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教育委員会委員   渡邉 仁 
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   ① 中野区教育委員会教育長職務代理者の指名について（子ども教育経営担当） 

   ② 教育長の臨時代理による事務処理について（子ども教育経営担当） 

   ③ 平成２９年度教育管理職異動名簿（指導室長） 
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○議事経過 

午前１０時００分開会 

田辺教育長 

 おはようございます。定足数に達しましたので、教育委員会第 10 回定例会を開会いたし

ます。 

 初めに、平成 29 年３月 28 日に教育委員会委員の就任がございましたので、ご紹介させ

ていただきます。小林委員と伊藤委員です。一言ずつご挨拶いただきたいと思いますので、

初めに小林委員にお願いいたします。 

 小林委員は再任になります。よろしくお願いします。 

小林委員 

 このたび、教育委員の大任を再び仰せつかりました小林でございます。どうかよろしく

お願いいたします。 

 まことに微力ではありますが、中野区の子どもたち、そして中野区民のために少しでも

教育の充実、発展が実現できるように力を尽くしたいと思いますので、どうかよろしくお

願い申し上げます。 

田辺教育長 

 続きまして、伊藤委員にお願いいたします。伊藤委員は新任となります。 

伊藤委員 

 お茶の水女子大学の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 私も教育委員、全くの初めてなので、ご心配をおかけすることも多いかと思うのですけ

れども、子どもたちや学生に日々接しておりますので、現場の感覚を持って、微力に過ぎ

ませんけれども、何か貢献ができればいいなと思っておりますので、どうかよろしくお願

いいたします。 

田辺教育長 

 お願いいたします。 

 続いて、平成 29 年４月１日付で教育委員会事務局幹部職員の人事異動がございましたの

で、事務局から報告願います。 

事務局次長 

 それでは、平成 29 年４月１日付の教育委員会事務局幹部の人事異動について、報告させ

ていただきます。 
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 初めに、教育委員会事務局副参事、子ども教育経営担当の高橋昭彦でございます。 

副参事（子ども教育経営担当） 

 高橋でございます。よろしくお願いいたします。 

事務局次長 

 次に、同じく副参事、特別支援教育等連携担当に、落合麻理子でございます。 

副参事（特別支援教育等連携担当） 

 特別支援教育等連携担当の落合でございます。よろしくお願いいたします。 

事務局次長 

 同じく副参事、就学前教育推進担当に、長﨑武史でございます。 

副参事（就学前教育推進担当） 

 長﨑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局次長 

 最後になりますが、同じく副参事、子ども教育施設担当に、石原千鶴でございます。 

副参事（子ども教育施設担当） 

 石原でございます。よろしくお願いいたします。 

事務局次長 

 なお、最後に担当名の変更ということで、ご紹介させていただきます。 

 同じく事務局副参事ですけれども、幼児施設整備推進担当という名称になりました、荒

井弘己でございます。 

副参事（幼児施設整備推進担当） 

 荒井でございます。よろしくお願いいたします。 

事務局次長 

 幹部の人事異動報告は以上でございます。 

田辺教育長 

 それでは、議事に入ります。 

 本日の会議録署名委員は、渡邉委員にお願いいたします。 

 本日の議事は、お手元に配付の議事日程のとおりです。 

 初めに、教育委員会委員の議席の指定をいたします。 

 委員の議席は、中野区教育委員会会議規則第７条の規定により、教育長が指定すること

となっておりますので、ただいま着席している議席を各委員の議席に指定します。 
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＜報告事項＞ 

＜教育長及び委員活動報告＞ 

田辺教育長 

 続いて、教育長、委員活動報告をいたします。 

 事務局から一括で報告願います。 

副参事（子ども教育経営担当） 

 では、教育長及び委員の活動について、報告させていただきたいと思います。 

 画面をご覧ください。資料１、教育長及び委員活動報告のファイルになります。 

 ３月 10 日、中野区立中学校ＰＴＡ連合会ＯＢ会がございまして田辺教育長、田中委員が

ご出席されました。 

 続きまして、次のページになります。３月 16 日、平成 28 年度中野区立幼稚園修了式が

ございました。田辺教育長がかみさぎ幼稚園、渡邉委員がかみさぎ幼稚園、小林委員がひ

がしなかの幼稚園、田中委員がひがしなかの幼稚園にそれぞれ出席されました。 

 続いて、田辺教育長がご出席されたかみさぎ幼稚園修了式の様子でございます。続きま

して、３月 16 日、渡邉委員が出席されたかみさぎ幼稚園の様子でございます。続きまして、

３月 16 日、ひがしなかの幼稚園に田中委員が出席された様子でございます。続きまして、

同じく３月 16 日、ひがしなかの幼稚園でございますが、小林委員が出席された様子でござ

います。 

 続きまして、３月 17 日金曜日でございますが、平成 28 年度中野区立中学校卒業式がご

ざいました。田辺教育長が第十中学校、小林委員が第八中学校、渡邉委員が北中野中学校、

田中委員が緑野中学校にご出席されました。 

 続きまして、３月 23 日木曜日でございます。平成 28 年度中野区立小学校卒業式がござ

いました。田辺教育長が平和の森小学校、小林委員が啓明小学校、渡邉委員が大和小学校、

田中委員が上高田小学校にそれぞれご出席されました。 

 続きまして、３月 24 日金曜日でございます。中野区立小学校閉校式がございました。田

辺教育長が新山小学校、小林委員が中野神明小学校、渡邉委員が大和小学校、田中委員が

若宮小学校にご出席されました。 

 続きまして、４月１日土曜日でございます。中野区立小中学校校長等辞令伝達式がござ

いまして田辺教育長、田中委員がご出席されました。 

 続きまして、４月６日木曜日でございます。中野区立小学校開校宣言がございまして田
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辺教育長がみなみの小学校、田中委員が南台小学校、渡邉委員が美鳩小学校にご出席され

ました。 

 みなみの小学校での様子、南台小学校での様子、美鳩小学校での様子でございます。 

 続きまして、４月６日木曜日でございます。中野区立美鳩小学校入学式がございまして、

渡邉委員が出席されました。 

 以上でございます。 

田辺教育長 

 各委員から補足、質問、その他の活動報告がございましたら、お願いいたします。 

小林委員 

 私は第八中学校、そして啓明小学校の卒業式に出席いたしましたけれども、いずれも児

童生徒の態度が非常に立派で印象的でした。当たり前といえば当たり前ですけれども、学

校行事の中でもある意味最も重要な卒業式の中で、子どもたちがしっかりとやっていた姿

が非常に印象的で、日常の教育活動の充実ぶりがうかがえたかなと思っております。 

 閉校式については、中野神明小学校に行かせていただきました。大変印象的だったのは、

その式に後ろの方は立見席が出るほど地域の方がたくさんお見えになっておりました。雰

囲気としては、本当に中野神明小学校ご苦労様というような穏やかな融和を感じる、そう

いう雰囲気に満ちておりました。 

 新しい学校のスタートというか、新しい学校の充実を、さらに祈念したいなと思ってお

ります。 

 以上です。 

田辺教育長 

 ほかにございますか。 

田中委員 

 私も幾つか参加させていただきましたけれども、ＰＴＡ連合会のＯＢ会に参加しました。

ＯＢの方たちもたくさんいらっしゃっていて、学校を中心として地域とのつながりが非常

に強いなというのを肌で感じました。 

 それぞれの方が、ＰＴＡをやめられてからも地域の中で学校に関わって、いろいろ連携

されているということが、中野の教育にとっても非常に大きな力になるのかなと感じまし

た。 

 それから、ひがしなかの幼稚園の卒園式にうかがったのですけれども、３歳で入園した
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時はやっと友達と遊べるかなぐらいだった子どもたちが、３年たって一人一人呼ばれると、

こんなことが良かったですと感想を述べて、それで園長先生から卒園証書をもらって、さ

らにそれをお母様に渡すというそんな手順。色々な子どもたちがたくさんいましたけれど

も、それぞれに頑張って式をしっかり滞りなくしたということで、大変良かったなと感じ

ました。 

 あと、昨日開校宣言も南台小学校でしてきましたけれども、色々なことがあってやっと

この日を迎えたということで、先生方も準備で大変お忙しかったようですけれども、本当

にさあこれからスタートだという雰囲気に非常にあふれていて、児童たちも非常に明るい

顔で開校式に臨んで、これから新しい形でまた南台小学校がスタートしていくのだなとい

うのを感じました。 

 また、教育委員会としてもしっかり応援していきたいなと感じました。 

 以上です。 

田辺教育長 

 ほかにございますか。 

渡邉委員 

 今、一括で報告がありましたように、私も３月 16 日に幼稚園、３月 23 日に小学校、３

月 17 日に中学校卒業式に行ってまいりました。 

 卒業式は毎年こういう立場で参加させていただいて、毎回感極まって本当にいいなと、

先生であれば先生冥利に尽きるのだろうなという感じを味わってまいりました。 

 ただ、今年度に関しましては、全部お話ししていると長くなるのであれなのですけれど

も、大和小学校の卒業式に出席させていただきました。私は大和小学校卒業で、かつ娘も

大和小学校、そして校医として 15 年以上大和小学校に関わって、教育委員として４年。で

すから大和小学校にかかわった人間の中で、恐らく 30 年近く小学校に関わって、小学校に

通い続けたのは多分僕が一番長いのではないかと。そんなような感じもありまして、そし

て地元で生まれて、地元で育って、地元で仕事をしているという私としては、非常に特別

な思いで卒業式、また閉校式に臨ませていただきました。 

そういう個人的な気持ちもあるのですけれども、そういった形でなくなってしまうこと

の寂しさよりも、これから生まれ変わっていくことの期待感の方が、私としては若干多い

のではないかなと。自分の中で分析をしておりました。 

 そして閉校式も迎えまして、今度は美鳩小学校の開校宣言をさせていただきました。天

 －7－ 



気が良くて、校庭に集まりまして、開校式の時には１年生はおりませんが、美鳩小学校の

児童数は１年生が 119 名、全校児童で 678 名ということで、その児童が集まりました。校

庭の中に約 500 名の児童が集まっての朝礼となると、かなり立派な学校になっているなと

いう感じがします。そして、先生の数が約 60 名。これだけ大きくなるということを私は閉

校式のときは悲しいなぐらいに思っていたのですけれども、新しく生まれた学校の規模の

大きさ、それと今後の体制ということについて十二分に考えていかなければいけないなと

いうふうに感じまして、午後から今度は入学式がありました。 

１時 30 分から入学式で、119 名の児童が今回美鳩小学校には入学されておりました。119

名の児童といいますと、体育館に 119 名、６年生が約 120 名近く、そして６年生が１年生

を迎えて、そこの児童数だけで約 200 名を超えると。そして父兄の方がその数だけいらっ

しゃるわけですから、後ろのほうに 100 名を超える児童の父兄が全部そろい、そして 60

名の先生がサイドに並び、そして我々は来賓として招かれてそこに並んだわけですが体育

館に入り切れない。これは凄いことだなと。それで、僕の手を伸ばせば触れる所に児童が

座って、帰りの退出の時は、狭いので来賓の前を通れないのでコースをこうやって真ん中

から帰っていくという形をとりました。 

 ただ、やはり今の時代、スーパーリフォームで 30 年、新築で 50 年のスパンを考えて耐

えるような学校を造ろうという考え方だと、私見として捉えていただきたいのですけれど

も、もう一回考え直さなければいけないかなと。ただ箱を造って教室だけをただ並べて、

標準的な仕様で学校を考えていいのかなという。これだけ新しく生まれ変わってきて、何

か変わっていく時代に我々が何か変わったものを提供できるように、もう一度考えていか

なければいけないのではないかなと改めて感じながら、本当に記念すべき時にこういった

ことに参加させていただいたことに感謝しつつ、新しい学校に向けて尽力していきたいな

と決意を改めたところでございました。ちょっと長くなって申し訳ありません。 

田辺教育長 

 ほかにございますか。 

 よろしいですか。それでは、続いて事務局報告に移ります。 

 事務局報告の一番目「中野区教育委員会教育長職務代理者の指名について」の報告をお

願いします。 

副参事（子ども教育経営担当） 

 「中野区教育委員会教育長職務代理者の指名について」、ご報告いたします。 
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 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第２項の規定によりまして、平成 29

年３月 28日付で、中野区教育委員会教育長職務代理者を指名したので、ご報告いたします。 

 中野区教育委員会教育長職務代理者でございますが、第１順位に小林委員を、第２順位

に伊藤委員を指名いたしました。 

 以上でございます。 

田辺教育長 

 ただいまの報告につきまして、質問等ご発言がありましたら、お願いいたします。 

 よろしいですか。それでは、本報告については終了させていただきます。 

 次に、事務局報告の２番目「教育長の臨時代理による事務処理について」の報告をお願

いします。 

副参事（子ども教育経営担当） 

 こちらにつきましては資料がございます。 

画面の資料番号２番、事務局報告②の資料をお開きください。よろしいでしょうか。 

 では、「教育長の臨時代理による事務処理について」、ご報告させていただきます。 

 平成 29 年３月 10 日、教育委員会第９回定例会での協議により指示のあった、教育長

の臨時代理による事務処理につきまして、中野区教育委員会の権限に属する事務の臨時代

理に関する規則第３条第２項の規定により報告いたします。 

一つ目に、いずみ教室事業の廃止についてでございます。平成 29 年３月 21 日、教育長

の臨時代理により、平成 29 年３月 31 日に廃止することを決定しました。 

二つ目でございます。中野区教育委員会の権限に属する事務の補助執行の一部解除につ

いてでございます。平成 29 年３月 24 日、中野区長から「いずみ教室に関する事務」及び

「旧中野区立東中野小学校の施設の使用許可に関する事務の一部」の補助執行の一部解除

について、協議の申し入れがございました。 

平成 29 年３月 28 日、区長の申し入れに対し、同意することとし、教育長の臨時代理に

より決定いたしました。 

三つ目でございます。中野区教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の

一部改正についてでございます。先ほどの二つ目の一部解除に伴いまして、平成 29 年３月

28 日、教育長の臨時代理により次のとおり規則の一部改正を行いました。 

改正内容は二つございます。１点目が、補助執行事務のうち、「いずみ教室に関する事

務」及び「旧中野区立東中野小学校の施設の使用許可に関する事務の一部」を削除するも
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のでございます。 

２点目は、補助執行事務のうち、社会教育に関する事務についての文言整理でございま

す。新旧対照表につきましては、別紙２のとおりでございます。また、改正文につきまし

ては、別紙３のとおりとなります。 

施行日でございますが、平成 29 年４月１日でございます。ただし、第２条の改正規定

につきましては、平成 29 年３月 28 日となります。 

以上でございます。 

田辺教育長 

それでは、ただいまの報告につきまして、質問等ご発言がありましたらお願いいたしま

す。よろしいですか。 

それでは、本報告につきましては終了させていただきます。 

続きまして、事務局報告の３番目「平成 29 年度教育管理職異動名簿」の報告をお願い

します。 

指導室長 

 それでは、資料がございますのでご覧ください。平成 29 年度教育管理職の異動名簿でご

ざいます。 

概要でございますが、まず校長でございます。小学校の校長は 15 名の異動がございま

した。そのうち、再任用が６名、昇任者が１名でございます。 

中学校でございますが、中学校の校長は７名の異動がございました。再任用が５名、転

入が２名ですが、うち１名は昇任となっています。 

２ページ目をご覧ください。続いて副校長でございます。小学校の副校長は８名の異動

がございました。うち転入が１名、区内昇任が１名でございます。 

中学校の副校長は２名の異動がございました。両名とも転入でございます。 

報告は以上です。 

田辺教育長 

 それでは、ただいまの報告につきまして、質問等ご発言がありましたら、お願いいたし

ます。 

田中委員 

 今、報告をうかがっていて、昇任の方が小学校、中学校それぞれ１名ということで、こ

れは例年大体これぐらいのものなのでしょうか。あるいは再任用の先生が多くて、現場と
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しては非常に安定した運営ができると思うのですけれども、今後のことを考えた時にどう

なのかなと、ちょっと気になったので質問させていただきました。 

指導室長 

 昨年度は、小学校の昇任が１名、中学校の昇任が１名でございましたので、校長として

も概ね同様の流れでございます。再任用が多いという経緯につきましてはその背景もござ

いまして、そういう状況が続いているというところでございます。 

田辺教育長 

 よろしいですか。ほかにございますか。 

小林委員 

 今回、小学校に関しては学校数も減ったということから、ほかの地区からの転入が残念

ながら無かったというか、新しい知恵を導入して活性化していくというのも一つの重要な

視点かもしれませんが、これは仕方がないかなと思っております。 

 ちょっと別のことでお尋ねしたいのですが、全都的に再任用が多いという背景は、やは

りどうしても管理職の数が足りないという状況もあろうかなと思うのですけれども、聞く

ところによると副校長が配置できないのではないかですとか、そういうことをよく聞くの

ですけれども、中野に関してはそういうことはないと確認してよろしいわけですね。 

指導室長 

 小学校、中学校について、副校長の未配置校はございません。 

小林委員 

 もし分かればでいいのですが、全都的にそういった状況があるのかどうか、もしあれで

したら教えていただきたいと思います。 

指導室長 

 東京都の教育委員会からの情報によりますと、本年度について未配置校は発生しなかっ

たと聞いております。 

田辺教育長 

 よろしいですか。ほかにございますか。 

 それでは、本報告について終了させていただきます。 

 そのほかに事務局から報告事項はございますか。 

副参事（子ども教育経営担当） 

 その他の報告はございません。 
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田辺教育長 

 最後に、事務局から次回の開催について報告願います。 

副参事（子ども教育経営担当） 

 次回でございますが、４月 14 日金曜日、10 時から当教育委員会室で予定してございま

す。 

 以上でございます。 

田辺教育長 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 これをもちまして、教育委員会第 10 回定例会を閉じます。ありがとうございました。 

午前１０時３０分閉会 
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