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第１ 開会 

○大桃会長 皆さん、こんばんは。定刻になりましたので、第２回の検討委員会を開会いたしま

す。 

 まず初めに、委員の出席状況について、事務局から報告をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 事務局よりご報告申し上げます。本日、ご欠席者の方が２名いらっしゃい

ます。誠之小学校のＰＴＡ代表の原田委員、幼稚園のＰＴＡ連合会会長の三嶋委員がご欠席です。

それから、中学校のＰＴＡ連合会代表の市野瀨委員が遅れて来られるということですので、先に

始めていていただきたいというご連絡をいただいています。 

 以上、委員が 19 人中、出席予定が 17 人、１名が遅れて参加という予定になっております。 

以上です。 

○大桃会長 続いて、資料確認をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 それでは、本日の資料を確認します。まず、事前に送付させていただいた

資料からです。事前に送らせていただきました本日の第２回の次第、こちらの下に「配付資料」

と書いてございます。事前に送らせていただいたのが資料第８号から第 11 号。資料第８号が、「コ

ミュニティ・スクールの視察について」、資料第９号が「文京区における組織の現状（図式）」に

なっております。資料第 10 号が「学校評価制度について」、資料第 11 号が「東京都他区市におけ

る学校運営協議会規則の比較」。本日、議論の参考にするために、幾つかの参考資料を席上配付さ

せていただきました。お席のほうにご用意させていただいたのは２つの資料になります。まず初

めに、Ａ４、１枚の「学校運営協議会指定検討委員会委員からの質問への回答」という、両面に

書いてあるもの、こちらが１つ。それと束になっております、表紙に「参考資料」と入っており

ますＡ４を何枚かとじた資料が１部、以上が本日の資料になります。 

 以上です。 

○大桃会長 皆さん、資料、大丈夫でしょうか。 

（は い） 

 

第２ 視察報告について 

○大桃会長 それでは、議題に入ります。 

本日の最初の議題は、視察報告についてであります。資料は小学校と中学校が一緒に作成され

ていますけれども、それぞれ別個に検討を進めていきたいと思っております。 
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では、まず、小学校のほうからお願いいたします。 

○教育改革担当課長 それでは、資料第８号をご用意ください。資料第８号「コミュニティ・ス

クールの視察について」、初めに小学校からご説明します。まずは、視察概要といたしまして、訪

問したところは、世田谷区立東玉川小学校。平成 22 年７月 30 日にお伺いいたしました。東玉川

小学校からは、教育委員会、学校、学校運営委員会のほうから 10 名。文京区のほうからは、事務

局３名を含めて 17 名が参加しております。 

 視察の内容のご説明に入る前に、まずは、こちらの資料で使う用語解説。1 ページの四角で囲

っている枠の中の○の２つ目になります。こちらで使っている用語解説を先にします。この中で

使います地域運営学校というのはコミュニティ・スクールの指定を受けた学校のことを指してい

ます。学校運営委員会は、地方教育行政法の学校運営協議会、いわゆる私どものほうで通称呼ん

でいますコミュニティ・スクールの協議会のことです。最後の学校協議会、こちらは健全育成、

地域防災・防犯、学校の教育活動の充実を目的とする世田谷区独自の学校と地域の連携組織のこ

とを指しております。 

 それでは、視察内容の説明に移ります。 

 １ページの２、視察内容。（１）、導入のきっかけ。①、世田谷区では地域の活動が活発であり、

平成９年ぐらいから学校協議会を区立小中学校全校に設置し、地域に根差し、開かれた学校運営

を進めてきたということです。その中で、法律改正や平成 17 年に作成した世田谷区教育ビジョン

の中におきまして、地域運営学校の指定を開始するということで始まったというのがきっかけだ

そうです。 

 ②、学校運営協議会制度については、校長先生みずからが以前から必要と考えていたこともあ

り、保護者やＰＴＡの取り組みがよかったという現状も踏まえて、世田谷区が平成 17 年に学校運

営委員会を始める際に、地域運営学校、いわゆるコミュニティ・スクールの指定をみずから手を

挙げて希望したという経緯で導入が始まっています。 

 ２ページに移ります。（２）、既存組織との関係・問題点です。①、組織が複数あるため、副校

長先生のスケジュール調整は大変であるが、それぞれの組織が主体的に動いている。すべてを学

校側が中心となっては負担が大きく立ち行かないが、運営委員会、いわゆるコミュニティ・スク

ールなど、それぞれの組織にお願いしていけばうまくいくというご意見でした。 

 また、こちらの東玉川小学校の状況が文京区と違いますので、７ページをごらんください。東

玉川小学校の地域運営学校の図式が入っております。先にこちらを説明させてもらってから、ほ
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かの組織との関係のところに移りたいと思います。７ページの図を見ていただきますと、真ん中

に東玉川小学校があります。この東玉川小学校の中に学校運営委員会が左手に、右手に校長先生

の黒い枠があります。双方が真ん中を橋渡しするように、学校運営委員会（コミュニティ・スク

ール）の委員会があって、各プロジェクトを実施している図式になっています。また、東玉川小

学校の上に延びている双方向の矢印がありますが、学校関係者評価委員会は別の組織になってい

ます。それと、校長先生の相談や意見を相互にやりとりする学校評議委員を、小学校の組織と、

こちらの学校運営委員会とは別に組織されています。これと、ほかに、東玉川小学校の左側にあ

ります学校協議会という、背景が黒い枠に囲まれたところ、これが世田谷区独自の制度であって、

こちらも別組織で動いているということで、東玉川小学校では、それぞれが既に活発だった組織

がそのまま連携し合いながら動いているという図式をイメージしていただければと思います。 

 ２ページにお戻りください。（２）の②、学校評議委員は、校長の相談役として機能しており、

学校関係者評価委員会ともすみ分けはうまくいっている。学校運営委員会、いわゆるコミュニテ

ィ・スクールは学校の内部機関との位置づけなので、学校評価の対象になってきます。ですので、

学校関係者評価委員とコミュニティ・スクールの委員の兼務は望ましくないとしているそうです。

ただし、評価委員の方は、学校運営委員会（コミュニティ・スクール）がどんな活動をしている

かというのを知るために、そちらの委員会のほうに、意見は述べないけれども参加するという機

会は担保しているというお話でした。 

 ③、従来から活動しているほかの組織とは組織をはっきり分けている。青少年地区委員会やＰ

ＴＡ・遊び場開放委員会等はそのまま活動している。従来からのものは従来の組織で、新しいこ

とは学校運営委員会で要請するという分け方になっているというお話でした。 

 （３）、委員について。①、現在の構成は、地域の住民、学識経験者、ＰＴＡ会長、保護者、近

隣幼稚園保護者、卒業生、学校長の 10 名以内で委員を構成しています。このうち、卒業生を探す

のが難しいというお話でした。 

 （４）、規則について。①、教育委員会の規則のほかに、運営要綱と会議要綱を制定し、②、こ

ちらの要綱等の関係につきましては、指定期間の満了の際に見直しをしたというお話でした。 

 （５）、運営についてです。アとしまして、まず学校側からのご意見。設置前に不安に感じてい

たことや課題としましては、①、以前から地域とのつながりが強かったということで、学校運営

委員会の立ち上げはうまくいったのではないかというお話でした。 

 それから、設置したことによるメリットと課題。①、保護者との関係については、運営委員会、
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いわゆるコミュニティ・スクールの委員会のほうが学校活動を周知したり、お話しすることが関

係改善の一助になると考えているというお話でした。今までの情報発信は、学校から家庭への一

方通行だったが、双方向へ変えていきたいというお話をいただきました。 

 ３ページに移っております。ウ、教員の確保等の人的な効果。①、校長先生としては、意見を

申し出ることができるという点に関しまして、よい先生が公募で赴任してもらったので、とても

よかったというお話がありました。また、赴任された先生のほうは、以前、東玉川小学校、この

学校での経験があるということで、戻ってきた際に教え子の方が成長し、今もいろいろな点で協

力してくれるというお話がありました。 

 エ、導入前年度と導入年度に取り組むべきこと、配慮すべきことといたしましては、平成 17

年、最初のときです。地域運営学校に指定されたが、その年は学校公開週間などを利用し、学校

を知ってもらうことに力を入れたそうです。学校の強みと弱みを知るために分析を行ったという

ことでした。 

それと、管理職、いわゆる校長先生サイドから見ました成果と課題、教員の方から見た成果と

課題です。①、一時期、学校運営でちょっと混乱した時期があったそうですが、初期段階で、こ

れは客観的に、先生方ではなく、学校運営委員会のほうが異変に気づき、学校側は渦中にいて、

ちょっとおかしいということに気づきがおくれてしまったそうですが、このような全く違う目で

見てくれる学校運営委員会の存在が大きくプラスであったというご意見がありました。 

そして、地域・保護者としてからのご意見です。①、いろいろとやりたいことはあるが、手を

出し過ぎると先生方に負担を強いることになるので、話し合いながら進めているというご意見。

②、委員会だけでは意見を言って終わりになるので、日常活動も必要である。運営委員会（コミ

ュニティ・スクール）の委員会も、評価を受ける側なので、学校評価は真摯に受けとめていると

いうご意見がありました。 

また、ウ、子どもたちにとってのメリット等です。①、アンケート等を実施すると、子どもた

ちが学校を好きだというのがよくわかるというご意見がありました。②、こちらのほうで行って

います４つのプロジェクトの活動において効果を感じ取っているというお話でした。 

最後に、広報活動ですが、①、「学校運営委員会だより」は委員みずから作成しているお便り。

それと別に、「プロジェクト便り」ということで学校が作成しているものがあります。こちらを使

って周囲に活動を知ってもらうように努めているというお話でした。また、②にありますように、

これらについては学校のホームページ等にも掲載しているというお話でした。 
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長くなりましたが、以上です。 

○大桃会長 東玉川小学校の視察についてご報告いただきました。 

 委員の皆さんには、小学校のほうを視察いただいた方、中学校のほうを視察いただいた方、両

方を視察いただいた方、いらっしゃいます。小学校のほうを視察された方で、補足や感想等、あ

るいは参加されてない方で質問等ありましたら、自由に出していただければと思います。いかが

でしょうか。 

 今ご報告いただいた中にありましたように、学校運営協議会がスタートする前から学校と地域

とのつながりが非常に強いところだったと思います。その設置以前の活動等を組み込んで学校運

営協議会が今動いているという感じがいたしました。皆様からいかがでしょう。 

 特にないようですので、中学校のほうの視察の報告をいただくことにいたします。 

○教育改革担当課長 それでは、引き続いて中学校のご説明を申し上げます。資料第８号４ペー

ジをごらんください。 

中学校は、杉並区立井草中学校に平成 22 年８月６日に視察に行ってまいりました。井草中学校

の出席者は、学校、学校運営協議会のほうから６名、文京区のほうは事務局３名を含む 10 名で参

加しました。 

 視察の内容の説明の前に、同様に用語の解説をいたします。４ページの四角枠の○の２つ目を

ごらんください。地域運営学校は、コミュニティ・スクールの指定を受けた学校のことです。ま

た、この中に出てくるＣＳにつきましては、コミュニティ・スクールを略した言葉です。学級サ

ポーター（コミュニティ担任）という言葉は、コミュニティ・スクール（ＣＳ）委員や学校支援

本部委員が担当するクラスを持ち、各種行事・道徳授業等に参加し、生徒・担任・保護者と多く

接することで連携強化を図ることを目的としており、各クラスにいる「地域による担任制」とい

う形をイメージしてください。 

 それでは、視察内容の説明に移ります。４ページの２、視察内容。（１）、導入のきっかけ。①、

平成 17 年度、井草中学校においても、このときに初めてコミュニティ・スクールの指定を検討し

たそうですが、中学校において指定について手を挙げるべきか、立候補するべきかどうかを当時

の評議委員会で議論したそうです。その結果、最初から手を挙げることは見送り、その反面、将

来の指定のために地域連携の基盤づくりの準備を進めたそうです。そして、この準備を踏まえ、

平成 19 年度にコミュニティ・スクールに応募し、指定を受けたというのが導入のきっかけでした。 

 （２）、既存組織との関係・問題点。こちらのほうも、既存組織のほうの図式を入れてございま
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すので、資料８ページ、最後のページをごらんください。井草中学校を取り巻く地域力というこ

とであらわされているイメージ図になります。まず、真ん中の枠の中に井草中学校があります。

井草中学校の中に学校運営協議会が入っていまして、その外枠を囲むようになっているのが、学

校支援本部“○”（えん）という組織になります。そこのメンバーは、同窓会やＰＴＡ、それぞれ

書いてあるようなメンバーが構成員となって、井草中を支えているというイメージです。また、

学校支援本部“○
えん

”の外枠には、従来からあります既存のいろいろな組織が井草中学校を支えて

いるということで何重にも井草中学校を取り巻く“○
えん

”があるという形であらわしてあります。 

こちらが井草中のスタイルということを踏まえて、４ページにお戻りください。４ページの（２）、

既存組織との関係・問題点です。①として、杉並区では、コミュニティ・スクールに指定された

学校は、学校評議員制度を学校運営協議会に移行させる方針がありましたので、学校評議員を解

散して、新たに学校運営協議会を発足させたそうです。②、学校関係者評価委員は、学校運営協

議会とは別組織で運営しております。５ページに移っております。③、学校支援本部“○
えん

”のよ

うな実働部隊があるから、コミュニティ・スクールがうまくいくと考えているが、学校運営協議

会自体は実働部隊を兼ねることは、閉じた組織になりよくないと考えているそうです。④、初め

に学校支援本部組織をつくり、それから地域運営学校になったほうが活動がスムーズにいくと考

えているというお話がありました。⑤、学校運営協議会の委員は、学校支援本部にも入って活動

しているそうです。 

（３）、委員について。①、地域住民と保護者は校長が推薦することになっているというお話で

した。②委員の推薦に当たっては、地元の理解を得られる方を推薦しているそうです。③学識経

験者も何らかの関係がある人が任命されているというお話でした。④、委員の持ち回り、充て職

という形での委員の持ち回りはしていないというお話でした。 

（４）、規則について。①、こちらは教育委員会の規則のほかに学校支援本部“○
えん

”の会則があ

るそうです。学校支援本部がある学校では必ずこの会則を用意しているというお話でした。 

（５）、運営について。まずは、アの学校としてです。設置前に不安に感じていたことや課題で

すが、①、ＣＳの指定を見送った理由としましては、地域の人材発掘への不安や地域運営学校と

は何かという理解不足、中学生の特性や学校経営の理解の薄い人材の委員登用に関する不安があ

ったというところから最初は見送ったというお話でした。 

イ、設置したことによるメリットと課題。①、学校と地域の壁がなくなった。②、生徒さんた

ちも成長して卒業していくようになった。③、今後の課題といたしましては、いろいろあります
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が、転任職員や新任ＰＴＡ役員への研修や新たな人材確保のシステム構築、人材情報のフィルタ

ー機能の構築（やりたい人より協調性のある人の発掘）をするということが大事だと考えている

そうです。④、地域の人が学校に来て、１回限りで終わっては意味がない。学校のリピーターに

なってもらう工夫が必要だというご意見がありました。 

ウ、教員の確保等の人的な効果ですが、①にありますように、人材確保についてのメリットは

特段感じていらっしゃらないというお話でした。 

エ、導入前年度と導入年度に取り組むべきこと、配慮すべきこととしては、①、校長と地元町

会等の地域との信頼関係を築く必要があるということ。それで、②、交流会などを開いていると

いうお話もありました。 

オ、管理職から見た成果と課題及び教員から見た成果と課題。①、地域の人が見えるようにな

った。地域が学校と子どもを見守ってくれる。学校が地域を意識するようになった。垣根がなく

なったという具体的な意見が聞かれるそうです。②、地域が中学生を単なる人手として使おうと

すると、中学生は嫌がって関係が築けない。中学生自身が考え、行動し、結果を評価されること

が大切。子どもを育てるつもりで受け入れてほしい。学校としてはボランティアなどで地域に行

く場合、必ず事前指導やリハーサルなどの準備をしてから送り出しているという具体的な取り組

みについてのアドバイスもありました。 

イ、地域・保護者としてからです。①、どこまで学校の中に入っていいかわからなかった。先

生もうっとうしいと思うのではないかというご意見がありました。②、新しい事業を始める際に

は、地域に新たな事業が受け入れられるように配慮し、町会の方にも相談しながら進めたそうで

す。③、学級サポーター（コミュニティ担任）の活動により、直接子どもと触れ合える機会がふ

えたというお話がありました。 

ウ、子どもたちにとってのメリット等です。①、“ホッと”スペースという、図書室を利用した

放課後の居場所対策をやっていますが、そこが子どもたちの息抜きになっている。②、地域が見

守ってくれていることを意識するようになっている。③、学校に地域の方が入ってくることが普

通のことになってきているというお話でした。 

（６）、広報活動についてです。コミュニティ・スクール便りをカラーで発行し、ホームページ

に掲載しながら、活動紹介や会議録も一緒に載せているそうです。②、かなり前から活動してい

らっしゃるということで、外部的にも井草中学校の取り組みをいろいろなところで発表されてい

るそうです。また、③としては、校長と委員が町会等の催しに参加するなど、地域とのコミュニ
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ケーションを図っているというお話がありました。 

以上です。 

○大桃会長 井草中学校の視察について報告いただきましたけれども、皆さんのほうから補足説

明、感想あるいは質問等、何でもよろしいですので、ありますでしょうか。 

○下山委員 私は井草中学校に行きましたけれども、中学校にしても世田谷の小学校にしても、

当区と違うのは学校と地域とが非常に密接感があるんですね。例えば、私の今の中学校を見ても、

地域との密接というと、今の学校運営連絡協議会、その中で町会の人が出てくる。例えばお祭り

のときに父兄が、自分のところの子どもがマイナス要素に走らないようにパトロールをしている。

そのぐらいじゃないかと思うんです。 

 世田谷区にしても杉並にしても、組織ができているものとのタイアップというんですか、非常

によくできているので、ポーンと飛び込んで、いろんな方の援助を受けながらやる、それも大変

だと思いますが、文京区のほうは正直いってもっと大変だと思うんです。２つの学校が一緒にな

りましてちょうど２年目になっているわけです。地域を行脚して、いろんな人と話をして協力を

得て、地盤をつくらないと机上の空論で終わってしまうような気がします。 

 杉並の学校にしても、一番初めに、あれだけ周りの地域と密接していても１年ぐらい心配だっ

たということで見送っているということがありますね。コミュニティ・スクールのモデル校とし

て、例えば音羽中学校と誠之を今持ってきていますが、区全体を挙げてやるんだったら、本当に

周りからみんなで協力しないと、旗だけ上げて、中身がないような気がするんです。 

 もちろん現場の我々も足を棒にして行動するつもりですけれども、それプラスアルファで皆さ

んのバックアップがないと。例えば町会連合会の方も来ていらっしゃっていて、近隣町会、音羽

の町会、茗荷谷の町会、いろんなところに、町会連合会としても宣伝していただいて、集約して

絞っていかないと、簡単なようで物すごく……。やる前からコミュニケーションが図られている

場所、特に杉並の井草中がそうですね。これを見ると、東玉川小学校もそうですね。そういう下

地ができているところです。その辺のバックアップを強力にお願いしないと難しいと思います。 

○大桃会長 実際に東玉川小学校、ここは地域と学校とのつながりが非常に強くあった。井草中

に関しましては、今ご説明ありましたように、１年間見送って検討し、なおかつ、今日いただい

た報告の資料ですと５ページになりますが、５ページの上の④のところ、「初めに学校支援本部組

織を作り、それから地域運営学校になったほうが、活動がスムーズにいく」という意見が出され

ておりまして、まずは学校を支える組織づくり、ここからスタートということの重要性が指摘さ
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れていたかと思います。杉並あるいは世田谷と文京区の置かれた状況もかなり違いますので、文

京区は文京区なりに考えていかなければいけないと思いますが、こういったいろいろな視察の成

果等を踏まえて文京区でどういった組織をつくっていくのか検討したいと思います。 

 皆さんのほうで、ほかにご意見、ご感想、いかがでしょうか。実際に学校の中も見させていた

だいたり、さまざまな活動も見させていただいて、本当に地域とつながっている学校だなという

感じを持ちました。 

○平井委員 この東玉川小学校の中で子どもたちにとってのメリットは何かを考えますとき、そ

の関係の話は先ほど伺いましたけれども、この配布文章を要約しますに、つまりアンケートがで

きたことがメリットなのか、その結果、子どもたちが学校を好きになったということがメリット

なのか、ちょっとわからないんですけど、どっちでも私はメリットがあればいいと思うんだけど。

子どもはこれ（協議会）ができて急に好きになったというのか、そこがメリットなのか。この委

員会ができて好きになったんならメリットですね。でも、無くたって好きになったということは

あり得ることなんですよね。それから次の場合、アンケートができる状態になったということが

メリットということもあります、どうだったでしょうか。私もあの現場で随分注意深く聞いてい

たつもりなんですけど、ここがよくわからなかったです、正直なところ。 

○教育改革担当課長 事務局から回答します。私のほうも一緒に参加しまして、このお話のとこ

ろをお聞きして、子どもたちにとって何がメリットだったかというのを感じ取るのはなかなか難

しいけれども、１つの尺度として、アンケートをとると、とにかく子どもたちが学校を好きだと

いうことを感じ取れると。いろいろな４つのプロジェクトを通して、コミュニティ・スクールに

なってから動かしたり、そういうことも踏まえて子どもたちが学校生活を楽しんでいるというの

が生き生きと伝わってくるのが１つの尺度ではなかろうかという意味でご説明いただいたのかな

と思っております。 

○大桃会長 よろしいでしょうか。 

○平井委員 はい。 

○大桃会長 アンケートのところの下のウの②、校内緑化等々、４つのプロジェクトの活動とい

うのがあります。実際いろいろ植物等を育てているところを見させていただいて、恐らく子ども

たちがああいった活動に楽しみながらかかわっているのかなと思います。 

 ほかに皆さんのほうからいかがでしょうか。 

 私は、両方の学校を訪問させていただいて、実際にコミュニティ・スクールの状況を見ること
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ができまして、とても勉強になりました。事務局にはこういった視察の機会を設けていただいて

ありがとうございました。この視察を踏まえて、文京区ではどういったものをつくっていくのか

を検討することになりますが、審議事項に入る前に、前回この検討委員会が終わった後に、委員

の皆様から事務局あてに質問が出されております。とても重要な質問と思いましたので、その回

答を委員全体の中でやっていただいたほうがよいと考え、ここで説明をしていただくことにしま

した。 

○教育改革担当課長 本日、皆様の席上に配付させていただきましたＡ４、１枚、両面に書いて

あります「学校運営協議会指定検討委員会委員からの質問への回答」という紙を用意してくださ

い。 

前回の指定検討委員会終了後に委員の方からご質問いただきまして、今お話しいただいたよう

に、会長に相談させていただいて、ここで回答させてもらうこととなりました。 

まず第１に、コミュニティ・スクールを導入する目的はそもそも何ですかという根本的なご質

問をいただきました。第１回目は、コミュニティ・スクールは何ぞやという勉強会に終始したの

ですが、そもそも文京区においてコミュニティ・スクールを導入する目的、理由をきちんとご説

明していませんでしたので、ここで改めてご説明させていただきます。 

まず、そちらの１にありますように、コミュニティ・スクールの導入の目的ですが、こちらの

ほうは平成 21 年３月に策定しました文京区立小・中学校将来ビジョン、こちらから抜粋した内容

でまとめてあります。読み上げます。「これからの教育においては、学校の実情に対する共通理解

を持つことにより、学校・家庭・地域相互の連携協力の促進を図ることが期待されているため、

学校と地域の協働における新たな手法として、コミュニティ・スクールを導入するものである」。

将来ビジョンの中ではコミュニティ・スクールも視野に入れた検討を開始すると書いてございま

すので、それを受けとめて、21 年３月に策定した計画から少し時間がたっております。ここで改

めてコミュニティ・スクールの導入を視野に入れた検討を開始したというところが今の検討会が

立ち上がった経緯になっております。 

２番目の文京区における「学校と地域の協働」は、今までどのような経緯だったかということ

をまとめました。まずは、平成 13 年度からは地域に開かれた学校づくりということで、平成 13

年度に学校運営連絡協議会を設置しました。こちらのほうが学校運営の意見交換をする場所にな

っておりまして、すべての幼・小・中に設置済みです。 

また、平成 19 年度には、学校評価、学校関係者評価の実施ということで、19 年度の法の改正
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に伴いまして、すべての幼・小・中で導入しております。 

その次に、平成 20 年度からは、学校教育活動の支援ということで、学校支援地域本部の設置を

始めております。こちらのスタートは、文部科学省の委託事業から開始していますが、地域住民

の学校支援ボランティア等への参加をコーディネートする機関であり、小学校から順次導入して

いる状況です。 

そして、この間に、平成 21 年３月、先ほどお話ししました文京区立小・中学校将来ビジョンを

策定いたしました。それを踏まえ、平成 22 年度の今年度、学校運営への参画といたしまして、学

校運営協議会（コミュニティ・スクール）の検討を開始しているという流れになっております。 

そして、３番目に、それではコミュニティ・スクール、今後はどのような形で進めていくかと

いうところで書いてあります。こちらにつきましては、各校におきまして、学校と地域の協働に

ついて、学校・保護者・地域団体等が十分な話し合いを行い、それぞれの学校や地域においてふ

さわしい方法を選択することが望ましいと考えております。一律にコミュニティ・スクールを全

校に設置するとか、全部を同じ取り扱いにするという考えとは違います。 

下表に書きましたが、例の№１にありますとおり、連絡協議会しかない学校、学校支援地域本

部もコミュニティ・スクールも設置してない学校では、パターンというところに書きましたが、

『既存の学校運営連絡協議会や学校関係者評価委員会を強化することで、地域と学校の協働を推

進していくんだ』という選択肢をとるところもありますし、№２にあるように、連絡協議会も学

校支援地域本部もあるところは、『コミュニティ・スクールという選択肢はとらないけれども、連

携強化に当たっては、学校支援地域本部を活用し、相互協力を深めていくんだ』という選択肢。 

次は３から６に分かれております。連絡協議会はすべてありますが、それが今後、そのまま別

組織として残るか、それとも統合していくか、もしくは学校支援地域本部があるかないかという

ところで、コミュニティ・スクールを実施した場合、『コミュニティ・スクールの指定を受けて、

積極的に学校運営に参画するというスタイルで学校と地域の協働を推し進めていく。』、これはあ

くまでも各地域においてどのパターンをとっていくかということで話し合いを進めた上で、『どの

パターンで行こう。』という形になると思っております。 

このたびモデル校という形で２校をお願いさせてもらったのは、その表の中で、まずはコミュ

ニティ・スクールはどのように実施できるかということが決まっていません。前回お話ししたよ

うに、コミュニティ・スクールというものが平成 16 年に法改正に伴ってできたものですが、それ

がいまだになかなか導入されないという現実がある中で、まずはモデル校にご協力していただい
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て、そこでの成果を見て、ほかの学校でこのような方法がとれるかどうか検証してまいりたいと

考えております。 

裏面に移ります。あと、ご質問を２ついただきました。まず第１点が、コミュニティ・スクー

ルと学校支援本部、学校関係者評価委員会がすべて存在している事例はあるかというご質問でし

た。先ほど視察の結果をご説明しましたように、こちらの組織のほうは学校独自のお名前をつけ

直している等ありまして、名称だけでは、どれがここの中でいうところのコミュニティ・スクー

ル、学校支援本部、学校関係者評価委員会かの仕切りをするところが非常に難しくて、今回視察

に行った両校と、わかる範囲の本当に少ない事例しかお載せできなかったので、ここは申しわけ

ないんですが、こちらのわかっている範囲の中で掲載させていただきました。こちらは後ほどご

らんになってください。 

３番目の質問で、学校選択の中で、文京区のような全部を自由に選択できる自由選択制をとり

ながら、コミュニティ・スクールを運営している地域の割合や実情、問題点は何かということで

ご質問いただきました。これにつきましては、学校選択制をとりながらコミュニティ・スクール

を運営している事例というところになりますと、23 区の学校選択制はほとんどのところで、特に

中学校では多く導入されています。小学校ではまだまだ少ない状況ですが、学校選択制を行って

いるところもかなりふえております。それと、コミュニティ・スクールの導入区がどうなってい

るかというのが、そちらのほうの２つ目の四角囲いで書いたところにまとめてある形になってお

ります。何がどのようなパターンという一定の方向性はないものですから、こちらのほうも参考

にしていただくという形で掲載させていただきました。 

いただいたご質問につきましては、以上になります。 

○大桃会長 ご質問いただいた委員の方、今のご説明についていかがでしょうか。そのほかの委

員の方でもよろしいですが。 

 最初のほうで、コミュニティ・スクール導入の目的のところで、この検討が始まった経緯を説

明いただきました。３の今後の導入のところの下のほうに表が出ております。誠之小学校の場合、

学校支援地域本部が置かれています。中学校の場合、これが置かれてないということで、四角の

箱の下の※印、誠之小学校の場合は、№２から№３あるいは№５、支援地域本部が置かれる形へ

の移行。音羽の場合は、№１から№４あるいは№６への移行という説明でありました。 

裏になりますが、学校支援本部、学校関係者評価委員会、さらには学校評議員制度もあります

ので、これは私たちが、他の組織との関係をどうしていくのかを考えていく上で重要と思います。 
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３つ目の質問が、学校選択制と学校参加の問題、それの実施状況がどうかというご質問であり

ました。 

皆さんよろしいでしょうか。 

○渡辺委員 地域のことに関してちょっと。誠之小学校にはいいか悪いか、私の考えとしてはお

わびをしなきゃいけないかなと思っております。実は、向丘地区で誠之小学校の通学範囲は、避

難所が誠之小学校は５つ入っております。そんな関係もありまして、連絡協議会には町会として

は、会長さんが毎年交代制になっております。隣の第六中学校、そこの連絡協議会はほとんどか

わっておりません。制度ができてから委員はほとんどかわっておりません。どちらがいいかとい

えば、それはずっと続けて、事情がない限りかわらずに、学校の連絡協議会に入っていたほうが

いいと思うんです。誠之小学校は、学校連絡本部、これが我々とかわって、ＯＢ会、青少年、こ

ちらのほうが学校と連絡を密にして盛り上げているのが現状です。これから誠之小学校にコミュ

ニティ・スクールを導入する場合、明らかに地域としては今までのやり方を考えないと、とても

コミュニティ・スクールのモデルになるような小学校になっていけないと私は思っておりまして、

今までのやり方に関して、地域としては誠之小学校に謝らなきゃならないと思っております。 

○大桃会長 ほかにいかがでしょうか。この質問をいただいた３点はどれも、これから私たちが

検討していく上で非常に重要な点と思います。今の事務局からの回答も含めて、そういったもの

を参考に次の議題に移っていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（な し） 

第３ 文京区の学校運営協議会のあり方について 

○大桃会長 それでは、３の「文京区の学校運営協議会のあり方について」というところで、ま

ず（１）、「コミュニティ・スクールと既存制度等との関係について」というところでございます。

前回、既存の制度等との関係で質問も出されております。ここのところ、また事務局から説明を

お願いいたします。 

○教育改革担当課長 事務局より説明いたします。まず、お手元のほうに資料第９号をご用意く

ださい。資料第 10 号もご用意ください。 

 こちらに関しましては、前回お配りしました、実は本日、席上配付しています参考資料をあけ

ていただいて、１枚開いていただきますと、前回お配りした資料第６号がとじてあります。第１

回目のときには、資料第６号のこの表を用いて、皆様のほうにこういう組織がありますという説

明をしたのですが、それをわかりやすくするためにということで図式にしてみたのが、今回の資
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料第９号になっております。前回この３つ以外にも、学校関係者評価委員会がありますよという

ご指摘も受けましたので、それも足した形で今回まとめてみました。 

 まずは、資料第９号からです。資料第９号の上の図になります。現在の文京区における組織の

現状になっています。一番左は東京都の教育委員会、真ん中にありますのが文京区の教育委員会、

そして右の点線で囲まれたところにありますのが学校に関連する組織になっております。 

 この図の真ん中に「校長」と書いたところがありまして、そこからいろいろな矢印が延びてい

ます。上方向に延びた矢印のほうには「学校運営連絡協議会」。ここには既に全校に設置されてい

ます学校運営連絡協議会が存在しています。それと、校長先生から右のほうに出ている双方向の

矢印、こちらが「学校関係者評価委員会」、全校に既に設置済みです。こちらのほうは、開かれた

学校づくりという形で全校に設置されている２つの組織ということになります。 

 それでは、この学校運営連絡協議会と学校関係者評価委員会の関係を各校に確認してみました。

資料第 10 号をごらんになってください。今お話ししました学校評価制度といいますのは、まずは

学校自体の自己評価、それと学校関係者による評価、第三者による評価に分かれております。こ

のうち太枠で囲ってあります学校関係者評価、学校関係者による評価についてがこちらの組織の

委員会になります。 

 ２番、文京区における学校関係者評価ですが、こちらのほうは学校関係者評価委員ということ

で要綱を設置し、こちらにより行っております。全小学校、中学校に設置済みで、幼稚園では、

学校運営連絡協議会が関係者評価を行っているという形になっています。 

 この委員会の委員数ですが、小学校と中学校では委員構成の人数にも大きな差が出たようです。

小学校の場合には比較的人数が多いような構成が多く、中学校の場合には逆に人数が多いところ

のほうが少ないというつくりになっていました。 

 真ん中の円グラフになります。学校関係者評価委員と学校運営連絡協議会の委員構成がどうな

っているかというのが真ん中の円グラフです。Ａというのが、学校運営連絡協議会と関係者評価

委員会が完全に同一のところです。小学校、中学校において、小学校はちょうど三等分、中学校

は若干少ないという結果が出ております。Ｂが、学校運営連絡協議会の委員の中から学校関係者

評価の方をお願いするパターン。小学校ではやはり同じように三等分、中学校では、こちらのほ

うは約３分の１という割合になっております。そして、Ｃが、学校運営連絡協議会とは全く別に

学校関係者評価を持っているというところになります。先ほどから申し上げますように、小学校

では三等分されているんですが、中学校は半分がこの形態をとっているということでした。その
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下の円グラフは、何回ぐらい開催しているかということで、年３回というのが主流な状況になっ

ております。 

ということで、学校関係者評価といいますのは、資料第９号に戻っていただきまして、学校運

営連絡協議会と完全に一致しているところ、少しかぶっているところ、別組織ですけれども、た

またま委員の方が一緒ということもあるそうです。そのような形で、これは各校によってかなり

差が出ていたのが現状でした。 

今の現在の様子、校長先生から下に向いている双方向の矢印がありますのが「学校支援地域本

部」になります。現在、小学校８校に設置しており、その中には地域教育協議会、地域コーディ

ネーター、それと学校支援ボランティアがあって、こちらの地域本部を組織しています。これに

今回、前回お知らせしましたように、真ん中にある図、コミュニティ・スクールが入ってくると

いう位置関係になっております。上下なるべく図のほうが合うようにそろえてみたのですが、校

長先生の真下の右側に今度はコミュニティ・スクールという組織が入ってくる中、校長先生の右

側に既にある現在の３つの組織にコミュニティ・スクールがどのような形で一致してくれば、文

京区として運営がしやすいかということを話し合えればと思っております。 

そちらの関係を整理したのが一番下の表になります。まずは、学校の中でこれらの組織に期待

される役割としましては、横軸になります、学校の行うことに対して承認すること、それから意

見をいうこと、それと評価をすること、学校を支援すること、この４つの大きな区分を持ってみ

ました。それと、縦軸のほうは、既存組織が上の段、下の組織がコミュニティ・スクールになり

ます。コミュニティ・スクールに求められているのは、承認と意見のところです。前回も連絡協

議会がそこを兼ねているところがあるのではないかというのは、意見の部分が兼ねているのでは

ないかと議論になった部分になります。それのほかに評価の部分、支援の部分、これをコミュニ

ティ・スクールの、法律上は書いてございませんが、学校運営という視点から見たときにどのよ

うに整理していくべきかというのが議題になってくるかと思います。 

説明が長くなっておりますが、裏面をごらんください。資料第９号の裏面になります。これは

既にコミュニティ・スクールを実際に運営している学校で、いろいろなイメージ図を参考にして

みました。まず、一番上にある熊本県の中学校からです。こちらの中学校は、まずはコミュニテ

ィ・スクールの指定が最初に行われた学校のパターンです。ゼロからスタートした形をとってい

ます。そして、その中で５つの学校支援をするコミュニティを立ち上げて、その長の方たちにこ

の学校運営協議会に入ってもらい、それと、この四角枠の外にあるように学校職員やＰＴＡや学
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識経験者が合わさって学校運営協議会、いわゆるコミュニティ・スクールを組織しているという

形だそうです。 

そして、真ん中です。杉並区のほかの小学校のパターンになりますが、こちらのほうはコミュ

ニティ・スクール指定後最初の２年間は、まずは学校のよき支援者として活動しよう、そこから

スタートしたそうです。各部会を置きましたが、その活動が根づいてきたころに、この小学校の

ところに点線枠で囲ってあります「学校支援・地域共生本部」という活動の組織が立ち上がりま

したので、それが立ち上がった暁には本来の理事会的立場で運営に参画するようにということで、

コミュニティ・スクールの枠囲いの左の縦にありますように、「学校運営協議会」が承認や意見を

したり、助言や承認をするという立場の理事会機能に戻ったということだそうです。 

最後の世田谷区のほかの小学校になります。こちらのほうは、それぞれに活動していた組織を

コミュニティ・スクールの指定をきっかけに直轄の委員会という形で整理をし直したそうです。

そして、教員のほうとしましては、そこの窓口になるような連携部というところをつくり、学校

に窓口をつくりながら、それぞれの組織が委員会となって、１つのこのような形で整理をして、

学校運営委員会という形で機能しているというパターンでした。 

このようにいろいろな形がございますので、文京区においてもどのような形がいいかというこ

とでご意見をいただければと思っております。 

事務局からは以上です。 

○大桃会長 文京区における組織の現状、学校評価制度についてご説明いただきました。 

 皆さんからご質問等ありますでしょうか。 

 今ご説明いただいた分を含めて、議題のコミュニティ・スクールと既存の制度等との関係につ

いて検討を行いたいと思います。 

 きょうは、この前の視察も含め、あるいは今ご説明いただいた点も含めて、そういったものを

踏まえて自由に意見交換をし、次回、報告等を検討できればと思いますので、きょうはそのため

に自由に意見交換できればと思います。既存の組織との関係、このまとめていただいた資料の第

９号、現在の様子が上のほうにありまして、ここに真ん中の組織が入り込んでくるということに

なると、場合によっては統合、再編もありかなと思うところであります。いろいろの組織があり

ますと、それを動かしていくだけでもかなりのエネルギーが必要になります。ですけれども、私

どものところでいう学校運営連絡
・ ・

協議会、学校評議員になりますが、そこと学校運営協議会、両

方残しながらそれぞれ役割分担、すみ分けしながらやっている地区もございます。 
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 いかがでしょうか。既存の制度、組織との関係。どなたからでも、いかがでしょうか。 

 事務局からは事前に資料等をお送りさせていただいておりますので。 

○金海委員 １つ質問をさせていただきたいんです。現在、学校支援地域本部というのは文京区

では小学校８校となっておりますが、ちらっと聞いたお話では、来年度からは全校実施というお

話でしたが、そちらは決定でしょうか。 

○曵地委員 目標自体は全校実施を最終目標にするかどうかもまだ決めておりません。増やす方

向は方向性としては持っていますが、ただ、現状を踏まえた場合、それがなかなか難しい状況に

なっていますので、各校の実情を反映して、年１校ぐらいずつ方向性としては増やす方向で進め

ていきたいと現時点では思っております。 

○金海委員 私ども青少年委員会では、今ディアボランティアということで、認証制度的なボラ

ンティアを派遣するようなことをやっています。地域支援本部をやっている方のほうから、例え

ば今年のプール開放のときの人材がなかなか見つからないので、そういったものを青少年委員会

のほうで請け負ってはくれないかというお話があったものですから、今後、来年度以降どういう

動きになっていくのかをちょっとお聞きしてみたかったので、質問いたしました。 

○大桃会長 参考資料、皆さんよろしいでしょうか。第２回学校運営協議会指定検討委員会にお

ける議題内容についてというところで、検討事項でありますが、コミュニティ・スクールと既存

制度等との関係、私たちが検討しやすいように事務局のほうからいろいろのパターンを挙げて、

それぞれ問題点や課題、メリット等を整理していただいています。  

 まず、左側ですが、学校運営連絡協議会、「Ａ 統合する（全部又は一部）」、あるいは「Ｂ 別々

に運営する」、「Ｃ その他」という選択肢もあるかと思います。統合するということになると、

全部統合し、移行するのか、あるいは一部移行するのか、別々にする場合、どうなのか。ここに

は委員の確保等の問題があるということが書かれています。その他だとすると、具体的にどうい

った案があるのかというところでございます。 

 下のほうで問題点、課題点として、委員の人数が運営に適当な規模か、コミュニティ・スクー

ルを導入した場合と導入しない場合の取り扱いが整理できるかなど。メリットとしては、重複す

る委員の負担軽減、機能（意見具申）の強化などというのがあります。それから、学校関係者評

価委員会のところ、これも統合する、別々に運営する、その他とありまして、Ａ、Ｂ、Ｃそれぞ

れが示されていて、課題・問題点の整理、コミュニティ・スクールで学校評価を行うと自己評価

にならないか。私たちが視察させていただいた学校でも、学校関係者評価のところは、学校運営
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協議会からは別個に置いていたかと思います。それは学校運営協議会の活動自体が評価の対象に

なるということで、評価組織としては別個に置いていたほうがいいのではないかという意見だっ

たと思います。①のところは、そのコミュニティ・スクールで学校評価を行うと自己評価になっ

てしまわないかというところです。学校評価を行う場合の委員構成上の注意。コミュニティ・ス

クールを導入した場合と導入しない場合の取り扱いが整理できるかなど。メリットとしては、そ

の委員の負担軽減等が示されています。 

 学校支援地域本部のところ。これも統合する、別々に運営する、その他、３つの選択肢で、そ

れぞれ課題点、問題点等が整理されています。 

 コミュニティ・スクール委員とコーディネーター、ボランティアとの関係、役割分担等どのよ

うにやっていくのか。学校運営方針とボランティアの運営計画との整合性をどのように確保して

いくのか。学校支援地域本部を導入する場合と導入しない場合、取り扱いなどをどのように考え

ていくのかというところでございます。 

 全体でもいいですが、まず学校運営連絡協議会との関係のところから検討を始めたいと思いま

す。これはきょうの資料で第９号の下のほうに、学校運営、既存組織とコミュニティ・スクール

の機能比較という表でまとめていただいています。学校運営連絡協議会は、学校評議員制度でご

ざいまして、校長先生の求めに応じて学校運営に関する意見を述べることができるというところ

であります。それに対して、下のほうの私たちが今検討していますコミュニティ・スクール、学

校運営協議会は、そこにあります３つの機能がありまして、その中で意見を述べるというのがあ

りますので、場合によってはここの統合もあり得るのかなとも思いますが、皆さんいかがでしょ

うか。ご自由に意見を出していただければと思います。 

○原口副会長 私から事務局に聞くのも何ですが、モデル校を２つ想定していますが、今やる議

論は、普遍的に、もし手挙げ方式でほかの学校が出てきたときも、例えば学校運営連絡
・ ・

協議会と

コミュニティ・スクールは統合させるのか。それとも、今回のモデル校に限ってなのか、その辺

はどうなんですかね。 

○教育改革担当課長 事務局より回答いたします。まず、指定検討委員会のほうは、時々親会と

いう言い方をさせてもらっていますが、一般的に文京区ではどのようなスタイルがいいかという

ことは話し合っていただきたいです。ただ、一般論で話していますと、よく見えなくなるもので

すから、モデル校で参加している方、関係機関で参加されている方ばかりいらっしゃると思いま

すので、その中でこうしたほうがいいという意見も踏まえる形での発言になってくると思ってい
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ます。ただ、それが全校で適用できるか、できないかという意見つきでお話ししていただければ、

そういう形でまとめていけるのかなと事務局としては考えています。 

もちろん、初めのお話のとおり、モデル校はするけれども、いわゆる教育委員会規則をつくり

ますので、規則をつくる上でどう整理が必要かということで統一見解が持てればいいんですが、

ここで全部閉じてしまいましょう、ただ、それは最終的に学校の選択に任せますよという形で意

見をつけて閉じるのか、それとも検討会として、これは多分どこの学校でも支障がないと思うか

ら一緒にしたほうがいいんじゃないかとか、それは学校によっては残したいというところもある

かもしれないから、どうしましょうかという形でご意見をいただければというイメージになって

おります。   

 最終的には私どものほうで、この検討会の意見を踏まえて、教育委員会規則という形でまとめ

上げなければいけませんので、文京区全域、共通のルールになります。答えとしては共通のルー

ルが欲しいですが、検討会でそこまで難しいということであれば、それぞれのお立場からご意見

をいただければと考えております。 

○原口副会長 規則の中で、連絡協議会とコミュニティ・スクールを統合しなさいよという規則

を作るのでしょうか。 

○教育改革担当課長 規則のほうでは違いますが、学校運営連絡
・ ・

協議会や学校関係者評価委員会

のほうも、教育委員会の中で要綱等を持っておりますので、ここの検討結果をこちらの事務局側

からそちらにお伝えをして関係を整理しておくという意味合いで含んでおいていただければと思

っております。 

○下山委員 例えばコミュニティ・スクールをつくる私が責任者だとしたら、まず学校支援地域

本部というのを立ち上げます。現状は何もないわけですね。学校運営連絡
・ ・

協議会はありますよ。

それは町会の方とかやっているけれども、現実、例えば地域支援本部を立ち上げれば、さっき金

海さんがいったように、青少年も使える、それから地区対も使える、みんなを巻き込むことがで

きるわけです。最終的にはコミュニティ・スクールをつくる。これは非常によく分けてあるんで

すけれども、連絡協議会の中でもって現状では全部やるなんてできないですよ。だから、まず地

域支援本部をつくって、その中で青少年委員会とか地区対の方、地元の方、そういう方に多く参

加してもらうベースをつくった中で次に移行していかないと。書いてあるのは非常にカッコいい

んですけれども、やる人の身になって考えてみなさい。校長先生、正直いって大変だと思う。で

も、やるからには成功させなきゃ何にも意味がないわけですから。ほかは、地域支援本部もあっ
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て、学校関係者評価委員会もあって、学校運営連絡
・ ・

協議会と、３つが確立していれば、こういう

議論もできるんだろうけど、現状では学校運営連絡
・ ・

協議会しかないですよね。だから、それを全

部取り込んでうまくやっていくには、私だったら、地域支援本部、名前を変えて、地域の方、文

京区の総体的な中で、自分の学校を本当にいい状態に持っていくためにアドバイスをもらったり、

参加してもらってやらなきゃ、正直いって僕はできないと思うんです。なぜかというと、あると

ころならいいですよ、３つそろっているならいいんだけど、音羽中はそろっていませんから。 

○大桃会長 文京区では小学校には学校支援地域本部が置かれていて、今お話しありましたよう

に、音羽の中学校のほうにはこれが設けられていないということになります。今のご発言は、中

学校でこういったものをスタートする場合、まず支援地域本部あるいはそれにかわるような組織

をきちんとつくって、学校と地域をつなぐ、学校を支える組織をつくることが大事だというご指

摘だと思います。 

 まず学校運営連絡
・ ・

協議会との関係ということをいいましたが、今、学校支援地域本部との関係

でご意見が出ましたので、いかがでしょうか。学校支援地域本部との関係。小学校は今設けられ

ている。中学校はこれがないとなると、文京区として中学校に全部まず学校支援地域本部をつく

りましょうというのももちろんあるかと思いますが、少なくとも今度この学校運営協議会を設け

るところに関しては、まずこういったものの立ち上げからスタートすべきだというのもいえるか

と思います。その辺のところ、いかがでしょうか。特に中学校のほう、先生、いかがですか。 

○不破委員 ご意見いろいろ今伺わせていただいて、下山会長がおっしゃったご意見は、学校地

域支援本部という組織が大事だということではなく、地域と学校との橋渡しをする、そういう共

同体というんでしょうか、それが学校地域支援本部という名前ではなく、例えば裏に書いてある

人吉中学校の例を見ると、コミュニティという名前になっております。また、プロジェクトとい

う名前で呼んでいるところもあると思います。そういう名称については、それぞれの学校の特色

があろうかと思いますけれども、何らかの形で、地域と協働して何かを行うという支援体制をま

ずつくってからコミュニティ・スクールの実質に移行すべきだというご意見だと考えております

ので、支援本部という言葉にこだわることではなく、実をとるという言い方が適切かどうかわか

りませんが、学校と地域がいかに連携できるかということからスタートするという考え方につい

ては、音羽中学校にその考えは必要ではないかという意味では同感するところではございます。 

○下山委員 先生と同じです。 

○大桃会長 第９号の裏に熊本県の例が出ておりますけれども、ここはコミュニティ・スクール
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推進本部という名称で呼んでいるようでありまして、教科等支援、地域文化等々のコミュニティ

をつくっているようですが、これについてもう少し補足説明をお願いできますでしょうか。そこ

の代表の人がコミュニティ・スクール推進本部を形成し、そのコミュニティ・スクール推進本部

の人たちが学校運営協議会のメンバーにもなっているという図でございますか。 

○教育改革担当課長 事務局より回答します。熊本県のこちらの中学校のほうでは、ゼロからス

タートしたというところで、今ご指摘があったように、何かがないと難しいというところがあっ

たのでしょうか、５つの学校支援コミュニティというのを立ち上げて、そこの長の方をコミュニ

ティ・スクールの委員に入れたという形をとっているそうです。その矢印のところが、それぞれ

の、５つ立ち上げた学校支援コミュニティの代表が５つ入ってきて、コミュニティ・スクール推

進本部に入り、その外枠に学校運営協議会という囲いになっておりますので、コミュニティ・ス

クールはさらに学校職員やＰＴＡ、学識経験者と書いてある中に入ってきて、大きな組織になっ

ているのかなと思っております。 

○大桃会長 そうしますと、中学校の場合、学校支援本部が設けられていないということもあり

まして、名称はともかくとして、こういった組織をまずつくる。それとの関係で学校運営協議会

の設置を考えていくというところが重要かなと思います。 

 小学校のほうですが、既に学校支援地域本部が設けられております。その図にありますように、

小学校にことしの４月現在８校ということでございましょうか、設けられておりますけれども、

実際に小学校に学校運営協議会を設けたときに、この学校支援地域本部との関係をどうするのか、

この中に地域教育協議会が置かれておりますけれども、これとの関係をどうするのかというのが

また検討課題になってくるかと思います。 

 小学校にかかわっていらっしゃる方、いかがでしょう。 

○古沢委員 現在、８校の小学校に学校支援地域本部が設置されていますが、内容は各学校でま

ちまちでありまして、ある学校では図書館のボランティアを中心に、例えば本の修理であるとか、

貸し出し業務であるとかを地域の方が担ってくださっているということをメインでやっている学

校もあれば、地域のお祭りとか各行事に関しての業務を中心にやっている学校もあれば、土日に

校庭開放をやっていますので、そういった指導員の人員確保、報酬、そういった事務に関して学

校支援地域本部がメインにやっている学校、さまざまな実態がありまして、それぞれ学校支援地

域本部という言葉で１人１人が描いているイメージが多分違うんじゃないかと思うのが実態です。 

 学校からすれば、本当は日々の授業と生徒指導、あるいは生活指導を専念してやりたいんです
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けれども、さまざまな業務が学校に要求されてきまして、今お話しした校庭開放の業務にしても、

学校の職員が指導員を集めたり、報酬の計算とか、そういったことをやっているような現状があ

りまして、そういったことを地域の方がかわりにやってくだされば、私たちもそういった業務か

ら解放されて、授業や生活指導にもっと力を注げるということを考えれば、こういった組織は非

常にありがたい組織なので、もしコミュニティ・スクールになって、これをどうするかという話

になったときには、何でも言っていいということですから何でも言いますけれども、学校がもう

少し本務である授業と生活指導に専念できる形で、地域とのつながり、保護者等の関係組織に持

っていっていただけると、学校にとってもありがたいし、地域、保護者にとっても、自分たちの

声が学校に届くということになりますし、両方にとってプラスになりますので、学校としては、

なるべく学校が授業と生活指導に集中できる形のコミュニティ・スクールになってほしいなと思

っております。 

 統合するとか統合しないという問題は、学校によって事情が違いますので、一概にいえません

が、行き着くところはそういった願いを私は持っております。 

○大桃会長 学校における教科指導や生徒指導、そこの充実がまさに目的でありまして、そのた

めにどういった仕組みをつくるかということになると思います。 

○平井委員 今のご意見で本当にそういうことなんだと考えます。今日の会議の最初の話題に、

導入目的、というのがございましたね。これは、何ごとも新たに云々という話なれば必ずあるべ

きことではありまして、私がさっきから申し上げてるんですが、今の場合は子どものためのメリ

ットだけを考えればいいはずだと考えます。ですから、子どものためのシステムをもう一つつく

るということで、その場合１人１人の先生に今よりさらに負担がふえるなんて話になったら、私

はとんでもないシステムになると思うので、まさに今会長のおっしゃったように、そこに居る先

生には全く負担がかからない、むしろ負担が減るようなシステムとしての導入を考えたほうがい

いんじゃないかなと思います。 

 うちの身内が先生をやっているからというわけじゃないんですけれど、大体こういうシステム

をつくると、そこに居る先生には余計な負担がふえる場合が少なくないので、それではとんでも

ない話、だと思っています。 

 もう１つ、そこに居る先生方が教育に専念できるのはどういうことかと考えますとき、ご父兄

とかいろんな方からのあれ（さまざまな苦情）をそこに居る先生が直接受けなきゃならない場合

が幾つもある、そしてそれは、往々にして理不尽なことが少なくないんですね。夜中、家にまで
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電話がかかってくるようなご父兄もあるような時代に、このシステムをつくって、これがご父兄

からの不満を受け、きちんとその学校の教育的見地に立って判断しご父兄を指導できるという形

でのシステムなら、導入する意味がとてもあると考えます。まさに先生方１人１人が教育に専念

できるようになると思うんですね。ですから、そういう形でのシステムになることを私は期待し

ております。 

○大桃会長 非常に大事なご指摘かと思います。各学校の先生方が教科指導や生徒指導にきちん

と取り組む、それを支援する仕組みをどう組んでいくのかということだと思います。そうします

と、今ありましたように、いろいろの組織を組み、それを運営するのに非常に時間等を費やすの

は、やはり避けるべきと思うところであります。 

 これは次の議題になりますが、こういった組織をつくるときに、その役割をどこまで負うのか

というところも慎重に検討しなければいけないと思います。 

 そうすると、学校支援地域本部、先ほどの裏側の熊本の例ですが、これはいろいろの支援があ

るのだと思います。この支援が逆に先生方への負担になって、先生方の多忙を招くようだと、今

ご指摘ありましたように、本末転倒の議論になるわけですが、支援の仕組みをつくっていく。こ

の中で、ある面では先生方の負担軽減にもつながるようなことになればいいと思うんですが、そ

の支援のところと、この組織を何と呼ぶかは別としても、そこでいろいろ意思決定をやっていく

ところがあると思いますので、学校運営協議会との関係でいえば、支援のところを外側に置いて、

学校運営協議会のほうで、ここでいう四角に入っている、議論するところをある面で学校運営協

議会と重なっていくのも可能かなと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

 前のほうに戻りまして、現行の文京区の制度でありますが、学校支援地域本部が置かれていて、

各学校によって違うというご説明が先ほどありましたように、多様性ということを考え、学校の

置かれた状況からいえば、多様であって私はよろしいものかと思うんですが、学校を支援する部

分といろいろ意思決定するところ、ここでいうと、真ん中の地域教育協議会のところになります

でしょうか、ここのところをある面で、学校運営協議会がつくられたときには機能を統合してい

くというのも可能性としてあるのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○西田委員 既存のイメージの役割といいますか、機能というものを今般この委員会の中で意味

合いを統一していける、そういう意識体としてもしこれがあるとすれば、今お話しのあった学校

運営連絡
・ ・

協議会との統合というのは可能だと思います。ただ、この委員の選定のあり方を、評議

員的なことで考えれば、校長に対して支援をいただく方々の選任を校長がすることができるわけ
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ですが、この学校運営協議会、新しくできるコミュニティ・スクールの委員の選定の仕方は、評

議員の選定とはもともと違いがありますから、そのあたりのことをどう整理するかという問題は

残ると思います。 

 ですから、機能を統合していく形で一本化していける組織体として位置づくことができれば、

これは可能だと思うし、むしろそのほうが整理しやすくて学校はやりやすいのではないかと思い

ます。ただ、実働部隊としてなのか、意思決定体とするのかというところについてはちょっと検

討が必要だと思います。つまり、実働部隊であるところのキャップに当たる人がこの協議会の中

に存在することも可能であると思いたいですし、そのようにあったほうが運営はしやすかったり

するのかなと思うんですね。 

一方、学校評価というところについては、やはり別がよろしいのではないかと思うんです。運

営母体そのものが自己評価のみで進んでいくのは非常に難しいことですし、理解を得にくいとこ

ろもあるのではないかと思います。学校運営協議会そのものもやはり評価の対象にあって、そこ

に、理事会とまではいわないけれども、そういう機能を持たせることで、相互に補完し合ってい

けるというか、そのようなことができるのではないかなと思います。これは私どもの学校の実情

が想定にありますので、必ずしも一般的かどうかはわかりませんけれども、そんなように思いま

す。 

○大桃会長 今整理していただきましたけれども、資料第９号の上の図でいきますと、３つの組

織についてお話がありました。先ほどから話題になっております学校支援地域本部との関係でい

いますと、それぞれ支援の部があって、それぞれの代表の方が地域教育協議会みたいなのを構成

するとすれば、これが後ろの熊本の例になりますが、熊本のコミュニティ・スクール推進本部の

委員のところは、ある面で学校運営協議会と一緒にやっていける素地がある。それと学校を支援

するところは別個に組んでいくというのが１つの案になり得るかと思います。 

 表のほうに戻りまして、一番上に学校運営連絡
・ ・

協議会、一般に学校評議員の制度がございます。

今のご指摘ですと、場合によっては統合も可能だけれども、その場合は今までの学校運営連絡
・ ・

協

議会が持っていた機能とコミュニティ・スクール、つまり学校運営協議会が持つ機能はまた違い

ますので、委員の選び方等について検討が必要だというご指摘かと思います。 

 その図の右のほうに行きまして、学校関係者評価委員会については、これはくっつけないで別

個に置いていたほうがいいというご指摘と思います。これは視察に行きました学校でもそういっ

た指摘がありまして、私も先ほど触れたところで、繰り返しになりますが、学校運営協議会自体
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が評価の対象になると、自分が自分を評価すると、自己評価に限りなく近づいていくということ

であれば、学校関係者評価委員会は、組織としては別個に置いておくというのが１つの案という

ことでございます。大体そういったご指摘でございましょうか。──はい。 

 皆さんのほう、いかがでしょうか。場合によっては今のところに戻ることにしまして、実際に

コミュニティ・スクールの運営をどう考えていくか、次の議題に進みたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。また、必要があれば既存の組織との関係に戻りたいと思います。 

 では、今度は資料番号の 11、事務局からご説明をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 事務局から説明いたします。資料第 11 号、「東京都他区市における学校運

営協議会規則の比較」という資料をごらんください。 

 こちらのほうが、きょう席上に配りました参考資料、前回の資料第６号以降に、ホームページ

から取り出しましたそれぞれの規則がそちらに抜粋してございます。これをまとめ上げたものが

資料第 11 号になっております。詳しい内容につきましては、参考資料の規則のところに立ち返っ

てお読みいただければと思います。 

 資料第 11 号の説明をいたします。まずは、①、委員のところからです。定数につきましては、

そちらにありますとおり、10 名以内という数字が多かったり、多いところでは 20 名、30 名以内

という表現で書かれているところが多いようです。 

 構成といたしましては、校長先生が入るところが多かったり、教職員が入っているところ、そ

のほかに学校関係者や学識経験者というところで入ってきています。  

 委員の選び方としましては、校長推薦を入れるかどうかを規則に盛り込んでいるところ、いな

いところ、それぞれです。 

 委員そのものの任期については、この中で見ていきますと、２年もしくは１年というのが多い

ようです。 

 そのほかに、規則ですので、解任の事項が書いてあったり、守秘義務の問題を書くかどうかが

書いてあります。 

 そのほかに、会長をどうやって選任するかということも書いてあります。ほとんどの場合は委

員互選という形が多いようですが、中には、校長、教職員は不可とはっきり明記されているとこ

ろもあるようです。 

 ②の承認事項です。承認事項につきましては、校長先生の権限の範囲内に対して、行った判断

についての承認という形になってきます。 
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 教育課程につきましては、法律にも書いてございますとおり、どちらの学校でも書いておりま

すが、その下のところ、いわゆる学校の運営に対する承認、そこの学校の運営というところをど

の範囲まで見ているかというところで、学校経営計画から予算関係、組織編成、施設管理・整備、

その他という形で書いてございます。それぞれにつきましては、○印で表記した形で規則に盛り

込んであるようです。 

 ③、意見具申につきましては、法律できちんと決まっていますが、それを規則にもう一度明記

しているかどうかというところの整理になります。 

 ④、今回の学校運営協議会、コミュニティ・スクールにつきましては、特別職の非常勤公務員

扱いになるということで、合議体の組織、単純な、意見をいう組織ではありませんという説明が

してあります。その中で、議事や議決の方法についてまとめてありました。 

 まず、議事や議決、招集するのはだれか、開催する条件、議決をとる場合の条件、会議のほう

を公開するか、会議録をどうするかということが盛り込まれていました。 

 そのほかに、⑤の運営等に関してです。まずは、指定期間というのは、コミュニティ・スクー

ルそのものを何年間指定するかという意味で、先ほど①の委員のところでお伝えしました任期、

これは委員の人に委嘱した任期になります。⑤の運営に書いてあるのは、コミュニティ・スクー

ルの学校として何年間指定をするかという意味の指定期間になります。４年もしくは２年、３年

ということが多いようです。 

 その次に、指定の取り消しについても方法が記載されており、また、部会という名前で部会等

を設置するかどうかも書いてあります。 

そのほかの項目は、こちらのほうは任意になってくると思いますが、点検及び評価のこと、情

報発信のこと、教育委員会への運営報告のこと、指導及び助言、研修。点検及び評価、これは逆

に教育委員会から協議会に対して、情報提供も逆方向の教育委員会、校長から協議会に対してと

いう形で規則に盛り込んでいる内容になります。 

こちらを参考に議論していただければと思います。 

私からは以上です。 

○大桃会長 各区あるいは市の動きを見ますと大変参考になります。きょうの会議の次第のとこ

ろでは、委員、承認事項、意見具申等々、順番がありますが、おおむねこれに沿ってと思います

が、行ったり来たりしながら検討していきたいと思います。 

 まず、委員ですが、定数、これを見ますと、10 名以内、30 名以内というところもあります。い
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かがでしょうか、皆さん。どなたからでも。 

○渡辺委員 今回のコミュニティ・スクールの誠之小学校と音羽中なんですが、誠之小学校は創

立 100 年以上たっていますね。音羽は 1 年。私は誠之の近くに住んでいます。誠之小学校という

のは 100 年以上の歴史があるものですから、地域に誠之小学校のＯＢが２代、３代が当たり前の

ようです。そういうＯＢの人が学友会の役員をやったり、ＯＢ会。だから、西田校長先生も、楽

な面もありますけれども、学友会がずっと力を持っておるものですから、非常にやりづらい面が

ある。今回も、コミュニティ・スクールの中でどうしても学友会の力が入ってこないと、なかな

かうまく融和して進まないと思うんです。そこら辺の学友会のＯＢが、例えば１名しか委員には

入れないと思うんですが、それはこれから地域の皆さんと相談しなきゃならなくて、非常に難し

い面があるかなと私は思います。 

○大桃会長 私、定数といいましたが、今ご指摘ありましたように、定数を考えていくためには

どういった委員構成をするかというところがかかわってきます。そうしますと、学校ごとに地域

における状況等が異なりますので、全体的な規定として余り細かく決めておくよりも、この表の

左側の構成のところにありますが、保護者・地域住民、これは入れることになっていますので、

規定に盛り込むことになりますが、今、卒業生、ＯＢのお話がありました。それを入れ込むと、

そうじゃないところもありますので、保護者・地域住民、あとはもうかなり漠然とした形で、た

とえば教育委員会が認める者というような表現はあちこちで見えますが、そういった大きなくく

りにしておいて、今ご指摘ありましたそれぞれの学校の状況を見ながら委員構成を考えていくと

いうのもあると思いますが、その辺いかがでしょうか。 

○平井委員 定数の話でいえば、②以下の中味をどうするかで、逆に決まるんじゃないでしょう

か。これ①を決めて②以下を決めるんじゃなくて、②以下を考えて、そのときには 30 がいいか、

20 がいいか、10 がいいかみたいな話じゃないでしょうか。 

○大桃会長 それもよろしいかと思います。具体的なところでまた戻ることは可能かと思います。

今のに関わっていいますと、これは私の意見になってしまい、司会が余り意見をいうのは何なん

ですが、余り委員が多過ぎるのも何かなと思います。ですけれども、余り狭くしておくと、今、

誠之小学校のお話がありましたように、地域での独自の組み立てが難しくなることも考えられま

す。そうしますと、余り多くなく、なおかつそれほど絞らない形での設定があるかなと思います。

今ご指摘ありましたように、委員数については、②の承認事項以降のところを検討しながらまた

戻りたいと思います。 
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 委員構成のところ、保護者・地域住民、それ以外では学識経験者がそれぞれの地区に入ってい

ます。学識経験者の位置づけ等は、皆さん、いかがでしょうか。これも学識経験者という形で入

れるのか。例えば世田谷区の下にありますように、教育委員会が認める者というぐらいのくくり

にしておいて、その中で各学校の状況に応じて学識経験者が必要な場合は入れておくというのも

考えられるかと思います。あるいは、文京区全体の大きなくくりとして、やはり学識経験者を入

れることにしましょうというのもあるかと思いますが、この辺のところ、いかがでしょうか。 

○平井委員 この中の、学校関係者、って何ですか、ことさら学校関係者と書いてあるのは……。

教職員の方という意味ですか、あるいは隣に住んでいる人。学校関係者って何でしょう。 

○教育改革担当課長 事務局よりお答えいたします。どちらかというと、関係団体みたいなイメ

ージで使っているようですね。 

○平井委員 町会とか。うむ！ 

○教育改革担当課長 はい。 

○大桃会長 皆さん、きょう決定ということではないですので、委員構成について、どんな形で

もよろしいですので、意見、いかがでしょうか。 

○伊藤委員 学識経験者につきましては、これは議論をリードしてくださる方、いろいろな角度

から助言を下さる方が必要なのかなと私は思います。その範囲でございますが、いろいろな学識

経験者のタイプの方がいらっしゃいまして、本当に大桃先生のようなオーソリティー、専門家も

いらっしゃれば、大学の先生の中には、小学校、中学校の校長先生を終えて准教授をやっておら

れたり、講師をやっておられたり、あるいは教育を研究されている若手の方がいらっしゃったり、

非常に多様なものがございます。また、僣越ながら、私どものような教育にタッチした部課長の

ような者まで含めていわれる場合があって、学識経験者といっても、ある大学の教育の教授だけ

を指すものではなく、非常に多様なものであるということは申し添えておいたほうがいいのかな

と思います。 

 そうなってくると、学校の校長先生も、こういう先生に引っ張ってもらいたいとか、学校の小・

中の経験がある先生に引っ張ってもらいたい、あるいは逆に客観的に見ていただきたいとか、い

ろいろな声が反映できる余地をつくっておいたほうがいいのかなと思っております。 

 もう１点、校長推薦が、自治体によって約半分半分に分かれているわけでございますが、私自

身小学校の校長経験から申し上げますれば、この校長推薦というのは何らかの形で入れておいた

ほうがいいのかなとも思います。私自身がこういったことにタッチをしましたときに、その地域



 30

でホタル保存会の保存会長さんなどに入っていただいたほうがより学校も活性化するんじゃない

かと考え、入っていただきました。 

○大桃会長 今の学識経験者については、大学の一部の人だけではなくて、より広くということ

でありまして、実際に私たちが視察に行った学校もそうだったと思います。その場合、学識経験

者という形で規定に盛り込むのか、世田谷では学識経験者と教育委員会が認める者、２つ欄を設

けています。こういった形で書くのか、あるいは教育委員会が認める者の中に含ませるのかとい

うのが記載の仕方としてはあるかと思います。 

 それから、校長推薦のところですが、やはり学校を支えてくれる、そこで重要な人、校長先生

がお思いの方がいらっしゃって、それを入れていくのか、あるいは保護者・地域住民の方とし、

選考のときに、いろいろな形で校長先生の意見を反映させるやり方もあります。それとも、校長

推薦の枠のような形で設けていくのか。この辺も、いかがでしょうか、皆さん。 

実際に学校をよく知っている人がこの委員会の中に入って学校を支えていくというのは非常に

重要な点かと思います。 

○西田委員 先ほどの統合との関連も出てくると思うんですが、学校運営連絡
・ ・

協議会の機能的な

面をコミュニティ・スクールの組織の中に一定程度ニュアンスを残しながら統合していくという

ことであれば、校長推薦はやはり残していくべきであろうなと思います。この校長推薦の中に幾

つか、公募も可と書いてあるところがあるのですが、どこまでどう開いて公募にしているのかが

見えないので、もし事務局のほうに資料でもあれば教えていただければと思います。 

○事務局 今ちょっと資料はないのですけれど、この間の視察のところでは、あくまでも小学校

のブロック、地域にお住まいの方を対象に公募をかけていたという例がございました。そのほか

については資料を持っていませんが、先日の視察のときにはそういう形で、あくまでも学校の通

学範囲内の方を対象ということでした。 

以上です。 

○大桃会長 視察で２回目に伺った井草中学だったと思いますが、委員の公募をとられていたよ

うですね。あれが校長推薦とどうかかわるかは、別枠だったですね。教育委員会が公募する形で

公募の委員がいらっしゃったようです。 

○平井委員 この書き方は“校長推薦”の欄じゃなくて、協議会の全体構成のところで、その中

に公募の者もいるという理解でいいではないでしょうか。校長推薦のところに公募も可というと、

まさか校長先生が公募するという意味じゃないでしょう。でも校長先生の名で公募するというこ
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とでなのかなアー。 

○教育改革担当課長 資料をまとめた段階で、きょうお渡ししている参考資料のところにこの資

料のほうを付けてきてないものですから、確認をさせていただいてお答えさせてもらうというこ

とでもよろしいでしょうか。申しわけございません。 

○平井委員 まあ構成の中に公募の人もいるという意味じゃないかなと理解したんですけどね。 

○大桃会長 先ほど西田委員さんからご指摘がありました学校運営連絡
・ ・

協議会、ここと統合し、

その機能を引き継ぐということになりますと、学校運営連絡
・ ・

協議会は学校評議員制度で、校長の

求めに応じて意見を述べるということでいいますと、そういった校長推薦の委員枠も設けておい

たほうがいいんじゃないかというご指摘でありました。この辺いかがでしょうか。 

○下山委員 この間、杉並区に視察に行きましたが、校長先生は、どの人がこの学校を愛してく

れるかというのをよくわかっていますから、これは絶対入れたほうがいいんじゃないですか。 

○大桃会長 入れたほうがいいと。校長推薦の委員の枠を設けておくと。 

○下山委員 校長先生が一番よく知っている。いろんな意味で、周りの人で、本当に学校のこと

を考えてくれる人なのかを。それは杉並でも校長先生はおっしゃっていましたからね。 

○平井委員 私も校長先生やったことないんですけど、自分が校長になったとしたら、自分の息

のかかった者を１人や２人入れたいなと思いますね。 

○大桃会長 繰り返しになりますが、今日は何かを決定するということではないんですけれども、

できたら校長推薦枠を設けるという形で検討を進めていくということにしたいと思います。 

 公募については、校長推薦のところに欄がありますが、私たちが視察に行きました井草では、

教育委員会の中で公募というのがありました。公募を設けるかどうか、これも一概に規定しない

で、例えばここでいいます教育委員会が認める者、これはいろいろなやり方があるわけで、この

中に、学校によっては公募方式をとるというのもあるかと思いますが、そこのところいかがでし

ょうか。必ずしも一律に決めないと。 

 それから、駆け足になりますが、任期のところです。このように見ますと、２年のところと１

年のところもありますね。それと、関連しますが、下のほうに行きまして、⑤の運営等のところ

で、指定期間があります。指定期間は大体が４年で、３年あるいは２年のところもございます。

それを見ますと、指定期間が４年で、委員さんは２年で、途中交代もあり、なおかつ再任も可と

いうのが一般的な動きとして見えるような気がしますが、この辺のところ、皆さん、ご意見いか

がでしょうか。委員の任期と指定期間との関係もあります。２年ですと短い感じもいたしますし、
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４年丸ごとということになると、途中で何か区切りがあるのも必要かなという感じもしますし。 

○下山委員 ちょっとお聞きしたいんですが、コミュニティ・スクールを１つつくって、任期を

設けているというのはどういうことですか。これを見ると任期が４年ということでしょう。 

○大桃会長 それは指定期間ですね。 

○下山委員 コミュニティ・スクールの指定期間がある。大体４年になっているんですけれども、

なぜ指定期間を設けるんですか。コミュニティ・スクールそのものがすばらしいものであれば、

５年でも 10 年でも構わないんじゃないんですか。 

○教育改革担当課長 これは、法律のほうで指定期間も含めて規則で決めてくださいと、今探し

ながらでお話しして申しわけないんですが、なっています。今すぐにお示しできなくて申しわけ

ないんですが、コミュニティ・スクールに、ほかの学校では手を挙げてなったりする学校もあっ

て、言い方は悪いんですが、地域が盛り上がって運営するときもあれば、逆に落ちついてしまっ

て、かわってしまって、本当に結束してコミュニティ・スクールが運営できるかという問題も出

てくると思います。その中で、期間を区切って、この受けた期間では理事会のようなコミュニテ

ィ・スクールを設置するけれども、その後もコミュニティ・スクールに指定された学校が指定を

きちんと受けて運営していけますかということで期間を区切ってまた改めて指定を受けてという

つくりになっているようです。 

○伊藤委員 地方教育行政法の 47 条の中に、指定学校の指定や指定の取り消し、あるいは指定

の期間、委員さんの任免とその任期、議事等、こういった必要な事項については教育委員会規則

で定めると述べられておりますので、一応の決定。ただ、それを再任とかでいろいろカバーして

いくことはできるのかなと思っております。 

○下山委員 それを受けて平均して４年とここに出ているんですね。 

○伊藤委員 そうですね。４年のところが現段階では多いと。 

○大桃会長 学校の指定のほうですが、４年になっていますけれども、４年終えて……。 

○曵地委員 ほとんど再指定は妨げないという形で規定していると思います。 

○平井委員 逆にいえば、４年と規定して４年間やってみて、「ああ、これでいいや。次はまた

考えよう」とやめちゃってもいいんですね。 

○曵地委員 その規定がないと、逆に何かあった場合やめることができなくなりますから。 

○下山委員 わからないんですけど、やめる、やめない、やめることができるとかできないとか、

産みの苦しみでみんなでつくったものをやめることできるとかできないとか言っている意味がわ
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からないんですけど。 

○大桃会長 恐らくそれは、基本的には、設けられた学校での判断ということになると思います

が、地教行法の規定で運営協議会自体がうまくいかなくていろいろ支障が出る場合は教育委員会

が指定を取り消すという規定もたしかあったと思います。ですので、基本的には継続。手を挙げ

た学校で、今度手を下げようというのは各学校での判断になるかと思いますが、教育委員会のほ

うでは、それを指定する、あるいは取り消す権限が留保されていると思います。 

 委員のところですが、２年で再任可で、可はいつまでも可なのか。２回ぐらいやったら１回休

みに入るとか、いろいろあるかと思いますが、再任規定。例えば、杉並の場合は、学識経験者以

外は、引き続き３任期を超えての再任は不可ということになっていまして、引き続きということ

ですから、恐らく１回休めばまた選ばれるということもあるのかなと思いますが、この辺も、き

ょう決めなくてもいいんですが、どこかで決断していく。基本的には１回ぐらいの再任はいいと

思うんですが、どこまで再任を認めるかということになるかと思います。 

 もし、意見等ありましたら、いかがでしょう。 

○曵地委員 世田谷に視察に行ったとき、たしか８年とかと任期をいっていませんでしたか。そ

れはどういう事情でしたっけ。 

○教育改革担当課長 事務局より回答いたします。最初の指定期間が終了したときに見直して延

長したというお話がありました。推測で物をいっては申しわけないんですが、なり手の方もいら

っしゃると思うので、そういう事情もありますし、同じ人がずっとやってもらうとありがたいで

すが、ほかのところで課題に出ていたような後輩育成ではないですけれども、いろんな人に関係

してほしいという思いもあったりというところで、それぞれの規則によっていろいろな幅がある

のかなと事務局としては思っております。 

○下山委員 指定されると何か学校とか子どもにとってメリットはあるんですか。コミュニテ

ィ・スクールそのものが。取り消す場合にはコミュニティ・スクールの運営状態がよくない、平

準化してない、それはもう取り消すというのであれば、逆にコミュニティ・スクールを……。私

はこれをどうしてもつくらなきゃいけないと思うから、こういうばかなことをいっているんだけ

ど、すごい大変だと思う、でも、やらなきゃいけないと思うわけ。それじゃ、「やり方がだめだか

ら、おまえたちやめろ」、それはわかりますよ、当然です。じゃ、やったら、その学校に、子ども

たちに何かメリットがあるんですか。指定とか指定じゃないという言葉を使うからこういう議論

になってしまうんだけど、本当に子どもたちのためにやらなきゃいけないと思って取り込もうと
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しているわけですよ。それを、だめだったら指定取り消し。じゃ、指定してくれるのに何かメリ

ットが子どもたちにあるのかと聞きたいわけです。 

○大桃会長 恐らくそれは、２つの学校を視察しまして、それぞれメリットの説明がありました

ね。それから、先ほど委員の方からご意見がありましたけど、組織をつくることが目的じゃなく

て、学校教育の改善、子どもにとってのメリットが一番の目的ということになります。こういっ

たものを設けることによって、子どもの学習、指導、そういったところにいい効果をもたらすの

が一番の目的でありまして、そこがポイントと思いますけれども。 

○伊藤委員 これは制度をいたずらに複雑化しようとか、何か派手なものをポーンと出そうとか、

そういう意味合いではないのでありまして、今、130 年以上の誠之小学校と２年目の音羽中学校

の関係者がここに集うておられるわけですが、共通点はあろうかと思うんです。それはやっぱり、

区民の皆様、子どもたち自身も願っているところの高い学力水準の維持向上、学力の保障、維持

発展、その一方で、勉強を余り好きじゃない子どもたちの補充的な、繰り返して定着させてあげ

る、その両方の要素は、区民の方々がひとしく願っておられるところだと思います。 

また、先ほど古沢校長先生がおっしゃったとおり、学習と生活指導に集中させてくれ、それに

尽きると思うんです。子どもたちに徳の部分の心を育ててあげたい。知、徳、体ということを考

えていきますならば、今までどちらかといえば、学校あるいは家庭のみに重きを置きがちであっ

た部分に、地域の皆様、保護者の皆様、また学校ももっと主体性を持って、そこに行政もガチッ

とかみ合うことによって、さらにそれを、うまい言葉が見つかりませんが、パワーアップしてい

こうという取り組みが、必ずや子どもたちに返っていくものだと思っております。基本的な部分

に戻りたいなという思いが強くございます。 

 以上です。 

○美谷島委員 今の下山委員のお話については、具体的な例を出せば、音羽中が部活を盛んにし

たいと考えます。いわゆるコミュニティ・スクールになったとすれば、その支援は部活というも

のについて働きます、そうすると、先生も何とか専門の先生が欲しいなということであれば、コ

ミュニティ・スクールとして文京区教育委員会を通して、都教委にいうことができますよね。そ

れは私は子どもにとってメリットだと思います。 

○下山委員 ありがとうございます。 

○平井委員 今のその話は、法律というのはそういうものなんだ、という話なんでしょう？違う

んですか。指定取り消しの条項を入れるか入れないかの話は。こういうのは普通入れるんではな
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いでしょうか。とんでもない運営になったときに、ないとやめられないから。そのときに指定期

間も入れるかという話で、この表でみると、新宿区さんは入れてないですね。でも大体は入れて

おられる。だから、指定取り消しの条項は入れても指定期間は入れないという文章という場合も、

ないわけじゃないということでしょうか。どうなんでしょう、新宿区はないけど。 

○教育改革担当課長 先ほど教育指導課長のほうからお答えはしているんですが、法律上に指定

期間ということははっきり規則で定めてくださいということを……。 

○平井委員 ……あるから。 

○教育改革担当課長 はい。それで用意をするというところに。 

○平井委員 まあ、つくった以上は続けていきましょうよ、という話でしょうね。 

○教育改革担当課長 基本的に、何ら問題がなければ続けていくのが本来かとは思いますが。 

○平井委員 新宿区さんは指定期間を書いてないというのはおもしろいですね、この表はおもし

ろい。 

○大桃会長 かなり時間も押してきましたので、繰り返しになりますが、きょう何かを決めなけ

ればいけないということではないんですけれども、先ほどの②の承認事項のところですが、基本

的には校長先生の権限の範囲内のところを承認していく、それを超えるところは③の意見具申の

ほうに行くという流れになるかなと思いますが、承認事項を見ますと、北区、目黒区は、組織編

成、施設整備も含めて広くとられています。新宿区の場合は、組織編成や施設管理・整備等は除

く形になっていますが、この辺のところはいかがでしょう。どんな形でもご意見を。 

 承認事項で、組織編成は学校がこれをどう組むか、教育課程と密接にかかわりますので、また

次回議論してもいいのですが、ここのところを入れているところが多いように思います。施設管

理・整備のところも入れているところが多いように思いますが、こういったところを参考に私た

ちは考えていくというところでよろしいでしょうか。 

 議事・議決方法も大体２分の１、過半数、議決のところもかなり共通点があるかと思います。

もちろん相違もありますけれども。 

 先ほどに戻りまして、委員の定数ですが、これもきょう決着する必要ありませんけれども、30

名以内にするのか、10 名以内にするのかというのは大きな違いですので、ここぐらいは、もう少

し検討したいと思います。先ほど誠之の場合は卒業生の方等々を入れていく必要があろうという

ことがありました。そうすると、10 名以内だとひょっとすると窮屈になる可能性がある。30 名で

すと、もちろん 30 名以内ですから何名ということも可能なのですが、皆さんいかがでしょうか。
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15 名以内とか、その辺のところが 1 つ見えるところかと思いますが、あるいはもっと多いほうが

いいとか、いや、思い切って絞り込んでとか。 

○市野瀨委員 三鷹市の 30 名でどんな感じで運営しているかというのを実は知りたいと思いま

す。多過ぎるかなと思うけれども、どの程度の運営が、こここそ卒業生が入っているので多くな

っているのかと思うんですけれども、これによって支障が起きているのであれば、難しい人数か

なと思いますので、その事例を知りたい。 

○伊藤委員 これは私よりもご存じの先生方多いんですが、小・中一貫校をかなりやっていると

いう関係があるのかなと思います。小学校関係者、中学校関係者が一堂に会してかなりの大所帯

になっているということは予想されるかと思います。 

○西田委員 私の聞いたところの範囲なので、正しいかどうかわかりませんが、三鷹の場合には、

こちらでいっているところの地域支援本部をくくっているので多いのではないかと推察します。 

○曵地委員 先ほどから支援本部が大事という意見がありました。この構成の中に支援本部の代

表、熊本がそういう例だったですけれども、それが入っている例は区の中であるんですか。部会

の設置を定めているのがありますけれども、その部会の代表とかがこの構成に加わっているとか。 

○大桃会長 それは部会のほうがどの程度かかわっているかということでございますね。 

○教育改革担当課長 事務局のほうでまとめた資料第 11 号ですが、部会を設けることができる

と。あるところで○をつけているだけなので、きょうのご質問は改めて調べ直させていただいて

よろしいでしょうか。 

○曵地委員 この部会の代表者が協議会のほうの構成員になっていると。 

○西田委員 委嘱の委員というのはちょっと無理があるかなと私思うんですね。だから、たまた

ま地域支援本部の代表の方がこのメンバーの一員として、充て職として位置づけるのではなくて、

そこに校長推薦であるとか、教委が認める者とかいう範囲の中に入れていくほうがよろしいんじ

ゃないかなと思います。充て職にしてくると、例えばＰＴＡの会長さん、１年交代になってくる

とか、支障も出てくるでしょうし、ある意味での腰を据えた形でのコミュニティ・スクールの運

営委員としての意思を反映するには２年程度の年数は持っていていただいたほうがいいと思いま

す。そんなことからも、充て職よりは、教委が認める者あるいは校長推薦ということで残してお

いてカバーしていくほうがいいのではないかと思います。 

○下山委員 校長先生がやりやすい人がいいと思います。校長先生が学校の最高責任者なんだか

ら。いろんな人、例えばいろんなグループ。校長先生が学校を運営していくわけですから、校長
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先生に刃向かおうというような人はならないように、校長先生にある意味で権限を持たせてもい

いんじゃないですか。 

○大桃会長 時間が参りました。最初に申し上げましたように、きょうは何かを決定するという

ことではなくて、これまでの検討あるいは報告を受けて、皆さんの意見交換ということでござい

ます。これを踏まえて、また 10 月に検討したいと思いますけれども、まだまだ皆さんご意見ある

かと思います。そうした場合、事務局のほうに意見をお出しいただければと思います。９月６日

ぐらいまでに意見を事務局にお寄せください。それを踏まえて次回また検討し、私たちの案をで

きるだけ詰めていきたいと思っております。よろしいでしょうか。 

（は い） 

第４ その他 

○大桃会長 少し時間が超過しましたけれども。連絡をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 次回は 10 月下旬を予定しております。日程のほうはまた再調整して決ま

り次第ご連絡を差し上げます。 

 次回は、できればきょうのご意見や、きょう意見が出ていなかったところも踏まえて、少し形

を整理したものを報告書のたたき台のような形でお出しして、それをまた改めて議論が足りなか

ったところ、ここは前回こういうふうに話したけれども、もっと意見がある、そのようなことを

お話ししていただければと思います。 

 今お話がありましたところですが、開催通知と一緒に今回送っております横書きの参考という

ものを使っていただいて、ご意見を、ここはこう思うと。もちろんこれでなくても結構です。何

らかの形で、今回のことで検討してほしいという事務局からお出ししたそれぞれの項目について

ご意見をいただきたいと考えております。こちらのほうは、できましたらば、前にもお話ししま

したように、校内準備委員会を各校で設置したいというところでお話ししておりますので、ここ

でのご意見を校内準備委員会にも話をして、現場としてどうかということも確認したいと思って

います。申しわけございませんが、その都合上、９月６日までに事務局までこちらのご意見をい

ただければと考えております。 

 それから、本日お配りしています参考資料ですが、こちらはまた次回もこの場でお使いしてい

ただこうと思っております。よろしければ事務局のほうでお預かりしておきますので、このまま

きょう席に置いていってください。やはり持ち帰ってよく見たいという方は一声かけていただけ

ればそれで結構です。できればこちらは置いていっていただきまして、次回お配りするという形
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をとりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

 

第５ 閉会 

○大桃会長 それでは、次回また引き続き検討を行いたいと思います。 

 時間が参りましたので、第２回の検討委員会をこれで閉じさせていただきます。どうもありが

とうございました。 

（20:36） 

 

 


