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議案第１号

秋田市学校運営協議会規則を設定する件

秋田市学校運営協議会規則を次のように設定する。

平成31年１月24日提出

秋田市教育委員会

教育長 佐 藤 孝 哉

秋田市学校運営協議会規則

（趣旨）

第１条 この規則は、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47条の６に規定する学校運営

協議会（以下「協議会」という。）に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（協議会の目的）

第２条 協議会は、学校運営および当該運営への必要な支援に関して協議

する機関として、秋田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）お

よび校長の権限と責任の下、地域の住民、保護者等（以下「地域住民

等」という。）の学校運営への参画および連携を促進することにより、

学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善ならびに児

童および生徒の健全育成に取り組むものとする。

（設置等）

第３条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、法第47条の６第１項

の規定に基づき、その所管に属する小学校および中学校（以下「学校」

という。）ごとに協議会を置くものとする。ただし、２以上の学校の運

営に関し相互に連携を図る必要がある場合として同項ただし書に規定す

る文部科学省令で定める場合には、２以上の学校について１の協議会を

定例会資料：議案第１号
平成３１年１月２４日
学 校 教 育 課



- 2 -

置くことができるものとする。

２ 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校（当該協議会

が、その運営および当該運営への必要な支援に関して協議する学校をい

う。以下同じ。）の校長および地域住民等の意向を踏まえるものとする。

３ 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校の校長に対してその旨

を通知するものとする。

（委員）

第４条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、法第47条の６第２項

第１号から第３号までおよび次項各号に掲げる者のうちから、教育委員

会が任命する。

２ 法第47条の６第２項第４号に規定する教育委員会が必要と認める者は、

次に掲げる者とする。

(1) 対象学校の校長

(2) 学識経験を有する者

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

３ 教育委員会は、第１項の規定による委員の任命について、対象学校の

校長から法第47条の６第３項の規定に基づく申出があったときは、その

意見を聴くものとする。

（学校の運営に関する基本的な方針に定める事項等）

第５条 対象学校の校長は、法第47条の６第４項の規定に基づき、教育課

程の編成および次項各号に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針

を作成し、協議会の承認を得るものとする。

２ 法第47条の６第４項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事

項とする。

(1) 対象学校の教育目標に関すること。

(2) 対象学校の経営計画に関すること。

(3) 前２号に掲げるもののほか、対象学校の校長が第２条の目的を達成

するために必要があると認める事項

３ 対象学校の校長は、第１項において承認を得た基本的な方針（以下

「基本的な方針」という。）に従って学校運営を行うものとする。
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（学校の運営への参画促進等）

第６条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、

参画等が促進されるよう努めるものとする。

２ 協議会は、前項に規定する理解、協力、参画等の促進に資するため、

地域住民等に対し、法第47条の６第５項に規定する協議会の協議の結果

その他協議会の活動状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

（学校の運営に関する意見聴取）

第７条 協議会は、法第47条の６第６項の規定に基づき、対象学校の運営

に関する事項（職員の任用に関する事項を除く。）について意見を述べ

る場合（対象学校の校長に対して意見を述べる場合を除く。）は、あら

かじめ、当該対象学校の校長の意見を聴くものとする。

（職員の任用に関する意見の対象となる事項等）

第８条 法第47条の６第７項の教育委員会規則で定める事項は、基本的な

方針の実現に資する事項（特定の個人に関するものを除く。）とする。

２ 協議会は、法第47条の６第７項の規定に基づき、対象学校の職員の任

用に関する事項として前項に規定する事項について意見を述べる場合は、

あらかじめ、当該対象学校の校長の意見を聴くものとする。

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置）

第９条 教育委員会は、協議会の運営状況について把握し、必要に応じて

助言および指導を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことにより、

対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められ

る場合には、法第47条の６第９項の規定に基づき、当該協議会の適正な

運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

（委員の定数）

第10条 委員の定数は、11人（２以上の学校について１の協議会を設置す

る場合にあっては、22人）以内とする。

（委員の任期）

第11条 委員（対象学校の校長を除く。）の任期は１年とし、補欠委員の

任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

（守秘義務等）
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第12条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の

職を退いた後も、また同様とする。

２ 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治行為、宗教活動等に不当に利用

すること。

(3) 前２号に掲げるもののほか、協議会および対象学校の運営に著しく

支障をきたす言動を行うこと。

（委員の解任）

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解

任することができる。

(1) 委員から辞任の申出があったとき。

(2) 委員が前条の規定に違反したとき。

(3) 委員が心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。

(4) 前３号に掲げるもののほか、委員を解任することが相当であると認

められるとき。

２ 教育委員会は、前項第２号から第４号までの規定により委員を解任す

る場合は、その理由を示さなければならない。

（会長および副会長）

第14条 協議会に、会長および副会長を置き、委員の互選により選出する。

ただし、対象学校の校長を会長又は副会長に選出することはできない。

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。

（会議）

第15条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その

議長となる。ただし、会長および副会長が選出されていない場合又は緊

急を要する場合は、対象学校の校長が招集し、その議長となる。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
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決するところによる。

４ 会長（第１項ただし書に規定する場合にあっては、対象学校の校長）

は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて

意見を聴くことができる。この場合において、会長は、当該出席を求め

て意見を聴くことについて、対象学校の校長と協議するものとする。

５ 会議は、原則として年２回以上開催する。

６ 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

（会議の公開）

第16条 会議は、特別の事情がない限り公開する。

２ 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長（前条第１項ただし書

に規定する場合にあっては、対象学校の校長）に申し出なければならな

い。

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

（学校の運営状況に関する評価）

第17条 協議会は、対象学校の運営状況について、毎年度１回以上評価を

行うものとする。

（協議会の運営状況に関する報告）

第18条 協議会は、毎年度、当該年度の末日までに、協議会の運営状況等

を教育委員会に報告するものとする。

（運営に必要な事項）

第19条 協議会は、法令およびこの規則（第21条の規定により教育長が別

に定める事項を含む。）の範囲内において、協議会の運営に必要な事項

を定めることができる。

（事務局）

第20条 協議会の事務局は、対象学校に置く。

（委任）

第21条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育

長が別に定める。

附 則
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この規則は、平成31年４月１日から施行する。

提案理由

協議会の設置、委員の要件、学校の運営に関する基本的な方針に定める

事項等について定めるため、この規則を設定しようとするものである。
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秋田市学校運営協議会規則の設定

第１ 設定理由

学校運営協議会（以下「協議会」という。）の設置、委員の要件、学

校の運営に関する基本的な方針に定める事項等について定めるため、こ

の規則を設定しようとするものである。

第２ 要旨

１ 第１条関係（趣旨）

この規則は、協議会に関し必要な事項を定めることについて規定す

るもの

２ 第２条関係（協議会の目的）

協議会は、学校運営および当該運営への必要な支援に関して協議す

る機関として、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営

の改善および児童生徒の健全育成に取り組むことについて規定するも

の

３ 第３条関係（設置等）

協議会を小中学校ごとに設置すること、設置に当たり校長および地

域住民等の意向を踏まえること等について規定するもの

４ 第４条関係（委員）

協議会の委員の要件等について規定するもの

５ 第５条関係（学校の運営に関する基本的な方針に定める事項等）

校長は、毎年度学校運営に関する基本的な方針を作成して協議会の

承認を得ること、当該基本的な方針に定めるべき事項等について規定

するもの

６ 第６条関係（学校の運営への参画促進等）

協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参

画等が促進されるよう努めるとともに、協議の結果や活動状況に関す

る情報を積極的に提供することについて規定するもの

７ 第７条関係（学校の運営に関する意見聴取）
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協議会は、対象学校の運営に関する事項について教育委員会に意見

を述べる場合は、あらかじめ校長の意見を聴くことについて規定する

もの

８ 第８条関係（職員の任用に関する意見の対象となる事項等）

協議会は、特定の個人に関する事項を除いた対象学校の職員の任用

に関する事項について意見を述べることができること等について規定

するもの

９ 第９条関係（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置）

教育委員会は、協議会の運営に現に支障が生じたと認められる場合

等に必要な措置を講じなければならないこと等について規定するもの

10 第10条関係（委員の定数）

委員の定数について規定するもの

11 第11条関係（委員の任期）

委員の任期について規定するもの

12 第12条関係（守秘義務等）

委員の守秘義務および禁止される行為について規定するもの

13 第13条関係（委員の解任）

委員を解任する事由等について規定するもの

14 第14条関係（会長および副会長）

協議会の会長および副会長について規定するもの

15 第15条関係（会議）

協議会の会議の招集等の議事の手続について規定するもの

16 第16条関係（会議の公開）

協議会の会議は、原則公開とすること等について規定するもの

17 第17条関係（学校の運営状況に関する評価）

協議会は、対象学校の運営状況について、毎年度１回以上評価を行

うことについて規定するもの

18 第18条関係（協議会の運営状況に関する報告）

協議会は、毎年度、当該年度末日までに、その運営状況等を教育委

員会に報告することについて規定するもの
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19 第19条関係（運営に必要な事項）

協議会は、法令およびこの規則の範囲内において、その運営に必要

な事項を定めることができることについて規定するもの

20 第20条関係（事務局）

協議会の事務局は、対象学校に置くことについて規定するもの

21 第21条関係（委任）

この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長

が別に定めることについて規定するもの

22 附則関係

施行は、平成31年４月１日からとするもの
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平成３０年度「新成人のつどい」の結果について

１ 参加状況等

(1) 新成人 ２,２３７人（男 １,１３９人 女 １,０９８人）

参加率 ７７．５％（対象新成人数 ２,８８５人）

男 女 全体

年度 対象者数 参加者数 参加率 対象者数 参加者数 参加率 対象者数 参加者数 参加率

（人） （人） （％） （人） （人） （％） （人） （人） （％）

27 1,542 1,336 86.6% 1,433 1,158 80.8% 2,975 2,494 83.8%

28 1,523 1,315 86.3% 1,454 1,249 85.9% 2,977 2,564 86.1%

29 1,497 1,212 81.0% 1,401 1,158 82.7% 2,898 2,370 81.8%

30 1,462 1,139 77.9% 1,423 1,098 77.2% 2,885 2,237 77.5%

※平成３０年度の対象者数：平成１０年４月２日から平成１１年４月１日までに出生した方

(2) 来賓・主催者等

ア 来賓 ３０人（県議会議員５人、市議会議員２５人）

イ 恩師 ７９人

ウ 新成人の家族 ６３５人

２ シャトルバス利用状況

【往路】 秋田駅 市役所 計 Ｈ29 Ｈ28 Ｈ27

① 11:30発-11:55着(25分間) ４０人 ４人 ４４人

② 11:45発-12:12着(27分間) ２１人 ８人 ２９人

③ 12:00発-12:26着(26分間) １人 ０人 １人

小計 ６２人 １２人 ７４人 50人 71人 52人

【復路】 市役所 秋田駅 計 Ｈ29 Ｈ28 Ｈ27

① 15:10発-15:35着(25分間) ３１人 ０人 ３１人

② 15:15発-15:40着(25分間) １８人 ０人 １８人

③ 15:20発-15:43着(23分間) ７人 ０人 ７人

小計 ５６人 ０人 ５６人 34人 63人 38人

【往復合計】 Ｈ30 Ｈ29 Ｈ28 Ｈ27

利用人数 130人 84人 134人 90人

前年度と比較 46人 △50人 44人 5人

定例会資料：報告(1)
平成３１年１月２４日
生 涯 学 習 室
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３ アンケート調査結果

調査人数

項目 調査人数

男 163人

女 152人

計 315人

(1) 式典の印象について

項目 良かった 普通 悪かった 無回答

男 74.9% 23.9% 0.6% 0.6%

女 77.0% 21.7% 0.0% 1.3%

計 75.9% 22.9% 0.3% 0.9%

H29 64.9% 34.0% 0.7% 0.4%

H28 64.6% 33.3% 1.7% 0.4%

H27 62.3% 36.8% 0.9% 0.0%

(2) 新成人の式典への参加マナーについて

項目 良かった 普通 悪かった 無回答

男 49.1% 44.2% 6.1% 0.6%

女 27.0% 70.4% 2.0% 0.6%

計 38.4% 56.8% 4.1% 0.7%

H29 44.7% 50.0% 3.9% 1.4%

H28 51.0% 43.8% 5.2% 0.0%

H27 38.1% 56.1% 4.6% 1.2%

(3)アトラクションの中で良かったもの（複数回答）

項目 合唱 ビデオメ スペシャ ふれあい 無回答

ッセージ ルコンサ タイム

ート

男 54.0% 31.3% 33.7% 27.0% 1.2%

女 61.8% 27.6% 22.4% 25.7% 0.0%

計 57.8% 29.5% 28.3% 26.3% 0.6%

(4) 会場までの交通手段

項目 自家用車 家族や親 シ ャ ト タクシー 路線バス 徒歩 その他 無回答

・友人の 戚の車 ルバス

車

男 50.3% 25.8% 9.2% 1.8% 2.5% 6.8% 1.8% 1.8%

女 57.2% 39.5% 1.3% 0.7% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0%

計 53.7% 32.4% 5.4% 1.3% 1.3% 4.1% 0.9% 0.9%


