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文京区学校運営協議会指定検討委員会会議録 

 

第 1 回文京区学校運営協議会指定検討委員会 

日時：平成 22 年６月 24 日（木）午後６時 30 分 

場所：シルバーセンター会議室Ｂ 

 

「出 席」    会 長  大 桃  敏 行 

副 会 長  原 口 洋 志 

    委 員  渡  辺  泰  男 

         委 員  平 井 宥 慶 

    委 員  金 海 仁 美 

    委 員  西 住 裕 文 

    委 員  原  田    磨 

          委 員  市野瀨 祥 子 

    委 員  下 山 良 智 

          委 員  三 嶋 御記子 

          委 員  高 橋 洋 子 

    委 員  古 沢 孝 男 

          委 員  西 田 義 貴 

           委 員  美谷島 正 義 

          委 員  不 破 裕 子 

         委 員  上 野 幸 子 

           委 員  鈴 木 八重子 

    委 員  伊 藤 浩 介 

                                     

                       教 育 長    根 岸 創 造 

                                      

 

「事務局」                  教育改革担当課長     鈴 木 裕 佳 

教 育 指 導 課 統 括 指 導 主 事     北 島 陽 彦 

庶 務 課 主 査     清 野   貢 

庶 務 課 主 事     浅  見  絵梨香 
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○教育改革担当課長 お待たせいたました。始めさせていただきます。 

皆さん、こんばんは。本日はご多忙中のところ、ご出席いただきまして、まことにありがとう

ございます。私、文京区教育委員会教育改革担当課長の鈴木と申します。本委員会の進行につき

ましては、会長が行うことと本委員会の要綱で定めておりますが、会長就任までの間、私が進行

を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

 初めに、委員の委嘱です。本日、保護者及び地域代表の方への委嘱状は、略儀ながらあらかじ

め席上に配付させていただきました。内容をご確認いただき、もし誤りなどがございましたら、

恐れ入りますが、後ほど事務局までお申し出ください。 

 続きまして、委員会の開催に先立ち、教育長・根岸創造よりご挨拶を申し上げます。 

○根岸教育長 皆さん、こんばんは。本日は、学校にかかわりの深い皆さんに多数ご参集いただ

きまして、本当にありがとうございます。役人の悪しき習性で非常に長い名称の会となってしま

いましたけれども、今後はコミュニティ・スクール検討委員会という感じでわかりやすい表現で

会議を進めていただければと思っております。 

 そもそもコミュニティ・スクールとはどういうものなのかということから、皆様には共通認識

を図っていただくというところから始めていきたいと思っております。そういうプロセスを経ま

して、文京区の小中学校１校ずつにコミュニティ・スクールを導入したいと考えているところで

ございます。 

 日本で初めてコミュニティ・スクールを導入したのは足立区の五反野小学校であるといわれて

おります。平成 14 年から 16 年の間、モデル的に先行して行ったと聞いております。それを経て、

平成 16 年の法改正の中で正式に法制度上このコミュニティ・スクールが位置づけられたというこ

とでございます。 

 現在、全国で 700 校ほどコミュニティ・スクールがあるといわれておりますが、全国の小中学

校の数はおよそ３万といわれており、３万の中の 700 ですから、まだまだコミュニティ・スクー

ルの導入実績は非常に少ないということができると思っております。 

 そういった意味で、文京区で新たに小中学校各１校設置するということは、やはり先進的な取

り組みでもあり、さまざまな課題も想定されますので、円滑に実施できるような課題をあらかじ

めこの場で出していただき、そういったものを踏まえて円滑な導入ができるようにしていきたい

ということでお集まりをいただいたということでございますので、ご検討、ご審議のほどをよろ
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しくお願い申し上げます。 

 大変暑い中ではございますけれども、これから実際の視察なども入っているようでございます。

よろしくご協力のほどお願い申し上げまして、ご挨拶にかえさせていただきます。 

○教育改革担当課長 続きまして、私から、委員の皆様をご紹介させていただきます。事前送付

いたしました資料のうちの第２号の名簿をごらんください。 

 初めに、東京大学大学院教育学研究科教授・大桃敏行様。 

○大桃委員 よろしくお願いします。 

○教育改革担当課長 続きまして、町会連合会の代表として渡辺泰男様。 

○渡辺委員 よろしくお願いします。 

○教育改革担当課長 民生委員・児童委員協議会代表としまして平井宥慶様。 

○平井委員 どうぞよろしくお願いします。 

○教育改革担当課長 青少年委員会を代表して金海仁美様。 

○金海委員 よろしくお願い申し上げます。 

○教育改革担当課長 区立小学校ＰＴＡ連合会を代表して西住裕文様。 

○西住委員 よろしくお願いいたします。 

○教育改革担当課長 モデル校誠之小学校のＰＴＡを代表して原田磨様。 

○原田委員 よろしくお願いいたします。 

○教育改革担当課長 区立中学校ＰＴＡ連合会を代表して市野瀨祥子様。 

○市野瀨委員 よろしくお願いいたします。 

○教育改革担当課長 モデル校音羽中学校ＰＴＡを代表して下山良智様。 

○下山委員 よろしくお願いします。 

○教育改革担当課長 区立幼稚園ＰＴＡ連合会を代表して三嶋御記子様。 

○三嶋委員 よろしくお願いいたします。 

○教育改革担当課長 認可保育園父母の会連絡会を代表して高橋洋子様。 

○高橋委員 よろしくお願いいたします。 

○教育改革担当課長 区立小学校長会・明化小学校の古沢孝男校長先生。 

○古沢委員 古沢です。よろしくお願いいたします。 

○教育改革担当課長 モデル校の誠之小学校の西田義貴校長先生。 

○西田委員 よろしくお願いいたします。 
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○教育改革担当課長 区立中学校長会・第六中学校の美谷島正義校長先生。 

○美谷島委員 こんばんは。よろしくお願いします。 

○教育改革担当課長 モデル校音羽中学校の不破裕子校長先生。 

○不破委員 よろしくお願いいたします。 

○教育改革担当課長 区立幼稚園長会を代表しまして千駄木幼稚園の上野幸子園長先生。 

○上野委員 よろしくお願いいたします。 

○教育改革担当課長 区立保育園長会を代表して藍染保育園の鈴木八重子園長先生。 

○鈴木委員 よろしくお願いいたします。 

○教育改革担当課長 文京区教育委員会から教育推進部長・原口洋志。 

○原口委員 こんばんは。よろしくお願いいたします。 

○教育改革担当課長 同じく教育推進部参事・曵地由紀雄ですが、本日緊急対応が入りましたの

で、今回の会合を欠席させていただきます。 

 続きまして、教育推進部教育指導課長・伊藤浩介。 

○伊藤委員 よろしくお願いします。 

○教育改革担当課長 以上 19 人の委員で検討会を進めてまいりますので、よろしくお願いいた

します。 

 続きまして、会長、副会長の就任でございます。  

 本委員会設置要綱第５条第２項において、「会長は学識経験者とする」と規定しており、また、

「副会長は教育推進部長の職にある者を充てる」となっております。本要綱に基づき、会長は東

京大学大学院教授の大桃委員にお願いいたします。また、副会長につきましては、教育推進部長

の原口が務めさせていただきます。 

 それでは、会長就任に当たり、大桃委員にご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○大桃会長 委員長を務めさせていただきます大桃です。よろしくお願いします。 

 大学では、教育政策研究や教育行政学を担当しております。教育改革、学校改革が進められて

おりまして、その１つが、保護者や住民の方の学校参加であり、学校と地域との連携であります。

学校参加といいましても、いろいろの改革が行われてきましたけれども、今度私たちが検討する

ことになります学校運営協議会は、保護者や住民の方が一定の権限を持って学校運営にかかわる

という極めて重要な改革でございます。 
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 設置要綱にありますように、学校運営協議会制度のあり方、意義、仕組み等を検討するのが私

たちの役割でございます。文京区の教育にとってよりよきものになるように検討を進めていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○教育改革担当課長 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、委員委嘱等の最初の議題を終了いたします。なお、教育長はここで退席さ

せていただきますので、よろしくお願いします。 

 それでは、これより先、会議の進行を大桃会長にお願いしたいと存じますが、会議を始める前

に委員の皆様にお願いがございます。初めに、会議における発言は挙手でお願いいたします。ま

た、会議録作成の都合上録音させていただきますので、ご了承ください。本日マイクを置いてあ

るのが録音用のマイクとなっております。なお、発言の際には、挙手の上、会長の指名を受けた

後に所属団体名とお名前をおっしゃってください。例えばどこどこ小学校のＰＴＡのだれそれで

すとか、町連のだれそれですと話してからご発言をお願いいたします。それから、事前に送付し

てあります本日の資料第１号から第７号につきましては、お手元の次第に記載してございますの

で、そちらでご確認ください。また、本日資料に、忘れてしまったとか足りないものがあるとい

うことでしたら、用意してございますので、大丈夫でしょうか、皆さん。 

（は  い） 

 では、資料の準備がよろしければ始めたいと思いますので、大桃会長、よろしくお願いいたし

ます。 

 

第１ 開会 

○大桃会長 では、進行役をバトンタッチいたします。 

 それでは、第１回文京区学校運営協議会指定検討委員会を開会いたします。 

 初めに、委員の出席状況について、ご報告をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 先ほどもお話しさせていただきましたが、本日 19 人の委員のうち、１名

欠席の 18 人出席という状況になっております。よろしくお願いします。 

○大桃会長 それでは、お手元の議事次第に沿って検討を進めていきたいと思います。 

 

第２ 委員会の公開等について 

○大桃会長 まず、２番目のところの「委員会の公開等について」でございまして、事務局より
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資料の説明をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 それでは、お手元の資料第３号をごらんになってください。同時に資料第

１号のほうもご用意ください。 

 教育長のほうからもご説明させていただきましたが、本委員会の所掌事項、ここで検討する内

容について、要綱に基づき確認してまいりたいと思いますので、まず初めに、資料第１号をごら

んになってください。 

 本委員会は、要綱の第１条にありますように、学校運営協議会のモデル校への指定を行うため

設置いたしました。冒頭、会長からご説明があったとおりです。お話に何度も出てきていますが、

この学校運営協議会はコミュニティ・スクールとも呼ばれておりまして、内容につきましては、

詳しくは次の議題ですので、ここでの説明は省略させていただきます。 

 なお、本委員会ではコミュニティ・スクールという名前を用いてお話を進めたいと思いますの

で、ご了承ください。 

 コミュニティ・スクールのモデル校につきましては、既に誠之小学校、音羽中学校という形で

決定しております。よって、両校のＰＴＡ会長と校長先生にも本委員会の委員となっていただい

ております。 

 したがいまして、本要綱第１条に「モデル校への指定を行うにあたり」とありますが、この検

討委員会はモデル校を決めるというわけではなく、あくまでもモデル校を指定するために必要と

なる事項を検討することをこの会合で行っていくことになります。 

 検討に当たっての具体的な内容につきましては、第２条をごらんください。 

会長からも先ほどお話がありましたが、まず第２条の（１）にありますとおり、文京区におけ

るコミュニティ・スクールのあり方、その意義及び仕組み等に関することです。 

 次に、（２）にありますとおり、教育委員会規則の制定に必要な事項に関することです。具体的

にはコミュニティ・スクールの委員構成やその任期、所掌事項などを検討していきます。 

 そして、（３）にありますとおり、その他、運営に関し必要なことを検討し、コミュニティ・ス

クールの骨格づくりをこの会合で行ってまいります。 

 続きまして、第７条をごらんください。資料第３号にあります文京区の指定検討会、コミュニ

ティ・スクールの検討会の公開につきましては、そこの第７条のところに、委員会の公開につい

ては、要綱で「公開する」と定めておりますが、この内容、委員会が公開することが適当でない

と認めた場合には公開しないことができるという定めも設けております。ただし、具体的な公開
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の方法については、要綱に定めがございませんので、この具体的な定めのない場合には、第９条

のほうに「教育長が定める」と規定されておりまして、この規定に基づきまして、教育長のほう

から会議の傍聴と会議録について、本委員会の中で定めていただきたいということで、あらかじ

め委任を受けております。 

 そこで、本委員会でこれらの定めについて検討していただきたいと思いまして、おつくりしま

したのが、資料第３号になっております。 

 資料第３号、１「会議等の公開の趣旨」。こちらは「区民と区との協働・協治のもと、原則とし

て、会議を公開とし、区民等に会議の傍聴を認め、会議録を公表する」ことを目的としておりま

す。 

 ２「委員会の開催の区民周知」ですが、開催日の２週間前までに、日時、場所、傍聴者の定員、

その他必要な事項を区のホームページに掲載して周知してまいります。 

 ３「傍聴者の定員及び受付方法」ですが、傍聴席が満員になるまで受け付けをいたします。ま

た、会場にて、受け付けは先着順にて行います。保育を希望する場合には事務局まであらかじめ

申し込んでいただくことで、傍聴の方の保育の受け付けをしてまいります。 

 ４「傍聴者の禁止事項」です。「次に掲げるものに対して、傍聴を断ることができる」として、

（１）から（４）を定めさせていただきました。「危険物やマイク・プラカード・旗その他の示威

行為に係るものなど他人に迷惑を加えるおそれがあるものを所持している者」「酒気を帯びている

者」「委員会中に飲食・喫煙・携帯電話の使用・発言・拍手など会議を妨害し、又は他人に迷惑を

加えた者」「上記に掲げる者のほか、委員会を妨害し、又は他人に迷惑を加えるおそれのある者」

ということで、形としては、この会合が速やかに行われることを目的として、迷惑行為をする方

にはお断りをするということを定めさせていただきました。 

 ５「委員会の撮影等」ですが、あらかじめ撮影・録画・録音の場合には会長の許可を受けると

いう規定にさせていただきました。 

 ６「会議資料の取扱い」につきましては、傍聴に来られた方にも配付いたします。また、文京

シビックセンターの２階には、行政情報センターというところがございまして、各種行政資料を

取りそろえております。そちらのほうに配架していくとともに、区のホームページにも掲載して

公開してまいりたいと思います。 

 裏面になります。「会議録の取扱い」です。会議録は、発言者名を表記した全文記録方式という

形をとらせていただきます。また、その会議録の作成に当たりましては、その内容の正確を期す
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るために、出席した委員の方全員の確認を得るようにいたします。会議開催からおおむね１カ月

以内に会議録を作成して公表するという手順を踏みたいと思います。 

 また、会議録は、先ほどの会議資料と同じように、文京シビックセンター２階にあります行政

情報センターのほうにもあわせて配架しまして、区のホームページにも掲載して公開してまいり

ます。 

 また、本日提案させていただいた内容以外の会議の公開等に関し、必要な事項は委員会で定め

ていくということで、最後の「その他」をつけ加えさせていただきました。 

 それでは、資料第１号と第３号に基づく私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○大桃会長 説明ありがとうございました。まず、この委員会は公開ということでよろしいでし

ょうか。──では、公開ということで進めたいと思います。 

 つきましては、資料第３号で、この検討委員会の公開等についての案について、今ご説明いた

だきましたけれども、この第３号について、ご質問あるいはご意見等ある方はいらっしゃいます

でしょうか。──よろしいでしょうか。裏のほうの「会議録の取扱い」というところで、「会議録

は、発言者名を表記した全文記録方式とする」とあります。議事録のつくり方として、要点だけ

を整理していただくような形もありますが、この委員会については、発言内容をそのまま、要約

等しないで載せていく、もちろん、「あ」とか「う」とかいったものはその都度削除になると思い

ますけれども、基本的にはお話ししたのをそのまま掲載していくということでございます。とい

うことも含めて皆さんのほうからご意見、質問等、いかがでしょうか。──特にないようでした

ら、この委員会の公開等については、資料３号のとおり定めたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。では、定めですので、拍手をもってご承認ということでお願いいたします。 

（拍  手） 

○高橋委員 認可保育園父母の会連絡会の高橋と申します。よろしくお願いいたします。 

こちらの会議録の取り扱いについてなんですけれども、８項の「その他」で「会議の公開等に

関し必要な事項は委員会で定める」とございますけれども、私ども毎月大体１回定例会を行って

おりまして、そちらのほうでも、やはりこちらの情報もご紹介したいと思うんですけれども、そ

ういった場合、保育園に加盟されているご家庭には「父母連ニュース」という形でお配りしてい

るのですが、その中にこちらの概要であるとか、いついつ開催されましたという内容を載せるこ

とに関しては問題ないのでしょうかということをお伺いしたいんですけれども。 

○大桃会長 この点、事務局のほう、お願いします。 
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○教育改革担当課長 本日の開催等につきましても、すべてホームページ等で公表しております。

また、資料についても適宜公開してまいりますので、時期については、委員の皆さんに先に、こ

の会議録でよろしいですかとお配りしますので、公開するよりも早いんですが、そのときに出さ

れると困るんですけれども、公開となればオープンな情報になりますので、そちらのほうでお役

立てください。 

○高橋委員 ありがとうございます。 

○大桃会長 そうすると、会議録等、皆さんのほうで点検し、点検が終わって全体で公開をした

後ということになりますね。 

 ほかに、質問とかご意見等ございますでしょうか。できるだけオープンにということで進めて

いきたいと思います。 

 

第３ コミュニティ・スクールについて 

○大桃会長 では、次の議題「コミュニティ・スクールについて」でございます。 

 まず、事務局のほうから資料のご説明をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 事務局よりご説明申し上げます。資料第４号、資料第５号をお手元にご用

意ください。 

 まず、資料第４号がコミュニティ・スクールの概要になっております。まず、教育長のご挨拶

にもありましたように、この制度の導入ですが、保護者や地域住民の方が学校運営に参画する制

度といたしまして、ここにありますとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正し、平成 16 年９月より施行されている制度になります。 

 そして、学校運営協議会の主な役割ですが、２にありまように、校長の作成する学校運営の基

本方針の承認や学校運営について、教育委員会または校長に意見を述べることや、教職員の任用

に関して教育委員会に意見を述べることができます。 

 真ん中にありますコミュニティ・スクールのイメージ図でもう一度ご説明させていただきます。

コミュニティ・スクールのイメージ図の中の一番左にありますのが東京都の教育委員会です。真

ん中にありますのが文京区の教育委員会です。そして、右側にありますのが、「学校」と書いてあ

りまして、その中にコミュニティ・スクールであります学校運営協議会と学校運営の責任者であ

る校長先生が書かれています。 

 まず初めに、真ん中にあります文京区の教育委員会からコミュニティ・スクールの学校の指定
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を行います。それとともに、コミュニティ・スクールの委員の任命を行います。任命を受けた委

員の方たちは、校長先生のつくります学校運営の基本方針に対して承認をしたり、それを具体的

に進める学校運営の教育活動におきまして、運営に関する意見を述べたりすることができます。

この意見については、文京区の教育委員会についても意見を述べることができます。また、教職

員の採用・任用に対する意見につきましては、文京区の教育委員会を経て人事権のある東京都の

教育委員会に意見を述べることができるというつくりになっています。また、コミュニティ・ス

クールでは、保護者や地域の皆さんを代表していますので、その皆さんに対して説明をしたり意

見を求めたりする機能も求められています。 

 現在コミュニティ・スクールの設置状況ですが、資料の一番下にありますとおり、まだそんな

に数は多くございません。 

細かいところにつきましては、資料第５号をごらんになってください。コミュニティ・スクー

ルの設置状況について記載しております。上段にあります表が東京都の状況です。東京都のほう

でも全体として 22 年度の予定で 110 です。中をごらんになっていただきますと、23 区、特別区

の中では世田谷と杉並が設置が多いという形になっています。また、市部を合わせますと、八王

子や三鷹のほうも設置数が多いという状況です。 

全国を見ていきましても、東京では設置数が多いですが、まだまだこれからの制度というとこ

ろになっております。 

資料第４号の２ページ以降につきましては、法律の抜粋やその法律の内容の具体的な説明につ

いて付けてございますが、こちらは後ほどまた必要なときに使わせていただきますので、簡単な

がらこれでコミュニティ・スクールの概要の説明とさせていただきます。 

私からは以上です。 

○大桃会長 今ご説明があったとおりでございます。真ん中のところにわかりやすい図が示され

ています。学校運営協議会のところで、大きくいうと３つの役割あるいは権限がございまして、

基本的な方針の承認、運営に関する意見、教職員の採用・任用に対する意見、こういった権限を

持ちながら学校運営に参画していくというところでございます。 

 下のほうは、16 年に法が施行されて、その後増えてきています。文科省のほうでコミュニティ・

スクールの推進事業がいろいろ行われていまして、そういったこともあって増えてきていますが、

まだそれほど全体としては多くないということと、資料の第５号にありますように、多く設置し

ているところは多く設置し、そうでないところはそうでないということであります。それは東京
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都内もそうですし、政令指定都市あるいは都道府県もそうで、下のほうを見ますと、東京都、島

根県、山口県、京都市、岡山市が多くなっていますが、県によっては１校とかそういったところ

もあるところでございます。 

 最初お話ししましたように、私たちの役割は学校運営協議会あるいはコミュニティ・スクール

について検討を行っていくということでございますが、そのためにはこの制度について理解を深

めていくことが大事で、特に今回は初回ですので、皆さん検討の前提として理解を深めましょう

ということが今日の大きな趣旨の１つかと思います。 

 どんな点でもいいですので、ご質問、ご意見等ありましたら。 

(な  し) 

 資料４号の裏のほうが、今お話がありました地方教育行政の組織及び運営に関する法律、この

法律名は長いので、私たちは地教行法とか、地方教育行政法とか呼んでいますが、その 47 条の５、

根拠規定のところでございます。 

 ご質問等ございませんでしょうか。どんなことでもよろしいですので。 

（な  し） 

そうしますと、また疑問が出てきたらいつでも質問いただくということにしまして、次の学校

と地域との協働のところも、これまでのいろいろな学校との連携とか、そういった仕組みとの関

係とかかわりますので、次の４の学校と地域の協働について、ご説明いただき、また質問が出た

ら戻るような形にしたいと思います。では、お願いいたします。 

 

第４ 学校と地域の協働について 

○教育改革担当課長 資料第６号、大きなＡ３の資料になります。お手元にご用意ください。コ

ミュニティ・スクールの検討に当たりまして、既に学校にはいろいろな制度が導入されておりま

す。それとの違いがどこにあるのかということでまとめたのがこの表になっております。 

 一番左にありますのが、今回検討しておりますコミュニティ・スクール。そして真ん中にあり

ますのが学校支援地域本部、一番右にありますのが学校運営連絡協議会。こちら、「連絡」という

字が入るだけで、コミュニティ・スクールの名称とは違いがそこだけなんですね。非常にわかり

にくいものですから、できれば学校運営協議会のほうは「コミュニティ・スクール」と呼んで、

学校運営連絡協議会のほうはできるだけ「連絡協議会」と、説明上使わせていただこうかと思っ

ておりますので、ご了承ください。 
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 まずは、その目的ですが、コミュニティ・スクールは、「保護者や地域の住民が一定の権限と責

任を持って学校運営に参画することにより、そのニーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させ、

よりよい教育の実現に取り組む」ということが目的になっています。 

 今現在実施しています学校支援地域本部では、地域住民の方が学校の支援を行うもので、波線

にありますように、「地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進する」という組織になって

います。 

 また、連絡協議会のほうは、「開かれた学校づくりを一層推進していくため、保護者や地域住民

等の意向を反映し、その協力を得るとともに、学校としての説明責任を果たす」場として活用さ

れています。 

 いずれの制度につきましても、設置に当たりましては、義務ではなく任意の設置になってござ

います。 

その位置づけですが、コミュニティ・スクールは、波線にありますように、「法的な効果を持つ

意思決定を行う合議制の機関」ということで、今ある既存の制度より一歩強いイメージを持った

制度になってきます。学校支援地域本部のほうでは、地域住民の方のボランティアの集まりで、

任意団体として組織しています。連絡協議会のほうは校長が必要に応じて学校運営に関する保護

者や地域の方々の意見を聞くための制度になってございます。 

 また、法令上の根拠といたしましては、法に基づく権限を持っているコミュニティ・スクール

は、先ほどありました地教行法に規定されており、学校支援地域本部はボランティアの集まりで

あり、法的な措置はございません。連絡協議会につきましては、学校評議員の類似制度という形

で位置づけておりまして、この学校評議員制度につきましては、学校教育法施行規則に載ってご

ざいますが、こちらに準じて運用している状況です。 

 また、委員となる方は、資格要件として、コミュニティ・スクールのほうは、地域の住民や保

護者、その他教育委員会が必要と認める方が対象になっています。学校支援地域本部のほうは、

この中身が実は３構造になっておりまして、学校支援地域本部、こちらはボランティアの集まり

になりますので、どのような計画を立てていこうかという会議機関として、地域教育協議会とい

うのを学校支援地域本部の中に設けています。そのほかに、多くのボランティアの方と学校をつ

なぐ役割として地域コーディネーターの方が存在しています。そして、実際にボランティア活動

をしていただく学校支援ボランティアの方がいらっしゃいます。連絡協議会のほうにつきまして

は、当該学校の職員以外の方で、教育に関して理解や識見を有する者ということで、こちらのほ
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うで構成されております。 

 また、委員の方は、コミュニティ・スクールにつきましては教育委員会が任命することになっ

ておりまして、委員の身分は非常勤特別職の地方公務員という扱いになります。地域の単純な代

表という形ではなく、あくまでも非常勤の地方公務員という扱いになります。学校支援地域本部

のほうでは、多くの場合には、先ほど話しました会議体である地域教育協議会、学校と地域を結

ぶ地域コーディネーターの方につきましては、校長が指定をするという形をとっております。一

方、連絡協議会のほうは校長が委嘱するという形でお願いをしております。 

 それぞれの主な内容の違いですが、コミュニティ・スクールは何回も申し上げているところで

すが、法律に基づく３つの権限を主な内容として有しております。学校支援地域本部は、学校の

管理下の教育活動の支援ということで、学習支援や部活動の指導や校内の環境整備、子どもの安

全確保、学校行事等の支援ということで、学校の応援団という言われ方をしているところもござ

います。連絡協議会のほうは、校長の求めに応じて学校運営に関する意見を述べる場所というこ

とで、意見交換をしたり、そのような場所になってございます。 

 設置状況は、コミュニティ・スクールをこのたび新たに設置しますので、文京区ではございま

せん。21 年４月なので、１年前のデータになりますが、全国で確定数値としては 500 校弱です。

学校支援地域本部のほうも広がりは見せております。文京区では小学校を中心に設置を行ってお

ります。連絡協議会につきましては、文京区の場合、すべての小学校、中学校、幼稚園に設置し

てございます。 

 この３つの制度、非常に似通っておりますので、今日はここのところの区別を皆さんに理解し

ていただきませんと、議論もなかなか難しいと思います。先ほどのコミュニティ・スクールの質

問とあわせて議論していただければと存じます。 

 私からは以上です。 

○大桃会長 図の上のほうを見ますと、名前が学校運営協議会、右側が学校運営連絡協議会、真

ん中が学校支援地域本部なんですが、真ん中の真ん中あたりに地域教育協議会というのがありま

して、似たような名前がたくさんあるということであります。今ご説明いただいたように、委嘱

の仕方、権限の持ち方、それぞれの役割がかなり異なっておりまして、繰り返しになりますが、

「委員」のところ、下から３つ目の四角、私たちが検討していきますこのコミュニティ・スクー

ルについては教育委員会が任命し、身分も非常勤の特別職の地方公務員としての位置づけになる。

真ん中の支援地域本部のほうは校長先生が指定、学校運営連絡協議会は校長が委嘱という形にな
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ります。この右側の連絡協議会は、学校教育法の施行規則上は学校評議員といわれている、こち

らはその類似制度という形ですね。 

主な内容は、右のほうからいきますと、校長先生の求めに応じて学校運営に関して意見を述べ

るということになっていますが、今度私たちが検討しますコミュニティ・スクールは、具体的な

権限を有するという①から③のところが大きく異なるところでございます。 

どなたからでもよろしいですので、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

○下山委員 音羽中学校の下山です。私もＰＴＡで学校運営連絡協議会はずっと出ていましたが、

この権限を得るというのは非常に大きな問題で、そうじゃなくても、きょうび大なり小なりモン

スターのペアレンツがいまして、教育の場では先生たちもかなりつらい思いをしている。教育委

員会もある意味ではかなり嫌な思いをしているという中で、例えば、個々の学校によってはどん

な人が出てくるかわからないですね。人によって権限の使い方を間違えたような使い方をすると、

非常に大きな危険性が発生すると私は個人的に思うんです。だから、逆にいうと、私もこれに関

して、この会議に参加する以上は、責任を持ってきちんと処理しなきゃいけない。非常に重く感

じるんですね。例えば、学校の校長先生、先生たちに、仕事がやりづらくなったり、肩身の狭い

思いをさせるようなことが起こったとしたら、マイナス効果が発生しますので、その辺をどうい

うふうにプラス志向で持っていくかということを勉強させていただきたいと思うんですけども、

その辺はどうなんでしょうか。 

○大桃会長 私もご指摘のとおりだと思います。保護者や住民の方が学校に参加するということ

は、とても積極的に語られることが多いですけれども、今度のコミュニティ・スクールにつきま

しては、一定の権限を持って参加することになりますので、かなりの責任があります。右側の学

校評議員、文京区の場合の連絡協議会の場合は、校長先生の求めに応じて意見を述べるにとどま

るということになりますが、一定の権限を持って加わるということになります。一定の権限を持

って加わるコミュニティ・スクールについて検討するのが私たち検討委員会の役割になりますの

で、今のところとかかわって考えますと、委員の方をどういったやり方で選んでいくのか、選び

方ですね。その人たちが今度はどういった役割を担っていくのか。お話がありましたように、校

長先生あるいは教職員の方との関係が非常に重要になりますので、まずはその委員をどういった

形で選んでいくのか等々は、ここでの検討事項になりますでしょうかね。私たちが制度設計をし

ていく上で行っていかなければならない責任といいますか、私たちの役割になるかと思います。

ご指摘のところは本当に重要な点と思います。 
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○美谷島委員 中学校の校長会として第六中学校の美谷島でございます。今事務局のほうから、

学校運営協議会制度と学校支援地域本部、学校運営連絡協議会、この３つについて比較のお話を

いただきましたが、もう１点、今学校がやっている制度の中に、文京区の場合、学校関係者評価

委員会という制度があります。これは恐らく学校運営とか学校経営についての評価という部分で、

この結果を教育委員会もある程度尊重するということになっていると思います。その比較という

か、その役割についても、ある程度線引きと言うのでしょうか、そういうことも必要ではないか

とは思っているんですが、いかがでしょうか。 

○大桃会長 最初申し上げましたように、今日は私たちの理解を深める会というところがござい

まして、私も文京区の仕組みについてはわからないところがいっぱいありますので、今お話のあ

りました学校評価に関しては、まず学校の自己評価というのがございまして、あわせて学校関係

者評価というのがあります。そのほかに第三者評価というのをいろいろ国で仕組みを検討してい

るところでございますが、今お話があったのは、学校関係者評価にかかわる委員会ということで

ございますか。 

○伊藤委員 学校で行われております実情なども少しご紹介いただくということは可能ですか。 

○美谷島委員 今年度で第３回ということになりますが、自己評価については学校として今やっ

ております。中学校すべての学校で、関係者評価委員会という制度をつくって、教育委員会のほ

うも後押しして、組織についての一定の資金も援助していただいているというところです。それ

ぞれの学校運営について、やったことに関して、今会長がおっしゃったように、第三者評価まで

は行ってはいませんが、かなりの部分で、これがよかった悪かったという一定の報告を教育委員

会のほうに出すということがございます。それは別の意味でいくと、ある面で学校運営について

の意見、評価を通して意見をいうということもあると思うのです。ですから、そこの部分につい

ても比較して我々は持ってないと、３つ今やっているのが、学校運営連絡協議会、そして学校関

係者評価、ここの部分の委員の選出についても、ある面でダブっている方もいらっしゃいますか

ら、さらにここでコミュニティ・スクールの委員が選ばれたときに、場合によっては、３つの委

員会に出るようなこともあるし、全く別の次元で進めた場合に、学校運営連絡協議会、校長の求

めに応じて、学校運営の方向はいいのではないかとか、学校評価としてはそれはよかったという

結論が出たにしても、コミュニティ・スクールの委員会のほうでは、先ほど下山委員のほうから

もお話があったように、「いや、困る」というふうになると、学校はその間に入って非常に厳しい

状況になる可能性があるので、関係者評価も含めて３つの線引きが必要ではないかと思っていま
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す。 

○大桃会長 その学校評価委員会は、今で言いますと、学校支援地域本部あるいは右側の連絡協

議会とは別個な形で各学校に置かれているわけでございますね。そうすると、私たちが検討して

いきますコミュニティ・スクールあるいは学校運営協議会の役割とのすり合わせ、ないしはそれ

ぞれ再調整みたいなのも、この委員会での役割になりますでしょうか。 

○伊藤委員 今既に表の一番右側の学校運営連絡協議会が、全国では約 80％の設置率ということ

ですが、文京区の場合は、幼稚園、小学校、中学校すべてこれが動いているという状況にありま

す。特に、今年モデル校として検討します誠之小学校と音羽中学校についても、これがフル機能

しているわけでございます。また、誠之小学校については、学校支援地域本部もあるということ

で、既に強力なご支援をいただいていると聞いております。 

 今行われております学校の評価というものが、１つには、子どもたちの声を通した各ＰＴＡの

皆さんからの学習指導であるとか生活指導、学校運営に関する意見は、これはほぼ全家庭から集

まってくる状況にあろうかと思います。そこに学校運営連絡協議会のメンバーの方のご意見とい

うものも加味されてくると思うんですけれども、じゃ、どこが違うのかという意見、また一番右

側の連絡協議会制度を評価するものとして関係者評価委員会というのが余り表には出てきません

けれども、既に、関係者の方と学校の中で議論を繰り返しながら、よりよいものをつくっておら

れるというあたりをどのように、過重負担にならないように整理をしていくかというのは、次回

以降の検討課題になってくるのかなと思っております。 

○大桃会長 実際に別個の組織で動いていて、でも、中でメンバーの方が重なってくる場合がご

ざいますね。それから、先ほどご指摘いただいたように、別個の組織がそれぞれ別の方向の意見

を出した場合、学校としても非常に困ることになります。その辺のところは、ここで引き続き検

討していきたいと思うんですが、もう１点確認させてください。学校関係者評価の委員会は、委

員等はどんな形で任命されていますでしょうか。 

○下山委員 任命じゃなくて、私、評価を書いたことがありますが、学校運営連絡協議会にＰＴ

Ａの会長として出ておりまして、さまざまな意見がありますが、その中で学校が培ってきたもの、

でき上がったものに関して、協議会、すべてありますね、そういうものに対して評価をしてくれ

ないかと校長先生にいわれまして私が評価したことが一度あります。それが別の枠であるとは全

然感じていませんでした。運営連絡協議会の延長で私は言われて、自分で書いた記憶があります。 

○大桃会長 運営連絡協議会、国の法律でいきますと学校評議員の制度ということになりますが、
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これは今お話あったようなのが文京区の基本的なパターンなのか、それとも文京区の中でも学校

ごとに学校関係者の委員の選び方とか役割等はそれぞれで違っているのでしょうか。その辺、も

しおわかりでしたら、教えていただきたいんですが。 

○金海委員 青少年委員会の金海です。青少年委員が各学校から１人ずつ推薦されて会がありま

す。メンバーに聞いてみますと、呼ばれてなかったり、その地域の学校でも呼ばれる学校、呼ば

れない学校とか、さまざまで、その学校独自の委員の選び方のようです。 

○大桃会長 今のところは、これから私たちが検討していく上でとても大事なところになってく

るかと思います。特に学校評価にどうかかわるか、他の組織との関係をどう組むのか、場合によ

っては組織の整理もあるのかなと思いますので。そうしますと、実際に学校関係者評価にかかわ

る委員会はどんなふうに置かれているか、次回までに補っていただくようなことはよろしいでし

ょうか。 

○伊藤委員 学校の校長の求めに応じてというところを基軸にしておりますので、必ずこういう

町会の方、あるいは青少年委員さんのこういう方、保護司会のこういう方を呼ばなければならな

いという指定を私どもがするものではございませんで、そこは学校の独自性に任されております

ので、これは少しご意見をいただいたり、あるいはこちらのほうでも整理をしていきたいと思っ

ております。 

○大桃会長 評価とかかわって、コミュニティ・スクール、学校運営協議会のメンバーの選び方

とか役割等検討していく上で、今のところはとても大事な検討課題になるかと思いますので、引

き続き検討していきたいと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。下のほうを見てわかりますように、学校運営連絡協議会、いわゆ

る学校評議員については、全国で 82％、８割以上の公立学校でということになっております。文

京区はすべての小中、幼稚園で置かれているところであります。学校支援地域本部に関しては、

全国で 2000 校をこえ、文京区では小学校に８校置かれているということですね。これについては、

先日の新聞にも載っていましたが、国庫補助をどうするという議論が出ておりまして、今後また

財政面での形が変わっていく可能性があるかと思います。 

 私たちの検討課題でありますコミュニティ・スクールについては、全国で 478、文京区はこれ

からということですが、流れとしてはこれからもっと設置されていくのかなと思っております。 

 ほかにご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（な  し） 
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第５ モデル校について 

○大桃会長 では、その次の議題が「モデル校について」ということでございます。モデル校に

つきまして、学校の概要について、両校の校長先生から少しご説明いただければと思います。 

 まず誠之小学校からお願いできますか。 

○西田委員 誠之小学校の校長の西田でございます。概要ということで、どのように申し上げれ

ばいいのかちょっとわからないんですけれども、現在私どもの学校といたしましては、年度当初

から学校運営協議会の指定検討委員会からのモデル校としての位置づけをいただいておりますの

で、学校の中ではそうしたことにこれから私どもがかかわっていくということの周知を教員のほ

うにもしているところでございます。 

 現在設置されております学校内の組織としては、先ほどご紹介もありましたけれども、ここに

お示しいただいております学校支援地域本部、それから学校運営連絡協議会、こうしたものは既

にかなり積極的な形で運営がされていると思います。実際にこの方々のかかわりを見ていきます

と、かなり人材的にはダブりがありまして、協力的な方々に常に支えられているような状況があ

るということでございます。 

 今、中学校の校長会長のほうからお話がありました関係者評価にかかりましては、実際は学校

運営連絡協議会のメンバーの方々に個人での評価をしていただいた後に、会としての改めての評

価もいただいていることがありますので、厳然として区別がついているということではございま

せん。保護者の方、地域の方々からいただいている様々な価値観からのご意見をある程度整理し、

まとめたものを改めてこの評価委員会の方々にもう一度見ていただいて、評価していただく。そ

んな構造で学校評価のほうは進めております。こうしたご意見を受けた後で私どもの次年度計画

に入らせていただくという作業は、特段ご承認をいただいているわけではなくて、校長が発信す

る教育課程の編成ということで、ご提示を申し上げるという形をとっております。ですから、い

ただいたご意見そのものは十分検討した後、反映していくということになります。 

 モデル校としての動きとして、きょうの会を受けて進行していこうと考えておりますのは、学

校運営連絡協議会のメンバーでございます。実は運営連絡協議会の委員の方々にかかっては、区

の届け出が日程的には過ぎているところですけれども、本年度にかかっては、まだペンディング

しておりまして、本会の推移を見ながら、メンバーの人選を考えてまいりたいと考えております。 

 実際はここに示していただいたような内容はかなり進行しているところでございますので、ど

ういう形、いわゆるコミュニティ・スクールという形で進められていくのかというところを内部
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的に検討しているというのが今の段階です。 

 どんなご説明を申し上げればいいのか、ちょっと準備ができてなかったので、的外れな話だっ

たかもしれませんが、何かございましたら、また逆にご質問していただくという形でご回答申し

上げたいと思います。 

○大桃会長 ご質問いただく前に誠之小学校のＰＴＡ会長さんに今の点について、補足等の説明

をいただけますでしょうか。 

○原田委員 誠之小学校のＰＴＡの原田でございます。私、まだＰＴＡ会長になったばかりで、

学校のこういった活動とはかかわりを一切持っておりませんでしたので、今いろいろ西田先生の

もと勉強させていただいている最中でございます。特に、補足はございません。 

○大桃会長 学校に置かれている組織ということでいいますと、長い伝統があるのはＰＴＡでご

ざいまして、そのＰＴＡとの関係も本当は検討の中に入るのかなと思います。誠之小学校につい

てご説明いただきましたけれども、ご質問等ございますでしょうか。 

（な  し） 

 では、音羽中学校の校長先生から、音羽中学校についてご説明をお願いできればと思います。 

○不破委員 音羽中学校校長の不破でございます。よろしくお願い申し上げます。まず、きょう

お話が出ておりました学校運営連絡協議会、また学校評価委員会等につきまして、昨年度より動

きが出ておりますが、誠之小学校と全く同じでございまして、今年度につきましては、この会を

受けてからメンバー選出や何かの動きをとろうということで、現在そういった具体的な動きをと

めている状況でございますので、また同じようにこの会の進行を受けて今後の取り組みを進めて

いきたいと思っております。 

 音羽中学校のほうで、概要ということでお話し申し上げますと、ともかく新校であるというこ

とが最大の特色であろうかと思います。旧文京区立第五中学校と第七中学校の統合により、昨年

度開校いたしまして、今年度２年目ということで、そういう面では先ほどからお話が出ているも

のも昨年度初めて動き始めたというところで、まだまだいろいろな面で整備されてないことも

多々あろうかと思います。 

 また、学校としても途上にあるというところで、生徒数なども学年によって相当違っています。

３年生は五中と七中で入学して、現在 45 名、ところが、２年生は音羽中学校として入学し、一気

に 117 名、３倍近くという形、今年の１年生が 100 名ぐらい。そういう点でもいろいろ動きがあ

るところでございますので、今後コミュニティ・スクールという形を受けて、どういうふうに学
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校をつくっていくかというのがこれからの課題と考えております。 

 以上でございます。 

○大桃会長 誠之小学校は大変長い歴史のある学校とお聞きしております。音羽中学校は２年目

ということでございますね。 

ＰＴＡ会長の下山さん、補足がありましたら、お願いいたします。 

○下山委員 私は小学校ではＰＴＡ会長が長かったのですが、今も中学校でもやっています。先

生たちに圧力をかけちゃいけないなというのが、運営協議会の制度で、それだけをやっぱり感じ

たんですね。というのは、先生たちが自分たちでもって自信を持って進めなければどんなことを

いっても学校はよくなりませんでしょう。ところが、昨今のようにどうしても外野がそういう面

で、先生たちが少し弱気になっているんじゃないかなという気もするんですね。だから、文の京

日本一といっているのであれば、先生たちが自信を持ってできるような環境づくりを我々がみん

なでつくって、それがほかと違うコミュニティ・スクールの文京区はこうなんだというものを皆

さんと考えてやっていただければ、私は幸せだと思います。 

○大桃会長 みんなで検討しながらできるだけいいものを構想していければと思っています。あ

る面で、このコミュニティ・スクール、学校運営協議会は、対学校というところでもありますけ

れども、逆にいいますと、地域、保護者との関係をどうするかというところもありますので、と

ても大事な点かと思います。 

 音羽中学校についてご説明いただきましたけれども、ご質問等ございませんでしょうか。 

（な  し） 

 ２つの学校からご説明がありましたが、私たちの検討が進まないとほかのところにも影響して

くるところもありまして、私たちの検討状況を見ながらほかの委員等の委嘱ということがあるか

と思います。 

 ご質問等よろしいでしょうか。 

 これから具体的な内容を検討していく上で、両校についてはいろいろまたご意見等お願いした

いと思います。 

 続きまして、校内準備委員会等を設けていくことにもなるのかなと思うんですけれども、その

辺のところを少し事務局のほうからお願いいたします。 

○教育改革担当課長 事務局からご説明申し上げます。この検討委員会、コミュニティ・スクー

ルの検討を行ってまいりますが、モデル校につきましては、できれば校内に準備委員会という形
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の作業チームのようなものを設けさせていただきたいと考えています。ここでの議論をそのまま

校内準備委員会のほうに持って帰って、その意見ももらいながら次の会に反映してという形で、

キャッチボールをしながら議論が進めばということで考えております。 

 本日、こちらのコミュニティ・スクールの指定検討委員会が立ち上がっておりますが、校内準

備委員会のほうはこれからまたモデル校の校長先生を通じてお願いをして、立ち上げていただく

ような流れになりますので、一呼吸置いてから立ち上がって、話がかみ合うような形で進んでい

ければというイメージです。そちらのほうの議論もこちらに返してというところで会を進めたい

と思いますので、皆様よろしくお願いいたします。 

○大桃会長 今の点、いかがでしょうか。私たちのほうで決めちゃって、こうですよということ

ではなくて、学校のほうでも準備委員会をつくっていただいて、相互にキャッチボールをやりな

がら、連絡をとり合いながらつくっていくという形がいいかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○西田委員 準備委員会ですが、これのいわゆる構成員といいますか、委員会のメンバー、この

あたりのところをどうするかというところを含めてお話をいだたきたいなということ。校内とい

うその校内の範囲をどういうふうにとらえるかによって動きは違うかなと思います。周知期間と

するか、検討期間とするかというところもありますし、そのあたりのところを協議して、基本的

なコンセプトの部分をもう一度きちんとお話ししていただきたいなと思います。 

○教育改革担当課長 事務局より補足説明をいたします。校内準備委員会のほうは、このコミュ

ニティ・スクールの今回の本委員会のような要綱を定めてかっちりとした組織体というよりも、

あくまでも受け入れの準備というイメージで、まずは学校の先生にコミュニティ・スクール何ぞ

やということをご理解いただきたいと思っております。その中でこちらの検討が進むにつれ、ど

のような形で地域とということになってまいりますので、そちらの作業チームみたいな形でまず

は立ち上げていただいて、その後は、申しわけございませんが、またご相談させてもらいながら、

指定までの準備を整えればというイメージを持っております。 

○西田委員 教員というところでよろしいわけですね。 

○大桃会長 音羽中学校のほうはよろしいでしょうか。 

○不破委員 こちらの委員会の定めというのでしょうか、イメージに沿った形でやっていきたい

と思っております。 

○大桃会長 では、その辺よろしくお願いいたします。今のところ、よろしいでしょうか。 

（な  し） 
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第６ 年間スケジュール（案）について 

第７ 視察について 

○大桃会長 そうしますと、ほかの協議会等々の関係もということがありましたが、私たちがど

ういったペースでこれから検討していくのか。次第の６番目の「年間スケジュール」のところで

ございますが、これについても最初、事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 それでは、資料第７号をご用意ください。「年間スケジュール（案）」とい

う形でお示しさせてもらっています。まず、第１回の開催は本日ですが、今日はどちらかといい

ますと、勉強会という形になっております。まずは、コミュニティ・スクールとは何ぞやという

お話を今日させていただきまして、その後、第２回を開催する前に、視察を行いたいと考えてお

ります。小学校と中学校各１校ずつ視察を組んでまいりたいと思っております。 

こちらにつきましては、今現在調整中でございまして、基本的には先ほどお話ししましたよう

に、23 区の中で世田谷区と杉並区が設置数が多いということもありますので、そちらのほうで今

調整している状況です。日程の詳細はまだ決定はしていないのですが、先方と交渉している日付

が、小学校では７月 30 日の金曜日、世田谷区の小学校に現在調整を依頼しております。中学校の

ほうは８月６日の金曜日、杉並区のほうに現在調整を依頼しています。視察は、先ほど言いまし

たように、小学校と中学校で各１校ずつを予定していますので、委員の皆様にはいずれかにご参

加いただければと考えております。 

また、訪問時間は、今回は夜間で会合をとれていますが、視察になるものですから、日中のお

伺いという形になってしまいます。委員の皆様にはご都合のつく範囲でご参加いただければと考

えておりますので、詳細決まり次第改めて連絡をさせていただいて、どちらに参加できるかとい

うことでこちらのほうから通知をしたいと考えております。 

視察についての概要は以上です。 

 第２回の開催は、できれば視察が終わった８月下旬を予定しております。こちらのほうにおき

まして、視察の結果を報告させていただきまして、それから皆さんのほうで、文京区ではどのよ

うなコミュニティ・スクールがいいかということで、皆さんのいろいろなイメージをお話しして

いただければと思っています。まずはイメージづくりということで、キーワードでも構わないの

ですが、そのような形でざっくばらんに意見交換ができていければというのが第２回の開催内容

になっております。 
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 その後、校内準備委員会のほうも立ち上がってくると思いますので、キャッチボールをする、

先ほどのイメージになりますので、第３回は 10 月下旬ごろを予定させてもらっております。こち

らにつきましては、第２回でお話ししました文京区のあり方のイメージ、それからそのイメージ

を校内準備委員会のほうにもお伝えして、それと合わせて整理したものを柱立てた形で報告書の

素案という形でご報告させていただければと思っています。 

 報告書の素案というのは、あくまでも２回目の皆さんのご意見をまとめて、そちらのほうのた

たき台をつくった柱立てみたいなイメージになってきます。 

 そして、第３回ではそのたたき台をもとにまた議論を深めていただいて、第４回の開催は 12

月中旬ごろを予定させていただいております。こちらのほうで、さらに前回の意見を踏まえて最

終の報告案が固められればというイメージを持っております。といいますのも、その下に書きま

したように、今度はコミュニティ・スクールの指定までのスケジュール、参考という形で書かせ

ていただきました。こちらのコミュニティ・スクール、先ほど言いましたように、法の権限に基

づくという形がありますので、教育委員会のほうで詳細が決まった事項について、規則を制定し

てまいります。また、その内容につきましては、東京都の教育委員会に人事に関する意見を述べ

ることができるため、こちらのほうの事前協議もしてまいります。それを経まして、やっとモデ

ル校の指定、コミュニティ・スクールの指定ができるという手順になりますので、できましたら

ば、12 月第４回の開催をもって案がまとめられればという形で考えております。もちろん議論の

進捗状況によりましては、また委員の皆様のほうでお話をしていただいて、このスケジュールの

ほうはその都度ご検討いただければと考えております。 

 事務局からの年間スケジュール案は以上です。 

○大桃会長 24 日、今日が第 1 回目で、７月から８月にかけて視察を行い、８月の下旬に２回目

の会合を持つ。ここは視察の結果も踏まえて、いろいろと、こうしましょう、ああしましょうと

私たちでイメージを描いていくことになります。10 月の下旬に第３回、ここでは素案の検討に入

り、12 月の中旬４回目では報告書の案を、多少の文言整理は後に残すにしても、大筋はこの辺で

決めていくということになります。 

 欄の外になりますが、来年の１月に教育委員会規則の制定、都の教育委員会との事前の協議、

モデル校の指定で、来年度の４月から走り出すということになります。 

 とすると、12 月まで、もう６月が終わりになりますので、結構集中的な審議になるかと思いま

すが、よろしいでしょうか、こういった予定で進めたいと思います。 
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○美谷島委員 １点、質問なのですけれど、今事務局のほうからの視察については、自分は中学

校なのですけれど、日程の関係で小学校しか行けない場合には小学校でもいいという理解でよろ

しいですよね。 

○大桃会長 視察のことについては、次の議題でもう１回情報交換したいと思います。 

 大きな流れとしてはいかがでしょうか。 

○美谷島委員 ２点目は、事務局のほうでつくられた比較の部分ですが、コミュニティ・スクー

ルの委員の資格要件は「地域の住民・保護者その他教育委員会が必要と認める者」とあります。

今事務局のほうからのお話では、学校の準備委員会というのは、学校の先生方に理解をというこ

とでお話をいただいたと思うのですが、そうなったときにキャッチボールというのは学校の先生

方だけで、いざつくったときには地域の方々が委員であるとなると、十分なキャッチボールとい

うか、本質に迫るキャッチボールができないのではないかなと思うのですが、この点はいかがで

すか。 

○教育改革担当課長 事務局よりご説明いたします。こちらのほうは先ほど話しました校内準備

委員会、まず受け入れ側の先生方にというお話をさせていただきました。また、今のご指摘の点

につきましては、こちらのほうではっきり申し上げるのは難しいところではありますが、連絡協

議会のほうが既に立ち上がっているようでありましたら、もともと校長先生がそちらの意見を聞

くという機会を設けていらっしゃると思いますので、そことうまく連携しながら進んでいただい

たほうがよろしいのかと。また、この先、次回以降の議論にはなってまいりますが、そことの連

絡協議会やコミュニティ・スクールの関係性等もありますので、そのような形でフォローをして

いただければと存じます。 

○伊藤委員 学校運営連絡協議会に、こちらの動向を踏まえてということで今待っていただいて

いるような状況もありますので、その立ち上げについては、それぞれ教育指導課あるいは教育改

革担当と打ち合わせをしながらベターな形で進めたいと思います。先生方には準備委員会の中に

かかわっていただくけれども、学校運営連絡協議会の中でも、どんなタイプの指定になるのかと

いう議論を吸い上げながら、三者で意見が通うような環境設定に、支援してまいりたいと考えて

おります。 

○大桃会長 今日の比較の表にありますように、教育委員会が任命するというのが法の規定にな

っていますが、どういった形で委員を選んでいくかは、この検討委員会でも検討してよろしいわ

けですね。実際、各コミュニティ・スクールの皆さんはそこのところをいろいろ工夫されている
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ところがあって、例えば公募形式をとっていたり、あるいは地域のいろいろな団体から推薦して

もらったり、いろいろありますので、そこのところはまたここでいろいろ検討していきたいと思

います。 

 そういったのを決めていく上で、先生方のところで、事前の準備委員会等で学校のほうでもい

ろいろ検討を進めていただいて、そのご意見等も反映しながらここでまた検討していくというこ

とになるかと思います。 

 大きな流れ、12 月までの流れとしては、今事務局のほうから示していただいた年間スケジュー

ル案でよろしいでしょうか。 

○平井委員 民生委員の平井です。日程の問題じゃないんですが、学校運営協議会ができた暁に

は、学校運営連絡協議会もまたやっぱりあるんですか。 

○大桃会長 私たちの検討委員会は、コミュニティ・スクールに対する検討委員会なので、ほか

のところに対してどれだけ発言権を持てるかわからないのですけれども、この中で出てきた意見

等は最終の報告書の中に入れていって、そこのところは、これまでの委員会等との関係で整理等

が必要であれば報告書の中に入れ込んで、教育委員会のほうで検討していただくというのも可能

になりますでしょうか。 

○教育改革担当課長 基本的にはそちらの疑問はたくさんおありだと思います。既に連絡協議会

とかに出席されている方、それから学校支援地域本部に関与されている方、たくさんいらっしゃ

ると思いますが、そことの関係もどうあったほうがいいだろうかと。地域や保護者の方に今日お

集まりいただいている、そういう方に委員になっていただいているところもありますので、実際

コミュニティ・スクールが本当に機能していくようにするには、どういう形になっていくとやり

やすいのかということも踏まえて検討していければと考えております。 

○平井委員 はい、わかりました。 

○原口副会長 補足ですが、うちのほうの事務局としても考えたのは、連絡協議会と新しいコミ

ュニティ・スクールの関係をどうしていくのかと。ある意味、学校支援地域本部というのは少し

毛色が違うし、ボランティアということもあるんですけれども、連絡協議会とコミュニティ・ス

クールの考え方が非常に大きな課題になっているんですね。その辺も視察を加えながら、先進の

区の状況も聞いて、どのような形がいいのか、そしてどういう形が地域の方が参加しやすく、わ

かりやすいのか。我々役人がわからないのは地域の方はもっとわかりませんので、そういう意味

ではある程度組織の再編成というか、全体のイメージをつくる必要があるのかと思って。文京区
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版でもいいと思うんですけれども。 

○平井委員 わかりました。 

○大桃会長 スケジュールはこういったスケジュールでということでございまして、先ほどの議

事次第でいきますと、７番目の「視察について」でありますが、先ほどご説明いただきましたけ

れども、日程を確認したいのですが、７月 30 日の金曜日、８月６日の金曜日、これが予定という

ことでございますね。ともに午後で、７月 30 日のほうが小学校、８月６日が中学校、いずれかと

いうことでありますが、希望する場合はいずれもでもよろしいわけですね。ということでやりた

いと思います。 

○伊藤委員 先ほどご指摘がありましたけれども、日程が合わない方は、中学校の関係者の皆様

で小学校を見る、逆に小学校の関係者の方で中学校を見る、両方見るのでも、よろしいのかと思

っております。 

○大桃会長 いかがでしょうか、視察につきましては。私は両方行ってみたいと思っております。 

○伊藤委員 できるだけ１日にまとめて午前、午後でという案もあったんですけれども、どうし

ても先方さんの都合と合わずに分散した形に今準備中でございます。 

○大桃会長 他校の訪問となると、こちらは訪問させていただく立場になりますので、どうして

も先方の日程等があると思いますので。 

 では、７月 30 日、８月６日、この辺の視察の日程、どちらへの希望等はまた事務局のほうで連

絡いただけるということになりますね。 

○金海委員 視察の内容なんですけれども、実際にメンバーの方にお会いするんでしょうか。た

だ、学校を見て回るだけなんでしょうか。どのような視察を計画なさっているんでしょうか。 

○伊藤委員 今、先方の受け入れ態勢については、まだ細かくどういう形になろうかというとこ

ろまでは話は進んでいないんですが、基本的には向こうの学校の管理職の方々から立ち上げの経

緯とかいただいているご意見とかをご説明いただくというパターンが今のところは考えられるの

かなと。ただ、そういった関係の方に来ていただく余地があるのかどうかといったあたりも少し

まだ交渉中でございますので、お待ちをいただければと思っております。 

○大桃会長 そうすると、もし可能ならばということなのですが、先方の学校運営協議会の会長

さんとかメンバーの方からも少しお話を聞けるかもしれないということですか。 

○伊藤委員 はい、可能性はあります。ただ、必ずとはちょっとまだいえない。 

○大桃会長 ということでございます。あるいは、視察について皆さんのほうから希望等ござい



 27

ますかね。学校参加制度のモデルの１つはイギリスなんでイギリスに行こうといっても無理かと

思いますが。 

○原田委員 誠之小学校の原田でございます。視察はともかくとして、例えば何年か運営協議会

を設置されて、運営されている学校の事例というか、よかったとか、いろんな課題が出てきたと

いう何かレポートというのはあるんでしょうか。 

○教育改革担当課長 事務局よりご回答いたします。先ほど話しましたように、平成 16 年に法

が施行されまして、ユルユルという言い方は悪いんですけれども、まだ少しずつしか広がってき

ていないというところがございます。国のほうからは、事例集という形で 20 年に公表しているの

ですが、私もそちらを見たんですけれども、地域の差がかなり激しいものですから、どこかとい

うよりも、近くでと考えて、今抜粋しているところがあります。事例集という形になりますと、

国のほうから出ていますので、もしあれでしたら、今回その事例集を抜粋したものをご用意させ

ていただこうと思いますので、そのような形での対応でよろしいでしょうか。 

○原田委員 今お話を聞かせていただいて、相当権限を持つことになる、人事のことも含めてあ

るもんですから、その辺でいろいろと課題等が、実際にやってみて見えたとかいうことがあるの

ではないかなとちょっと思ったものですから。 

○大桃会長 私の知り合いでコミュニティ・スクールについて、いろいろ調査研究等をやって報

告書を出している人もいますので、その辺も事務局にお知らせします。実際どういった形で委員

を選んでいるのか。実際にどういった役割をお願いしているのか等々、いろいろ事例で学ぶとい

うのはいいですね。 

○原田委員 視察に行って実際にお話を伺うことも含めて、その前にそういったもので少し予習

をしておけば、ちょっと深まるかなと思います。 

○伊藤委員 補足、よろしいですか。今世田谷、杉並の教育委員会と候補になっております学校

のほうと、それぞれ当たっているところでございますけれども、平成 16、17 年ぐらいからやって

いるような、その区の中でも比較的古くからやっている学校ということで、向こうも推薦をして

くださっている経緯がありまして、立ち上げからご苦労話等々もお伺いできるのかと思っており

ます。 

○大桃会長 今の点も含めて皆さんから事務局のほうに、事務局にご負担をおかけしますが、こ

ういったものも可能であればお願いしたいというのがありましたら、この会議でもいいですし、

終わった後でもいいですので、お寄せください。 
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○西田委員 視察に関連、遠巻きな関連なんですけど、区市町村で既に設置しているコミュニテ

ィ・スクールの中には、いろんな形のものがあるやに私は認識しています。こちらが視察をして

いこうとする学校の様子を文京区に一定の参考として取り上げていこうとするときに、ある程度

基本のコンセプトみたいなものをこちらが持って臨んでいくようにしたほうがいいのではないか

という思いもございます。そうした場合、どこへ行ってもというわけにはなかなかいかないとも

思います。ですから、そのあたりのところが上手に反映されるような学校になるといいなという

希望をもっております。視察そのものはやぶさかでないのですが、混乱が生じないようにしたい

なと思っております。 

 それと、文京区がこれから検討していく中身、大筋のところで共通理解を図っていくにせよ、

設置はそれぞれの学校になるわけで、今般、モデル校になった私どものほうと音羽中学校が指定

の対象になったとしたときに、学校そのものの設置の状況も違うし、地域とか環境も違うわけで

すね。全く一様にはなりにくいところがあろうかと思うんです。そういうところをどの程度理解

しながら視察に当たるのかなというところもあるので、ここの間しばらくまだ機会があるとは思

いますので、十分検討していただきたいなというのが要望としてございますが、いかがなもので

しょうか。 

○教育改革担当課長 おっしゃるとおりなので、こちらのほうとしても、先ほどお話がありまし

たように、事例集、視察のご通知をするときに一緒に、杉並と世田谷のほうも事例集に掲載され

ていましたので、そういうものをお渡しすることができると思いますし、あと、ほかのところも

ということであれば、間に合うようでしたらそろえて。ただ、余りにも数が多いのと、余りにも

全国区なものですから、お恥ずかしながら事務局のほうも、通しで読むとすごく混乱するんです

ね。言い方は悪いんですが、事例集がそれぞれのいいとこ取りをしているものですから、一貫し

て読むと一筋で貫いて考えることが難しかったりもするので。エッセンス的なところは非常に参

考になるものです。ただ、すべてがすべてそれで通していけるのかというのはまた議論が必要な

ところになると思っております。そのようなところで、視察前に幾つかの、せっかく視察に行く

ときに質問をしたいし、イメージもわいておきたいというところでありますので、そちらのほう

もご提供できればと思っております。その辺でよろしいでしょうか。 

○大桃会長 よろしいでしょうか。今日の第１回の会合がそうであるように、私たちも理解を深

めながら、文京区に合うのを、意見なり構想を固めていく。その１つとして、視察であっちこっ

ち行って見て回るというのがあるのだと思いますが、ある程度固まった後でそれに合うのを選ん
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でというのもあると思います。全体の日程もありますので、最初私たちの目的に合うところを見

に行くというのもいいと思うのですが、視察しながら私たちも理解を深め、それに合わせながら

構想を練っていく、並行の作業になるかなと思います。そうすると、今事務局からご説明いただ

いたように、行く前に少し事例等を送っていただいて、私たちなりに勉強し、行って聞いてくる

ということでよろしいかと思います。いかがでしょうか。 

○原口副会長 あと、逆にモデル校の先生方からの意見も、視察の前には少し聞いておいてもら

って。こういうものを聞いてほしいとか、こういうものはどうなのかというのが、もし先生方の

間であれば、そういうのも持ち寄って聞いてもらうといいのかなと思います。先生方が一番大変

かなというのがありますので。補足ですが。 

○古沢委員 小学校長会の古沢です。事務局のほうにお伺いしたいんですが、この事業の今後の

見通しです。２校、誠之小、音羽中のほうでモデル校をやりますけれども、何年ぐらいのスパン

を想定しているのか。また、そのモデル校の結果によって、ほかの小中学校あるいは幼稚園のほ

うに広がっていく可能性が今後あるのかどうかということについては、いかがでしょうか。 

○教育改革担当課長 まずは、先ほど話しましたように、今回モデル校といいましても、コミュ

ニティ・スクールの指定を行うには、教育委員会規則をつくります。規則を制定してまいりまし

て、その規則に基づいて、うちの学校もコミュニティ・スクールをやってみたいという学校があ

る場合には、手挙げ方式になりますが、指定のほうを教育委員会に申し出ていただくような形に

なってきます。ただ、モデル校という形で検討しておりますので、できましたら、モデル校での

検証結果を踏まえて次のところが取り組んでいただければというイメージは持っていますが、一

緒にすぐにでも始めたいというところは、教育委員会規則ができ上がりますので、指定を否定す

る、参加は待ってということはありません。 

 モデル校のモデル期間ということでのご質問かと思うんですけれども、このコミュニティ・ス

クールにつきましては、規則においてそこの指定期間も決めることになっています。何年間指定

するのかという形で、これも規則によってかなり大きな幅があります。モデル校に至りましては、

少なくとも規則で定めた期間はモデル校として実証をやっていただき、また指定期間終了後は、

さらに続けるかどうかという形になっていくのかと思っております。それはまた規則を定めると

きに、必要な事項もこの検討委員会で決めていきたいという事項に含めておりますので、そちら

のほうのつくりも、もう少し深く議論していければと考えているところです。 

○大桃会長 よろしいでしょうか。 
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 ほかに、皆さんのほうから、意見でも質問でも何でも構いませんので。 

（な  し） 

では、よろしいでしょうか。そうしますと、資料の第７号にありますように、こういった予定

で進めていく。次回が８月下旬に予定されておりますが、その前に７月の末と８月の初めに視察

を行うということでございます。 

 

第８ その他 

○大桃会長 次第でいきますと、最後の「その他」になりますが、皆さんのほうからございます

でしょうか。あるいは事務局のほうから、その他ございますでしょうか。 

○教育改革担当課長 それでは、事務局のほうから最後に連絡事項ということで確認をさせてい

だきます。 

 先ほど来お話の出ています視察につきましては、後日、先ほどのお話にもあった事例をつけな

がら、参加の確認ということで通知を送らせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願い

いたします。 

 それと、第２回の委員会については、お話がありましたように、８月下旬という形になってお

りますが、日程が決定次第早目に皆様のほうにはご連絡したいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それと、本日の会議録でございますが、未定稿の案文、いわゆる原稿ができ上がり次第、皆様

のほうに送らせていただきます。「てにをは」とか、「あ」とか「う」とか、先ほどお話がありま

したけれども、ご発言の趣旨が、こういうつもりで言ったんじゃなかったんだけれどもというと

ころで、ご意見がありましたら、それを訂正した上で会議録として調製してまいりたいと考えて

おります。 

 事務局からの連絡事項は以上です。 

○大桃会長 皆さんのほうから、そのほかございますでしょうか。 

○上野委員 園長会の上野でございます。この委員会に欠席、どうしてもほかの会と重なった場

合の欠席についてなんですけれども、代理を立てたほうがよろしいんでしょうか。それともその

まま欠席してよろしいんでしょうか。 

○教育改革担当課長 今回は委員個人で対応しておりますので、基本的には委員個人の方のご出

席になります。ただ、園長会として状況を知りたいということであれば、傍聴といったら変なん
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ですけれども、出席をするという形になりますけれども、委員という形での発言・記録はちょっ

とできませんので、代理という形は難しいという形になります。 

○大桃会長 ほかにいかがでしょうか。 

（な  し） 

 

第９ 閉会 

○大桃会長 それでは、このスケジュールどおりにいくと、12 月ごろに報告書ができるというこ

とになりますが、それまでこんな感じで審議を進めていきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 では、本日の会議はここまでといたします。どうもありがとうございました。 

（20：06） 

 

 


