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令和３年第８回中野区教育委員会定例会 

 

○日時 

 令和３年４月２日（金曜日） 

開会 午前１０時００分 

閉会 午前１０時１７分 

○場所 

 中野区役所５階 教育委員会室 

○出席委員 

教育委員会教育長  入野 貴美子 

教育委員会委員   岡本 淳之 

教育委員会委員   渡邉 仁 

教育委員会委員   田中 英一 

○欠席委員 

教育委員会委員   伊藤 亜矢子 

○出席職員 

教育委員会事務局次長              青山 敬一郎 

参事（子ども家庭支援担当）           小田 史子 

子ども・教育政策課長、学校再編・地域連携担当課長 

                        濵口 求 

指導室長                    齊藤 光司 

学校教育課長                  松原 弘宜 

○書記 

教育委員会係長            香月 俊介 

教育委員会係             伊藤 芽依 

○会議録署名委員 

教育委員会教育長  入野 貴美子 

教育委員会委員   田中 英一 

○傍聴者数 

７人 
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○議事日程 

 １ 教育委員会委員の議席の指定 

 ２ 報告事項 

（１）教育長及び委員活動報告 

①３月２７日 ２０２１年中野区成人のつどい 

②４月 １日 区立小中学校校長等辞令伝達式 

（２）事務局報告 

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・教育政策課） 

②令和３年度教育管理職の異動について（指導室） 
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○議事経過 

午前 10 時 00 分開会 

入野教育長 

 おはようございます。 

 それでは、定足数に達しましたので、教育委員会第８回定例会を開会いたします。 

 初めに令和３年４月１日付で私、入野が教育委員会教育長に就任いたしましたので、改

めてご挨拶を申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けまして、社会が大きな変革を迎えておりま

す。教育につきましても、新しい幼児教育の実践から始まりまして、昨年度は小学校教育、

今年度からは中学校教育と新たな学習指導要領に基づく教育が始まっております。この新

型コロナウイルスの影響でその速度が加速したかなという印象も持っております。引き続

きこれまでの実践のよさ、実績を踏まえて、次の時代を担っていく子どもたちの育成につ

いて、一つ一つに心を置いて、中野区の今と未来のための人づくりの使命を自覚しまして、

最善の道を進めてまいる所存でございます。中野区の教育の発展のために積極的に取り組

んでいくつもりでございます。委員の皆様を初め、皆様方にはどうぞよろしくお願いいた

します。 

 続きまして、令和３年３月 28 日付で教育委員会委員の就任がございましたので、ご紹介

いたします。 

 岡本淳之委員でございます。一言ご挨拶を頂きたいと思います。岡本委員お願いいたし

ます。 

岡本委員 

 ご紹介いただきました、３月 28日に教育委員を拝命いたしました、岡本淳之と申します。

不慣れでございます。皆様にご心配、ご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、

せっかく委員につかせていただきましたので、自分の気づいたことはどんどん発信してい

きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

入野教育長 

 次に、令和３年４月１日付で教育委員会事務局の幹部職員の人事異動がございましたの

で、事務局からご報告願います。 

教育委員会事務局次長 

 それでは、令和３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ご報告をい
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たします。 

 初めに、私でございますが、教育委員会事務局次長の青山敬一郎でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

次に、子ども教育政策課長、学校再編・地域連携担当課長の兼務となります、濵口求でご

ざいます。 

子ども教育政策課長、学校再編・地域連携担当課長 

 濵口でございます。よろしくお願いいたします。 

教育委員会事務局次長 

 次に、本日は欠席しておりますが子ども政策担当課長の青木大でございます。 

 続きまして、指導室長の齊藤光司でございます。 

指導室長 

 齊藤光司と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

教育委員会事務局次長 

 次に、学校教育課長の松原弘宜でございます。 

学校教育課長 

 松原でございます。よろしくお願いいたします。 

教育委員会事務局次長 

 幹部の人事異動報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

入野教育長 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは議事に入ります。 

 本日の会議録署名委員は田中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ございます。 

 日程に入ります。 

 初めに、中野区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

まご着席いただいております議席を、伊藤委員につきましてはご用意をいたしました議席

を、各委員の議席に指定したいと思います。よろしくお願いいたします。 

＜教育長及び委員活動報告＞ 

入野教育長 
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 続いて、教育長及び委員活動報告を行います。 

 事務局から一括してご報告願います。 

子ども・教育政策課長 

 令和３年３月 27 日土曜日に 2021 年中野区成人のつどいが開催されました。入野教育長

が出席されております。 

 ４月１日木曜日、区立小中学校校長等辞令伝達式に入野教育長が出席されております。 

 報告は以上でございます。 

入野教育長 

 各委員からご報告がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 ご発言がございませんので、私のほうから。３月 27 日に中野区の成人のつどいに参列し

てまいりました。新型コロナウイルス感染症のことを考えまして、２回に分けての開催で

ございます。それぞれの回が家族の方も含めまして 500 人ほどのご出席ということで、全

体で 1,000 人以上のご出席をいただきました。桜の下での成人式でございましたのですけ

れども、お天気もよく、皆様も振り袖を着ていらしたりということでお集まりいただきま

した。10 人の実行委員の人たちの司会ですとか、進め方で、とても和やかな感じで式が終

了いたしましたので、ご報告したいなと思います。 

 ３月 30 日には教育長として審議委員をやっております、ジェイコム東京の放送番組審議

委員会に委員として出席をしてまいりました。今年はコロナ禍ということで、学校関係や

地域関係の取材がなかなかできなかったので、来年に向けてどうするかというお話し合い

でございました。 

 ３月 31 日は区立小中学校校長等の退職辞令の伝達式を行いまして、小学校の校長５人、

そして副校長が２人、退職ということでございますので、感謝を申し上げると同時に辞令

の伝達をいたしました。 

 併せてこの日は区の職員のほうも退職の辞令の交付式がございましたので、出席をいた

しました。 

 ４月１日につきましては、先ほど報告がありましたように、小中学校校長等の辞令伝達

式ということで、後ほど指導室長のほうから報告があると思いますが、小学校９名。中学校

２名の校長、そのうち４名の校長先生方は転入でございます。それから副校長につきまし

ても小学校８名、中学校４名の異動ということで辞令をお渡しいたしました。 
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 引き続いて、新規採用教員の辞令伝達式にも出席をいたしました。幼稚園が１人の新規

採用がございまして、小中学校で 40 名、合わせて 41 名の新規採用教員の辞令伝達式を行

いました。 

 こういう中でございますので、例年よりは簡素化をいたしまして、来賓もない中で行わ

れたということで、行われたこと自体がよかったなと思っております。昨年はその後、研修

ができなくなっていきましたので、ある意味では今年の新人の先生たちは少しほっとして

いるのかなと思います。お互いの仲間の顔が見られてよかったかなと思います。 

 ご報告は以上でございます。 

 その他発言がございませんので、委員活動報告を終了いたします。 

 続いて事務局報告に移ります。 

＜事務局報告＞ 

入野教育長 

 事務局報告の１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

願いいたします。 

子ども・教育政策課長 

 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、令和３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ましたので、ご報告いたします。 

 中野区教育委員会教育長職務代理者、第１順位に伊藤委員を、第２順位に岡本委員を指

名いたしました。 

 以上でございます。 

入野教育長 

 ご報告のとおり伊藤委員、岡本委員にお願いいたします。 

 報告は終了いたします。 

 次に事務局報告の２番目「令和３年度教育管理職の異動について」の報告をお願いいた

します。 

指導室長 

 それでは、「令和３年度教育管理職の異動について」という資料をごらんください。 

 まず校長の異動でございます。先ほど入野教育長からも少しお話をいただきましたが、

小学校 11 名、中学校６名ということで、再任用の校長先生方も含まれておりますので、先

ほど教育長からご紹介のあった人数とは少し異なりますが、小学校のほうは区外から４名、



－7－ 

区内での転任が２名と、それ以外の再任用の校長先生方が５名となってございます。そし

て中学校ですが、区内での転任が２名、そして再任用の校長先生方が４名ということで、６

名となってございます。 

 続いて、２ページをごらんください。こちらは、副校長の異動でございます。小学校のほ

うが８名ということで、区外から６名、区内での転任が２名となってございます。中学校の

ほうは４名ですけれども、区外から１名、区内での転任が３名となってございます。 

 教育管理職の異動については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

入野教育長 

 ただいまの報告につきまして、ご発言がありましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。それでは、本報告が終了いたします。 

 事務局からその他報告事項はございますでしょうか。 

学校再編・地域連携担当課長 

 令和３年４月１日開校及び校舎移転校につきまして、口頭にてご報告いたします。 

 第四中学校と第八中学校が統合し、第四中学校の位置に明和中学校が開校いたしました。

これによりまして、第四中学校と第八中学校は令和３年３月 31日をもって廃校となります。

なお、明和中学校の開校宣言は４月６日に行います。 

 次に、南台小学校につきまして、旧多田小学校の位置から校舎改築工事のため一時的に

旧新山小学校の位置に移転いたしました。 

 最後に、中野第一小学校につきまして、旧向台小学校の位置から旧桃園小学校の位置に

新校舎が完成したため、移転をいたしました。 

 報告は以上でございます。 

入野教育長 

 ただいまの報告につきまして、ご発言がありましたらお願いいたします。よろしいでしょ

うか。 

 いずれの学校も新年度、子どもたちを迎えるために今一番大変忙しい時期だとは思って

おります。 

 それでは本報告は終了いたします。 

  

渡邉委員 

 発言のタイミングが遅れてしまったのですけれども、中野区の成人のつどい、私は参加
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したわけではないのですけれども、ちょうど通りがかりで中野サンプラザの前に、晴れ姿

の方がすごく多く集まっているのを見かけました。そしてまた、公園のほうでも写真を撮っ

ていて、本当に桜がきれいな時期でした。 

 この開催につきましては、大変だったと思うのですけれども、改めて教育委員としてで

はなくて、一般区民として、そういった姿を見て、無事にこうやって開催されたことは非常

に、結果的によかったのかなと思います。 

 関係各所の担当の方たちは非常に努力されて、そこに感謝の気持ちと年度内にやれた安

堵感とを感じました。今後もこのようなこと、学校の開校とか閉校、そういったことだけで

はなく、いろいろな学校行事でも起こると思います。コロナ禍でどうやっていいのかとい

う正しい答えがないような気はするのですけれども、やはり私としては感染拡大を抑えた

い、抑えたいという気持ちが職業柄あるのですけれども、そうは言いながらも、学校教育は

学校教育の場で、やれることはしっかりと推し進めていく。そのためにどうしたらいいの

かということが、私たちの立場の仕事かなと成人のつどいを見て思いました。 

 やはり成人のつどいをやることによって、皆さんが笑顔で、そして幸せに写真が撮れた

ということは大きな人生の中の１ページで、やめてしまうという選択肢もかなりあったの

ですけれども、あえてこうやって行うことの意義を改めて感じました。縮小してしまうの

は簡単だけれども、やはりやっていくということの大切さも考えながら、あくまでバラン

スをとって頑張ってやっていただきたいなと思っておりますので、ご協力どうぞよろしく

お願いいたします。 

入野教育長 

 ありがとうございます。その他ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 参事のほうから何か報告はございますか。 

参事（子ども家庭支援担当） 

 渡邉委員、いろいろと温かいお言葉ありがとうございました。 

 通常１回の開催で、おおむね 3,000 人ぐらい新成人がいる中、大体 1,200 人ぐらいがご

来場されるのが例年でございます。今回につきましては、先ほど教育長にお話していただ

きましたように２部開催でございましたが、1,024 人ということで、通常の来場者に比べま

して 86％ぐらいですね。９割弱くらいの方にお見えになっていただきました。また、皆さ

ん振り袖を着ていただいたり、スーツを着ていただいたり、晴れやかな顔で、喜んで参加し

ていただきました。 
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 その中で実行委員会がつくったビデオがあったのですけれども、割と短い時間の中で自

分たちの 20 年を振り返ると。タイムカプセルに戻って、小学校１年生、中学生、高校生、

その中で一番どよめきが起きたのが軽井沢少年自然の家での体験のお話でした。それは１

回目の開催も２回目の開催も会場内でどよっとなりまして、あとは今使っていない、旧沼

袋小学校ですとか、旧中野中学校を使って撮影もさせていただきましたので、そういう意

味では見ていて、私は親ではないのですけれども、保護者の方の気持ちにも共感しながら

見させていただきました。 

 感染拡大防止に十分努めながら、今後も様々な事業につきましては実施させていただき

たいと思っております。ありがとうございました。 

入野教育長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは最後に事務局から次回の開催についてご報告願います。 

子ども・教育政策課長 

 次回の教育委員会ですが、令和３年４月９日金曜日 10 時から、教育委員会室にて開催い

たします。 

 以上でございます。 

入野教育長 

 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、教育委員会第８回定例会を閉じたいと思います。 

 ありがとうございました。 

午前 10 時 17 分閉会 


