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第１ 開会 

（18:32） 

○大桃会長 定刻になりましたので、第３回の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、事務局より報告をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 事務局より報告申し上げます。欠席ですが、誠之小学校、モデル校のＰＴ

Ａ代表の原田委員、区立小学校長会の明化小学校長の古沢委員がご欠席です。続いて遅れる方で

すが、区立中学校ＰＴＡ連合会代表の市野瀨委員、誠之小学校校長西田委員、区立保育園長会の、

園長先生の鈴木委員が、かなり遅くなるかもしれないので、場合によっては申しわけないという

ご連絡をいただいております。委員のほうが 19 人中、本日の出席予定が 17 人になっております。

遅れて参加の委員の状況で、出席人数が変わるところがあるかと思いますが、よろしくお願いい

たします。 

○大桃会長 続いて、本日の資料確認をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 事務局からご連絡いたします。本日、事前にお送りいたしましたのが、本

日の第３回文京区学校運営協議会指定検討委員会の次第、それと資料第 12 号、あとは前回の質問

ということで、回答を一緒に送らせてもらっているものもございます。本日は、資料第 12 号の学

校運営協議会指定検討委員会検討結果報告（素案）というものを使いますので、よろしくお願い

いたします。 

 本日は、こちらの会議室は今回初めて利用しますが、マイクが皆さんのお手元についておりま

す。こちらのマイク、手前のボタンを押しますと、マイクのここの部分が赤く光ります。この光

った状態でお話しいただいて、その後はボタンをもう一回押して、発言が終わった後は切ってい

ただくようにお願いいたします。 

 もう１点お願いですが、録音をしている関係上、発言の前にご所属とお名前をおっしゃってい

ただいてご発言いただくようにご協力をお願いいたします。 

 以上です。 

○大桃会長 皆さん、資料のほうは大丈夫ですね。    

（はい） 

 

第２ 報告書（素案）について 
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○大桃会長 それでは、議題に入ります。 

 次第にありますように、きょうは検討結果報告、その素案の検討ということになります。これ

は前回のこの会議での意見、会議後に事務局に委員の方から送られた意見、誠之小学校と音羽中

学校の両校に校内準備委員会が設けられていますけれども、その校内準備委員会での検討内容を

もとに作成したものでございます。 

 この報告書の素案を見ていただくと、「はじめに」「検討にあたって」「検討結果」「おわりに」

の４部の構成になっています。１の「はじめに」と、２の「検討にあたって」では、教育委員会

から検討を依頼された経緯や前提条件などについてまとめてあります。３の「検討結果」がこの

検討委員会での結果を反映したものです。最後の「おわりに」で、留意点など委員の皆さんから

出された意見をまとめたものであります。 

 こういった４つの構成になっていますが、多少長いですので、２つに分けて検討を行っていき

たいと思いますけれど、よろしいでしょうか。 

 まず、前半部分の１と２について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 事務局からご説明いたします。まず、１枚おめくりいただき、１ページ目

をお開きください。 

 １「はじめに～学校と地域の協働について～」という形で、そもそもこちらのコミュニティ・

スクールを設置する背景についてまとめてみました。まず最初にありますとおり、保護者の協力

とともに地域の協力の重要性が高まっているということ、そしてこれらについては関係法令、教

育基本法第 13 条や学校教育法第 43 条においても明確に規定されている内容であること。それを

受けて、「このように」のところです。「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はかることが期待されています」

としております。 

 そしてその次の段落では、文京区の状況について説明しています。文京区では、平成 21 年３月

に文京区立小・中学校将来ビジョンの中で、学校と地域の協働についての指針を掲げています。

これは前回のときに少しお話ししたところをまとめているところです。また、このたび、平成 22

年６月に策定した文京区基本構想では、10 年後にあるべき姿の実現に向けてというところで、「地

域住民の学校教育の参画を促進するとともに、地域とのかかわりを大切にした学校支援体制を整

備します」という項目を掲げております。  

 そして、その次の段落のところで、文京区におけるこれまでの取り組みをまとめています。こ
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れも前回補足説明させていただいた点です。まず初めに、学校運営連絡協議会から始まり、学校

関係者評価委員、学校支援地域本部、そして今度、学校運営協議会制度としてコミュニティ・ス

クールを平成 23 年度から導入するということで検討を始めたということでまとめております。 

 その下の“※”のほうで、それぞれの制度の説明を簡単にしております。この中で２ページに

あります“※”の４になります学校運営協議会制度というところで説明を入れております。こち

らはまず、学校運営協議会とは法令上の制度であること、そして教育委員会が指定する学校にお

いて設置することができ、まず初めに教育委員会が規則を制定し、これに基づき指定手続を行う

という制度です。 

 そして、主な役割ということで、第１回目でお示ししたコミュニティ・スクールのイメージ図

をそこに入れさせていただきました。そして、なお書きのところで、「なお、『コミュニティ・ス

クール』とは、学校運営協議会が設置された学校の通称のことであり、また、制度そのものを指

して『コミュニティ・スクール』ということもあります」ということで、この後、委員の皆さん

のご意見が出てくる中で、コミュニティ・スクールという言葉をそのまま使っていますので、こ

ちらのほうで整理させていただきました。 

 続きまして、１ページおめくりいただいて３ページをごらんください。こちらの背景、「はじめ

に」ということで前提条件を踏まえまして、２番「検討にあたって」というところでまとめまし

た。こちらは、教育委員会のほうから検討委員会の皆さんに対して、この枠組みの中で検討して

くださいというお願いをしたということで、どこからが検討委員会の検討した内容で、どこまで

が教育委員会で先に決まっていたことかということを明確にするために切り分けたものです。 

 こちらについて確認してまいります。３ページのコミュニティ・スクールの指定についてとい

うところで、（１）「コミュニティ・スクールの指定」ということで、先ほどの注意書きでもご説

明しましたが、まずは規則等を制定し、教育委員会が学校の指定、そして委員の任命を行うとい

う手続になります。 

（２）には、前々からお伝えしています「指定を行う意義」。 

そして（３）には、「指定にあたっての基本的考え方」として、①、まずは教育委員会が決定し

たモデル校、小学校、中学校各１校においてコミュニティ・スクールを指定しまして、それの成

果の実証とその後の拡大に向けた評価を行うことを前提として、今回の指定手続を進めていると

いうことになります。②教育委員会が事務局となり、文京区学校運営協議会指定検討委員会、こ

ちらの委員会です、を設置して検討するということ。③として、学校運営協議会の運営は、基本
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的に指定を受けた学校が責任を持って行うが、教育委員会も適宜、指導、助言を行うという点。

そして④、原則として、モデル校の成果を評価した後、その他の学校は、随時、教育委員会に指

定の申し出ができることとするという、これはあくまでも教育委員会のほうの前提条件として書

かせていただきました。 

 そして（４）、その中でモデル校のほうが、①の誠之小学校、②の音羽中学校ということで選定

理由を書いてあります。 

 （５）が、指定までの流れです。こちらは４ページにも図がありますが、その前に説明が入っ

ております。①として、教育委員会が検討委員会を設置し、課題等の整理や意識の共有化を図る

ということ。②としてモデル校となった両校においては、学校運営協議会校内準備委員会を設置

しまして、検討委員会と情報を共有しながら具体的な体制づくりを行うこととしております。４

ページに移っております。また、検討委員会においても、校内準備委員会からの意見聴取や情報

交換を行い、検討を進めることとするということで、第１回目のときに、校内準備委員会とこの

検討委員会がキャッチボールをしながらお話が進められればといった点をまとめています。③と

しましては、文京区教育委員会は、あらかじめ東京都の教育委員会と協議を行った上で教育委員

会規則を制定し、コミュニティ・スクールの指定を行うというその後の手続になりますが、これ

が文京区初めてのコミュニティ・スクールを指定するまでの手続ということでまとめてあります。 

 事務局からは以上です。 

○大桃会長 文京区でのこれまでの取り組み、教育委員会から検討を依頼された経緯や、私たち

の検討の前提条件等について、「はじめに」と「検討にあたって」の部分をご説明いただきました。 

 皆さんのほうから、何かご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

 ここまでは、私たちの検討の内容というよりも、検討を始めるに当たっての前提といいますか、

経緯のところを記したものであります。 

 報告の中に、こうこうこういった経緯で私たちは検討を依頼されましたというところと、私た

ちが実際に検討した結果こうなりましたというところは分けて記述しておいたほうがよいと考え、

こういった構成になっています。 

 ここまではよろしいでしょうか。 

○美谷島委員 第六中学校の美谷島です。「はじめに」のところから読ませていただいて、１点、

さらに強調をお願いしたい部分があります。３段目、「文京区におけるこれまでの取組みとしては」

というふうに文言が書かれていて、※の１から２に、それぞれの学校運営連絡協議会等が詳細に
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説明されています。この関係法令等は、学校運営連絡協議会、学校評議員制度ですね、それから、

学校関係者評価も含めて、法令上の読み取りとしては、つくることができるということで、文京

区としては、学校も含めて、開かれた学校づくりに進んで取り組んでいるんだという姿勢を、文

京区だけではなくて、学校や、もちろん園も、そういう方向で動いているんだということを、今

までの取り組みというのはそうだったわけですので、それを何とかもう少し強めていただければ

ありがたいなと思っています。 

以上です。 

○大桃会長 開かれた学校づくりに文京区として積極的に取り組んできたというのがもう少し

あらわれる表現でということでございます。そこは後で工夫していただくことでよろしいでしょ

うか。事務局のほうで文案を練っていただくことでよろしいでしょうか。   

（はい） 

 ほかに皆さんのほうからいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。    

（はい） 

では、本論のほうの「検討結果」と「おわりに」に入ります。私たちの報告を受けて、教育委

員会のほうで教育委員会規則をつくっていくことになるのだと思いますけれども、その基本にな

るものと考えますし、文京区におけるコミュニティ・スクールの骨格となるものと考えます。 

先ほどお話ししましたように、この検討委員会と２つの学校に設けられた校内準備委員会での

意見をまとめたものになっています。 

事務局からまず、その検討準備委員会との情報交換の状況等も含めて、そこのところを報告し

てもらいながら、内容の説明をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 事務局より報告いたします。まず初めに、校内準備委員会との情報交換の

状況を報告させていただきます。 

 初めに、９月２日には、大桃会長のほうからモデル校の見学、行ってみたい、様子を確認して

みたいということでご要望がありましたので、会長と一緒に両校に訪問させていただいておりま

す。その際には、簡単ですけれども、学校のほうとも意見交換という形で少しお話はさせてもら

っている状況です。 

 その後、事務局のほうで、10 月５日には誠之小学校、10 月６日に音羽中学校と、情報交換とい

うことで、まずはこの検討会、こんなふうに進んでいますよということで、もちろん各校の校長
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先生も検討会にお見えですけれども、事務局から改めて説明に上がっております。各校において

も、どんな状況で準備が始まっていますかという確認作業をさせていただいたところです。 

 そちらのほうの意見として、学校側から出た意見、それから検討会でこのような意見が出てい

ますよという話を踏まえての意見交換等も参考にさせていただきまして、両者を合わせた形とい

うことで今回まとめてあります。まとめた内容で、ここはお話ししたかなというところが散見さ

れるかもしれませんが、後日に来た意見等もいろいろ入れておりますので、もしそこら辺のとこ

ろ、わからない点がありましたら、後でご質問いただければと思っています。 

 それでは、こちらの本文、報告書の素案のほうの説明に移らせていただきます。まずは、５ペ

ージになります。３の「検討結果」といたしまして、「文京区における学校運営協議会について」

と題してまとめてみました。 

 まずは、教育委員会から指定された以下の項目について検討しましたよということで、この検

討委員会の設置要綱がありますが、そこに示してあります３つにつきまして、まずは「前提」と

して置きました。それを受けて、「検討委員会としては、小学校と中学校による違い、学校規模に

よる違いも考慮しつつ、安定したよりよい制度運営を目指すためのコンセプトや諸課題について

協議し、制度のあり方や仕組みのほか、規則制定に必要な事項などの検討を進めてきました。そ

の結果、モデル校に留まらず、どの区立学校がコミュニティ・スクールに指定されたとしても対

応できることに留意して、以下のとおり結論をまとめました」という形の導入部を入れました。 

 その次になります。（１）「導入にあたっての基本的考え方」ということで、こちらのほうは今

までの検討等から皆さんから積極的に出た意見、基本的な考え方としてベースになっていると思

われるところをまとめてみました。 

「（委員意見から）」ということで、この資料のつくりですが、（１）に“・”があります。この

“・”で示しているところが委員意見というところで、皆さんの会話から、過去の議事録から拾

ったり、会議の後でいただいた意見から起こさせてもらった文章をもとにして、若干長い文章は

切っていますが、載せさせていただいています。 

 １つずつ確認してまいります。まず最初の“・”です。子どもたちの学校生活にとってプラス

となること。よりよい環境づくりを何よりも優先させるべきであるということ。次に、教職員の

負担になることは、極力避けるべきである。そして授業と生活指導に専念できるようになること

を目指すべきということ。次に、地域と学校との相互理解と密接な連携があるので、地域との連

絡調整を十分行いながら進めるべきであるということ。そして次に、同じコミュニティ・スクー
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ルでも、小学校と中学校では求められることが異なる可能性があるので、規則等をつくる場合、

各学校で柔軟に対応できるようにすべきであるということで、おもだった意見のほうをこちらに

列挙いたしました。 

 続きまして、（２）「コミュニティ・スクールの指定について」。こちらからが、教育委員会がこ

れから策定する規則に相対するところになります。①「指定の要件」、その後に“○”として書い

てありますのが、委員の皆様からの意見を事務局なりにまとめて文章にしてみたものです。取り

まとめの事務局案として理解してください。  

 では、そちらを読み上げます。「文京区における指定の意義を明確にするため、上記（１）の基

本的考え方を踏まえ、規定すべきである」とさせていただきました。そして、つくりといたしま

しては、６ページのほうに委員意見が入っていますが、そちらのほうでいただいたご意見では、

指定に関する事項は、検討委員会での意見とほかの自治体の事例とを参考にして規定したらいい

のではないですかというご意見をいただいております。 

 そこで、５ページの一番下にある一、二、三という形でまとめさせていただきました。コミュ

ニティ・スクールを指定する場合には、この一、二、三の要素をクリアしている学校に指定をし

ますよという意味合いになります。 

一が、先ほど話しましたように、「よりよい教育の実現に取り組む」ということや、「学校と地

域が相互に教育力を高め、子どもたちの豊かな学びと育ちの環境づくりに推進できること」。そも

そも何のためにつくるかというところを一に置きました。 

そして、二のところ。こちらのほうが、保護者や地域住民が学校の運営に参画することで、「学

校と地域・保護者等との双方向の信頼関係を深め、地域に開かれた学校づくりに資する」という

ことが大前提ですよということでまとめました。 

 そして、３番目に、「保護者・地域住民等が責任を持って学校運営に参画すること」ということ

で、お話をよくいただいていました教職員の負担がふえることになるのは避けるという意味合い

をこういう形でまとめてみました。 

 続きまして、６ページに参ります。②です。「指定の申請」、こちらはコミュニティ・スクール

の申請に当たっての意見をまとめたものです。まず、事務局案、「地域や保護者の要望を踏まえつ

つ、指定を希望する学校が申し出をできるようにするため、校長を申請者として、規定しておく

ことが望ましい」とさせていただきました。 

主な委員意見としては、検討に当たって、先ほどの文京区の教育委員会のほうから、「その他の
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学校は随時教育委員会に指定の申し出をできることとする」とありますので、この趣旨を踏まえ

ると、学校長から、自分の学校が申請したいという申請手続を規定しておくことが望ましいとい

う形で抜粋しています。 

③「期間」です。こちらはコミュニティ・スクールの指定する期間の意味の期間です。事務局

案です。後述する委員任期、こちらは７ページにまとめておりますが、そちらのほうが２年とい

うことで仮にまとめております。そちらを考慮すると４年が妥当ではないか。 

主な委員意見です。学校運営協議会の大きな所掌事項として、教育課程の承認がありますが、

この承認された教育課程について、実施を検証するのは次の年、前の年に教育課程の承認をして、

次の年に実施されますので、２年のサイクルがまず必要だということ。そして、運用後の改善の

ための期間も必要であること。そういうことから考慮して、指定期間４年が妥当ではないかとい

うご意見です。 

④「再指定の手続き」。事務局案です。「指定期間があるため、規定がまず必要である。なお、

手続は指定と同様でよい」とさせていただきました。 

こちらのほうの主な委員意見も同じような内容でしたので、割愛させていただいております。 

（３）「委員について」。まず、①人数です。事務局案、「委員構成、学校ごとの規模や状況の違

いも考慮し、上限を 15 人とする」とさせていただきました。実は、こちらの報告書（素案）では、

ところどころ網かけをしてございます。この網かけのしてある場所が、委員の皆さんの後からい

ただいた意見とかお話がまだすり合ってないところになります。それと、他区の状況等を勘案し

たり、皆様のより多かった意見のほうをまとめて事務局案は出していますが、こちらのほう、本

日、集中的に議論していただければと思い、網かけしてありますので、よろしくお願いします。 

主な委員意見です。こちらのほうでは、多人数は会議開催上、望ましくないというご意見。そ

の中でも 10 人程度が望ましいけれども、規則上は 15 人以内でいいではないか。次に、文京区と

しては 20 人以内として、実際は各校で決めていいのではないかというご意見でした。 

②「構成」。事務局案です。「学校ごとの状況に合わせるため、保護者、地域住民、学識経験者、

当該指定学校の校長のほかに、その他教育委員会が適当と認める者を含め、自由度を確保すべき

である」。 

主な委員意見です。最初に、法定された地域住民や保護者以外は自由度を高くするという意見。

次に、学識経験者など、客観的に判断できる人材を参加させることが望ましい。次に、幅を持た

せた自由度の高い記述にしたほうがいいのではないか。次のページに移ります。法定された地域
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の住民、保護者以外については、分野、立場から 1～２名加えるのがいいのではないか。次に、

教職員、学校関係者、学識経験者、教育委員会が認める者というぐらいでいいのではないかとい

うこと。次に、コミュニティ・スクールの委員の選出は最少人数の構成員に絞り、学校側から支

援を必要とする内容、どの団体と協力するかということを確認した上で増やしてもいいのではな

いかという、その後についてのご意見もいただいております。 

③「委員の任命手続き」です。事務局案。「学校や地域の実情を踏まえるため、校長が教育委員

会に推薦できるようにしておくべきである」。 

委員意見です。初めに、学校によっては委員の状況も変わりますので、細かい部分までは規定

すべきではないが、校長が教育委員会に推薦できるようにしておくべきである。次に、校長の推

薦枠を確保すべき。次に、定員の２割程度の委員を推薦できるようにしてはどうか。次に、構成

員全員が校長推薦だと問題が生じるかもしれない。ただし、学校関係者評価委員会で公平に評価

し、適切に対応がとれる仕組みをつくっていれば、導入しても問題ないのではないか。次に、校

長推薦でしか委員を確保できない可能性もありますねというご意見をいただきました。 

④「委員の責務」です。事務局案。学校運営に参画する委員として遵守すべき事項、守秘義務、

秘密を守ることとか、禁止事項、こちらは営利目的で誘導するようなことを言わないということ

です、を規定しておくことが望ましいとしました。 

こちらも、主だった意見、一緒でしたので、割愛しています。 

⑤「任期及び再任」。事務局案。「委員が承認した学校運営の基本的な運営方針について、それ

が教育活動で実践されているか確認できるようにするため、任期は２年とする」。そして、「運営

面を考慮して、再任は２回、最長６年までとすることが妥当である」。 

主な委員意見です。こちらも分かれておりました。１年では委員自身が承認した学校運営に関

して検証ができないので、最低限２年は必要、再任は可能。ただし、弊害も生じる可能性がある

ので、最長６年程度が妥当というご意見。次に、２～３年程度が望ましいが、３回ぐらいの再任

は必要。ただし、在任期間が長い委員が存在すると、新しく赴任してきた校長や新しく参画する

委員が意見を言いにくくなるかもしれないので、適度な世代交代も必要じゃないかというご意見。

次に、２年が妥当。３回までは連続再任いいのではないか。次に、４年で再任回数はない。それ

から、４年で再任せず、新たに指定が切れたときに委員を取りかえるというご意見がありました。 

⑥「会長及び副会長」です。事務局案。「学校運営協議会の独立性を保つため、会長及び副会長

は、当該校の校長を除き、互選により決定すべきである」というところです。 
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委員意見です。網かけの部分を忘れてしまいまして、申しわけございません。こちら、網が入

ります。意見がちょっと分かれているところがございます。主な委員意見です。会長は、教職員

以外で互選。同じように、教職員を外す。互選で多数決。そして次に、教職員以外で互選。学識

経験者がいいのではないかというご意見。次に、校長の推薦によって決めるのもいいのではない

か。これは、当面の間という注意書きが入っていました。 

⑦「委員の辞任及び解任」。事務局案。“○”のところです。「任期途中の不測の事態に備えるた

め、手続を規定しておくべきである」。 

主な委員意見です。円滑な運営のためには、委員にふさわしくない行動があり、運営に支障を

来す場合は解任できるようにすべき。次に、学校運営協議会委員の多数意見に基づき教育委員会

が行うべき。次に、個人の利益のために主張するなどあった場合には、構成員の同意で解任でき

るようにしてはどうかというご意見でした。 

（４）「所掌事項について」です。①承認事項。事務局案です。「法定事項のほか、校長の所掌

事項を勘案し、次のとおり規定することが妥当である。また、校長から求められた事項について

審議することができるようにすることが望ましい」とさせていただきました。 

規則において教育委員会が決める範疇の＜案＞です。法定上の事項は、一の教育課程の編成に

関すること。これは法律上に書かれています。その下の二、三、四のところが、その他教育委員

会の規則で定めることと法律に書いていますので、この二、三、四が、これから教育委員会規則

で定めてはどうかという部分に当たります。 

二、です。学校運営方針に関すること。 

三、配分予算に関すること。 

四、学校施設の管理に関すること、です。 

主な委員意見です。初めに、法定された教育課程以外については学校の意向を踏まえて決定す

べき。次に、法定以外の事項については、学校長が決定できるものとすべき。次に、可能な承認

項目を列挙しておき、各学校が独自に決めるべき。次に、学校長にとって過度の負担とならない

ことを前提とすべきというご意見がありました。 

９ページになります。②「意見を述べる事項」です。事務局案。「学校運営協議会の役割である

ため、規定を用意しておくことが望ましいが、その内容は法定の範囲でよい」というところです。 

主な委員意見といたしましては、定めてある法律に規定されている内容、校長や教育委員会に

対して学校運営に関する意見が言えること。それから、職員の採用その他任用に関する事項と定
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められている範囲でよいというご意見でした。 

 （５）「運営について」です。①招集。事務局案。「会長が招集する」。 

 ②「会議の開催」。事務局案としては、「会議を開催するに当たっては、委員の過半数の出席を

要件とすることが妥当である」。こちらのほうは分かれていましたので、審議内容になります。 

 ③「議決」。事務局案。「議決に当たっては、出席委員の過半数で決することが妥当である」。 

④「公開」。事務局案。「地域等に広く知ってもらうため、会議は原則公開とする。ただし、個

人情報を扱うことが必要な場合は、非公開とすることを明確にすべきである」としました。 

主な委員意見です。初めに、会議は原則公開すべき。次に、非公開も可能とすべきである。個

人情報とかある場合です。そして、会議録についても作成し、公開することが望ましいというご

意見。次に、会議は公開が望ましい。会議録は作成し、公開することが望ましい。ただ、その保

管者は学校運営協議会で決定する。次に、個人情報があると思われるので、非公開の上、守秘義

務を課す。秘密を守る義務です。そして、会議録は要旨のみ公開とする。 

⑤「情報提供」です。事務局案。「学校運営協議会を理解してもらうため、その活動内容につい

て情報発信を行う必要がある」。 

主な委員意見です。初めに、情報発信は実施すべきというご意見。次に、努力義務として必要

ではないかというご意見です。 

10 ページに移ります。⑥「部会設置」。事務局案です。「学校運営への参画を促進するため、必

要に応じて、設置できることが望ましい」。 

主な委員意見。初めに、学校と地域の橋渡しをする組織があれば、学校と地域の協力がより進

むと考えられる。学校運営協議会のもとに何らかの組織をつくることも考慮すべき。次に、必ず

しも設置の必要はないが、設置を可能とすべき。次に、協議会では何かしらの不具合が出るもの

は部会で検討するのもいいかというご意見。次に、地域連携基盤の組織として設置するというご

意見がありました。 

⑦「点検・評価」。こちらは、学校運営協議会が学校を評価するかどうかという議論のことです。

事務局案。「学校運営協議会は学校に設置される機関であるため、学校評価は実施すべきではない。

なお、評価については、学校関係者評価委員が行うべきである」。 

主な委員意見です。初めに、学校に対する評価は、別に評価機関を設けるべき。次に、別の評

価委員会を置く。次に、各学校の規則として、何らかの評価をする制度はあったほうがよい。次

に、承認した事項に対しては、検証・評価する必要はある。次に、学校運営協議会に対する点検・
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評価も学校関係者評価委員会などの機関がすべきであるというご意見でした。 

⑧「運営報告」です。こちらは、学校運営協議会の教育委員会に対する報告を指しております。

事務局案。「学校運営協議会の活動の総括、検証のためにも、年度終了後、教育委員会に対して運

営報告をすべきである」。 

主な委員意見。必要というご意見と、明記する必要はないが、教育委員会に報告すべきという

ご意見。 

⑨「教育委員会の指導・助言」です。事務局案。「教育委員会の責務として、指導、助言及び情

報提供を行うべきである」。 

主な委員意見といたしましては、情報提供や、問題が生じたときの支援などは必要というご意

見。 

⑩「研修」になります。「委員就任時には、任命する教育委員会が研修を実施すべきである」。 

主な委員意見です。学校運営協議会に対する理解不足の委員に対しては、教育委員会が必要に

応じて委員に対して研修を実施すべきということと、必要と不要というご意見に分かれました。 

⑪「指定の取り消し」。事務局案です。「教育委員会の指導及び助言にかかわらず、適切な運営

が実施されない場合に限り行うべきである」。 

11 ページになります。主な委員意見。想定すべきことではないが、規則で定める旨が法で定め

られていますので、一般的な理由を記載して規定すべき。次に、協議会として実態がないとか、

協議会としての合意形成が行えないと認められる場合、そして、運営に著しい支障が生じ、また

は生ずるおそれがあると認められる場合が考えられるのではないかというご意見でした。 

（6）「他の制度の関係」です。こちらのほうは、12 ページにイメージ図を入れてあります。既

存事業がありまして、どのような形で整理をしていくべきかという議論がありましたので、前回

いろいろ図のほうをお示ししてきましたが、皆様の意見をまとめて事務局案として今回つくって

いるものです。 

まず 11 ページのほうから説明いたします。①「学校運営連絡協議会」のほうです。事務局案。

「組織の簡素化、学校側の省力化のために、可能な場合は統合することが望ましい」。 

主な委員意見です。学校運営協議会に統合する。次に、統合するけれども、校長の相談役とし

ての機能を残しつつ、そこに学校運営協議会の役割を追加していったらどうかというご意見。次

に、一律には統合するのは難しいですねというご意見がありました。 

②「学校支援地域本部」。事務局案です。「学校支援地域本部の運営及び学校運営協議会との連
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携方法等については、各学校の状況に合わせ、柔軟に対応すべきである」。 

主な委員意見。一律には統合はできないので、学校ごとに決める。次に、それぞれ状態が学校

ごとに違うために一律には統合できないというご意見を踏まえたものです。 

③「学校関係者評価委員会」。事務局案。「学校運営協議会を含む学校全体を、コミュニティ・

スクールとして評価の対象とすべきであり、評価する組織は独立して存続すべきである」。 

主な委員意見。独立して存続すべき。他の協議会に参加することは必要であるというご意見。

それから、別組織であればコミュニティ・スクールの評価もできるため、統合すべきではないと

いうご意見がありました。 

12 ページがその内容をまとめたイメージ図になります。一番右側の点線囲いが学校になってお

ります。学校の中の右下に、校長先生と書いてあります。校長先生の所掌事項はその中です。学

校運営の基本方針をまず決め、それに基づき学校運営や教育活動が実践されています。この基本

方針に対しては、横の矢印、双方向で出ておりまして、学校運営協議会が承認や意見、もちろん

校長先生の側から説明をしています。そして、実際の学校運営や教育活動になってまいりますと、

学校支援地域本部のほうが支援をし、また、校長先生や学校側から要請を出しているという図式

がございます。この中の流れを考えていきますと、学校運営連絡協議会のほうが学校の点線の枠

組みの中、左上にございます。こちらのほうは、可能であれば、学校運営協議会に統合してもよ

いのではないか。そして、学校運営協議会と、その下にあります学校支援地域本部、こちらにつ

いては双方向の矢印を入れまして、各学校の状況に応じて柔軟に対応すればよいのではないかと

いう形で入れさせていただきました。また、校長先生から上に延びる矢印のところに、学校関係

者評価委員会のほうを置きまして、こちらのほうに校長先生が委嘱をして別組織として運営して

いく様子をイメージした図にまとめました。 

最後になります。「おわりに」ということでまとめさせていただきました。こちらのほうは、ま

ず最初に内容を読み上げさせていただきます。 

「学校運営協議会制度の導入は、文京区として初めての取り組みであり、委員となる保護者・

地域住民や、当該モデル校の教職員等の理解をより深めていくためにも、初年度の進め方が非常

に重要である。また、初年度にあたる 23 年度当初においては、教育課程の編成等の基本的な方針

が既に決定しているため、学校運営協議会の主な活動は 24 年度に向けた取り組みが中心となって

くる。したがって、モデル校での初年度の運営については、ある程度準備期間と捉えて慎重に進

めていくべきである。 
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各モデル校においての最初の取り組みとしては、委員間で共通認識を深めるための話し合いを

行い、学校の現状を踏まえて、良い点や改善すべき点の検証、把握に努めるとともに、必要に応

じて部会等の設置も検討し、それぞれの学校で実態に合わせた組織体制や活動方法を考えていく

ことも必要である。 

本検討委員会としては、学校運営協議会制度の導入により、保護者及び地域住民その他の関係

者の理解を深めるとともに、これらの皆さんとの連携及び協力により、開かれた学校づくりが推

進されること、さらには、子どもたちのより良い環境づくりに資することを希望するものである。」 

と、「おわりに」をまとめました。 

ここで引用させていただいた主な委員意見です。下の“・”３つになります。文京区では初め

ての取り組みでありますので、初年度の取り組みが非常に重要という点や、初年度はある程度の

準備期間が必要というご意見。次に、最初の段階では、まず学校側からどんな支援が必要か。今

後やっていきたいこと、やらなければならないことを検討し、それをどうすればいいのか、どこ

かに依頼できるのか、新しく組織を立ち上げるべきかなどを話し合う必要があるというご意見。

次に、学校により、学級数、児童数に大きな違いがあるので、それぞれ抱える問題も変わってし

まうというところ、それを受けて、それぞれの学校で工夫する必要があるのではないかというと

ころを踏まえて、「おわりに」ということで構成をしてみました。 

 長い説明で申しわけございません。事務局からは以上です。 

○大桃会長 それでは、５ページに戻って、検討結果のところから検討を始めたいと思います。

報告書の構成ですけれども、項目ごとに、書く位置は違いますけれども、“○”と“・”がござい

ます。“○”がこの検討委員会の意見として報告書に盛られていくものと思います。“・”は、こ

の委員会等で出された意見。「等」とありますのは、先ほど述べましたように各学校に校内準備委

員会が置かれていて、そこでの意見も入っているという意味で、「委員意見等」となっています。 

 “○”のところが報告書に示されていく。“・”のところは、きょう私たちが検討していく上で、

こういった意見に基づいて、それをまとめた形でこういった事務局提案がつくられていますよと

いうことで示されています。最終的にはこの“・”のところは、報告書からなくなっていく、あ

るいは後ろのほうにまとめるということになるかと思います。 

 それぞれの項目ごとに検討していきたいと思います。（１）のところ、「導入にあたっての基本

的考え方（委員意見から）」とございますが、これが一番大事になるところかと思います。今は委

員の皆様から出された意見をある程度整理して、まとめていただく形で示されていますけれども、
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ここで合意が得られれば、検討委員会の基本的な考え方として載せていくことになるかと思いま

す。 

（１）の前のところの文章で、「以下のとおり結論をまとめました」ということになりますので、

「(委員意見から)」というのをとって、この検討委員会全体の結論という形でこれが示されてい

くことになると思います。４つの“・”は、この委員会でも繰り返し出されていた点かと思いま

す。 

皆さん、いかがでしょうか。ここが文京区の学校運営協議会の性格づけで一番基本になる大事

なところです。 

子どもたちの学校生活にとってプラスとなるようなよりよい環境づくりを何よりも優先させる

べきであること。それから、制度や制度運営が教職員の負担になることは極力避けるべきである

こと。このこともずっと出されてきました。コミュニティ・スクールを導入することによって、

学校の教職員が今以上に授業と生活指導等に専念できるようになることを目指すべきで、学校運

営協議会を置くことによって、その運営に忙しくなって、授業や生徒指導に時間がとれないとい

うことになると、何のために設けたのかということになりますので。地域と学校との相互理解と

密接な連携が必要と考えるので、学校は町会など地域との連絡調整を十分行いながら進めるべき

であるということ。同じコミュニティ・スクールでも、小学校と中学校では求められることが異

なる可能性があるので、規則等をつくる場合、各学校で柔軟に対応できるようにすべきであると

いうところであります。この辺のところ、大枠、皆さん、いかがでしょうか。よろしいでしょう

か。    

（はい） 

では、（１）を前提とし、答申のほうでは、この「(委員意見から)」というのをとりまして、私

たち検討委員会の基本的な考え方として示していくということにしたいと思います。 

（２）の「コミュニティ・スクールの指定について」。「文京区における指定の意義を明確にす

るために、上記（１）の基本的考え方を踏まえて、規定すべきである」というところで、一、二、

三と出ています。事前に事務局にお聞きしたところ、必ずしもこういった形で指定の条件等を明

記していないところもあるとのことでした。何のために学校運営協議会を置くのか、きちんとそ

の設置の趣旨等を踏まえながらそれぞれ指定していくということを考えますと、こういったのを

盛り込んでおくのも必要かなと思いますが、皆さん、いかがでしょうか。例えば、国でこういっ

た制度ができたので、順番につくっていきましょうということではなくて、１校１校指定するに
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当たっては、これはこういった趣旨なんですよということを確認しながら指定していくというこ

とでございます。 

まず、こういった規定を盛ることはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。内容については、

いかがでしょうか。一、二、三、これは３つが併記されて示されるということになりますね。「学

校・家庭・地域が一体となってより良い教育の実現に取り組むと共に、学校と地域が相互に教育

力を高め、子どもたちの豊かな学びと育ちの環境づくりを推進できること」「学校に在籍する児童

又は生徒の保護者及び地域住民が学校の運営に参画することで、学校と地域・保護者等との双方

向の信頼関係を深め、地域に開かれた学校づくりに資すること」「保護者、地域住民等が責任を持

って学校運営に参画すること」。 

○下山委員 音羽の下山です。三番目なんですけれども、一・二は、「推進できること」「資する

こと」で、三番目は、「保護者、地域住民等が責任を持って学校運営に参画すること」。これだけ

断定しているんですね、言葉的に。これは「参画することを原則とする」とか、もっとやわらか

い表現のほうがいいんじゃないですか。これだけ「すること」と決めつけているんですね。と私

は思います。 

○大桃会長 「子どもたちの豊かな学びと育ちの環境づくりを推進できること」。こういったも

ののために学校運営協議会を置くんだ。それから、「学校と地域・保護者等との双方向の信頼関係

を深め、地域に開かれた学校づくりに資すること」。そのためのものと。確かに一と二と、三とは

少し趣旨が違っていて、一と二は、学校運営協議会を置くための目的といいますか趣旨で、三は、

それに当たって、保護者や住民が実際に委員となって加わるときにきちんと責任を持って参加し

ましょうということで、一と二と、三は、少し趣旨が違うという感じになりますが。今のは、３

つ並べるのはいいけれども、三のところは表現を少しやわらかくということでございますか。 

○下山委員 そうです。 

○大桃会長 皆さん、いかがでしょうか。私も今ちょっとうまく思いつかないんですが、文案を

もう少し検討いただくということはありますでしょうか。三号のところ。 

○教育改革担当課長 皆様のご意見を参考にさせていただきますので、忌憚なくおっしゃってい

ただければ。私が一問一答で事務局からお答えするのがはばかれるので、回答が無言になってい

て申しわけありません。例えば、この参考資料をきょう、前回に引き続き席上配付させていただ

いています。ページ番号を振ってなくて申しわけございません。杉並区の規則が２番目に入って

います。そこの文章を引用、参考にさせていただいたというところがあります。ただ、つくりと
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して、下山委員のおっしゃるのは、余りガンというと、参画するほうも憶してしまうから、みん

なの学校で普及するにはという意図でおっしゃっていただいているのかなと理解していますので。 

○下山委員 おっしゃるとおりです。 

○教育改革担当課長 皆様からもご意見いただければ、事務局案としてまた次回、修正してお示

しするという形になりますので、よろしくお願いいたします。 

○大桃会長 皆さんのほう、いかがでしょうか。表現はいろいろ、再度検討の余地があるとして

も、実際上は、これは一定の権限を持っての保護者・住民の参加になりますので、今までの学校

評議員制度とかなり性格が違いまして、具体的に意見を述べる、承認するという権限を持っての

参加になりますので、そこには当然責任が伴ってくるものだと思います。逆に、そのことが前提

としてあるのだったら、一と二だけでもいいような感じもいたしますけれども、いかがでしょう

か。 

 どなたからでも、どんどん意見を出していただければと思います。 

○原口副会長 事務局としてよりは一委員として発言しますと、やはりここは要件ということで

ありますので、一と二は、理想というか、こういうことのためにやるんですよと。それを踏まえ

て一番肝心なところは、責任というのがかかわってくると思うので、これはちょっと厳しい言い

方かもしれませんけれども、指定の要件としては、もしそういった形で非常勤の公務員となるた

めには、特別職の公務員となるのでありますから、やはりここは責任を持ってという強い形とは

思うんですけれども、これは必要かなと一委員としては思います。 

○大桃会長 この指定の要件が、この指定の期間はまた後で検討することになりますが、例えば

原案であります４年の指定の期間が終えたときに、もう一度指定するときに、またその確認にも

なりますし、あるいは委員を再任する上でも、責任をちゃんと果たしているかどうかというとこ

ろのもとの規定になるかとも思います。 

○下山委員 責任を持って学校運営に参画することを原則とするということです、私のいってい

るのは。だから、責任がなくていいということじゃないんですよ。ただ、土台が現状できてない

わけですよ。土台がないところで、これをバーンと見せて、地域を回ってこういう指定の要件に

なっているんですよ、文京区はこうですよと説明するときに、「保護者、地域住民が責任を持って

学校運営に参画すること」とポンと切っちゃうと、「何だ、何にも相談なくて」ということも出て

くるわけですよ。だから、参画することを原則すると１つつけるだけで、受けるほうでも相当ニ

ュアンスが違うと思うんです。 
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というのは、杉並区に見学に行ったんですけど、杉並区の場合は、もう地域本部みたいなのが

できていて、サークルがたくさんあったじゃないですか。でも、当区では今現状ないわけでしょ

う。ゼロでつくっていくんだったら、もちろん責任を持つのはいわなくてもわかると思うんです

けれども、前の「資すること」「推進できること」。希望というんだけども、三番目もやっぱり希

望を持っていい方向に持っていくためには、断定してピューンと切っちゃうというのは私は好ま

しくないと思う。何か土台にボコボコ柱が立っているんだったら、それでもいいんですよ。「よし、

やろうじゃないか」という条件ならいいんですけど、まだそれをこれからつくり上げていくわけ

ですから、もっと柔軟性を持って、「何とかご協力をお願いします」と。三番目に、「地域の皆様

が責任を持って運営に参加することが原則になっているんですよ。だから、頼みに来たんですよ」

ぐらいのほうが、私はいいと思います。ただ、皆さんの意見がそれはだめだというなら、それに

は準じますけど、私個人としてはそう思います。以上です。 

○大桃会長 今の点いかがでしょうか。 

○高橋委員 父母連の高橋です。今の点ですが、確かに責任という形であると、「参画すること」

というのは必要な言葉だと思うんですが、今回が本当に初めてなので、周りの地域の方、団体と

かにお話に行くときもとても大変だと思うんです。例えば、最初のうち、参画する義務という形

で書いておいて、後々定着していけば、このままの「参画すること」と断言してしまうというふ

うに変えることは可能なんですか。 

○教育改革担当課長 事務局からお答えいたします。教育委員会規則という形でつくっていきま

すので、そうそう簡単に変えられる趣旨ではないです。ただ、どうしても４年とか２年とか、指

定期間や検証期間が終わってということの意見であれば、全く可能性がないということではない

んですが、趣旨的にコロコロ変えるというものとはちょっと違うんですね。 

 先ほどお話ししました参考資料のほうで、後ろから２枚目に足立区があるんですね。足立区の

第３条の（３）が、もしかするとご意見に近いのかなというところです。「保護者や地域住民が学

校と協働し、責任をもって学校づくりを進めること」という書き方をしている区もありますので、

このようなことを参考にしてということであれば、趣旨的にはそのような意味合いでということ

は可能ですので、皆さんのご意見引き続きいただきたいと思います。 

○大桃会長 今、足立区の例、参考資料の後ろから２枚目の３条の３号を見ますと、「保護者や

地域住民が学校と協働し、責任をもって学校づくりを進めること」という規定がありますので、

例えばこういった形に変えていくのも案かと思います。皆さん、いかがでしょうか。 
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○平井委員 民生委員の平井です。きょうは、この細かいそういうところの文言まで検討する日

ということでしょうか。基本的な姿勢ということで、どうなんでしょうか。今の話も、「参画する

ことを原則とする」というのも、姿勢としてこういう形でいきましょうよという話で、きょうは

私はいいような気がしているんですが、どうなんでしょう。 

○大桃会長 臨時の会を開くとなると別ですけれども、定例の会で予定されているのがあともう

１回ということになります。そのときには文面というか、かなり確定した形で決めるということ

になりますので、きょう全部の文言を決める必要はもちろんないんですけれども、できるだけそ

こに近いところに持っていっておくと、次回の検討がしやすくなるかと思っています。 

○平井委員 わかりました。 

○大桃会長 いかがでしょうか。今のところ下山委員さんからご意見が出されましたが、例えば

足立区、この表現をそのまま用いるかどうかは別としましても、こういった形でということです

と、下山委員さんの趣旨が生かされるということになりますでしょうか。 

○下山委員 いいんじゃないですか。 

○大桃会長 高橋委員さんもいかがでしょうか。 

○高橋委員 はい。 

○大桃会長 では、この辺を参考に、もう一ひねりということと思います。いずれにしましても、

責任を持って参画することは間違いないんですけれども、実際立ち上げということでありますの

で、なおかつ第一号、第二号と比べますと、一号、二号はあるべきだというところなので、足立

区のを見ますと、学校運営協議会のあるべき姿の延長のような形で規定がされていますので、こ

こは次回までに文言整理いただくということにいたします。 

 それでは、②の「指定の申請」のところであります。「地域や保護者の要請を踏まえつつ、指定

を希望する学校が申し出をできるようにするため、校長を申請者として、規定しておくことが望

ましい」というところであります。申し出ということと、その主体が校長先生ということであり

ますが、このところ、いかがでしょうか。 

 まず、校長先生が手を挙げるというところがこの趣旨であります。「指定を希望する学校が申し

出をできるように」ということですので、手を挙げたところだけではなくて、教育委員会のほう

で、必ずしも申し出がなくても指定のお願いというのもあり得るという文言になっています。い

わゆる申し出ができるようにというところと、それは校長先生がということであります。 

 ここも出された意見を踏まえての文言になっていますが、よろしいでしょうか。ほかの申し出
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のやり方とすると、例えばその学区の住民の何％が支持したら何とかみたいのがありますけれど

も、ここは校長先生の申し出ということでよろしいでしょうか。    

（はい） 

 それでは、③の「期間」です。４年間が妥当ということで、ここでは、後述する委員の任期等

の関係でというところがありまして、詳しくは７ページの⑤のところに説明が出てきますが、こ

この６ページのところでも、「委員意見等」のところで示されているところであります。教育課程

の承認、最低２年のサイクルが必要、それを踏まえての改善ということになると、４年ぐらいが

妥当じゃないかということですが、ほかの地区などを見てもやはり４年のところが多かったかと

思います。 

いかがでしょうか。──よろしいでしょうか。    

（はい） 

では、ここは４年が妥当ということにしたいと思います。 

 ④「再指定の手続き」。「指定期間があるため、規定が必要である。なお、手続きは指定と同様

でよい」ということでありますので、指定期間があるということは、再指定の規定も必要で、そ

うしないと終わってしまいますので、手続は先ほどの３項目を踏まえて、再指定ということにな

りますが、ここもよろしいでしょうか。 

（はい） 

○西田委員 誠之の西田でございます。遅参して申しわけございませんでした。 

 後述のところに、初年度については、運営、運用に当たって十分検討をするような期間を設け

るのが望ましいとありますが、例えば、１年間の経過をしていく中で、追加委員の指名であると

か、そういう可能性はこの文言の中で生きますでしょうか。あるいは２年間のクールが終わった

段階のところで、委員メンバーの追加であるとか、そういったことは、これで担保できるでしょ

うか。そのあたりが含みとして可能性としてないわけじゃないかなという思いがあるものですか

ら。 

○大桃会長 ご指摘のように、実際に最初の立ち上げですので、２年間やったときに、新たに委

員の補充等の課題が出てくるかと思います。そこのところは、３の委員のところの７ページの⑤

の任期及び再任のところで、「任期は２年とし」というところの検討で、場合によってはまた委員

の追加等、この文言で可能かどうか、あるいは必要であったらこの文言も変えるようなところで、

そこで入れられるかなと思いますけれども、よろしいでしょうか。 
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（はい） 

 では、（３）の「委員」のほうに進みたいと思います。まず、人数ですが、「委員構成、各学校

の規模や状況の違いも考慮し、上限を 15 人とする」というのが事務局提案でございます。この委

員会でも、下にありますように、いろいろの意見が出されていまして、網かけになっていて、こ

こはきっちり検討ということでございました。ここのところ、前回、委員の数が非常に多いとこ

ろがございまして、たしか 30 だったでしょうか、そこのところはどうなったのかということで、

皆さんのほうに質問への回答という形で、事務局のほうから資料をつくっていただいていますの

で、そこのところをご説明お願いできますでしょうか。 

○教育改革担当課長 事務局よりご説明いたします。「回答」の要旨の質問２に当たるところで

す。三鷹の事例でしたが、委員数が 30 名となっているけれど、どのような運営だったかというこ

とで確認いたしました。こちらのほう、中学校区を単位とした小中一貫教育を推進していますの

で、学校単位の学校運営協議会と小中一貫校のすべてで構成しますコミュニティ・スクール委員

会を設けています。こちらの規則の委員定数 30 人以内とは、小中で３校、１校の中学校に小学校

２校でという意味です。それを合わせて 30 人以内という考え方でした。実際も、ほとんどの中学

校区で 30 人近い委員が選任されているということです。いわゆる３校集まっていますので。その

選任も３校全体で行いまして、１校につき何人、各校 10 人までですよということはないそうです。

各校のバランスを全く考えないところで 30 人という数字が出ているそうです。また、各学校で運

営協議会を開催することも可能。合同会だけではなく、各学校でバラバラに開催することもでき

るというお話でした。今のところは、人数が多いことによる支障は出てないというご報告を聞い

ております。 

 以上です。 

○大桃会長 そういったのも含めて、いかがでしょうか。“・”の意見にありますが、10 名程度

が望ましいと考えられるが、学校の状況により適正な人数が違うこともあるので、規則上は 15

名以内という意見を受けてということになりますが、10 名ということだとちょっときつい場合も

ありますので、上限を 15 ぐらいにし、こういった意見があったということで、実際上は 10 名ぐ

らいで決めていくのもありかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○下山委員 いいんじゃないですか。 

○大桃会長 よろしいでしょうか。  

（はい） 
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では、上限を 15 名ということにしたいと思います。 

 次に、「構成」です。「各学校の状況に合わせるため、保護者、地域住民、学識経験者、当該指

定学校の校長のほかに、『その他教育委員会が適当と認める者』を含め、自由度を確保すべきであ

る」というところでございます。委員構成のところ、いかがでしょうか。実は、このことにつき

まして、前回のこの検討委員会で、議事録にも残っていますが、校長先生の意向がやはり反映さ

れるようにということで、校長推薦枠を設けたらどうか、そのときに、前回の議事録を見ますと、

「校長推薦枠を設けるという形で検討を進めていくことになった」とありますけれども、実際こ

のように文章化していきますと、校長推薦というのを別枠にしますと、ほかのものとの並びが大

層バランスが悪くなりまして、むしろ次の「委員の任用手続」のところで、校長先生の意向が反

映できるような形にしておいたほうがよろしいかと思うのですけれども、校長先生枠を別個設け

ちゃいますと、ほかのところは校長先生の意向が余り出ないような感じになりますし、保護者、

地域住民、学識経験者等々とくくりの基準が違うことになりますので、この辺、いかがでしょう

か。よろしいでしょうか。  

（はい） 

 もう 1 つは、校長先生がここに入っているのですが、教職員、先生方に入っていただくかどう

かが大きな検討になるかと思います。実際に先生方の意向も反映しながら、保護者や住民の方と

検討というのも１つの案と思いますけれども、先生方が入ってくるとその方に頼っちゃって、い

ろいろの仕事を任してしまうと、私たちの最初検討しました設置の趣旨に反して、先生方が逆に

使われて忙しくなってしまうみたいなこともあるかと思います。そういったことも含めまして、

この構成、いかがでしょうか。 

○美谷島委員 １つちょっと考えをお聞きしたい部分があります。よくこういう規則等で組織を

つくったときに、別にワーキングを置くことができるとかいったことがありますよね。私は、世

田谷でしたか、小学校を見させていただいたときに、これは後になってしまうのですが、学校運

営協議会と学校地域支援本部が一体となってやっているような部分がありました。そうなると、

果たしてマックス 15 名で可能なのか。もちろん 15 名が話し合いの中では適当な人数だとは思い

ます。ただ、ワーキングというか実際に実動として運営に携わる方を、何か入れることが規則の

中で別枠にするのかどうかというのをちょっとお聞きしたいのですけど。 

○大桃会長 前回検討したときに他県の例の紹介があったかと思います。その中で、正確な名前

を覚えていませんけど、学校支援に当たる各部会みたいなところのリーダーが、学校運営協議会
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に入ってきている構成もあったかと思います。９ページから 10 ページにかけては、運営について

という項目でございますが、部会の設置の項目があります。部会の設置ができるようにしようと

いうのがあります。実際の意思決定を行う審議は 10 名あるいは 15 名以内ということでやってい

って、学校支援とか特定のテーマについて、より深く検討するというところは、別途、委員さん

なりいろいろな形でかかわっていただいて、この部会を設けていくというところでやれるのかな

とも思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○美谷島委員 わかりました。 

○大桃会長 皆さんのほうから、ほかには。委員構成、いかがでしょうか。保護者、地域住民、

これはたしか法律にありましたね。学識経験者、指定学校の校長先生、その他教育委員会が適当

と認める者というところでございます。こういった形ですと、その他教育委員会が適当と認める

者というところで、別途、委員を加えることができますが、このように規定しますと、学識経験

者、校長先生は必ず入るという形になりますけれども、よろしいでしょうか。──いいでしょう

か。では、委員構成はそういったところにしたいと思います。 

 今度は７ページにいきまして、③「委員の任命手続き」で、「学校や地域の実情を踏まえるため、

校長が教育委員会に推薦できるようにしておくべきである」という表現であります。どれとどれ

について推薦できるということがちゃんと示されていない。全部でもいいし、部分的にもとも読

める文言ですが、むしろそのぐらいにしておいたほうがいいのかと思います。「校長が教育委員会

に推薦できるようにしておく」というところでありますが、いかがでしょうか。 

○平井委員 これは確かに、文言を決めるというのは難しいですね。委員長おっしゃるように。

どうやって決めるんでしょうかといったら、私もよくわからない。法律文章でどうつくるんでし

ょうか。校長先生の推薦という文言があったほうが私もいいと思いますけれども。 

○教育改革担当課長 事務局よりお答えいたします。実際に皆さんのご意見、このような形でい

ただいた場合には、先ほどお話がありました、最初に、保護者、地域住民、学識経験者、当該校

の校長、それから教育委員会が適当と認める者という構成員を決める条項をつけまして、その後

に別に、このまま学校長がその委員の選考に当たっては推薦することができるという、私たち行

政のほうでは、いわゆる「できる規定」といったりするんですけれども、そのような形で、委員

全部を受けて書くということでまとめることはできます。 

○大桃会長 恐らく規定上は「できる規定」になっていって、「するものとする」となると全部

しなきゃいけないことになりますので、「できる規定」で入れていただくことになるかと思います
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が、趣旨としては校長先生の意向、推薦が入るような形でということでよろしいでしょうか。 

 そこのところ、先ほど私が申しましたように、２つ目の“・”で、校長の推薦枠を確保すべき

というのが前回ありましたけれども、こういった校長先生が推薦できるようにするということで、

その趣旨が生かされるということでよろしいでしょうか。  

（はい） 

 次に、④です。「学校運営に参画する委員として、遵守すべき事項（守秘義務等）を規定してお

くことが望ましい」ということですが、これはどうしてもいろいろの、特に守秘義務、もちろん

禁止規定もそうですが、やはり必要かと思いますが、いかがでしょうか。   

（はい） 

 その次、「任期及び再任」です。ここもいろいろ意見があるかと思います。「委員が承認した学

校運営の基本的な運営方針に関して、それが教育活動で実践されているか確認できるようにする

ため、任期は２年とする」「運営面を考慮して、再任は２回までとすることが妥当である」。再任

は２回ということですので、６年ということになります。そうしますと、最初任命された委員は、

学校の指定の期間が４年ということになりますので、２年やって再任された場合は４年。ちょう

ど学校運営協議会の１つのサイクルと重なるということになります。必要があればもう一回再任

されて、それがその次の指定のところで、経験ある人が残っていくという形になります。ですけ

れども、それはあくまでも２回で連続して３期ということにし、そこで一たん区切りをつけてい

ただいて、１回休めばまたもう一度ということがあるかと思いますが、一たん、再任は２回まで

で区切りをつけようというところでございます。 

 この任期と再任の回数のところ、いかがでしょうか。 

 先ほど西田校長先生から、場合によっては委員をふやすというのがございましたね。15 名以内

ということで、例えば最初 10 名ぐらいでスタートしたときに、２年終わったところで、もう一回

再任の手続あるいは委員の入れかえ等があるということになりますので、当然そこには必要があ

ればふやしていく、場合によっては、例えば当初 15 名でスタートしたんだけども、お１人、お２

人いろいろな事情で委員を続けられないようなときは、13 名になると２人減りますね、そこでの

人数の移動等は当然あっていいのかなと思いますけども、いかがでしょうか。 

○西田委員 まだ想定なので、可能性だけですが、先ほど申し上げたのは、人数の範囲でおさま

っていれば、追加をするのは２年というスパンでなくても可能かということです。つまり、１年

間の準備期間を経ていく中で、例えば、実動部隊として新たな組織運営をその中で立ち上げてい
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く、そういったものが出てきたときに、その長を入れましょうとなったときに、１年目が経過し

たところで追加するというような可能性があるのではないかという想定が考えられるものですか

ら、それがこの読み方で可能かどうかということです。 

○大桃会長 そこのところは、この検討委員会でどういった意見をまとめるかとかかわるのだと

思います。あわせてそれを踏まえて、教育委員会規則をどうつくっていくのかと思うのですが、

特に、今、西田校長先生からお話があったように、最初の立ち上げのときは、例えば 10 名ぐらい

でスタートしたけれども、もうちょっと委員を加えたい、でも、２年間待てないということがあ

るのかと思います。そうした場合に、例えば４月スタートして９月ごろ入れた場合に、その人の

任期はどうなるのかとか出てきまして、途中からスタートした場合は、やはり２年ごとの区切り

でやるのか、１年終わったところで入った人は、やはり任期なので、少しずれて再任されていく

とかというのがあると、それも結構ややこしいような感じがいたします。そうしますと、これは

規定をつくる上で、また事務局のほうにいろいろ工夫をいただきたいと思いますけれども、今の

ポイントは、特に立ち上げのところで、任期の最初の２年の途中でも追加ができるかどうか。 

○西田委員 最初の時期だと思います。 

○大桃会長 その場合、新たに加わっていただいた委員の方は、最初の任期のところまでを、特

に委員の方が何かの理由で抜けられてかわる場合は残任期間といういい方をしますね。それと同

じような形で、もちろんこれは残任じゃないですけれども、最初の任期の２年のところでもう一

回その方も再任の手続をとってもらうという形になるのかなと思いますが、その辺皆さん、ご意

見いかがでしょうか。そうじゃないと、動きが途中でいろいろ出てくると、その後の運用がちょ

っとややこしくなるかと思います。 

○下山委員 いいんじゃないですか。 

○大桃会長 よろしいでしょうかね。では、そういうことで。特に最初の２年は加えたりという

のは必要かと思います。 

 それでは、「任期及び再任」のところ。任期は２年、再任は２回まで、最長６年。繰り返しにな

りますが、１回休むとまた可能になるというところでございます。 

 ８ページにいきまして、⑥「会長及び副会長」のところです。「会長及び副会長は、当該校の校

長を除き、互選により決定する」というところであります。会長と副会長。会長だけでもと考え

られますが、会長が何かあったときにかわってということもありますので、副会長職も置いてお

くということになるかと思いますが、皆様、いかがでしょうか。 
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○下山委員 例えば当校なんかの場合は守備範囲が物すごく広いわけですね。それをまとめてい

くので、当該校の校長先生でも互選で選ばれれば私はいいと思うんですが、なぜ校長を除くとい

うことを文言として載せなきゃいけないのかなと。というのは、昔、学区制があったときは、本

当に地域の学校なんですよ。今、自由選択制中学校になったら守備範囲が物すごく広いわけです

よ。だから、学校が地域を新しく掘り下げて、新しい地域をつくっていかなきゃならない。例え

ば音羽なんかの場合そうですね、２校が一緒になって。町会だけでも 30 も 40 もあるわけですよ。

そこへ、校長先生と一緒に回りましたけれども、回っていろいろお話ししていく中で、ここで私

は、「当該校の校長を除き」という文章を入れなくても、当該校の校長先生が互選されたら、それ

でもいいんじゃないかと思うんですけどもね。 

○大桃会長 皆さん、いかがでしょうか。 

○伊藤委員 今の音羽の状況を熟知された会長のご意見として、本当に重く受けとめるところで

すけれども、コミュニティ・スクールの性質からいきまして、今までの学校運営連絡協議会が、

校長が指名して、校長の求めに応じて招集されていた、そういったあたりより少し踏み込んだ形

での地域や保護者の方の参画を期待してこの制度が立ち上がっていることを考えれば、やはり校

長先生以外の方の音頭という部分は明らかにしておいたほうがいいのかなとは思います。 

○大桃会長 今のにかかわって、12 ページに学校運営協議会導入後のイメージで、事務局から図

でまとめていただいていますが、学校がありまして、真ん中に学校運営協議会がございます。学

校運営協議会の大きな役割が３つありまして、１つが、校長先生が学校運営の基本方針を決め、

それを学校運営協議会が承認するということがあります。それから、学校運営に関して意見を述

べる。それから、採用等の任用に関して意見を述べるというところがありまして、この学校運営

協議会と校長との矢印の関係ですが、運営協議会の長が校長先生ですと、校長先生が説明し、そ

れに対して意見を言うその責任者がまた校長先生になってくるというところで、少しややこしく

なるかなという感じがしますので、やはり学校運営協議会の長は校長先生でないほうが、組織と

してはわかりやすいと思うのですけれども、下山委員さんのおっしゃる意図は十分わかるのです

が、いかがでしょうかね。校長先生が説明し、それを承認する主体の長がまた校長先生というの

は、何か組織としてどうなのかという感じがするものですから。校長先生が実際、学校運営協議

会の中でも、いろいろ地域との関係で大きな役割も担っていただかなければいけないというのが

ご発言の趣旨かと思います。その側面も実際必要かと思いますが、いかがでしょう。よろしいで

しょうか。 
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○下山委員 結構です。 

○大桃会長 ８ページに戻りまして、「会長及び副会長は、当該校の校長を除き、互選により決

定すべきである」。こうしますと副会長も互選になりますね。互選により決定するということにし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。   

（はい） 

 次は、⑦「委員の辞任及び解任」です。「任期途中の不測の事態に備えるため、手続きを規定し

ておくべきである」というところで、委員がそれぞれの固有の事情、いろいろ、病気等あるかも

わかりません、辞任の場合、解任の場合、それぞれの手続がやはり必要ですので、これは別途定

めていただくということでお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○下山委員 いいんじゃないですか。  （はい） 

○大桃会長 では、そのようにしたいと思います。 

 それから、「所掌事項について」。承認事項なんですが、「法定事項のほか、校長の所掌事項を勘

案し、次のとおり規定することが妥当である。また、校長から求められた事項について審議する

ことができるようにすることが望ましい」というところであります。一の教育課程の編成に関す

ること。先ほど事務局からの説明にありましたように、ここのところは法律のほうで示されてい

たかと思います。加えて、学校運営方針に関すること、予算配分に関すること、学校施設の管理

に関すること、こういったことも入れて、基本的事項を承認していくということでありますが、

いかがでしょうか。この辺のところ、両校の校長先生、いかがですか。こういったところを承認

事項として盛ることについては。 

○美谷島委員 これは最後の 12 ページの図にも関係することなのですが、右のところの校長の

下に「基本方針」とありますね。この基本方針というのは経営方針の基本方針なのか、運営方針

の基本方針なのかというところだと思うのです。つまり、校長として教育課程をこう編成するの

だということを説明して、承認、意見を求めて、そして運営していくということなら理解はでき

るのですが、ここが運営方針になると、つまり教育課程の編成まで運営協議会のほうで行うと、

校長は何をやるのかなという気がするのです。ですから、ここのところは、経営方針の基本方針

という理解でよろしいのでしょうか。 

○大桃会長 ここのところは、私も、法律の文言が手元にないのですが、学校運営に関する基本

的な方針を校長が定め、それを承認するという文言だったかと思います。ちょっとお待ちくださ

い。「指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で
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定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければ

ならない」というのが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律のこの条の第３項に示されて

います。ですので、教育課程の編成というところは承認を得なきゃいけないというのが法律で定

められていまして、ここで挙げられている第１号の教育課程の編成に関することは、法律で定め

られているというところで、組み込まなきゃいけないことになります。 

 文言をもう一度読みますと、「当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会

規則で定める事項について基本的な方針を作成し」とありますので、「その他教育委員会規則」等々

というところが、二、三、四というところとかかわってくると思います。教育課程については、

やはり校長先生が先生方のいろいろな意向を聞きながら基本方針を定める、この学校運営協議会

がその基本方針を承認するという形になっています、法律上。 

○美谷島委員 そうすると、今、大桃先生のおっしゃるところでいくと、校長の経営方針のもと

に教育課程を編成する、そしてそれを説明して、運営協議会のほうで承認を得て、運営を行うと

いう理解でよろしいのですよね。 

○大桃会長 そうです。そういうことになります。あわせて、教育課程の編成とともに、学校運

営方針だとか、それに係る予算配分、学校施設の管理、ここのところも承認事項として入れるの

かどうかということになります。 

○平井委員 基本的には、これは校長先生がつくっていいわけですよね。そして原案として「委

員会」に提出する、で、委員会はそれを審議するというわけですね。 

○大桃会長 学校運営協議会がつくるのではなくて、あくまでも校長先生が教職員の方とつくっ

ていただいて、それを学校運営協議会が承認するという形になります。 

 いかがでしょうか。 

○下山委員 校長先生方が納得すれば一番いいことで、これでやりづらくなっちゃうというんで

は問題ですけどね。 

○大桃会長 いかがでしょうかね。 

○平井委員 つまり、校長先生がその学校に責任を持っておられるから、結局は、当然原案づく

りを校長先生がやるわけですね。それを審議するのが委員会ということ。ということで審議とい

う言葉を使っておけばいいんじゃないかなと私は思っていますけど。そしてその結果的には、今

予想のことを言う必要もないのですが、承認ということになるのでしょうね、よほどでない限り。  

○大桃会長 今のところは「また規定」ですので、「また、校長から求められた事項について」
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で、校長先生から求められたときは、一、二、三、四プラスアルファで検討ということになるか

と思います。 

○西田委員 理解が十分及んでなくて申しわけないのですが、この編成作業にこの協議会が携る

ということではないですよね。 

○大桃会長 ないです。 

○西田委員 違いますよね。そういう見方をすると、これは混乱が生じるということですよね。 

○大桃会長 はい。 

○平井委員 私も、もしそんなことになれば大変なことになると思うので、それはやっぱり校長

先生がおつくりをいただくことが一番いいかと思っています。そういう文面にしていただければ

いいかなと思います。 

○大桃会長 もう一度法律の文面を読みますと、「指定学校の校長は」、つまり学校運営協議会が

置かれた学校ですね。「指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他

教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の

承認を得なければならない」というところでありまして、基本的な方針を作成するのはあくまで

も校長先生で、教職員の先生方といろいろ相談していただいて決める。その校長先生が基本的な

方針を作成されたものをこの学校運営協議会が承認するということでありまして、学校運営協議

会の人たちがこれをつくっていくということではないと思います。 

○伊藤委員 教育指導課長ですが、実際の手続といたしまして、教育課程というものは、分厚い

ワンセットになって大体３月ぐらいに、それぞれの学校と私ども指導課が中心になってヒアリン

グをしまして、そこで受理という作業が行われるわけであります。そうなってきますと、コミュ

ニティ・スクールの皆様による承認作業という時間が、どうしても２月から３月あたりに集中審

議を行っていただくことになってくるのかなと思っております。ちょっと慌ただしい年度末にな

るのかなと思います。基本的にこれは４月には行えないということになります。 

○大桃会長 よろしいでしょうか。 

○教育改革担当課長 事務局からで申し上げて申しわけないんですが、実は皆さんのわかりにく

いところ、そういう誤解があるのではないかというところを、後に出てきました教育委員会が研

修を行うというところで、こことここは違いますよということも、初めてコミュニティ・スクー

ルの委員になる方にご説明していきたいと思っているんですね。ですから、皆さんのほうで、き

ょうお読みになって、これはこう勘違いしてしまうんじゃないかというところがあれば、どんど
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んご意見をいっていただいて、それを研修項目に盛り込んで、誤解が生じないように、意図が外

れていかないようにという形にしたいと思っています。 

 この点に関しても、事務局で研修するときのイメージとして今持っていますのが、あくまでも

基本的な方針の承認なので、教育課程と聞くと、本当に細かいことまでつくるかと思いますけれ

ども、まず、それの基本路線、どうしますかという校長先生のほうからの提示があって、それに

ついて、この路線でつくってくださいと皆さんのほうがオーケーを出すというイメージなのかな

という形で、研修のほうの資料をつくっていければというイメージは今持っています。なので、

ここのところを深く掘り下げていただけるようであれば、そこら辺をイメージしながら、教育委

員会の研修をどうするべきかということの参考にさせていただきたいと思います。 

○大桃会長 よろしいでしょうか、今のところ。この点が次とかかわりまして、今、①の「承認

事項」なんですが、ページをめくっていただいて、９ページの②「意見を述べる事項」がありま

す。この規定は、「学校運営協議会の役割であるため、規定を用意しておくことが望ましいが、そ

の内容は法定の範囲でよい」というところで、そこにありますように、地教行法の 47 条の５第４

項と５項に規定される内容ということになります。具体的には、４項には、その学校の学校運営

に関する事項、その学校の職員の採用その他任用に関する事項で、これは学校ないしは教育委員

会に、後半のほうは、任命権者にそれぞれ意見を述べることができるという形になっています。

ここのところも法律で定められているところですので、学校運営について校長先生に意見を述べ

るということになります。文言をそのまま読みますと、第４項「学校運営協議会は、当該指定学

校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる」と

いうところでありまして、ここで出された意見等を考えていただいて、それが次年度の学校運営

の基本的な方針の作成等にまた反映されていくことになるのかと思います。 

 ここのところは、意見を述べる範囲は、やはり法律で定められたこのくらいのところにとどめ

ておこうというのが案なんですけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうかね。   

（はい） 

 では、（５）「運営について」であります。「招集」は、「会長が招集する」。 

「会議の開催」は、「委員の過半数の出席を要件とする」というところで、委員の皆様から出さ

れた意見としては、過半数あるいはその半数以上とありましたので、その趣旨は過半数というこ

とだと思いますので、よろしいでしょうか。   

（はい） 
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 それから、「議決」。「議決にあたっては、出席委員の過半数で決することができる」というとこ

ろでありまして、３分の２規定というのも考えられますが、この場合かなり議決が重くなります

ので、出席者の過半数で会が成立し、その過半数で意思決定、議決がなされるというところです

が、いかがでしょうか。──よろしいでしょうかね。   

（はい） 

 それから、④「公開」のところです。「地域等に広く知ってもらうため、会議は原則公開とする。

ただし、個人情報を扱うことが必要な場合は、非公開とすることを明確にすべきである」。実際に

学校運営にかかわって、審議の中で個人の名前を出して検討しなきゃいけないようなのがあるか

もしれません。そういったところはやはり非公開にすべきかと思いますが、いかがでしょうか。

原則公開で、非公開とすることができるようなところも明確にすべきということでありますね。

ここもよろしいでしょうかね。   

（はい） 

 それから、⑤「情報提供」。「学校運営協議会を理解してもらうため、その活動内容について情

報発信を行う必要がある」。これは「行う必要がある」んだから、やらなきゃいけないことになり

ますが、いかがでしょうか。具体的には、私たちが訪問させていただいたところを見ますと、学

校運営協議会のいろんなパンフレットをつくっていますが、ああいったものをつくっていくとい

うことになるかと思います。ここもよろしいですね。   

（はい） 

では、そのようにします。 

次に、「部会設置」であります。先ほどご提案があったところとかかわると思いますが、「学校

運営への参画を促進するため、必要に応じて、設置できることが望ましい」。あるいは設置できる

ようにすることが望ましい。文言等はまだあるかと思いますが、部会等を設置していくというの

はいかがでしょうか。これも設置しなければいけないということではなくて、必要があれば設置

できるようにしておくというところであります。よろしいでしょうかね。   

（はい） 

 それから、⑦「点検・評価」のところであります。ここもこの委員会でかなり検討したところ

かと思います。「学校運営協議会は、学校に設置される機関であるため、学校評価は実施すべきで

はない。なお、評価については、学校関係者評価委員が行うべきである」。この学校評価を実施す

べきでないということは、学校運営にかかわるということで、自己評価になっちゃうところがあ
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ったかと思います。別途、別の組織を設けて学校関係者評価を行うべきだというところでありま

すが、そういった意見がここで多かったかと思います。実際上は学校運営協議会が学校関係者評

価を担うことも可能かと思いますけれども、私たち文京区としては、そこは分けるということで

いこうというのがこの案ですが、よろしいでしょうか。──では、⑦の点検・評価もそのように

したいと思います。 

○西田委員 これは老婆心の話ですが、手を挙げる学校は、この学校評価の関係者評価委員の選

任と学校運営協議会の選任がダブらないように構成するという規定であると読み取っていいとい

うことですかね。 

○大桃会長 そういうことになりますね。ダブッていけないということになりますので。ちょっ

と待ってください。別個の組織を設けるということだから、別個の組織であれば……。 

○下山委員 先生、そんなに人材がいますかね。 

○大桃会長 ダブることは必ずしも禁止する規定ではないですよね。別の組織を設けるというこ

とでありますので。兼任を別に禁じることにはならないのかなと思いますが。本来的にはその委

員も重ならないほうがいいんでしょうけれども。 

○教育改革担当課長 事務局から口を挟んで申しわけございません。こちらのほうにつきまして

は、規則上は実はここのところを書く内容ではないんですね。教育委員会規則に書く条項ではあ

りません。ただ、最後にイメージ図が結びつくように、学校運営協議会が学校評価をもしすると

規定するとなれば、逆にいいますと、規則に書かなければいけない。今回、評価は別ですよとい

うことであれば、規則に盛り込まれない内容になります。ただし、前回等もお話ししてきていま

すように、既存の制度、そちらのほうにこの趣旨を伝えていきたいので、その意味でどういうふ

うに扱ってほしいかということは、規則に書く書かない関係なく議論していただいて、ご意見を

いただければと考えております。 

○大桃会長 学校運営協議会の守備範囲に、学校評価、点検というところを入れるとなると、報

告書にも盛り、それを教育委員会規則に反映させてもらうということになりますが、やらないと

いうことになれば、それは規定がいらないということになります。ですけれども、12 ページのイ

メージ図でまとめていただいていますが、他機関との関係を考えていく上でそこをどうするかと

いうところであります。行わないということでよろしいですね。できたら別個の組織をつくる。

そのところと、委員の兼任とは、またそちらのほうで別途検討を願うということになるんでしょ

うかね。よろしいでしょうか。   
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（はい） 

 次は、⑧「運営報告」です。「学校運営協議会の活動の総括、検証のためにも、年度終了後、教

育委員会に対して運営報告をすべきである」。こういうふうにやってきました、こうですというと

ころで、教育委員会に報告していくというところでございます。いかがでしょうか。これは教育

委員会から指定され、学校運営協議会を設置し、そこで検討したことを教育委員会に報告してい

くということでありますので、よろしいでしょうか。これも実際の運用に当たって、報告が相当

分厚いものとなると、これはまたこれで大変になって、委員の人が大変で、学校のほうがその準

備に追われるということになると問題ですので、どの程度の報告にするか、別途検討していただ

くことになりますが、いずれにしても、責任を持って学校運営にかかわるということですので、

ことしはこういった活動をし、こういったことになりましたという報告はやっぱり必要かと思い

ますが、よろしいでしょうか。   

（はい） 

 ⑨「教育委員会の指導・助言」。「教育委員会の責務として、指導、助言及び情報提供を行うべ

きである」というところでありますが、⑨はいかがでしょう。これは教育委員会に対して義務づ

けている規定になりますので、指導を行わなければいけないということになります。実際に、立

ち上げ等は教育委員会のバックアップがあって、指導、助言等をいただきながらということにな

りますけれども、場合によっては、学校運営協議会の自立性の問題とかかわってきますが、指導、

助言、情報提供、このところいかがでしょうか。 

○下山委員 いいんじゃないですか。 

○大桃会長 よろしいでしょうか。 

○西田委員 これはどの場面でどういうことが想定されますか？例えば、月々に行われるとすれ

ば、そこに来て話をするということではないでしょうし、また、教育委員会内のどこが所管する

のかということもあるかなと思います。 

○教育改革担当課長 事務局からお答えいたします。こちらのほう、基本的には、「すべき」と

ありますけれども、学校運営が立ち行かなくなった場合にはという議論が前回あったと思うんで

すね。学校が紛糾してしまったりとか、最初にやった路線と違うほうに、暴走といったら申しわ

けないんですけれども、してしまったときにはどうしようかという議論がありましたので、そう

いう場合には教育委員会の指導、助言が入ってきて、逆にいうと、そういうときには指導、助言

入ってくださいねという意味合いとしてまとめたつもりだったんです。今お話を聞いていて、違
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う角度でも読み取れますよねというご指摘がありましたので、その趣旨でつくっているものです。

ですから、もしそこら辺がわかりにくいということがあれば、訂正という形にはなってきますの

で、あくまでも、皆さんの出たご意見のときのここの委員意見、主な意見のところに書いたよう

に、情報提供のほか、問題が生じたときの支援が必要だという言葉を酌んでのつくりなので、も

しそういうところがわかりにくいということであれば、また修正可能な項目だと思っております

ので、よろしくお願いします。 

○大桃会長 実際、この検討の中で、立ち上げ等に当たっては教育委員会事務局の支援が必要で

あるし、いろいろ問題が生じた場合は指導、助言をいただかなきゃいけないというのがあったか

と思います。現実にそうかと思います。実際これが安定的に動いていったときに、学校運営協議

会が学校の審議について、ある程度、自立性を持っていくということになります。どうしましょ

うか。文言として「行うことができる」ぐらいのできる規定に変えるのも 1 つ案かなと思います

が、いかがでしょうか。 

○原口副会長 半ば事務局的な意見なんですが、指導及び助言というのは、イコールじゃないん

ですけれども、指定の取り消しということにもつながるんですね。ただ、その場合でも、杉並の

場合ですと、できる規定でおさめていますので、できる規定でおさめて、何もしないで取り消す

のはできませんから、そういった場合には指導、助言を行って、それでもどうしてもという場合

は取り消しと。著しく適正を欠くということがあった場合は取り消し可能なこともできると。そ

ういった取り消しの 1 つの手続規定みたいなものもありますので、その辺もちょっとあるのかな

と思います。 

○伊藤委員 部長おっしゃられた、そういう予期せぬ、どう進めようかということとか、問題が

発生したようなとき、当然、一緒に考えながら、ご助言申し上げながらやっていくべきだと思っ

ておりますし、そういう事象がないときは、余り入らずに、自立的にやっていただいたほうがい

いと思うんですが。また、平常時におきまして、例えば、先ほど教育課程の話が出ましたけれど

も、教育課程すべて 100％お読み込みいただくとなると、すごく大変な作業になります。抜粋し

ていいかどうかというのは、また今後研究しなければいけないところですが、どう精選して、住

民の方にお伝えして、どう効果的にご意見をいただくかなんていうときには、多分私どもと学校

とが綿密に協議をしないと立ち行かないものもあるかと思います。そういったトラブルを想定し

た場合のご助言、それから、平常時、円滑に進めるためのご助言という両方の観点から、ここは

「できる」にしておけばベターかなと思っております。  
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 以上です。 

○大桃会長 今のところは、⑨、１つ飛ばして、⑪の「指定の取り消し」のところとかかわるか

と思います。規定をもう一回確認いたしますと、指定の取り消しのところです。第７項に「教育

委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著

しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を取り消さな

ければならない」というのがありまして、これは文科省のホームページからですけれども、その

指定の取り消しとともに、「教育委員会は、学校運営協議会の運営の状況について的確な把握に努

めるとともに、必要に応じて学校運営協議会及び校長に対して指導、助言を行うなど、学校運営

協議会の円滑な運営の確保に努める必要があります」というのが文科省の解説としてあります。

ですから、できる規定にしておいて、実際に指導、助言もやったんだけれども、なおかつ運営が

うまくいかない場合の、⑪のところですが、指定の取り消しとつなげていくということでよろし

いでしょうかね。 

○下山委員 ⑨と⑪と一緒にしちゃってもいいんでしょうね、２つに分けないで。 

○大桃会長 でも、これは取り消しですので。 

○下山委員 だから、取り消しは後にして、例えば、教育委員会の責務として、教育委員会の指

導及び助言にもかかわらず適切な運営が実施されない場合に、指導、助言及び情報提供を行うべ

きである。なお、運営がそのとおりにならない場合には取り消しと、文言を続ければ２条が１本

でできるんじゃないですか。 

○大桃会長 ここのところは、皆さんの意向はそれほど違わないかと思いますので、事務局のほ

うでまた少し整理していただくということにしたいと思います。 

それにかかわって、真ん中に挟まれている⑩「研修」のところですが、「委員就任時には、任命

する教育委員会が研修を実施すべきである」ということなので、この検討委員会としては、教育

委員会のほうに実施を求めている形のものになりますが、ここのところは、「研修を行うことがで

きる」という形じゃなくて、積極的にやってほしいという形で私たちのまとめを出すのかどうか

ということになりますけれども、いかがでしょうか。 

○伊藤委員 研修といいますと、何回やるとか何時間やるとか、どんな内容でやるとか、そのと

らえ方によって多分賛成と反対が出ているのかなと思います。年間４回も５回もシリーズ物で組

んでというよりは、学校運営協議会はこういうものですよという最初のガイド的なもの、余り押

しつけがましくならない研修を、どちらかといえばイメージしている感じです。 
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○大桃会長 出された委員等からの意見のところもありますけれども、実際にこの学校運営協議

会の委員に選ばれても、制度自体が、私たちも７月から検討してきまして、だんだんとわかって

きたところがありますが、最初の人はどうしても説明が必要かと思います。ですので、今ご指摘

がありましたように、就任に当たっていろいろ説明会、それを研修とあらわすかどうかはまた別

だと思いますが、研修に当たるような説明会を設けていくということになるかと思います。 

○平井委員 「研修」という条項が必要かどうかということですね。こういう委員会ができると

きは、説明があったりするのは当たり前ですからね。 

○大桃会長 これも、下にありますように、私たちの中での、教育委員会が必要に応じて委員に

対して研修を実施すべきであるという意見を受けて、こういった形でまとめていただいたもので

すが、あるいは説明会のような表現に変えるのもありかなと思いますが、いかがでしょうか。私、

実際に説明会は必要だと思います。制度の趣旨だとか、文京区としてはなぜこういったものにし

たのかとか、そういったのはどうしても必要かと思います。 

○美谷島委員 地教行法では、教育委員会の所掌事項として、教科書採択にかかわることとか、

いろんなことが書いてありますね。ああいうふうに学校運営規則の中に、教育委員会はこのこと

を行うといって書くという表現はできないですかね。例えば研修を行うとか。 

○大桃会長 それは恐らく、この委員会ではなくて、もともとの教育委員会のほうでの検討事項

ということになるんだと思いますけれども、私たちとしては、検討結果の報告の中で、こういっ

た規定を盛れば、もちろん私たちが盛らなくても、教育委員会が必要と判断すれば、そういった

説明会等は十分できるんですが、私たちとしては、最終報告の中で、こういった規定を盛って、

ぜひやってくださいという形で教育委員会にお願いといっても変ですが、そういったことを入れ

るような形で規定をつくってくださいということになるかと思います。そうした場合に、教育委

員会の中でもいろいろの規程があるのだと思いますけれども、このコミュニティ・スクールの立

ち上げに関する規程の中に、研修ないしは説明会の規定も盛り込んでくださいというのを私たち

からの希望として出す形になるかと思います。ぜひこれを入れてもらうのはいかがでしょうか、

説明会。 

（はい） 

 それから、⑪「指定の取り消し」は、先ほどありましたように、必要な規定で、なおかつ親規

定にもありますので、よろしいでしょうか。   

（はい） 
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 それから、他の制度との関係でありますが、ここのところ、まず「学校運営連絡協議会」、つま

り学校評議員ですが、「組織の簡素化、学校側の省力化のためにも、可能な場合は統合することが

望ましい」ということで私たちの意見をまとめるということでよろしいでしょうか。 

（はい） 

 それから、「学校支援地域本部」ですが、「学校支援地域本部の運営及び学校運営協議会との連

携方法等については、各学校の状況に合わせて、柔軟に対応すべきである」。現在は文京区の場合

は全部の学校に置かれているわけではなく、中学校の場合はまだ置かれていないので、そこはそ

れぞれの学校の状況に応じてやっていただくということですが、よろしいでしょうか。    

（はい） 

 ③「学校関係者評価委員会」。「学校運営協議会を含む学校全体をコミュニティ・スクールとし

て評価の対象とすべきであり、評価する組織は独立して存続すべきである」というところを私た

ちの意見としてまとめるということでございます。ここもよろしいでしょうか。   

（はい） 

 それをまとめたところが 12 ページの図になりまして、その裏が、４「おわりに」というところ

でございます。最後に、私たちの意向をまとめた形になりますが、ちょっと読んでみます。 

  「学校運営協議会制度の導入は、文京区として初めての取り組みであり、委員となる保護者・

地域住民や、当該モデル校の教職員等の理解をより深めていくためにも、初年度の進め方が非

常に重要である。また、初年度にあたる 23 年度当初においては、教育課程の編成等の基本的な

方針が既に決定しているため、学校運営協議会の主な活動は 24 年度に向けた取り組みが中心と

なってくる。したがって、モデル校での初年度の運営については、ある程度準備期間と捉えて

慎重に進めていくべきである。 

  各モデル校においての最初の取り組みとしては、委員間で共通認識を深めるための話し合い

を行い、学校の現状を踏まえて、良い点や改善すべき点の検証、把握に努めるとともに、必要

に応じて部会等の設置も検討し、それぞれの学校で実態に合わせた組織体制や活動方法を考え

ていくことも必要である。 

  本検討委員会としては、学校運営協議会制度の導入により、保護者及び地域住民その他の関

係者の理解を深めるとともに、これらの皆さんとの連携及び協力により、開かれた学校づくり

が推進されること、さらには、子どもたちのより良い環境づくりに資することを希望するもの

である。」 
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という終わりの文言ですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。   

（はい） 

 そうすると、一通り検討してきましたが、ここまでのところ、前を振り返ってみて、あそこの

ところをこうしたらよかったとかありますでしょうか。 

○美谷島委員 12 ページのイメージ図ですが、さっき評価のことは触れるという結論でしたか。 

○大桃会長 触れないです。 

○美谷島委員 そうすると、ここの学校関係者評価委員会は消えるということですか。 

○大桃会長 いえいえ、私たちが触れないということは、学校関係者評価委員会はそのまま残る

ということです。 

○美谷島委員 残る。そうすると、学校関係者評価委員会から、文京区教育委員会への矢印がな

いと思うんです。 

○大桃会長 学校関係者評価委員会は、校長先生が委嘱する形になりますので……。 

○美谷島委員 ただ、ここの評価委員会は文京区教育委員会に報告をしますよね。 

○大桃会長 学校関係者評価を行った結果を教育委員会に校長先生のほうから報告することに

なるのかな。ちょっと、私、規定が手元にないですけれども、そうだと思います。学校の自己評

価、自己点検が法律で義務づけられていまして、学校関係者評価は努力義務の規定になっている

のですけれども、その結果を設置者に報告するという形になっていますので、校長先生のほうか

ら報告することになるかと思いますが。もし間違っていたら、ごめんなさい。 

○伊藤委員 それでよろしいかと思います。 

○大桃会長 ポイントは、私たち学校運営協議会は、学校の評価にはかかわらないで、それは別

途にやってもらうというところでございます。よろしいでしょうかね。   

（はい） 

 それでは、随分検討していただきました。きょういただいたご意見も含めて、もう一回事務局

のほうで点検し、それを 12 月の委員会で検討ということになりますが、もう一度また、皆さん帰

られて、あそこはやっぱりこうしたほうがいいんじゃないか等ありましたら、事務局のほうにま

たいろいろ意見をお願いいたします。 

  

第３ その他 

○大桃会長 議題なんですが、その他、私のほうはありませんが、皆さんのほうで、その他、何
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か検討すべきことがありますでしょうか。 

○下山委員 教育委員会にお願いしたいんですけれども、今、先生たちが非常に受難のときを迎

えていますので、その中でこういう大きな事業をするときに、ここにいらっしゃる校長先生お３

方を含め、何かあったときに、先生たちがやりやすい環境づくりのために、教育委員会がご尽力

いただければ幸せだと思います。 

 以上です。 

○大桃会長 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、事務局のほうから連絡等ございましたら、お願いします。 

○教育改革担当課長 事務局から連絡事項です。次回の第４回の検討委員会ですが、12 月中旬ご

ろを予定しております。日程のほうは調整して決まり次第、改めてご連絡いたします。 

 次回は、先ほどお話ありましたように、今回の素案を報告書案といたしまして、主だったとこ

ろの修正と委員意見を抜粋して、多分後ろのほうに寄せておつけするような形になると思います。

それから、“○”のところだけがギュッと圧縮された形で報告書というイメージで第４回の資料は

作成したいと思っております。 

なお、今回、今お話にありましたように、ご意見がある方は、11 月５日金曜日までメールもし

くは郵送でご連絡ください。郵送で提出をご希望の場合には、きょう封筒を用意してありますの

で、お帰り際に事務局のほうにお声かけしていただければお渡しすることができます。お尋ねく

ださい。 

きょう席上に用意しておきました、第２回のときに引き続き置かせていただきました参考資料

を持ち帰って見たいという方はお持ち帰りいただいて結構ですが、置いていっていただければこ

ちらでお預かりして次回お配りするという形をおとりしますので、そちらのほうは適宜、お持ち

帰りにならない方は机の上に置いていってください。 

事務局からは以上です。 

 

第４ 閉会 

○大桃会長 それでは、よろしいでしょうか。 

 では、時間にもなりましたので、本日の会議はこれで閉会といたします。どうもありがとうご

ざいました。 

（20:33） 


