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■□■ 2013 年度第 29 回大会のご案内 ■□■

【日時】 平成 25 年 12 月 8 日（日）午前 10 時から午後 5 時 20 分
【場所】 佛教大学 紫野キャンパス １号館
（詳細につきましては下記の地図をご参照ください。）
【大会参加要領】
1. 受付
9 時 30 分から、１号館３１３教室前にて行います。
※大会参加費 1000 円（一般会員、学生会員、当日会員とも）
2.

大会プログラム
大会プログラムは当日、受付にて配布いたします。

3.

昼食
会場周辺の食堂をご利用いただくか、弁当をご持参下さい。

4.

年会費
大会当日に、来年度（2014 年度）の早期納入割引会費
（一般会員 6,000 円、学生会員 3,500 円）の受付を設置いたします。

※ 大会および忘年会の出欠について、同封の葉書またはメールにて、1
大会および忘年会の出欠について、同封の葉書またはメールにて、12 月 4 日（水）
（水 ）必
着 でご返信下さいますようお願いいたします。会場設営の関係上、必ずご返信をお願
でご返信下さいますようお願いいたします。 会場設営の関係上、必ずご返信をお願
い致します。
い致します 。

【会場案内】
「佛教大学 紫野キャンパス」
〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町 96

1

Tel

075-491-2141（代表）

佛教大学（紫野キャンパス）へのアクセス

【路線案内】

【キャンパス案内】

※地図は佛教大学ウェブページ（http://www.bukkyo-u.ac.jp/about/access/murasakino/）
より引用いたしました
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【大会日程】
開始時刻

内

容

会 場

9 時 30 分～【受付】
分～

１号館

大会参加費 1000 円（一般会員、学生会員、当日会員とも）
10 時 00 分～【自由研究発表】<司会>
開沼 太朗
分～

３１３教室前

会員 （大阪大谷大学） １号館
３１３教室

「現代アメリカにおける学区運営支援システムの特質と課題
―オークランド統合学区の「学校ポートフォリオマネジメント」に
焦点を当てて―」
榎

景子 会員 （神戸大学大学院）

「ドイツにおける教育の意思形成をめぐる概念の検討」
南部 初世 会員 （名古屋大学）

12 時 00 分～【昼食】 会場周辺の食堂をご利用いただくか、弁当をご持参下さい。
12 時 00 分～12
分～12 時 30 分

1 号館
打ち合わせ室（小 1）

〈紀要編集委員会〉
11 時 30 分～12
分～12 時 30 分

1 号館
打ち合わせ室（小 2）

〈シンポジウム打ち合わせ〉
12 時 30 分～13
分～13 時 20 分

1 号館
打ち合わせ室（大）

〈理事会〉
13 時 30 分～ 【大会シンポジウム】
【大会シンポジウム】
「教育と福祉の連携：ジョインドアップ・ガバメント」
パネリスト：

蔵戸 晋悟 氏

（大阪府立西成高等学校）

農野 寛治 氏

（大阪大谷大学）

高田 一宏 会員 （大阪大学）

1 号館
３１３教室

司会：

谷川 至孝 会員 （佛教大学）
浅田 昇平 会員 （びわこ学院大学）

16 時 30 分～【2013
年度総会】
分～

1 号館３１３教室

18 時 00 分～【忘年会】
〈会費〉一般会員 6000 円 学生会員 3000 円（予定） しょうざん
分～
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【大会シンポジウム趣旨】
教育と福祉の連携：ジョインドアップ・ガバメント
教育と福祉の連携：ジョインドアップ・ガバメント
戦後我が国の学校や教師は、子どもの学校での学力保障だけではなく、子どもの生活にも深く
関わって教育活動に取り組んできた。しかしながら、「学校の『抱え込み』から開かれた『連携』
へ －問題行動への新たな対応－」
（1998 年）と題された「児童・生徒の問題行動等に関する調査
研究者会議」報告書も示すとおり、それまでの学校や教師には「抱え込み」意識が強く、福祉機
関と連携した充実したサービスを提供してきたとは言い難い。
こうした状況に大きなインパクトを与えたのが「貧困の再発見」ではなかったか。2006 年７月
の経済協力開発機構（OECD）
「対日経済審査報告書」によって「相対的貧困」という概念がクロ
ーズアップされ、その後、多くの貧困や格差についての研究が展開されている。教育や子どもと
かかわっても、
「子どもと貧困」、
「虐待と貧困」等が盛んに論じられるようになった。
貧困の問題は多様な問題が複合的に絡み合って生じている。従って、この動向の中で認識され
るようになったことは、子どもの健やかな育成のためには、子どもとその家庭にかかわるサービ
スをホリスティックに提供することが必要なこと、そして、そうしたホリスティックなサービス
を提供するためには、行政もホリスティックである必要、つまりジョインドアップ・ガバメント
の必然性ではないか。
さて、関西を基盤とする本学会にとって、今日、特別な意識でもってこの問題を受け止めてい
る。2013 年、４年ぶりに悉皆の全国学力調査が復活した。本学会の地元大阪府は、2007 年の調
査開始以来、その点数は低迷し、当時の橋下大阪府知事の学力向上への強い意欲にもかかわらず、
今回の調査でも点数が画期的に上昇したとは言い難い。一方で、大阪府は、就学援助の対象とな
っている子どもの割合がつとに高い自治体でもある。また、橋下知事就任以前の 2005 年からス
クールソーシャルワーカー事業に取り組むなど、福祉の視点をも見据えた教育を行ってきたこと
も忘れてはならない。
本シンポジウムでは、このような大阪の状況・取り組みを意識しつつ、具体的には次のような
問題について議論を深めたい。今日我が国においても、子どもの最善の利益を保障するために多
様な機関が協働して取り組んでいる。例えば、2004 年児童福祉法の改正により「要保護児童対策
地域協議会」が法律上位置づけられ、児童相談所、警察署、教育委員会、保育所、小・中学校な
どが参加している。他にも日常的な協働、人事交流、なども行われている。まず、第一にそのよ
うな多機関が協働した教育と福祉の一体的な取組の現状と課題について考えたい。例えば、機関
固有の日常業務に追われるなどによって協働への意識は消極的になってはいないか、情報の共有
について課題はないか、テリトリー意識や「譲り合い」意識がサービスの谷間を生み出していな
いか、等。さらに第二に、そのような機関間の協働、言わば点としてのつながりをさらに発展さ
せ、コミュニティをエンパワメントさせた面としての取り組みを展望してみたい。
シンポジストには、①親から子へと連鎖する格差と貧困を断ち切ろうと、長年子ども、家庭、
地域と向き合ってこられた大阪府立高校の先生、②ソーシャルワークの現場をフィールドに活躍
しておられる「子ども家庭福祉」プロパーの研究者、③「コミュニティ教育学」を提唱し、地域
と学校に入り込んで調査・研究を行ってきた教育学者、をお招きした。それぞれの立場から、教
育と福祉の一体的なサービス提供の必要性とその現状、課題、展望についてご提言いただきたい
と考えている。そしてそうしたサービスを提供するための行政の仕組みについても考えたい。
大会担当理事 谷川 至孝
パネリスト
蔵戸 晋悟 氏（大阪府立西成高等学校）・・・・ 教育現場からのアプローチ
農野 寛治 氏（大阪大谷大学）・・・・・・・・ 「子ども家庭福祉」からのアプローチ
高田 一宏 会員（大阪大学）
・・・・・・・・・ 「コミュニティ教育学」からのアプローチ
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□■□ 事務局より □■□
【紀要第 41 号への投稿申込について】
『教育行財政研究』第 41 号（2014 年 3 月発行予定）への「自由研究論文」及び「研究ノー
ト」への投稿申し込みを受け付けます。
「自由研究論文」への投稿資格は、2012 年 1 月例会か
ら 2013 年 12 月例会（大会）において発表した会員です。「研究ノート」の掲載については、
紀要編集委員会の合議によって決定します。
投稿資格を有し、かつ投稿を希望する会員は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、
件名「投稿申込」として 11 月 30 日（土）までに事務局（ksea@educ.kyoto-u.ac.jp）までメー
ル添付でお送りください。所定の申し込み用紙は、学会ＨＰ（http://ksea.jp）からダウンロー
ド可能です。なお、原稿の投稿締め切りは 2014 年 1 月 10 日です。
ご不明な点などございましたら事務局までお問い合わせください。

【会費納入のお願い】
2013 年度学会費の納入をお願いいたします。一般会員は 7,000 円、学生会員は 3,500 円です。
また来年度（2014 年度）学会費につきましても、大会受付時にお支払いただけます。なお、3
月例会までの月例会出席時に直接お支払いいただくと、一般会員は 6,000 円となります。
会費の納入状況につきましては、遠慮なく事務局までお問い合わせください。

郵便振替口座番号:
郵便振替口座番号: ０１０００－８－３４２２７

加入者名:
加入者名: 関西教育行政学会

他の金融機関から当学会郵便振替口座へお振込みをしていただく際は、以下の振込用の店名・
預金種目・口座番号・受取人名をご指定ください。
銀行名
金融機関コード
店番
店名（カナ）
預金種目
口座番号
カナ氏名
（受取人名）
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ゆうちょ銀行
９９００
１０９
一〇九店 （イチゼロキュウ店）
当座
００３４２２７
カンサイキョウイクギヨウセイガツカイ
（全て大文字）

□■□ 忘年会のご案内 □■□
【日時】平成 25 年 12 月 8 日（日） 午後 6 時より
【会費】一般会員 6000 円程度、学生会員 3000 円程度
※参加人数により多少変動する可能性があります
【会場】しょうざんリゾート京都 楼蘭（〒603-8451 京都市北区衣笠鏡石町 47）

忘年会会場

大会会場

（上図は、Google マップ（http://maps.google.co.jp/）より引用しました。
）
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