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第１ 開会 

（18:35） 

○大桃会長 出席予定で、まだいらっしゃっていない方がいるようですけれども、時間が来まし

たので、始めたいと思います。第４回検討委員会を開会します。 

 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 事務局より報告させていただきます。本日、欠席のご連絡をいただいてい

ますのが、区立中学校ＰＴＡ連合会代表の市野瀨委員、区立中学校長会代表の第六中学校長の美

谷島委員の２名でございます。出席の予定は、19 人中 17 人となっております。現在、３名の方

が遅れていますが、追って、いらっしゃるものと考えられます。また、本日は、青少年委員会代

表の金海委員が所用のため早退されると伺っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○大桃会長 続いて、本日の資料の確認をお願いします。 

○教育改革担当課長 事務局からご説明いたします。事前送付させていただいた資料です。きょ

うの検討委員会の次第と、資料第 13 号といたしまして、学校運営協議会指定検討委員会検討結果

報告（案）というものをお送りしています。また、横書きの、資料第 13 号の補足といたしまして

報告書（案）修正一覧というものを送らせていただいております。事前に送らせていただいた書

類はこちらの３点になります。 

 本日の注意点をもう一度説明させていただきます。お時間をお借りします。今回も、前回同様、

マイクのついている部屋になっております。前回と同じ要領になります。手前のボタンを押して

いただきますと、マイクに赤いランプがつきますので、赤いランプがつきましたら、ご所属とお

名前をおっしゃっていただいてご発言ください。発言が終わりましたら、マイクのボタンを押し

て赤いランプを消して、マイクが切れたことを確認してください。 

私からは以上です。 

○ 大桃会長 皆さん、資料のほうは大丈夫でしょうか。 

（はい） 

 

第２ 報告書（案）について 

○大桃会長 それでは、本日の議題に入ります。 

 本日の議題は、報告書（案）についてです。前回の会議での意見を反映して修正いただくとと
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もに、事務局での見直しの結果も含まれています。さらに、意見等は付属資料という形でまとめ

られています。 

 最初に、報告書の形式の変更と、前回ここで出された意見から修正した部分を資料に基づいて

事務局から説明をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 事務局よりご説明申し上げます。 

まず、資料第 13 号の報告書のほうになります。形式は、今、会長のほうからお話がありました

ように、前回に意見として本文に入っていたところ、報告書の例えば５ページをお開きください。

第３回で素案として出したときには、５ページ以降の項目１つ１つについては、「・意見」の形で

委員の皆さんのご意見をそのままその下に羅列するような形で記載しておりました。今回、最終

の報告案としてまとめておりますので、そちらの記載した部分につきましては、その後ろ、10 ペ

ージになります。会議等での主な意見ということで、付属資料という形でまとめさせていただき

ました。また、この際に、前回素案においては、本体のほうに入れていたものですから、言葉が

重複していたり、長かったりしたところを一部割愛させてもらっていました。今回は、会議等で

の主な意見ということで付属資料にいたしましたので、そちらのほう、もとの言葉により近い形

で掲載させてもらっています。ごらんになっていただいてわかるかと思うんですが、こちらの資

料、網かけがところどころしてあります。この網のかかっている分が、素案から案に変えたとき

の文字を訂正した箇所ということになっています。 

それと、もう１点ですが、表紙をおめくりいただいて、目次のほうを見ていただければと思い

ます。素案の段階では１から４までのところをお示ししていましたが、今回は付属資料といたし

まして、委員会等での意見、今お話ししたところです、こちらの部分。それから、付属資料２と

しましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律ということで、学校運営協議会の法律の

もともとの部分を抜粋したものをつけてございます。付属資料３では、この検討委員会の設置要

綱。付属資料４として委員の皆様方の名簿。付属資料５として、20 ページのところになりますが、

学校運営協議会、今までどのような回数で検討してきたか、また視察に行ってきたところという

ことで、検討経緯としてまとめました。それと、参考といたしまして、各学校において、校内準

備委員会を開催していますので、そちらの開催状況も一緒にこちらのほうでまとめて記載してお

きました。 

 それでは、前回の第３回のときにお示しした素案から変更した点についてご説明申し上げます。

今ご覧になっていただいている資料第 13 号の報告書と、こちらの横書き、資料第 13 号の補足、
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両方用意していただきたいのですが、今回、文言訂正、細かいところも行ったものですから、網

かけ部分、本体かなり多くなってしまいました。申しわけございません。こちらの報告書修正一

覧では、前回のどのような趣旨を踏まえて修正したかということをまとめてございます。 

 まず、この修正一覧のほうでご説明をしますので、そちらと報告書のページを相対するように

見ていただければと思います。 

 修正一覧の１にありますように、第３回の指摘事項です。まず初めに、報告書の１ページの 21

行目になります。中段に当たるところです。前回、今回のコミュニティ・スクール、こちらを導

入する前まで、文京区ではどのような形で地域と学校の協働を検討してきたか、その背景という

ところで記載していましたが、今まで行ってきたことを余りにも淡々と記載し過ぎて、努力をし

てきていることとか、法的な義務もないけれども文京区では真摯に取り組んできた、そういうと

ころがちょっと伝わり切らないのではないかというご指摘を受けまして、本日お休みなんですけ

れども、美谷島委員のほうからご指摘いただいた内容を参考にさせてもらいながらつくり直した

ものが修正後の案になっております。こちらのほうで、もとの原文に加筆いたしまして、今まで

の経緯をより丁寧にご説明したということでまとめました。 

 続きまして、報告書５ページの一番下、（２）①の三のところになります。こちらにつきまして

は、前回議論になりました“コミュニティ・スクールを指定するときの要件”のところです。５

ページの一番下です。「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」、こちらの

表現の文言がいい切りの形になっていて、これからコミュニティ・スクールをつくっていく委員

の方等にお話をしていく際に、余りにも、あるべきのような形で、書くとすると、言い過ぎでは

ないかというご指摘を受けました。これでは、話を聞いた委員を引き受ける方が憶してしまう心

配もあるので、みんなでよりいいものをつくっていきましょうという表現に直せないかというご

指摘を受けて直した点になります。前回のときにも、ほかの区の規則を参考に、このように直し

たらいかがかというお話がありましたので、それを参考に修正させていただきました。 

 続きまして、報告書の６ページの 38 行目になります。（４）①の二のところになります。こち

らのほうは、前回、「学校運営方針に関すること」と書いていましたが、学校運営方針というのは

余りにも意味が広過ぎてちょっとわかりにくい、何のことを指していますかというご指摘を受け

まして、そちらのほうを、より学校での現状に即した言葉に書き直すということで見直しをさせ

てもらいました。「学校経営計画に関すること」という形で今回表現させてもらっています。校長

先生がおつくりになります学校経営計画、これに対して基本的な承認を受けていくという形にな
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ります。従前の「学校運営方針」といってしまいますと、かなり広い意味となり、ほかの二以外

のことも含まれてしまうのではないかという混乱が生じましたので、こちらの表現に改めさせて

もらいました。 

 その次、報告書の７ページの（５）の⑨になります。「教育委員会の指導・助言」という項目で

す。こちらにつきましては、前回、「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」と書いたところは、この表現でいくと、まるで教育委員会の指揮監督のもとにコミュ

ニティ・スクールが運営されるようにとられてしまうのではないかというご指摘を受けて見直し

たものです。そちらのほうに修正した後のものが書いてあります。 

 続きまして、８ページになります。こちらのほうは、前回の指定検討委員会が終わった後に、

ご意見がある方は期日を決めてお願いしますといったときに、後日提出された意見になります。

８ページの 10 行目、（６）の②、学校支援地域本部の説明になっています。学校支援地域本部は

全校に設置しているわけではありません。また、第２回目のときに、事務局のほうからご説明し

ましたとおり、コミュニティ・スクールがある学校もあれば、学校支援地域本部を設置する学校、

設置しない学校、いろんなパターンがこれから考えていけますねというご説明をさせてもらいま

した。その趣旨を踏まえますと、前回の表現を用いますと、学校支援地域本部があたかも全部の

学校に既に設置されているようにとられてしまうのではないかというご指摘を受けまして、そち

らの表現を修正させていただきました。 

 これに伴いまして、そこの下にあります８ページの図の学校支援地域本部の中にも、現在の状

況、「小学校８校に設置」という表現も追記することによって、学校支援地域本部がある学校、な

い学校、両方において、これからコミュニティ・スクールを検討していくことができるというニ

ュアンスを持たせました。 

 第３回の指定検討委員会で出たもの、後日いただいた意見によって修正したところは以上にな

ります。 

○大桃会長 報告書の形式上の変更と、前回のこの検討委員会での指摘を受けての修正部分につ

いて説明いただきました。 

 まず、形式のところで何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（はい） 

それでは、内容の修正について、前回のこの検討委員会で、あるいはその検討委員会の後に委員

の方から寄せられた意見を踏まえての修正ですけれども、同じように意見、質問等ございますで



 6

しょうか。 

 前回の検討を踏まえて、表現も随分修正していただいて、この検討委員会での検討がよりよく

あらわれる形になったと思っております。よろしいでしょうか。──特にないようでしたら、い

ろいろ文言等、事務局のほうで修正等を加えていただいたところのご説明をお願いいたします。 

○教育改革担当課長 続きまして、事務局からご説明申し上げます。横書きの修正一覧の２ペー

ジをごらんになってください。 

 まず初めに、２といたしまして、項目の修正を行いました。前回、こちらの項目、今回でいい

ますと、目次のところをご覧になっていただくと一番わかりやすいんですが、修正前は、どのよ

うなカテゴリーで、どのような区分でまとめてみましたというご説明をする関係もありまして、

「はじめに」「検討にあたって」「検討結果」「おわりに」という単純な分けで、こちらの項目立て

をしておりました。今回、報告書としてまとめていくに当たりまして、本文に書いてある文章の

意味をとらえて、そこの項目の名前を修正させていただきました。前回、「はじめに」とさせてい

ただいたところは「学校運営協議会制度導入の背景」、前回、「検討にあたって」といっていたと

ころは「学校運営協議会設置の流れ」、副題としまして「～コミュニティ・スクールの指定～」、

そして３番目の「検討結果」、副題が「～文京区における学校運営協議会について～」というとこ

ろを、今回、「文京区における学校運営協議会の仕組み」、そして前回、４の「おわりに」として

いたところは、皆さんのメッセージ性が強い文章ですので、「～円滑な実施に向けて～」という副

題をつけさせていただきました。 

 こちらのほうは、報告書をまとめるに当たって、項目を事務局で見直しさせていただきました

ので、きょう皆さんからご意見をいただければと思っています。 

 また、このほかの表現で、３以降に書いてあります表現の修正等という形でまとめてございま

す。こちらは、いい回しをちょっと直したとか、現在形と過去形を直した、言葉の本来の意味を

とったときに、より正しい言葉はこちらではないかというところを直したり、日本語的に言葉が

足らなかったのではないかというところ、表現が一致してなかったところ、そこら辺のところを

中心に直させていただきました。２ページから４ページにわたってまとめて記載してございます。 

重立っては大体そのようなところですが、４ページに書いてあります８ページの修正事項のと

ころだけ、少し説明させてもらいます。 

 本文８ページが、「他の制度との関係」というところを記載している文章になっておりまして、

前回は、「他の制度との関係」というところで、いきなり学校運営連絡協議会、学校支援地域本部、
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学校関係者評価委員会と、すぐに結論を羅列していました。実はその前のところは、これからつ

くろうとしています教育委員会の規則に相対するように進んでいますが、この（６）になります

と、仕組みとしてどういうふうにしたほうが望ましいということを説明しているところになりま

す。こちらを唐突に始めるよりは、ほかの制度との関係をまとめさせてもらった理由ということ

で導入部分をつけ加えさせていただきました。一応読み上げます。「文京区立の学校には、既に、

学校運営連絡協議会、学校支援地域本部（平成 22 年４月現在８校に設置）、学校関係者評価委員

会が設置されている。これらの組織について、それぞれの役割や委員構成等を考慮すると、学校

運営協議会が設置された場合には次のように整理することが望ましい」という形で、３点、皆様

から意見をいただいたところをまとめさせていただきました。 

 また、このほか、こちらのほうには抜粋しませんでしたが、「次に」と「以下に」がまざってい

たところを統一したとか、委員の意見を後ろに持っていった関係上、引用しているページや項目

がずれたところを修正したとか、「である」調であったところを「です、ます」調に直しましたと

か、そのようなところもございますが、今回こちらの一覧表には入れてございません。簡単な語

句やいい回しについての不統一は適宜修正させていただきました。  

 重立って修正したところになりますと、表現方法と、あと、項目ということになりますので、

皆さんのご意見をいただければと思います。 

 私からは以上です。 

○大桃会長 事務局での修正について説明をいただきましたけれども、この点について、皆さん、

ご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

 特にございませんか。よろしいでしょうか。 

（はい） 

 私たちがずっと検討してきたものが、検討結果報告という形でまとまりましたけれども、これ

でよろしいでしょうか。 

（はい） 

 そうしますと、私たちの検討も、次の議題はもちろんありますけれども、ここで一段落という

ことになります。事務局のほうには、いつも丁寧な資料をつくっていただき、先進事例の視察の

機会もつくっていただいて、どうもありがとうございました。委員の皆様には、視察にも加わっ

ていただき、あるいはここで活発に意見等出していただいて、ご検討いただき、どうもありがと

うございました。委員長としてお礼申し上げます。 
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第３ 校内準備委員会の状況について 

○大桃会長 それでは、それを踏まえまして、次の議題になります。次第の３番目、校内準備委

員会の状況についてです。 

 最初に、誠之小学校の西田先生から準備委員会の状況について、少しご説明をお願いします。 

○西田委員 誠之小学校の校長、西田でございます。今般、検討委員会の報告、大きな修正があ

ったということではないので、前半にいただきました報告内容を受けて、校内のほうでは次年度、

立ち上げにかけての準備を今しているところでございます。 

 細部にわたってまだ確定しているわけではございませんけれども、初年度にかかっては本校が

コミュニティ・スクールとして立ち上がっていく中で、運営上のことであるとか、内容のことで

あるとかの精査をして、よりきちんとした形での立ち上げに向けた準備も含めたそういう学校運

営協議会を設置していこうと今考えております。 

 具体的には、指定を受ける前ですが、事前の委員さんとしての候補者選定であるとか、このよ

うな形で整理ができるのではないかという既存の組織あるいは協力者の方々を整理統合したよう

な運営図というか組織図、そうしたものの検討を今しているところであります。 

 ただ、これはまだ校内のレベルでの話でございますので、この先関係していただける方々のほ

うに、もう一度ご案内を差し上げて、例えばＰＴＡ保護者の関係の方あるいは地域の方、こちら

に出ていただいている委員の方々、そうした方々ともう一度検討をしてきれいにランディングで

きるような、運行がスムーズに行けるような準備を今しているところであります。 

 組織体として動いていくのは、もちろんこの次の４月からなんですけれども、今申し上げたよ

うなことがありますので、当初の委員にかかっては、少し少数で出発をしていって、本格的な運

行になる 24 年度からは、来年度検討したところの陣容をもって新たな出発をしていく、そのよう

なイメージで進めているところです。 

 職員のほうには、学校運営協議会制度にかかっての内容、周知もしましたし、また検討のメン

バーとして本校に既にあります教員の企画委員会がそこで代行して、逐次会合を持っているとこ

ろであります。 

 また、委員会の報告とは違うんですけれども、本年、誠之小学校 135 周年記念の年に当たって

おりまして、式典の折あるいは祝賀会の折に、ご参会いただいている方々には、次年度から本校

が学校運営協議会、コミュニティ・スクールとしての新たな出発をするというアナウンスをさせ

ていただいたというところでございます。 
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 以上です。 

○大桃会長 では、続いて、音羽中学校の不破先生、お願いします。 

○不破委員 音羽中学校、不破でございます。よろしくお願いいたします。本校の校内準備委員

会の状況でございますが、いただきました検討結果報告の 20 ページのほうに校内準備委員会開催

状況として、事務局のほうで丁寧におまとめいただきました。そこにあるとおりのスケジュール

でここまで、そこに書いてあるような議題を通しまして準備を進めてきているところでございま

す。 

 そこを見ていただければわかるのですが、校内の準備に関しましては、具体的なことというよ

りは、新しいシステムということでございますので、本校においてここで検討されている内容を

しっかりと校内で制度理解をし、今後どういうふうに進めていくかというスケジュールの確認な

どを中心にここまで行ってきております。 

 今後につきましては、この素案をもとに、検討結果をもとに、教育委員会のほうでまたスケジ

ュールが示されることと思っております。それに基づきまして、さらに具体的な準備、例えば委

員の任命であるとか、検討であるとかいったことについての準備を具体的に進めていきたいと考

えております。 

 先ほど西田校長先生もおっしゃいましたが、本校におきましても、23 年度は初年度ということ

で、委員の皆様の数を余り多人数にしないで、十分な意見交換や本校の教育活動への理解を深め

ていただくといったスタンスで始められればいいかなと思っております。 

 また、この検討委員会報告の３ページにありましたように、音羽中学校がモデル校として選定

された意義をよく踏まえまして、新校として十分に意見を把握し、協力を得られるような協議会

になるような準備を今後さらに具体的に進めていければと思っております。 

 現状、今のようなことでよろしゅうございますでしょうか。 

○大桃会長 きょう私たちがまとめた検討結果報告、これを教育委員会に報告し、教育委員会の

ほうでご検討いただき、それを踏まえて新たな規程ができて、正式に指定があり、学校運営協議

会が立ち上がっていくということになるのかと思います。誠之小学校と音羽中学校には、その立

ち上げのところをぜひよろしくお願いいたします。 

 ３の校内準備委員会の状況についてはここまででよろしいでしょうか。 

（はい） 
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第４ その他 

○大桃会長 では、４はその他ですけれども、皆さんのほうから何か議題等ございますでしょう

か。よろしいでしょうか。 

 なければ、事務局のほうから連絡等お願いいたします。 

○教育改革担当課長 事務局のほうから連絡申し上げます。今後のコミュニティ・スクールの設

置までの手続、今簡単に会長のほうから概略お話しいただきましたが、報告書の４ページにもま

とめてあります。これからになりますと、報告書の４ページにありますとおり、まず皆さんから

検討結果の報告をいただきまして、今後東京都の教育委員会との事前協議を行うとともに、この

報告書の趣旨を踏まえまして、文京区の教育委員会では規則を制定していきます。 

 コミュニティ・スクールの指定につきましては、平成 23 年４月１日を目途に、今回この検討委

員会の中でも指定期間４年というお話が出てきていますので、このような形ですと、４月１日を

区切りとして設置できればという形で今は検討しております。こちらのほうは、東京都の事前協

議前ですので、あくまでも今は予定ということで、23 年度からコミュニティ・スクールを始める

ということには変わりございませんので、そのようなスケジュールで考えていきたいと思ってい

ます。 

 また、先ほど両校の校長先生からもお話がございましたように、モデル校におきましては、校

内準備委員会、今回 20 ページにまとめさせていただいたのは、今現在までの状況になりますが、

欄外に書かせていただきましたように、こちらの校内準備委員会のほうは、各モデル校に学校運

営協議会を設置するまで検討は続いてまいります。ですから、私ども教育委員会のほうも、校内

準備委員会と連携いたしまして、設置までの準備を行っていきたいと思っています。モデル校の

代表委員の方には、皆様のほうにはまた引き続きご協力をお願いすることがあると思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 事務局からの連絡事項は以上です。皆様ありがとうございました。 

 最後に、よろしければ、このたびは委員としてこの検討会に参加しておりますが、教育推進部

長の原口のほうから皆様にごあいさつさせていただければと思っております。よろしいでしょう

か。 

○原口副会長 今ふと思い立ったんですが、これで一応最終になりますので、私のあいさつの前

に、皆様方から一言ずつ感想というか、会長の了承も得ずに今思い立ったんですが。 

○大桃会長 そうですね。これからの運営協議会のあり方についての希望も含めてと思いますが。 
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○渡辺委員 私、ところどころで欠席したので、申しわけなかったんですが、この中で 13 ペー

ジの部会の設置というところがあります。この部会の設置というのがちょっとわかりにくいんで

す。詳しく説明していただければと思います。 

○教育改革担当課長 それでは、事務局のほうから補足の説明をします。ごらんいただいている

13 ページは委員の皆様の意見を抜粋しているので、ちょっとおわかりにくいところもあろうかと

思います。本文のほうになりますと、部会設置に関しましては、７ページの（５）の⑥に入って

おります。そちらに記載してありますとおり、「学校運営への参画を促進するため、必要に応じて

設置できるようにすることが望ましい」というのが、今回の検討のまとめになっております。こ

の部会という形がどういう形で機能していくかというところは、なかなか難しく、今の時点では

っきり申し上げることはできないんですけれども、事務局の勝手な発言ということで受けとめて

いただければ、例えば広報するような委員会とか、今まで視察に行ってきた学校で地域と保護者

と学校をつなぐような活動がありましたので、そのような活動を何らかの部会という形で設置し

ていくとか、そのようなところを想定してここのところのご意見をまとめさせてもらったところ

です。 

○渡辺委員 ありがとうございました。 

○大桃会長 私たちは全体を取りまとめましたけれども、学校運営協議会はそれぞれ学校ごとに

いろいろの形があると思いますし、その特色があらわれるところの１つがこの部会の置き方かと

思っております。 

 続いて、平井委員さん、お願いいたします。 

○平井委員 私、これまでにも申し上げてまいりましたが、この協議会が設置されまして、先生

方がうまく教育がやれるようになることが基本じゃないかなと思います。同時に校長先生もやり

にくくなってしまうとつまりません。要するに、子どもたちにプラスのことがあるということが

第一目的で、これが初めで、しかも終わりかなと思っておりますので、そういう方向でこの協議

会を立ち上げられればいいかなと切に願っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○古沢委員 小学校長会並びに明化小学校の校長の古沢と申します。今回の学校運営協議会に期

待するものの根底には、自分たちの地域の教育は自分たちの手でという地域住民の意識の高揚が

なければ実現しないものだと思いますので、こういったことを実現する上での期待としましては、

地域の皆さんの教育に対する関心が高まり、なおかつ学校の校長を初めとする教職員に対するバ

ックアップ体制みたいなのが盛り上がってきていただけるといいなと思っております。 
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○大桃会長 委員として西田先生。 

○西田委員 誠之小学校の西田でございます。私どものほうの学校は、かつてもお話し申し上げ

ましたけれども、大変地域が成熟しております。もともと、こうしたコミュニティ・スクールの

ご指定をいただくまでもなく、協力関係であるとか、地域とのかかわりにかかっては、非常に濃

密なものがございますので、それを整理していくという意味で、いい機会をいただいたのかなと

思います。また逆に、そうしたことをしっかりと明文化して、アピールしていくということは私

どものほうにもまたもう１つ引き締めの機会としてもいいものになるんじゃないかなと思います。 

 ただ、このことによって、今の教育活動が後退したり、関係が悪化したりとか、そういったこ

とがないようにしていくために、やはり立ち上げの時期にしっかりしたものにしていきたいなと

思っております。 

○大桃会長 続いて、不破委員、お願いします。 

○不破委員 音羽中学校、不破でございます。よろしくお願いいたします。先ほども申し上げま

したが、本校がモデル校として指定されたというところをもう一度しっかり読み直し、その目的

に向けて一歩一歩地道に進めていければと思っております。 

 なかなかすぐにという形が難しい部分もあろうかと思いますが、焦らず慌てず一歩ずつ進むよ

うな心構えで取り組んでいければと思いますので、今後ともご指導よろしくお願い申し上げます。 

○大桃会長 上野委員、お願いします。 

○上野委員 区立幼稚園園長会会長、そして千駄木幼稚園園長として参加させていただきました。

私ども幼稚園は、学校教育法ということで小・中学校さんと同じように教育活動を進めるという

ところで位置づけられております。 

 子どもを取り巻く環境が本当に変わってきて、幼稚園そして小学校、中学校だけでは子どもが

健全に育つことはとてもできない、やはり保護者の皆様、地域の皆様のお力をいただきながら子

どもたちを育てていくことがこれからの方向性だということを私は学ばせていただきました。幼

稚園も、このような小・中学校さんと同じような道筋を歩んでいくのではないかなということで、

これから幼稚園が進むべき姿もイメージしながら参加させていただきました。 

 ２校の先生方にはぜひ成功させてもらって、幼稚園もその後に続きたいと思っております。ど

うもありがとうございました。 

○大桃会長 続いて、伊藤委員さん、お願いします。 

○伊藤委員 ここまでのご議論本当にありがとうございました。私は、文京区２年目でございま
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すけれども、率直な感想を申しますれば、区民の方々の学力に対する非常に熱い思い、ただ学力

論のみならず、徳育、心の面、健康、体力、バランスのよい子どもたちを将来に向けて育ててい

ってほしいという非常にバランスのいい意見をいただくことが多いなと思っております。 

 幸い文京区は、大桃先生もそうなんですけれども、人的にも、また教育環境としても恵まれた

状況にあります。そういった中でこういったコミュニティ・スクールを始めることは、学校にと

っても、また地域の方にとっても、できるだけ負担をそれぞれが持ち合うことがないように、か

つ住民の方々の意見を十分に学校教育に反映させて、いい教育をつくり上げていくいいシステム

にこれからしていかなきゃならないのではないかと思っております。 

 私どもそういったことを進めていくのを楽しみに頑張ってまいりたいと思います。これからも

ご協力よろしくお願い申し上げます。 

○大桃会長 では、曵地委員、お願いいたします。 

○曵地委員 庶務課長の曵地でございます。学校現場におきましては、日々事務が輻輳して、事

務量が毎日増加して、先生方が本来の教育活動になかなか専念できない状況にあるということは

十分承知しております。このコミュニティ・スクールが学校支援地域本部と一緒になって、地域

で学校を支援して、先生方の負担を少しでも軽減できるように有効に機能することを期待してお

りますとともに、そのために今回非常に有意義な議論ができたのではないのかなと思っておりま

す。どうもありがとうございました。 

○大桃会長 では、高橋委員、お願いします。 

○高橋委員 父母連の高橋です。今回は、保育園の代表という形で参加させていただきました。

私、もともと神奈川県に住んでおりまして、主人の仕事の関係で引っ越しを考えたときに、都内

でどこが子どもにとっていい環境かということでいろいろ探しまして、もともと地方出身なので

都内のことは余りわからなかったんですけれども、やはり文京区が子どもにとっては環境がいい

という評判を聞きまして、どうしても文京区で子どもを育てたいという思いでこちらに引っ越し

てまいりました。 

 学校だけで学べることと、学校に対して、保護者であり、地域の方々が協力をするということ

によって学べることと、いろいろ違ってくると思います。やはり人間としての人間力を子どもに

はつけてほしいと思いますので、このコミュニティ・スクールが子どもたちにとって本当により

よいものになることを心から望んでいます。ありがとうございました。 

○大桃会長 続いて、三嶋委員さん、お願いします。 
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○三嶋委員 区立幼稚園ＰＴＡ連合会から参りました三嶋です。コミュニティ・スクールのモデ

ル校になっています誠之小学校に現在２年生の娘と今度の春、新１年生としてまた娘がお世話に

なる予定でおります。 

 コミュニティ・スクールが発進するときに、新１年生としてお世話になる子どもたちに、この

コミュニティ・スクールがよりよい成果となってよい影響が行く経過を見届けながら子育てをし

ていけるのはとても幸せなことだなと思っています。また、陰ながらこの組織が成功してずっと

続いていってくれるように応援していきたいと思っています。西田先生、よろしくお願いします。 

○大桃会長 続いて、下山委員さん、お願いします。 

○下山委員 音羽の下山です。私は胸が張り裂けそう。やらなきゃいけないという気持ちと急速

に進んで来て、現実に本校の現状を考えると、誠之さんのように、学校支援地域本部のような地

域と密接しているものが、まだできて２年目で何もありません。それをこれから１つ１つ、もう

校長先生ともども町会に回ったりいろいろして、ステップ・バイ・ステップで歩んできているわ

けですけれども、土台を固めないとなかなか難しい。でも、やらなきゃいけないというので、ノ

ミの心臓でございますので、胸が張り裂けそうで、そんなに短時間ではこれは完成するものでは

ない。でも、やる以上は、校長先生たちと協力しながらしっかりしたものをやらなきゃいけない

という気持ちで、胸が張り裂けそうです。 

○大桃会長 続いて、原田委員さん、お願いします。 

○原田委員 前回と前々回欠席をいたしまして、大変に申しわけございませんでした。地域の住

民の方の声を反映して、また教育の現場に生かしていくという仕組みは、大変にいいことだと個

人的には思っております。その上で、誠之小学校の場合は、先ほども校長先生のほうからありま

したとおり、学校支援地域本部や、ＯＢの方、保護者の方の意識も大変に高い中で、どういう仕

組みで、またどういう方に参加をしてというその辺は、非常に苦心をされているんではないかな

と思いますけれども、伝統のある学校でございますので、順調に走り出していくことをしっかり

祈りながら、また微力ながら尽くしてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。 

○大桃会長 では、西住委員さん、お願いします。 

○西住委員 区立小学校のＰＴＡ連合会の代表として参りました西住です。最初は、私も勉強不

足でこの会に参加させていただいたので、コミュニティ・スクールというものがどういうものか

よくわからず、どういう働きを持っているかということだけ読むと、それこそ人事権がある、何

かすごい団体ができるんじゃないかと思ったり、あるいはまたＰＴＡとしては、新しい会議がふ
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えて大変になるなと、そっちのほうを気にしたところですが、実際にこういう会合に参加して、

あるいは世田谷区でうまくいっている東玉川小学校で実際に動いている現場の話を聞きますと、

学校にとっても、我々保護者にとっても、地域にとってもコミュニティ・スクールというのは非

常にいいものではないかと思えてまいりました。 

 検討委員会のほうでこうやってつくってきたもの自体は、非常に洗練されてわかりやすいもの

になったと思いますので、伝統のある誠之小学校、新設である音羽でうまくいって、ほかの小学

校、中学校もぜひまねしたい、それを取り入れたいというふうになればよいかと思います。 

 これからどうなるかということなんですけれども、私は湯島小学校の代表ですが、うちでも、

伝統というか地域と密着した小学校ではございますが、ぜひコミュニティ・スクールを取り入れ

られればと思っておりますので、期待して、今後頑張っていただきたいと思います。 

○原口副会長 どうもありがとうございました。６月の設置以来、回数としては４回ですけれど

も、視察も含めまして６回、特に視察は、暑い中、東玉川小学校と井草中学校、それぞれ特徴が

ある小・中学校で、共通点は、女性の校長先生がすごく頑張っているなという思いがありました。

うちもああいった形の完璧なものはまだまだ難しいと思います。モデル校につきましても、先ほ

ど胸が張り裂けそうだというのもありましたけれども、ゆっくり、じっくりとやっていただけれ

ばと思います。 

 文京区にコミュニティ・スクールが２校できるということは大変な成果であると思います。全

国でもまだ 600 校程度ですので、これに日本一の教育といってもいいぐらいの文京区の中で、２

つのコミュニティ・スクールという地域と協働した新しい組織、文京区バージョンといってもい

いようなものをじっくりとつくっていければと思います。余り肩肘張らないでじっくりとやって

いってくださればと思います。 

 いろんな理想はありますけれども、実際に立ち上げてもいろんな課題があって、ちょっと大変

だとか困ったなとかあると思います。そういうことにつきましては、教育委員会もバックアップ、

協力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。 

○大桃会長 ずっと検討してきたものが、この報告書でいいますと、５ページのちょうど真ん中

のところ、「導入にあたっての基本的考え方」のところで４点まとめられました。学校運営協議会

についても、いろいろの考え方がありまして、いろいろな意見があるかと思いますが、私たち文

京区の１つの理念みたいなものがここに示されたかと思います。先ほど委員の皆さんから出され

た意見も、ここに示されている４つのものに合うものだったと思います。ぜひ、誠之と音羽の両
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校にはいいコミュニティ・スクールの立ち上げがなされればと思うところであります。 

 

第４ 閉会 

○大桃会長 皆さん、６月からでしょうか、検討、どうもありがとうございました。 

 きょうは、これで閉会といたします。 

（19:25） 

   


