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■□■ 2015 年度第 31 回大会のご案内 ■□■

【日時】 平成 27 年 12 月 13 日（日）午前 10 時から午後 5 時 20 分
【場所】 京都教育大学 F16
（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 分より、F16 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（2016 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（金）
（金 ）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】
「京都教育大学 藤森キャンパス」
〒612-8522 京都市伏見区深草藤森町 1 番地
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Tel 075-644-8106

京都教育大学 藤森キャンパスへのアクセス

【周辺地図】

年次大会会場

【交通アクセス】
JR 奈良線
京阪本線

JR 藤森駅下車
墨染駅下車

徒歩約 3 分

徒歩約 7 分

地図は京都教育大学 HP http://www.kyokyo-u.ac.jp/access/access01/ 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
F16

9 時 30 分～【受付】
分～

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】
分～

F16

「教育行政における官民連携の新展開
―民間セクターと中間組織の意識に着目して―」
平尾 和正 会員 （京都大学大学院・院生）
「和歌山県における県立高等学校通学区域に関する研究
―昭和 19 年度の学区制と昭和 23 年度の学区制の事例に即して―」
鈴木 晴久 会員 （和歌山県立笠田高等学校）

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。
F14

12 時 00 分～12
分～12 時 30 分
〈紀要編集委員会〉

F15

12 時 10 分～13
分～13 時 10 分
〈シンポジウム打ち合わせ〉
12 時 30 分～13
分～13 時 20 分

F13

〈理事会〉
13 時 30 分～ 【大会シンポジウム】
「新教育委員会制度について考える」
パネリスト：

司会：

日渡 円

氏

（兵庫教育大学）

長井 勘治

会員

（武庫川女子大学）

小松 茂久

会員

（早稲田大学）

竺沙 知章 会員

F16

（京都教育大学）

16 時 30 分～【2015
分～
年度総会】

F16

18 時 00 分～【忘年会】
〈会費〉一般会員 6000 円 学生会員 3000 円（予定）
分～

魚里ゐ夷
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【大会シンポジウム趣旨】

新教育委員会制度について考える

地教行法が改正され、今年の 4 月 1 日から、新制度がスタートした。今回の改革は、地方自治
体の長と教育委員会によって構成される総合教育会議を設置し、大綱の策定や重点的な施策や緊
急事態への対応などを協議、調整する場を新たに設けて、地方自治体の長が教育行政に深く関与
する仕組みが構築された。また教育委員長を廃止し、教育長を教育委員会の代表とするという組
織改革も行われ、教育委員会制度の組織原理に大きな変更をもたらすものであると言える。この
ことは、これまでの地方教育行政の基本原理の見直しを迫るものであり、学会においてじっくり
と議論を行うべき重要な課題である。
検討すべき課題は、多岐にわたる。まず教育行政の基本原理をどのように考えるべきなのかと
いう課題がある。すなわち教育行政における地方自治のあり方、教育行政の一般行政からの独立
と政治的中立性の確保、教育行政への民意の反映、教育の自主性、専門性の尊重といった基本原
理をどのように見直すことになったのか、また維持していくべきなのか、あるいは新たな原理を
追究していく必要があるのか、そうした基本原理に関わる課題が論点となる。そうした議論を前
提に、次に教育委員会制度が改革されることにより、実際に学校に対してどのような影響が及ぶ
ことになるのか、校長にとってその改革はどのように受け止めることができるのか、教育委員会
と学校との関係を検討する必要がある。さらに、これからの教育委員会の役割を考えていく上で、
それを担う教育行政職員の資質能力のあり方とその育成の課題、とりわけ教育委員会を代表する
ことになる教育長の資質能力と育成が重要な検討課題となる。以上のような課題を検討すること
により、これからの地方教育行政のあり方を多面的に捉え、議論していくことが求められる。
そこで、本シンポジウムは、教育委員会制度の研究者並びにその職員経験者そして校長経験者
をシンポジストとして、研究的、実践的に問題提起をしていただくことにより、教育行政の基本
原理に関する議論を深めると共に、今後の教育委員会制度のあり方について展望することを目的
とする。
大会担当理事 竺沙 知章

１． 教育長の視点から

日渡 円

２． 学校・校長の視点から

長井 勘治 会員（武庫川女子大学）

３． 教育委員会制度研究の視点から

小松 茂久 会員（早稲田大学）
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氏 （兵庫教育大学）

□■□ 事務局より □■□
【会費納入のお願い】
2015 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（2016 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 27 年 12 月 13 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】魚里ゐ夷（とりいえびす）
〒601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町 16 アーチウェイ H・C 1・2Ｆ
Tel 050-5787-6882

（上図は、ぐるなび（http://r.gnavi.co.jp/jvcakek60000/map/）より引用しました。
）
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