくさんの友達と遊べる』『統合後
の行事が楽しみ』と、統合を楽しみにする割合が高くみられた一方、山守小学校の児童からは『新
しくできた友達と仲良くできるか』『人数が増えることで騒がしくならないか』と心配する声も
ありました。
今後、集合学習を重ね、授業や行事を通じ、児童の不安が少しでも解消されるように努めます。

○

統合新小学校名公募結果

4月１日～30日の間に統合新小学校の校名公募を行った結果、応募
総数49通、校名案２０案をいただきました。ご協力、ありがとうご
ざいました。
応募された中から「校名理由」を参考に校名案を数点に絞り、さら
に協議を重ねて次回の統合準備委員会で決定する予定です。

○

制服について

現在関金小学校・山守小学校両校ともに制服は着用していないため、
統合後も制服は導入せず、自由な服装で登校できることとします。

＝学校教育部会＝
学校教育部会では関金小学校・山守小学校の全教職員で新しい学校づくりの準備を進めていま
す。新しい学校の教育目標や教育課程、学校の備品についてなど様々な検討事項もあるため、ス
ムーズに検討・準備を進められるように全体のスケジュールや作業計画を作成しています。
また、今後新しい学校に移す備品や蔵書を確認し、移動しやすいように準備を進めていきます。

○

集合学習について

今年度も昨年度に引き続き関金小学校・山守小学校児童の集合学習を行います。お互いの学校
を行き来しながら、友達がどんな校舎で生活してきたのか・どんな環境が周囲にあるのかを知る
きっかけにもしていきたいと思います。また、PTA組織部会からの提案で、集合学習の中に保護
者も一緒に交流できる授業を計画しています。 11

＝PTA組織部会＝
今回の協議では体操服・体操ズボン・体育用の帽子・上履き・ぞうりが決定しました。
○

体操服や上履きなどについて

第４回の統合準備委員会が開かれるまでに、関金小学校と山
守小学校の校長先生・教頭先生・体育主任の先生とが選んだ統
合後の新しい体操服の候補を、４月24日の両校のPTA総会で小
学校保護者に、また、保育園にもサンプルをおき、保育園保護
者にも見てもらいました。
早めに体操服を決めることで、体操服の買い替えを検討して
おられる家庭が、従来の体操服ではなく新しい体操服を先取り
して購入できるようにしたいと思っています。
●

色は市教育委員会ホームページの
「準備委員会だより」でご確認ください

体操服
体操服は生地の素材や長く使えることに重点を置き、丸首の
体操服と、前側にポケットの付いたハーフパンツを選定しまし
た。体操服・体操ズボンともにサイズは110～150cm、SS～
4Lまでと幅広く、児童が大きく成長しても対応できるようにな
っています。
統合後も、従来の体操服は使用できます。

●

体育用の帽子
小学校の購買にも置ける手軽さ・大人でも被れるフリーサイズであることから、関金小学校で
導入している赤白帽を新小学校でも使用することとします。
現在使っている赤白帽も引き続き使えます。
●

上履き・ぞうり
上履きは今までと同じVシューズにします。Vシューズの種類
によっては底のゴムが固く、滑りやすい物があるようです。体育
などの際に滑ってこけてしまい、怪我に繋がる…といった危険も
あるため、購入される際にはご注意ください。
夏場に使用するぞうりが大きく変わりました。今まではピンク
や青など色がついたぞうりを使用していましたが、鼻緒が固く、
使用しているうちに指が痛くなってしまうという難点がありま
した。そこで鼻緒が柔らかく、足が痛くなりにくいぞうりを導入
します。倉吉市内の小学校で多く導入されているものなので、買
い易いことも利点の一つです。

○

体操服が
決まったよ！

キ

PTA交流事業について

両校の児童が交流する「集合学習」の中に、
『保
護者招待』として保護者も参加できる学習を設定
してもらいました。
学級通信などを通じて、保護者招待の集合学習
の案内がありますので、ぜひご参加ください。

リ

ト

統合についての御意見・御要望をお聞かせください。
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倉吉市総合教育会議運営要綱
（趣旨）
第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号。以下「法」
という。
）第１条の４第１項の規定に基づき市長が設置する倉吉市総合教育会議（以下「会議」と
いう。
） の運営について、同条第９項の規定により、必要な事項を定めるものとする。
（会議の招集等）
第２条 会議の招集は、市長があらかじめ開催の日時、場所及び協議すべき事項を各構成員に対して
通知することにより行う。
２ 市長は、法第１条の４第４項の規定に基づき、教育委員会から会議の招集を求められたときは、
速やかに会議を招集し、又は会議を招集しない理由を示さなければならない。
（傍聴）
第３条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を受付簿に記入しなければならない。
２ 次のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(１) 酒気を帯びている者
(２) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(３) 前２号に掲げる者のほか、協議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者
３ 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(１) みだりに傍聴席を離れること。
(２) 私語、談話又は拍手等をすること。
(３) 協議に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(４) 前３号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。
４ 市長は、傍聴人が前項の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。
５ 傍聴人は、法第１条の４第６項ただし書の規定により会議を非公開とした場合又は前項の規定に
より退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
（議事録の作成及び公表）
第４条 市長は、会議終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。
(１) 開催日時及び場所
(２) 出席者の氏名
(３) 協議及び調整が行われた事項及び内容
(４) その他市長が必要と認める事項
２ 前項の議事録には、市長及び教育長が署名する。
３ 議事録は、公表するものとする。ただし、法第１条の４第６項ただし書の規定により会議を非公
開とした場合は、この限りではない。
（庶務）
第５条 会議の事務局は、教育委員会事務局教育総務課に置く。
（その他）
第６条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議において決定する。
附 則
この要綱は、平成27年５月26日から施行する｡
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）
昭和 31 年６月 30 日法律 162 号
（大綱の策定等）
第１条の３ 地方公共団体の長は、教育基本法第 17 条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、
その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策
の大綱（以下単に「大綱」という。
）を定めるものとする。
２

地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条
第１項の総合教育会議において協議するものとする。

３

地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しな
ければならない。
第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、第 21 条に規定する事務を管理し、又は執行する

４

権限を与えるものと解釈してはならない。
（総合教育会議）
第１条の４

地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議

並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設け
るものとする。
一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を
図るため重点的に講ずべき施策
二

児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると

見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
２

総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
一

地方公共団体の長

二

教育委員会

３

総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。

４

教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方
公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることがで
きる。

５

総合教育会議は、第１項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学
識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

６ 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は
会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、こ
の限りでない。
７ 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところによ
り、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
８ 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、
その調整の結果を尊重しなければならない。
９ 前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定め
る。
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