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について

第１０８ 号議案

東京都 教育委員 会傍聴人 規則の 一部を改 正する規則 の制
定について
（ 第 107号 議 案 ・ 第 108号 議 案 に 関 す る 資 料 は 別 掲 ：「 プ レ
ス発表資料」に掲載）

第１０９号議案

「請願」に対する回答（ 案）について

第１１０号議案
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第１１３号議案まで

２
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事

項

（１）平成１３年度東京都公立学校の校長及び教 育管理職選考の結果について
（２）学校外から任用する校長の選考結果につい て
（資料は別掲：「 プレス発表 資料 」に掲載）
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武

開 会 ・ 点 呼
【委員長 】

おはよう ございま す。た だいまか ら第19回定例 会を開会し たいと 思い

ます。よろしくお願いいたします。
本日は、ご欠席の方はいらっしゃいません。

取 材 ・ 傍 聴
【委員長 】

きょうの 取材申込 でござ いますけ れども、 日本教育 新聞社 １社、 傍聴

としては 、鈴 木さん外12名から希望がございます 。許可してよろしゅうご ざいますか 。
――〈異議なし〉――それでは、ただいまの取材・傍 聴を許可いたします。

会 議録 署 名人
【委員長 】

本日の会 議録のご 署名は 、米長委 員にお願 いしたい と思い ます。 よろ

しくお願いいたします。

前々回の会議録
【委員長 】

それから 、前々回 第17回 定例会 及び秘 密会の会 議録につき まして は、

前回お配 りして 、ご覧い ただいた と思い ますが、 よろしゅ うござい ますで しょう か。
――〈異 議なし 〉――そ れでは、 第17回 の定例 会及び 秘密会の 会議録はご 承認を いた
だきました。
また、 前回第 18回定 例会及び 秘密会の 会議録 でござ いますが 、お手元に お配り して
ございま すので 、ご覧い ただきま して、 次回にご 承認をい ただきた いと思 います 。ど
うぞよろしくお願いいたします。
また 、本日 配付してございます議題のうち 、ご覧いただきますとわかり ますように 、
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第 110号 議 案 、 第 111号 議 案 か ら 第 113号 議 案 ま で 、 そ れ か ら 報 告 事 項 （ ２ ） は 人 事 案
件でござ います ので、非 公開とさ せてい ただきた いと思い ます。よ ろしゅ うござ いま
すか。――〈異議なし〉――それでは、そのようにさ せていただきます。

議

案

第１０６号議案

都立病弱養護学校の統合の基 本方針について

第１０７ 号議案

東京 都教育 委員会会 議規則の 一部を 改正する 規則の制定 につ
いて

第１０８ 号議案

東京 都教育 委員会傍 聴人規則 の一部 を改正す る規則の制 定に
ついて

第１０９号議案

【委員長】

「請願」に対する回答（案） について

そ れ で は 、 議 題 に 入 り た い と 思 い ま す 。 第 106号 議 案 、 都 立 病 弱 養 護

学校の統 合の基 本方針に ついてと いうこ とでござ います。 では、こ れにつ いて学 務部
長からご説明いただきます。よろしくお願いいたしま す。

第１０６号議案

都立病弱養護学校の統合の基 本方針について

都立病弱養護学校の統合の基本方針について次のと おり定める。
平成１３年１２月１３日
東京都教育委員会

【学務部長】

そ れ で は 、 第 106号 議 案 、 都 立 病 弱 養 護 学 校 の 統 合 の 基 本 方 針 に つ

いて、ご説明申し上げます。
お 手 元 に ご ざ い ま す 資 料 、 左 肩 に 「 第 106号 議 案 資 料 」 と 記 載 し て ご ざ い ま す 縦 の
資料でご説明申し上げます。
病弱養護学校の概要でございますけれども 、その１番に記載してございますように 、
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現在、都 立の病 弱養護学 校として は、片 浜養護学 校と久留 米養護学 校の２ 校がご ざい
まして、 心臓疾 患でござ いますと か、腎 臓病とか 、こうい う慢性疾 患で６ カ月以 上の
医療又は 生活規 制を必要 とする子 どもた ちを対象 に、寄宿 舎生活を 通して 基本的 な生
活習慣を 身につ けて、健 康の回復 を図る ことを目 的として います。 都立の 病弱養 護学
校の特色 は、寄 宿舎を持 っている という ところで ございま して、他 県の場 合は、 病院
に併設し ている 病弱養護 学校が大 部分で ございま すけれど も、都立 のこの ２校に つい
ては併設 でなく 独立した 形で設置 してご ざいまし て、最終 的に前籍 校への 復学を 目指
す教育を行うという趣旨でございます。
この２ 校の概 要でござ いますが 、１枚 おめくり いただき まして、 参考資 料で「 片浜
養護学校 と久留 米養護学 校の概要 等」と いう資料 がござい ますけれ ども、 そこに ござ
いますよ うに、 片浜養護 学校は静 岡県の 沼津市、 久留米養 護学校は 東京都 東久留 米市
に立地し てござ います。 校地・校 舎面積 は、ご覧 いただき ますよう に、久 留米養 護学
校は約４ 万5,000平米、 片浜養護 学校は約 １万6,000平米 という校地の状況 でござ いま
して、久 留米養 護学校は 校地の面 積にか なり恵ま れている というこ とが言 えよう かと
思います。
沿革で ござい ますが、 そこにご ざいま すように 、片浜養 護学校は 昭和16年に東 京市
立の養護 学園と して開園 いたしま して、 久留米養 護学校は その５年 前、昭 和11年 に東
京府立の久留米学園として開園しました。
生徒数 は、片 浜養護学 校が32名、久留 米養護 学校が 43名で 、片浜養護学 校につ いて
は中学部のみということになってございます。
児 童 ・ 生 徒 数 の 推 移 で ご ざ い ま す が 、 昭 和 35年 ご ろ は 両 校 と も 約 100名 規 模 の 児 童
・生徒が 在籍し ておりま したけれ ども、 昭和50年には 片浜養護 学校が70人 、久留 米養
護学校が 56人 と減って まいりま して、以 下、近 年では 片浜養護 学校につい ては30名前
後、久留 米養護 学校につ いては、 今年度 は若干増 えていま すけれど も、ご 覧のよ うな
推移で来ております。
また、 もとの 資料に戻 っていた だきま して、統 合の考え 方でござ います 。病類 の変
化がございまして 、結核などの転地療養型から 、アレルギー性疾患でござ いますとか 、
ぜん息あ るいは 肥満等に 変化して くる中 で、児童 ・生徒数 が減少し て、そ の結果 とし
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て集団生 活を通 して身に つく教育 効果が 十分に期 待できな いという のが、 両校と も抱
える問題 でござ います。 こうした ことか ら、適正 な学級・ 学校規模 を確保 して、 教育
内容の充 実を図 ることを 目的とし て、片 浜養護学 校を久留 米養護学 校に統 合いた した
いということでございます。
片浜養 護学校 の閉校の 時期でご ざいま すけれど も、現在 在籍する 子ども たちが 卒業
する平成15年度末、平成16年３月31日をもって閉校い たしたいと考えております。
統合の効果は、１から４まで書いてございます。
１は、 児童・ 生徒数の 増による 教育内 容の充実 というこ とで、学 習指導 の効果 と、
それから 社会性 を身につ けるとい う効果 をぜひ実 現してい きたいと 考えて おりま す。
２番目 に、久 留米養護 学校は都 内に設 置されて おります ので、お 子さん 方の前 籍校
あるいは 地域と の連携、 保護者の 方との 面会が容 易になる というこ とがあ ります 。最
終的に前 籍校へ の復学を 目指す以 上は、 このこと は、非常 に大きな ポイン トでは ない
かと考えております。
３点目 に、久 留米養護 学校には 、都立 清瀬小児 病院と連 携いたし まして 、医師 の配
置がなさ れてお ります。 そうした ことか ら、児童 ・生徒一 人一人の 病態に 応じた 健康
管理を図っていくことができると考えております。
最後に ４番目 でござい ますけれ ども、 久留米養 護学校は 、平成10年度に 全面的 に校
舎の改築 を行い まして、 教育環境 、施設 ・設備面 でも充実 しており ますの で、こ ちら
で適切な教育を行っていくことができると考えており ます。
今後の 取扱い でござい ますけれ ども、 教育委員 会でご決 定をいた だきま したら 、そ
れ以降は片浜養護学校への就学及び転学を停止いたし たいと考えております。
都議会 に対す る条例改 正の提案 でござ いますが 、閉校の 前、平成 15年度 の適切 な時
期に、設 置条例 の一部改 正を都議 会に提 案してま いります 。また、 その前 には教 育委
員会にお諮りをさせていただきます。
先ほど 申し上 げました ように、 片浜養 護学校の 閉校の時 期は16年３月31日と考 えて
おります。
議案を ご覧い ただきた いのです が、縦 書きの議 案で、き ょうご決 定をい ただく 基本
方針の内容は 、２ページの２点でございます 。１点目 は 、
「 都立病弱養護学校の 統合 」
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というこ とで、 平成15年度末を もって東 京都立 片浜養 護学校を 閉校し、東 京都立 久留
米 養 護 学 校 に 統 合 す る 。 ２ 番 目 に 、「 東 京 都 立 片 浜 養 護 学 校 へ の 就 学 及 び 転 学 の 取 扱
い」とい うこと で、東京 都教育委 員会の 決定以降 、東京都 立片浜養 護学校 への就 学及
び転学を 停止す る。この ２点を基 本方針 として、 ご決定を いただき たいと 考えて おり
ます。
それか ら、こ れに関連 いたしま して、 お手元に 請願書を お配りし てござ います 。昨
日、ここ にござ いますよ うに、都 立片浜 養護学校 の充実・ 発展を求 める連 絡会代 表の
吉田喜久 雄さん から、都 立片浜養 護学校 の存続を 求める請 願書が出 されて おりま す。
請願の趣 旨にあ りますよ うに、片 浜養護 学校は、 心身の悩 みを持つ 子ども たちの 教育
に取り組 んでき たという ことを述 べた上 で、下か ら２段目 の段落で ござい ますけ れど
も、
「 片浜養護学校は 、南に駿河湾 、北に富士山を仰ぐ豊かな自然に恵まれてい ます 。
心と体を 鍛え、 遅れた学 力を取り 戻すに は最高の 環境です 。60年の歴史と 学風、 そし
て心身を 病んだ 生徒を蘇 生させる ノウハ ウはすば らしいも のがあり ます。 片浜養 護学
校の存在 を知ら ず人知れ ず苦しん でいる 親と子の ために、 片浜養護 学校の 存続を 切に
お願い申 し上げ ます」と いうこと で、こ ういう趣 旨のもと に具体的 に１か ら４ま での
ことを要 望して おります 。１番は 、統廃 合を行わ ずに、片 浜養護学 校を存 続して ほし
い。２番 は、子 どもたち がこれか らも片 浜養護学 校に入学 できるよ うに、 就学相 談を
進めてほしい 。３番目は 、片浜養護学校の教育 条件を 一層充実してほしい 。４番目は 、
今後の病 弱教育 の推進計 画あるい は問題 ・課題を 明らかに するため に、保 護者、 教職
員、関係 者を含 めた検討 委員会を 開いて いただき たい。こ ういう請 願が出 されて おり
ます。
この請 願書に つきまし ては、昨 日出さ れたとい うことも ございま して、 それか ら４
番目の項 目は、 片浜養護 学校の問 題では なくて、 病弱教育 全体の内 容につ いても 要望
されてお ります ので、き ょうはこ ういう 請願が出 されてい るという ご報告 にとど め、
具体的な回答については次回にさせていただきたいと 思っております。
説明は以上でございます。
【委員長 】

ただいま の説明に 対して 、ご質問 またはご 意見をお 願いし ます。 基本

方針とし て、こ のように 進めてい ったら いかがか というご 提案です が、い かがで ござ
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いますか。
【委員】

請 願書も読 みました し、私 はこの方 針がいい と思うん です。 これは 健常

者の場合 ですけ れども、 家庭のし つけと か、いろ いろ言わ れており ます。 富士山 や駿
河湾など のすば らしい環 境の中で 育つこ とも大切 ですけれ ども、子 どもに とって 一番
大切なこ とは、 親の近く にいると いうこ とです。 親と一緒 に住む、 あるい は親が 近く
にいる、 それが 一番大事 なことだ ろうと 思うんで す。です から、久 留米養 護学校 に統
合するこ とは非 常に大事 なことだ ろうと 私自身は 考えてお ります。 各家庭 でいろ いろ
な事情が あると 思います けれども 、やは り親のそ ばにいる 、親とい つでも 会える 、そ
のことが 子ども にとって は非常に 大事な ことであ って、景 色だとか 、施設 だとか 、そ
ういうことは２番目以降のことだろうと私は思います 。
【委員長】
【委員】

はい、どうぞ。
こ こに書い てあるメ リット というの は、一つ 一つうな ずける ことな んで

すが、このデメリットは何ですか。
【学務部 長】

保護者 の方ある いは学 校の関係 者の方は 、久留米 養護学 校と片 浜養

護学校で 受け入 れている 生徒の内 容が若 干違って いるので はないか という ことを おっ
しゃいま す。端 的に申し 上げます と、久 留米養護 学校は、 医療との 連携が とれて いる
ために、 心臓疾 患だとか 腎臓疾患 という 、病気と して若干 重いお子 さんも いらっ しゃ
います。 それに 対して片 浜養護学 校の方 は、肥満 とかぜん 息とかア トピー とか、 いろ
いろな病 気を原 因にして 不登校傾 向にな ったお子 さんが多 いという ことで す。両 方の
学校で同 じよう に受け入 れるよう に、教 育委員会 としては 進めてき ており ますけ れど
も、結果 的に、 現状はそ のような 両校の 特色があ ります。 要するに 、片浜 養護学 校を
残してほ しいと いう理由 の１つと して、 疾病を原 因として 不登校傾 向のあ るお子 さん
の教育を 片浜養 護学校で 十分にし てもら っている が、久留 米養護学 校に統 合した とき
に不安だ という ことをお っしゃる わけで す。この 点につい ては、今 、両校 で両校 の校
長を中心 として 十分に話 し合い、 準備を 進めてお ります。 両校のよ さを久 留米養 護学
校できち んと継 承できる よう、具 体的に 15年度 末を目 指して、 取り組みに ついて は、
現在進めさせていただいております。
【委員長 】

疾病が原 因ではあ るけれ ども、不 登校傾向 になって いく。 だから 、片
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浜養護学校の生徒さんは、疾病はどちらかというと軽 いわけですね。
【学務部長】
【委員長 】

そうですね。
一方、久 留米養護 学校の お子さん の疾病は 比較的重 い。そ れが一 緒に

なるとどうなのかということですか、簡単に言うと。
【学務部 長】

どちら かという と、疾 病に関し ては、そ ういう傾 向があ るとい うこ

とです。
【委員長 】

ただ、自 分より病 気が重 い子ども たちがい るという ことを 子ども たち

が知るこ とも、 また学習 にはなる 。自覚 するとい うか。だ から、そ の辺を 、うま く教
育効果が上がるように考えていただくということでし ょうね。
【委員】

す みません 。一つは 確認な んですが 、先ほど ご説明が あった ように 、閉

校の時期 は、15年度末 、つまり 在校生が 卒業し ていな くなった 時点にする という 理解
でよろしいわけですね。
【学務部長】
【委員】

はい。
も う一つは 、これは お尋ね ですけれ ども、今 お話のよ うに、 実態的 に片

浜養護学 校には 、病気等 の原因も あるか もしれま せんが、 不登校傾 向の生 徒が入 って
きている 。もう 一方の久 留米養護 学校の 方には、 それにつ いての十 分なノ ウハウ がな
いといい ますか 、それで 現在両校 の校長 で話し合 いをして いるとい うお話 でした 。景
色はいか んとも しがたい ですけれ ども、 それ以外 に、仮に そのよう な傾向 を持っ た生
徒が久留 米養護 学校に行 くように なると 、片浜養 護学校で 実践して いるよ うな機 能と
いうのは 果たす ことがで きないん ですか 。私は、 それにつ いては、 そうい うこと もな
いんじゃないかなと常識的には思うんですが。
【学務部 長】

久留米 養護学校 でも、 そういう お子さん を今まで も受け 入れて おり

ます。た だ、片 浜養護学 校がそう いう傾 向をかな り持って いたとい うこと です。 した
がって、 久留米 養護学校 でも今ま でそう いうお子 さんを受 け入れて おりま したか ら、
すでに両 校の校 長を中心 として、 統合し たときに 、具体的 に両校の よさを どうい うふ
うに生か してい けるのか 調整して おりま す。例え ば生徒の 数が増え たとき の、い ろい
ろな集団 をつく る、そう した集団 のつく り方の工 夫をする ことがで きます ので、 久留
米養護学校でも十分対応といいますか、継承していけ ると考えております。
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【委員】

今 まで、久 留米養護 学校と 片浜養護 学校との 間で、教 職員と か、い ろい

ろな交流はあったんですか。何回かの会合とか、そう いうのはあったのですか。
【学務部 長】

その点 について は、こ の統合問 題は突然 出てきた ことで はあり ませ

んので、 校長を 中心に、 これまで 具体的 に話し合 いをいろ いろ重ね てきて おりま す。
【委員長】
【委員】

はい、どうぞ。
私 が片浜養 護学校を 見せて いただい たのは６ 、７年前 だと思 うんで すけ

れども、 そのこ ろにはも う小学部 はなか ったのか どうかわ かりませ んが、 非常に 伸び
伸びと明 るく、 とてもい い環境だ なと思 って帰っ てきたん ですが、 片浜養 護学校 に親
が面会に 行くと いうこと は、相当 大変な んですか 。そんな に遠いと いう感 じでは ない
と思いま すが。 久留米養 護学校も 、東京 都下です し。親の そばにい ること の大切 さ、
親が面会に行くか行かないかということも含めて、ど うなんでしょうかね。
【学務部 長】

今、土 曜、日曜 にお子 さんが家 庭に帰る というの は、片 浜養護 学校

の場合は 月１回 ですが、 久留米養 護学校 では２回 やってお ります。 親が子 どもに 会い
に行くの に片浜 養護学校 が遠いか どうか という問 題につい ては、そ れは親 御さん のい
ろいろな 事情が おありで しょうか ら一概 に言えま せんが、 ただ、絶 対的な 距離と して
はやはり 久留米 養護学校 の方が近 いし、 地域との 連携、親 御さんと の連携 がとり やす
いだろうと、私どもとしては考えております。
【委員】

片 浜養護学 校の方は 、病院 というか 、病室と いうんで すか、 そうい うも

のが併設されているわけではないんですか。
【学務部 長】

片浜養 護学校に つきま しては、 久留米養 護学校と 違って 、医師 の配

置もして おりま せん。看 護婦はも ちろん おります けれども 、何か病 気で対 応が必 要な
場合には 、沼津 市内の病 院にお願 いして おります 。久留米 養護学校 の場合 は、先 ほど
申し上げ ました けれども 、都立清 瀬小児 病院と連 携して、 医師も送 ってい ただき なが
ら、朝晩の健康管理をしているという状況でございま す。
【委員】

こ の前、私 も北海道 の養護 学校を見 ましたけ れども、 大分都 から北 海道

にまでお 願いし ているこ とがある んです 。やはり 私は、都 内ででき るもの は都内 でや
るべきだ と思い ます。都 民から税 金をも らってや っている わけです から、 このよ うに
デメリッ トが少 ないので あれば、 メリッ トの方を 重く見る べきだと 思いま す。そ れか
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ら、都の 中でで きるもの は都の中 でやる 。そうい う考え方 というの は、こ れから の行
政にとって非常に重要だと思うんです。きょうは方針 の決定ですか。
【委員長 】

方針です 。久留米 養護学 校の方は 、片浜養 護学校に 比べれ ば、デ ータ

にあるよ うに面 積も広い し、施設 も充実 している 。ただ、 病弱の程 度によ って、 今お
話があっ たよう に、不登 校傾向の 生徒を 多く受け 入れるよ うになっ た学校 と、や や重
度の疾病 の子ど もたちを 多く受け 入れて いる学校 。ややタ イプの異 なる２ つの学 校が
統合した ときに 、どうい うケアの 仕方を していく か。これ はカウン セラー なども 必要
になりま すね。 今そうい ったこと も十分 話し合っ てやって いるとい うこと で、私 は、
ある程度 効果は 上げられ るのでは ないか と思いま す。今度 は大きな 家族が でき上 がる
ようなものだとも思います。
きょう はそう いった意 味では、 方針と してここ でご確認 をいただ きたい という こと
ですが、いかがでございましょうか。ほかに、何かご 意見はございますか。
【委員】

基 本的に、 片浜養護 学校に 現在在籍 する生徒 さんが全 員卒業 してか ら閉

校するという形にするわけですね。
【学務部長】
【教育長 】

はい。
当初は閉 校の時期 を平成 14年度 末と考 えており ましたが、 実は、 おと

といの都 議会の 代表質問 で、公明 党の方 から、通 常の都立 高校の統 廃合で さえ、 在校
生が卒業 するの を待って 閉校する のに、 何で在籍 生徒がい るときに 閉校す るんだ と、
非常に強 硬な質 問がござ いました 。まし てや一般 の高校生 よりも心 理的あ るいは 身体
的な配慮 を要す る子ども たちなの だから 、それは 人数の問 題ではな いとい う話が ござ
いました 。私ど もは、ご 指摘の在 校生が いなくな る平成15年度 末を視野に 置いて 再度
検討しますという答弁をしております 。それを踏まえて 、きょうご提案し ております 。
【 委員 】

都の財政面からいっても非常に苦 しいと きで 、これは都だけではなくて 、

国全体が 苦しい わけだけ れども、 都とし ては教育 予算はあ まり削ら ないで やって くれ
ているわ けです 。だけど 、その中 で基本 的にはや はり、都 の内情も わかり ながら 、で
きるもの は都の 中でやっ ていくと いうこ とがこれ からは必 要なんじ ゃない ですか 。私
もこの方針については賛成です。
【委員長】

そういうことで、よろしゅうございま すか。
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【教育長 】

今ご提案 させてい ただい た基本方 針につい ては、お おむね 教育委 員会

としてご 了承い ただいた と理解し ており ます。た だ、先ほ ど申しま したよ うに、 今第
４回定例 会が開 催されて おりまし て、前 回も本会 議で質問 があった 。実は 、明日 、文
教委員会 がござ いまして 、この件 ではな いんです が、養護 学校に関 する案 件が提 案さ
れており ますの で、当然 質疑があ る可能 性がござ います。 それを踏 まえた 上で、 最終
的な決定 をした い。ただ 、手続的 には、 本日、教 育委員会 として基 本方針 の了承 をい
ただき、 この案 を変える ことが必 要な事 態になら なければ 、私の方 で時期 を見て 、臨
時代理と いうこ とで最終 的な決定 をさせ ていただ きたい。 そのよう な手続 をとら せて
いただくことでご了承いただきたいと考えております 。
【委員長 】

教育長か らそのよ うなご 提案がご ざいまし たが、よ ろしゅ うござ いま

すか。― ―〈異 議なし〉 ――では 、教育 委員会と しては、 本日、基 本方針 につい て了
承しまし たので 、明日の 文教委員 会の審 議で事態 が変わら なければ 、最終 的に、 教育
長に臨時 代理で ご決定い ただくこ ととい たします 。どうも ありがと うござ いまし た。
次に、 第107号議 案及び第 108号 議案でご ざいます 。これは あわせてご説 明いた だい
た方がい いかと 思います 。規則の 一部改 正に関す る件でご ざいます 。お願 いしま す。

第１０ ７号議案

東京 都教育委 員会会 議規則 の一部を 改正する 規則の制 定に
ついて

東京都教育委員会会議規則の一部を改正する規則を 公布する。
平成１３年１２月１ ３日
東京都教育委員会

第１０８ 号議案

東京 都教育 委員会傍 聴人規則 の一部 を改正す る規則の制 定に
ついて

東京都教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則 を公布する。
平成１３年１２月１ ３日
東京都教育委員会
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【総務部長】

そ れ で は 、「 第 107号 議 案 ・ 第 108号 議 案 資 料 」 と し て 、 １ 枚 の 資 料 に

なっていますが、これにより説明させていただきます 。
ま ず 、 第 107号 議 案 の １ 番 の と こ ろ に ご ざ い ま す 、 東 京 都 教 育 委 員 会 会 議 規 則 の 一
部を改正する規則の制定についてでございます。
改正の 理由で ございま すが、① のとこ ろにござ いますよ うに、地 教行法 が改正 され
ました。 この改 正の趣旨 は、教育 委員会 が地域住 民に対し て積極的 に情報 提供を して
いく、あ るいは 地域住民 の教育行 政に関 する理解 と協力を 得るとい う視点 からの 改正
でござい まして 、実際の 中身は、 地教行 法の中に 「教育委 員会の会 議は、 公開す る」
という規定が盛り込まれました。これが１点です。
２点目 は、こ の会議の 会議録の 扱いな んですが 、開示・ 非開示に つきま して、 これ
まではこ の会議 規則の中 で定めら れてお りました けれども 、現在、 事実上 は東京 都情
報公開条 例の規 定に基づ いて決定 してお りまして 、非公開 で行った 委員会 の会議 録で
も、開示 請求が あれば、 一部を除 いて開 示するこ とが前提 になって おりま す。そ うい
うことから、今回、規定を整備するというものでござ います。
実際の 改正の 内容です が、①の ところ では、先 ほどご説 明した地 教行法 で「教 育委
員会の会 議は、 公開する 」という ことに なりまし たが、た だし書き がござ いまし て、
「ただし 、出席 委員の３ 分の２以 上の多 数で議決 したとき は、これ を公開 しない こと
ができる 」とい うことが 地教行法 に盛り 込まれま した。そ のことに よりま して、 東京
都のこの 規則で いきます と、従来 は「出 席委員の 過半数で 議決した ときは 、秘密 会を
開くこと ができ る」とい う規定に なって おりまし たが、地 教行法に 合わせ まして 「出
席委員の ３分の ２以上の 多数で議 決した ときは、 これを公 開しない ことが できる 」に
改めたいと考えております。
２点目は 、秘密会の会議録の取 扱いに ついて定めた項が２項あるわけですけれども 、
秘密会そ のもの がなくな るわけで すので 、個々の 議題によ って開示 ・非開 示を決 める
というこ とにな ります。 したがい まして 、この２ 項を削除 するとい う改正 でござ いま
す。
引 き 続 き ま し て 、 ２ 番 の 方 の 第 108号 議 案 で す け れ ど も 、 東 京 都 教 育 委 員 会 傍 聴 人
規則の一部を改正する規則の制定についてです。
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改正の 理由は 、地教行 法が改正 され、 積極的に 会議を公 開してい くのだ という こと
から、この際、傍聴人規則も整備するということでご ざいます。
内容に つきま しては、 傍聴席に 入るこ とができ ない者、 あるいは 傍聴人 の守る べき
事項、傍 聴人の 退場に関 する規定 、これ らはこれ までもあ りました が、都 議会の 傍聴
規定を参考にいたしまして、基本的に同様に扱うこと にいたしました。
改正内 容の２ 番目は、 傍聴を希 望する 報道関係 者の扱い です。こ れまで は、傍 聴人
は20人 という ことにな っており ましたが 、その ほかに 報道関係 者が入って いたわ けで
す。これ はこれ からもそ うするわ けです が、規則 の中で、 報道関係 者は一 般傍聴 人と
区別することを明記しました。そういった内容の改正 でございます。
説明は以上でございます。
【委員長 】

会議規則 の中の秘 密会に 関する規 定、それ から傍聴 人規則 をこの よう

に変えたいということですが、何かご質問、ご意見は ございますか。
【委員】

会 議 規 則 の 新 旧 対 照 表 を 見 て お り ま す と 、 例 え ば 、 第 13条 で 、「 人 事 に

関する事 件その 他の事件 について 」とあ りますが 、この「 事件」と いう言 葉はず っと
昔 か ら 使 っ て い た み た い で す け れ ど も 、 何 か と て も 事 件 ぽ く て 、「 案 件 」 が い い の で
はないか と思う んです。 それを申 し上げ ると、規 則全部に 「事件」 と記載 してあ るん
で す が 、「 事 件 」 と か 「 事 故 」 と か と い う の で は な く て 、「 案 件 」 じ ゃ な い か な と 思
うんですけれども。
【総務部 長】

これは 、地教行 法の方 も同様に 「事件」 という用 語が使 われて おり

ます。
【委員】
【教育長 】

法律もそうですか。
法律は全 部「事件 」です 。だけど 、実態と しては「 案件」 なんで す。

ただ、法律用語としては、法令上は全部「事件」とい う言葉を使っているんです。
【委員】
【教育長】

昭和31年のままということですか。
ほかの法律もみんなそうです。法律は 全部「事件」なんです。

【委員】

でも 、「事件」か「事 故」 かと言うと…。

【委員】

一 般の人が わかるよ うにし なければ いけない ですよ、 法律と いうの は。

【委員】

い や、だか ら、法律 の方が 今新しく なってい れば別で したけ れども 、そ
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う で す か 。 法 律 も そ う な っ て い る の で す か 。 で は 、 し よ う が な い の か な 。「 事 案 」 と
か「案件 」とか にしたい ですね。 せっか く変わる のだから と思うけ れども 、しよ うが
ないんですか、法律がそうだから。
【委員】

傍 聴人の守 るべき事 項の改 正という ことです が、これ は本当 に厳し くや

るべきで すよ。 この前な ども本当 にいろ いろなや じが飛ぶ とか、あ のよう な傍聴 人は
退場させ るとい うような 規定をは っきり させてお かないと いけない 。だか ら、私 は、
当面は傍 聴人全 員にそう いうこと を書い たものを 渡すべき だと思う んです 。これ はあ
る意味に おいて 、討論の 自由に威 圧を与 えるわけ ですから 、委員長 がそれ に従っ てし
かるべき 措置を とるべき です。だ けど、 まず初め に傍聴人 に対して そうい うもの をき
ちんと渡 して、 これだけ の規則を 守るの なら入れ ますよと いうこと をやっ ていく べき
だと思います。
【総務部 長】

この３ ページを ご覧い ただきた いんでご ざいます けれど も、上 の方

の 第 ７ 条 で す 。 た だ い ま お 話 を い た だ い た こ と で す が 、「 傍 聴 人 が こ の 規 則 に 違 反 し
たときは 、委員 長は、当 該傍聴人 に退場 を命ずる ことがで きる」と いうの はこれ まで
も あ り ま し た が 、 第 ２ 項 の と こ ろ で 、「 傍 聴 席 が 騒 が し い と き は 、 委 員 長 は 、 す べ て
の傍聴人を退場させることができる 」と いう規定を新たに設けたいと考えております 。
【委員】
【総務部長】
【委員】
【教育長 】

すべてですか。
これは議会の方も同様の規定がござ います。
それは、議会の方がそうなの。
特定でき ない場合 がある わけです 。全体的 に騒がし いとい うこと で。

１人で騒いでいれば、すぐわかりますが。
【委員長 】

それで全 員という ことで すね。そ れはいい 。都議会 では相 当そう いう

ことがあるんですか。
【教育長 】

結構ござ います。 実際に これを行 使したこ とはあま りあり ません が、

ただ本会議には衛視がいまして、何か言うとすぐ来ま す。
【委員長 】

ほかに何 かご意見 等はご ざいます か。なけ れば原案 のとお りでよ ろし

ゅうござ います か。―― 〈異議な し〉― ―では、 原案のと おり改正 するこ とにい たし
ます。ありがとうございました。
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それでは 、「 請願 」に対す る回答（ 案 ）につ いて 、これは 国立市の件ですね 。では 、
説明をお願いします。

第１０９号議案

「請願」に対する回答（案） について

国立市 在住の 遠藤良子 氏から提 出され た請願に ついて、 別紙のと おり回 答した いの
で御審議願います。
平成１３年１２月１ ３日
東京都教育委員会教育長
横

【指導部長】

山

洋

吉

そ れ で は 、 第 109号 議 案 、「 請 願 」 に 対 す る 回 答 （ 案 ） に つ い て 、 ご

説明いたします。
請願者は国立市在住の 、国立の教育を守る市民連絡会 、遠藤良子さんと いう方です 。
趣旨で ござい ますけれ ども、め くって いただき まして４ ページに 本文を 載せて ござ
い ま す の で 、 ま ず そ れ を ご 覧 い た だ き た い と 思 い ま す 。 東 京 都 教 育 委 員 会 御 中 、「 請
願書」と いうタ イトルで ございま す。2001年７ 月30日付です 。最後まで読 み上げ させ
ていただきます。

「私た ちは国立 市立小 ・中学 校に子ど もを通わ せる保護 者と、 そこで 教育活 動に
携わる教 職員、ま た地域 の中で 子どもを 見守り育 てたいと 願う市 民の集 う会で す。
さて、 この５月 から７ 月にか けて、国 立市立小 ・中学校 に関わ る新聞 記事に よっ
て、子ど もはもち ろんの こと、 保護者、 教職員、 市民が安 心して 過ごせ ない日 々が
続いています。
マスコ ミの杜撰 な取材 や、予 断と偏見 に満ちた 報道のあ り方に ついて は、こ れま
でも大変 な被害を 被って きまし た。従っ てその報 道をその まま信 じるこ とのな いよ
うに、私 たちも記 事の読 み方に ついては 注意を払 うように してい ますが 、しか しそ
れにして も、あま りに事 実と違 うことば かりが書 き連ねら れると 、その 記事を 書い
た記者や新聞社だけの責任と言えないのではないか と考えます。
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特に子どもに直接関わる記事については、その配 慮のなさに驚くばかりです。
具体的 には、第 ６小学 校に都 教育委員 会の委員 の方が訪 問され た時の 記事が あり
ます。こ の記事に 書かれ ている ことにつ いては、 子ども・ 保護者 ・市民 から多 くの
憤りの声が上がっています。
東京都 教育委員 の方は 、おそ らく子ど も・保護 者のため と思わ れて来 てくだ さっ
たのでし ょうが、 大変残 念なが ら、地元 、国立市 の中では 、その ように 受けと めら
れたとは言いがたいしこりが残されています。
このこ とについ ては、 私たち 市民より 、国立市 教育委員 会の教 育委員 長や教 育長
から直接 お聞き戴 いて、 国立市 教育委員 会がもっ と地域の 実情を 正確に 把握し た上
で、東京都の協力を要請するようにとの助言をして 戴けないものでしょうか。
第６小 学校は何 ら特別 の学校 でもない し、特別 の問題が あった 学校で もあり ませ
ん。全国 どこにで もある さまざ まな課題 があった としても 、むし ろ第６ 小学校 では
教職員と 保護者が 協力し あい、 子どもた ちにとっ て一番良 い方法 をとっ てきた ので
す。そして日々の積み重ねの中で解決がはかられて きたのです。
そうし た学校と 地域の 努力を 、まるで 違うもの として描 き出し た報道 は許せ ませ
ん。そも そも、都 教委は 、なぜ 子ども・ 保護者・ 教職員に 何の相 談もな く、マ スコ
ミを連れ ていきな り学校 の中に 踏み込ん でくるの でしょう か。子 どもの 顔写真 をの
せ た の は ど う い う 意 味 が あ る の で し ょ う か 。 産 経 新 聞 に よ る と 、「 劇 的 に 変 わ っ た
学校を見 たかった 」と言 われた 委員がい らっしゃ るようで すが、 教員を 多数入 れ替
えただけ で学校が そんな に簡単 に変わる はずもあ りません 。むし ろいき なり管 理職
が 増 え た り 、 教 員 が 変 わ る こ と に よ っ て 、 無 用 の 混 乱 を 引 き 起 こ し 、「 劇 的 」 に 悪
く変わる 事はあっ ても、 よく変 わること などあり ません。 そうい う意味 では、 第６
小学校は 長年の教 職員の 取り組 みで、子 どもや保 護者との 信頼関 係を大 切にし てき
たので、 いきなり 始まっ た、市 教委や都 教委の現 場を無視 した人 事異動 やそれ に対
する学校 管理職の 無為無 策にも 関わらず 、また一 部の保護 者が、 無責任 に教職 員を
悪くいい 、すべて の責任 を教職 員になす りつけよ うとして 、他の 保護者 の共感 が得
られない事にも気付かずに 、市 教委学 校指導課だけを頼りに独走したにも関わらず 、
第６小学 校は大事 に至ら ずにあ ったので す。こう した事実 をご存 じなら ば、よ うや
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くおちつ いた学校 に、な ぜいき なりやっ てくるな どという 、無法 なこと ができ たの
でしょうか。
しかし 東京都の 教育委 員の方 々に、国 立の詳し い状況が わかろ うはず がない こと
も承知し ています 。その ために 、市教委 が折々の 報告等し ている のでし ょうか ら、
むしろそ の責任は 国立市 教育委 員会教育 長と学校 指導課に あると 、言わ ざるを えま
せん。
私たち は市民と して、 本当に 恥ずかし く思いま す。これ までも 市教委 の数々 の失
策を見せ られて、 市民と しては 困ってい ましたが 、そのよ うなこ とを、 都教委 に申
し立てる のは筋違 いと思 い、市 内のこと として対 処してき ました 。しか しなが ら、
このよう に都教委 の委員 の方々 までが勘 違いして しまうよ うな、 事実と は違う こと
が報告さ れている ならば 、都教 委の委員 の方々に も大変失 礼なこ とであ り、ご 迷惑
な事と思い、あえて今回はこうした形で請願させて 頂きました。
教育長 と学校指 導課に ついて は、今後 国立市の 市民の間 でもど う考え るべき かを
話し合っ ていかね ばなり ません が、とり 急ぎ、都 教委にお かれま しては 、今後 国立
市からの 報告やマ スコミ 報道を 鵜呑みに すること なく、慎 重に審 議され るよう 、お
願いもうしあげます。
また第 ５小学校 のこと に関わ っても同 じことが 言えます 。７月 １日の 読売新 聞と
７月３日の産経新聞との記事は 、その 取材から報道までの経過が大変不明朗であり 、
またしても意図的な情報漏洩と関係者の守秘義務違反の疑いが問題になっていま
す。
当事者 や関係者 が知ら ない内 にマスコ ミが知っ ているこ とが、 どの位 学校に 対す
る保護者 ・市民の 不信を 買うか というこ とは、昨 年の「２ 小校長 報告書 」問題 で十
分わかっ ていただ いたも のと思 っていま したが、 今だにそ れが教 訓にな ってい ない
のはなぜ でしょう か。学 校内の 事は学校 内で解決 する努力 をする のが基 本では あり
ませんか 。国立市 教委と 学校管 理職の力 がないた めに、起 きてい る問題 の原因 を教
職員にな すりつけ て「教 職員が 悪い」と いえば済 むと思わ れてい る節が ありま す。
そしてそ の解決を ことご とく都 教委に委 ね、それ を、都教 委が安 易に受 け、そ の解
決のため として動 かれる と、そ れは問題 の本質の 把握がず れてい るため に、現 場で
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求めてい る解決と は違う ものと なります 。５小で は、子ど もも保 護者も 、この よう
に新聞記 事で取り 扱われ たこと で、大変 混乱しま した。本 来自力 で解決 せねば なら
ないし、 できるこ とを、 マスコ ミを使っ て取り沙 汰し、教 職員の 罪にし 、処分 し、
管理を強 め、黙ら せ収束 させる という手 法は、昨 年、一部 マスコ ミが作 り出し た第
２小学校 の「土下 座事件 」報道 が、地元 に多大な 被害を与 えたこ とが、 何の教 訓に
もなって いないと 思われ ます。 私たちは 二度とこ のような 事がお こらな いよう にと
願ってい たにも関 わらず 、今ま た同じこ とが起き つつある のでは ないか という 危惧
をもっています。
残念な がら、国 立市教 育委員 会教育長 と学校指 導課には 、あま りに東 京都知 事や
東京都教育委員会の意向ばかりを伺うために肝心の 地元である 、国立市内の動向や 、
内情を軽 んじてし まう傾 向があ るとしか 思えませ ん。その ような ことで は、国 立市
の教育行政は、保護者・市民の信頼を失い、たち行 かなくなってしまいます。
なぜこ こまでし て、地 元の支 持が得ら れないも のを、東 京都の 意向だ からと 強引
に進める のか、今 や国立 市民の 間では、 国立市教 育長と学 校指導 課に対 する不 信が
募り、結 果、東京 都教育 委員会 の各委員 さんに対 しても不 信が募 り始め ていま す。
国立の ことをご 心配く ださっ てのこと とは思い ますが、 その時 は何よ りもま ず、
正確な情報を得られた上で行動をとって下さるよう にお願いいたします。
第５小 学校のこ とにつ いても 、まった く早計な 新聞記事 によっ て、も し市教 委が
誤った内 容で都教 委に報 告し、 都教委が それのみ によって 何らか の措置 等が出 され
るような ことがあ っては いけな いと思い 、あえて このよう な請願 書を提 出する もの
です。
国立市 内の子ど もや保 護者を これ以上 混乱させ ることの ないよ う、ご 配慮の 程、
お願い申しあげます。
以上
国 立の教育を守る市民連絡会
遠藤

良子」

それで 、資料 の方の１ ページに 戻って いただき まして、 これに対 します 回答（ 案）
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でございます。その囲みのところを申し上げます。

本請願については、平成13年12月13日の東京都教 育委員会に付議されました。
東京都 教育委員 会は、 国立市 立学校の 教育の正 常化に向 け、国 立市教 育委員 会に
対 し て 、「 国 立 市 立 学 校 教 育 改 善 検 討 委 員 会 報 告 」 に 基 づ き 、 指 導 し て き た と こ ろ
です。
学校教育は 、児童・生徒の健やかな成長を願い 、法令や学習指導要領 に基づいて 、
適正に行 われるべ きもの であり 、都教育 委員会は 、今後も 、国立 市教育 委員会 と緊
密な連携を保ちながら、学校教育の正常化に向けて 指導等していく考えです。

これが回答（案）でございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたしま す。
【委員長 】

ただいま の説明に 対して 、何かご 意見、ご 質問がご ざいま したら 、ど

うぞ。
【委員】
【指導部 長】

この会はどういう会ですか。
これは 、学校教 育につ いて、さ まざまな ご意見を 直接学 校にあ るい

は市教委 に申し 出てくる 会であり まして 、教職員 団体等と もつなが りを持 ってい ると
聞いております。ただ、教員の会ではなく、市民の会 の一つでございます。
【委員】

と いうのは 、要する に、一 つの会と いうのは 、それだ けの色 をみん な持

っている 。当然 、主張が 違います から。 なぜそう いうこと を聞いた かとい うと、 この
人があた かも自 分の考え 方をすべ て一般 論のよう にして、 国立の市 民全体 が同じ よう
なことを 考えて いるとい うような 書き方 をしてい るから言 うのであ って、 やはり 都教
育委員も そうだ し、それ から都教 育長も そうだけ れども、 はっきり した立 場を示 して
いくべき だと思 うんです 。国立市 の学校 のことは 学校の内 部で解決 すべき と言う けれ
ども 、学校の 内部で解決できないからこういうことが起こったわけ です 。このように 、
ほとんど 回答に なってい ないよう な回答 を出すわ けだけれ ども、そ ういう ことか らや
っていかないと国立市は変わっていかないですよ。
【指導部 長】

この回 答（案） の中に 「国立市 立学校教 育改善検 討委員 会報告 」と
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あります が、こ れはここ でも決め ていた だきまし たけれど も、改善 勧告と して出 して
おります 。この 報告は、 教育課程 と、そ れから学 校組織運 営と、２ 章にわ たって 非常
に細かい 内容に しており ますので 、都教 委は、そ れに基づ きながら 指導し てきた し、
これから もして いきます というこ とです 。この報 告書の中 身は細か いこと ですの で、
そういう意味で、この報告書を挙げているわけでござ います。
【委員】

私 はこの会 自体は知 りませ んけれど も、ごく 一部のそ ういう 意見が 全般

のことの ように して書か れること 自体が まず問題 です。そ れから、 マスコ ミが赤 色の
ものを黒 と書く か白と書 くか、こ れはマ スコミの 一つの考 え方があ るので すから 、そ
れぞれに 書くわ けです。 そういう ところ に対して すべてオ ープンに してい くとい うこ
とは必要 なので あって、 これをと めるわ けにはい かないわ けです。 マスコ ミも、 自分
たちが間 違った とすれば 、当然、 間違い だったと いうこと で訂正し ていく でしょ う、
普通のま ともな マスコミ なら。だ から、 もうちょ っときち んとはっ きりし たこと を言
ったらいいと私は思います 。要は 、国立市の教育は国立の市民が考えるこ とであって 、
自分たち で問題 がすべて 解決でき ている のなら、 それでい いわけで す。だ けど、 でき
ないから いろい ろなとこ ろから話 が出る のであっ て、そこ ら辺をよ くわか ってく れな
いと、感 情的に なって、 都の教育 委員が いろいろ 言ってく るからど うだと かいう こと
は、厳に 慎むべ きことで すね。国 立の人 にいろい ろ聞くと 、あまり にも現 状を知 らな
い方が多 過ぎる 。という ことは、 学校の 中で何が 起こって いるかと いうこ とを自 分た
ちがもっ と公開 していく べきなん です。 それを自 分たちの 中ですべ てうま くやっ てい
こうとい うこと 自体が大 きな問題 なので あって、 これは国 立の市長 をはじ めすべ てに
ついてそ うだと 私は思い ます。そ こから 直してい かないと 国立市の 教育は 直って いか
ないんですよ。
【教育長】
【指導部 長】

この「委員会報告」というのはオープ ンになっているんですか。
はい。 これは国 立市に も送りま したし、 それから 全区市 町村の 教育

委員会あてに送っております。
【教育長】
【指導部長】
【教育長 】

プレスにも。
プレス発表をしました。
それでは 、国立市 教育委 員会に対 して、別 添報告に 基づき として 、報
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告書を別添としてつければいい。
【委員】

い や、こう いうもの に対し ては、都 の教育委 員が何を やった かとい うこ

とをきち んと説 明してや るべきな んです 。回答が このよう な内容と いうの は、議 会の
答弁なら これで いいかも しれない けれど も、事実 は事実と して、こ ういう ことを やり
ましたよ 、だか ら、中で 解決する ことは きちんと やりなさ いと言う のが当 たり前 のこ
とですよね。
【指導部 長】

この「 国立市立 学校教 育改善検 討委員会 報告」の 扉のと ころで 、こ

の教育委 員会で お決めい ただいた 東京都 教育委員 会の見解 文がそこ にまず 入って おり
まして、 今、先 生がおっ しゃった ような 趣旨も含 めて全部 書いてご ざいま す。で すか
ら、この １冊を もって我 々は指導 してお りますと いうこと です。こ の報告 のどの 部分
を取り上 げるか というこ とになる と、膨 大になり ますので 、この１ 冊をも って指 導し
ているし 、市教 委とも連 携してこ れから もやって いきます という回 答です 。細か く言
えば、もうこの報告の内容を全部言うしかないわけで す。
【委員】

細 かく言う ことはな いけれ ども、そ れをはっ きり、あ なたた ちはも っと

勉強しなさいということを言うべきですよね。
【指導部 長】

今、教 育長の方 からお 話があっ たように 、この資 料を別 添とし て添

えて、こ れをよ く読んで ください という ことで、 これはオ ープンの 資料で すので 、そ
れをつけ加えさせていただきたいんですけれども、よ ろしいですか。
【委員】

要 は市民社 会なんだ から、 あなたた ちはあな たたちの 中で解 決する こと

はきちん と解決 しなさい 、きちん としな いからこ ういう問 題が起こ るんで すよと いう
ことを言うべきです 。それから 、マスコミとか 一般の 人に対して 、目をふさぐことも 、
耳をふさ ぐこと も、口を ふさぐこ ともで きません よ、それ が民主主 義なん だから 、と
いうことをはっきり言ってあげるべきです。
【委員】

せ っかく請 願が出て きまし たので、 情報公開 といいま すか、 請願を 出し

た人たち の気持 ちを酌ん で、東京 都教育 委員会の 姿勢と、 それから 教育庁 あるい は市
の教育委 員会の 考え方も あるでし ょうか ら、でき るだけオ ープンな 形で、 例えば テレ
ビ討論で あると か、公開 討論だと か、こ ちらの方 はその用 意があり ますと いうこ とも
伝えてい ただい て、一部 の密室の 中で特 定の考え を持った 人たちだ けが集 まって 何か
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やってい るとい うことだ と当然そ れは議 論になり ませんの で、市民 や都民 の大勢 の人
が聞いた り見て いるとこ ろで公開 討論を して、み んなに知 ってもら うとい うこと は非
常に大事 なこと だろうと 思うんで す。で すから、 ＭＸテレ ビでもど こでも 、実際 にそ
の現場で もいい んですけ れども、 広く公 開討論を していく 。そこに は東京 都の教 育委
員も出て いった り、それ から指導 部長も 出ていく 。そして 、向こう は向こ うで、 言い
たいことがいろいろある 。こちらもしゃべりたいことがある 。それを大勢 の人が聞き 、
どっちが 正しい んだろう か、どこ が間違 いだろう かと考え 、東京都 教育委 員会の 方が
押しつけであるとか強制的であるとかということであ れば 、こちらは態度を改めるし 、
一方がち ょっと 偏ってい るという ことで あれば、 考え方を 変えるべ きだと 思うの で、
公開で討 論すべ きだと私 は思うん です。 できるだ けその機 会を持っ てもら いたい と思
うんです。そういうときには、お役に立てれば私も顔 を出したいと考えています。
【委員】

私 は、こう いう請願 が出て くること 自体はい いことだ と思う んです 。こ

ういう考 えを持 った人も いるとい うこと だろうし 、彼ら自 身がよく 咀嚼し てもの を考
えていな いとこ ろもある のかもし れない けれども 。今こう いう意見 が出て くるこ と自
体はいい ことじ ゃないで すか。だ けど、 出てきた ことに対 して、や はりき ちんと した
反論をし ていく というこ とが必要 で、そ れをまた 公開して いくこと も必要 です。 その
前に、こ ういう 人が何々 の会と言 ってい るけれど も、実際 には３人 とか４ 人だっ たと
いうこと はたく さんある わけです から、 そういう ことから きちんと 調べて おくと いう
ことも必 要だと 思うんで す。だけ ど、ど こに向か っても公 開してい くこと が必要 なん
で、それ が開か れた学校 なんだか ら、そ れを否定 するよう な、いや 、自分 たちだ けで
こうやっ ていま すよと言 っている 世の中 ではなく なってき ているの です。 という こと
は 、もう臭いものにはふたをしな いで改 革していきましょうよということなんだから 。
これから は、通 り一遍の こういう 回答は あまりし ない方が いい。具 体的に こうし てい
ると回答 した上 で、よく 勉強して ほしい 、それか ら会とい うのは、 何人の どうい う会
なんです かとい うことも 聞くべき だと思 う。何か もっとも らしいで すよね 、市民 の会
なんて。 市民全 体を守っ ているよ うな感 じだけれ ども、本 当のとこ ろはど うなの か。
【委員長】
【指導部 長】

今の報告書をこの回答に添付するとい うことですね。
「別添 」という 言葉を ここに挿 入しまし て、１冊 の報告 書を添 えて
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回答したいと思いますが。
【委員長】
【委員】

経緯を含めて、別添で添える。
そ う、きち んと書い てあげ た方がい いですよ 。本当に この人 は善意 で言

っているかもしれませんから。
【委員】

こ の 四 角 い 枠 の 回 答 （ 案 ） の 中 の 、「 国 立 市 立 学 校 教 育 改 善 検 討 委 員 会

報告」の 前に「 別添の」 とか「末 尾添付 の」とか と入れた ら、つな がった 文章に なり
ますから。
【指導部 長】

はい。 別添で冊 子をつ けまして 、別添と いう語を 回答文 の中に 入れ

させていただきます。
【委員】

国 立市教育 委員会を もっと 開かれた ものにす べきなん です、 はっき り言

えば。その一助になれば一番いいわけです。
【教育長】
【委員】

この会と石井教育長は、結構話をして いるんです。
だ から、そ ういうと ころへ きちんと 話をすべ きです。 しかも 、同じ 会と

いったっ て、い ろいろな 人の考え 方があ るでしょ う。まず 市教委が 変わる という こと
が必要だ ろうし 、教職員 も変わる 必要が あるだろ うし、市 民も変わ る必要 がある んだ
と思うんです。
【委員長 】

別添で報 告書をつ けて、 そのこと を入れた ような文 章にし て、そ して

それを回答として出すということでよろしいでしょう か。
【委員】

公 開の問題 というの は、こ れからは 我々にと ってみて も非常 に重要 です

から、きちんとした回答をしていくべきです。
【委員長 】

ほかにご 意見はご ざいま すか。で は、その ように回 答文を 修正し て、

報告書を添付するということでよろしゅうございます か 。――〈 異議なし 〉――では 、
そのように決定いたしましたので、そのような形で回 答をお願いします。

報

告

（１）平成１３年度東京都公立学校の校長及び教 育管理職選考の結果について
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【委員長】

次に、報告事項をお願いいたしましょ うか。

公立学校の校長及び教育管理職選考の結果について 、説明をお願いします。
【人事部長】

それでは、報告資料（１）に基づきま して、ご報告します。

管理職 選考の 受験資格 は、昨年 からＡ 選考、Ｂ 選考とい うことで 制度を 変えて おり
まして 、従前 からの教頭試験に受かった人たちがこの校長試験を受 けます 。それから 、
教頭にな ってい なくて今 後管理職 になり たいとい う人は、 年齢に応 じてＡ 選考ま たは
Ｂ選考を 受けま す。Ａ選 考の場合 ですと 、合格後 ５年間の ジョブ・ ローテ ーショ ンを
経まして 、その 後教頭に なるわけ です。 それから Ｂ選考の 場合は、 ２年間 のジョ ブ・
ローテーションをやって、教頭になるという仕組みに なっております。
選考方 法につ きまして は、１次 が筆答 試験、２ 次が面接 試験とい うこと で、８ 月か
ら11月の中旬までかけまして、結果を出しております 。
校 長 選 考 の 方 で す け れ ど も 、 受 験 者 が ト ー タ ル で 1,451名 お り ま し て 、 最 終 合 格 者
が192名。年齢的に見ますと 、大体51〜52歳の方が非常に多くなっております。
そ れ か ら 、 教 育 管 理 職 選 考 の 方 で す け れ ど も 、 Ａ 、 Ｂ 選 考 合 わ せ て 1,634人 が 受 験
い た し ま し て 、 最 終 合 格 者 が 348名 と い う こ と で す 。 Ａ 選 考 は 、 上 の 表 で ご 覧 の と お
り、33歳以上 42歳未 満という 受験資格 ですけれ ども、 合格者 の平均年齢は 39歳で す。
Ｂ選考は、大体46〜47歳の方々が合格しているという 実情でございます。
これは 、先週 すべて本 人に発表 してお ります。 今後ジョ ブ・ロー テーシ ョン等 で教
頭、校長にふさわしい人材を育成していきたいと考え ております。
説明は以上でございます。
【委員長 】

ありがと うござい ました 。何かご 質問、ご 意見がご ざいま したら お願

いします。
【委員長】
【人事部長】
【委員長 】
【人事部 長】

今は、５年と２年のローテーションで 何回ぐらい動くんですか。
職場は、５年ですと、２回ぐらいで す。
２回ぐら い。では 、教頭 になるの は10年後とい うことにな ります ね。
いや、 10年で なく、今 後は主 幹制度 を考えて おりますが 、主幹 を５

年間やりまして、その後教頭に登用します。
【委員長】

Ａは５年間で、Ｂは２年間ですか。
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【人事部長】
【委員】

そうです。
や はりこれ からは、 校長と か教頭の ローテー ションを 少し長 くして いか

ないと。今は、大体平均でどのくらいで異動している んですか。
【人事部長】
【委員】

４年ぐらいです。
４年ですか。それから、教頭先生は。

【人事部 長】

教頭の 場合は、 教頭３ 年目で校 長試験を 受けられ ますか ら、早 い人

は 、教頭を３年やって校長になります 。問題は 、女性の受験率が非常に低いことです 。
小 学 校 は 女 性 が 非 常 に 多 い ん で す け れ ど も 、 今 回 、 例 え ば Ａ 選 考 の 中 で 、 128名 合 格
していま すけれ ども、女 性は15人しかい ないと いうこ とですの で、今後女 性の受 験率
をいかに高めていくかという問題があります。
【委員】

本人が偉くなりたくない、管理職は嫌だ というのでしょうか。

【人事部 長】

この受 験年齢を ご覧い ただきま すと、大 体子育て 後半か ら、場 合に

よるとお 年寄り を抱える 年代にあ たって いますの で、そう いう事情 がある のだろ うと
は思うんですけれども。
【委員】

50歳、そ うだ。今 の介護の 実態か ら見る と、ほと んど50歳の 主婦が 一番

介護に当 たって いるとい う統計が 出てい ますね。 だから、 受験しな いのは あなが ち本
人の意思 ではな いわけだ 。本人と しては その意思 があるけ れども受 験でき ない場 合も
あるわけですね。
【人事部 長】

だから 、若くて も、例 えばご主 人の親と 一緒に住 んでい て、自 分が

管理職に なった ら、将来 寝込まれ たとき に大変だ なとか、 いろいろ 考える と、な かな
か決心がつかないという方もいらっしゃるでしょうし 。
【委員】

こ の資格と いうのは 、途中 で消滅し てしまう わけです か。取 得して 何年

使わなかったら無効になるとか。
【人事部 長】

いや、 この試験 に合格 すれば、 今言った ように、 Ａだと ５年、 Ｂだ

と２年の ジョブ ・ローテ ーション をやっ て、教頭 になりま す。任用 前に面 接を行 いま
して、本 当に教 頭にして いいのか どうか 、審査を します。 それで不 合格で あれば 昇任
させませ ん。そ れから、 教頭先生 を４年 経験した 段階で校 長に昇任 する資 格を与 えま
すけれど も、そ こでもま た面接を して、 任用審査 をして、 適性がな い人は 校長に はし
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ないということを考えています。
【委員】

い やいや、 いわゆる 個人的 理由が主 で女性の 受験意欲 がない という のだ

ったら 、それ は資格として与えて 、個人的な理由があるときにはそれは待 ってもらう 、
要するにパスするというやり方はやっているんでしょ う。
【人事部 長】

それは 、Ａ選考 の33歳 からＢ 選考の 終わりの 56歳まで受 験可能 なん

です。56歳で 合格して も、57歳で昇任 しますか ら、４ 年しか 管理職として 勤務で きな
い。だか ら、56歳で打 ち切って いるんで すけれ ども、 この間は ずっと受験 可能な わけ
です。
【委員】

そ うすると 、そうは 言って いるけれ ども、そ れが本当 の理由 でもな いの

かな、女性にとっての。
【人事部長】
【委員長 】

その辺がなかなか難しいところなん です。
ほかにご 意見はご ざいま せんか。 よろしい ですか。 では本 件は、 報告

として承りました。伺いました。
報告事項は以上１件です。

東京都教育委員会委員長職務代理者の指定について
【委員長 】

次に、委 員長職務 代理者 の指定に ついてで す。説明 をお願 いしま す。

どうぞ。
【総務部 長】

では私 の方から 、東京 都教育委 員会委員 長職務代 理者の 指定に つき

ましてご説明させていただきます。
委員長 職務代 理者につ きまして は、法 律上、指 定するこ とになっ ており ます。 その
任期につ きまし ては特に 規定がご ざいま せんが、 委員長の 任期が１ 年間と なって おり
ますので 、職務 代理者に つきまし ても従 来から委 員長に準 じて任期 を１年 間とい うこ
とでお願 いして おります 。現在、 第１順 位の鍛冶 委員と第 ２順位の 國分委 員の職 務代
理者とし ての任 期が平成 14年１ 月８日で 満了と なりま すので、 本日、選任 をお願 いす
るものでございます。よろしくお願いいたします。
【委員長 】

第１順位 の鍛冶委 員の任 期が１月 幾日でし たか。も う一回 お願い しま
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す。
【総務部長】
【委員長】
【委員】

お２人の任期が来年１月８日で満了 となります。
１月８日だから、１月９日からになる わけですね。
私 は、３月 12日で 教育委員 そのも のの任 期が満了 になるもの ですか ら、

できれば 、もう １月９日 の段階で 別の委 員に職務 代理者に おなりい ただき たいと 思う
のですが。
【委員長】
【総務部長】
【委員長 】

お願いする場合は、在任中お願いした いということですね。
ええ、そうなんです。
１月９日 から３月 12日ま でとい うこと ですので 、お願いで きない でし

ょうか。
【委員】
【委員長】
【総務部長】
【委員長 】

そうですか。
國分委員は１年ですね。
そうです。
というこ とで、職 務代理 者を選任 するとい うことで すが、 任期は いつ

からいつまでか、明確にしておきませんと。
【 総務部長 】

この第１順位 、第２順位の方の委員としての任期が切れたときには 、

職務代理者についても、別の委員を指定することにな ります。
【委員長 】

ですから 、そのと きには 、慣例に よると、 國分委員 を第１ 順位に する

というこ とにな るわけで すね。で は、そ ういうこ とで引き 続き鍛冶 委員と 國分委 員に
職務代理 者をお 願いした いと思い ますけ れども、 よろしゅ うござい ますで しょう か。
【委員】

それでは、３月12日までですね。はい。 わかりました。

【委員長】

よろしゅうございますか。 ――〈異議なし〉――

【委員長 】

それでは 、第１順 位が鍛 冶委員で 、任期は 平成14年１月９ 日から ３月

12日ま で、第 ２順位が 國分委員 で、任期 は平成 14年１ 月９日 から１年間と させて いた
だきます。どうぞよろしくお願いいたします。

参

考

日
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程

（１）

（２）

定例教育委員会の開催
１月１０日（木）午前１０時００分

教 育 委 員 会 室

１月２４日（木）午前１０時００分

フ ロラシオン青山

２月１４日（木）午前１０時００分

教 育 委 員 会 室

委員長年頭あいさつ（委員長）
１月４日（金）午後１時３０分

（３）

教 育 委 員 会 室

全国都道府県教育委員会連合会
委員長協議会総会・連合会総会（委員長・ 教育長）
１月１７日（木）午前１０時３０分

（４）

フ ロラシオン青山

東京都教育委員会職員表彰式（全委員）
１月２４日（木）午後１時３０分

（５）

フ ロラシオン青山

管外教育施設視察（全委員）
１ 月３ １日（ 木）〜２ 月１日 （金）

香川県国分寺町立南部小学校
香川県立高松北中学 校・高 等学校

（６）

教育施設視察
２月１４日（木）午後０時３０分

【委員長】

それでは、参考日程をお願いします。

【政策担 当課長 】

そ れでは、 事務局 の方から 参考日程 をご説明 させて いただ きま

す。
年明け 第１回 の定例会 は、１月 10日に こちら の方で 行いたい と思います 。次は １月
24日木 曜日で すが、フ ロラシオ ン青山で 行わせ ていた だきます 。この日は 、午後 につ
き ま し て は 、 東 京 都 教 育 委 員 会 職 員 表 彰 式 と い う こ と で 、（ ４ ） 番 に 載 っ て お り ま す
が、全委 員のご 出席をい ただきま して、 午後１時 30分 からフロ ラシオン青 山でお 願い
したいと 思って おります 。次の定 例会が ２月14日とい うことで 、こちらで 行いた いと
思っております。
関連い たしま して、清 水委員長 には、 教育委員 長年頭の あいさつ を１月 ４日午 後１
時30分 からお 願いした いと思い ます。そ れから 、全国 都道府県 教育委員会 連合会 の委
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員長協議 会総会 及び連合 会総会が １月17日10時 30分 からフロ ラシオン青山 で予定 され
ておりま す。さ らに、管 外視察で ござい ますが、 １月31日、２ 月１日の両 日、お 願い
したいと 思って おりまし て、視察 の案に つきまし ては、こ の後別途 ご説明 させて いた
だきたい と存じ ます。そ れから、 ２月14日の教 育委員 会定例会 の後、教育 施設視 察と
いうこと で、管 内の教育 施設の視 察をお 願いした いと思っ ておりま す。よ ろしく お願
いいたします。
以上でございます。
【委員長】
【委員】

はい。
１月４日と１月17日は、我々は出席しな くていいわけですね。

【政策担 当課長 】

は い、４日 は委員 長のみで す。17日も委 員長、教育 長のみ でご

ざいますので、よろしくお願いいたします。
【委員長 】

よろしゅ うござい ますか 。では、 そういう ことで進 めさせ ていた だき

ますので、よろしくお願い申し上げます。
ほかに何かございますか。
では、 なけれ ば、非公 開の議題 に入り たいと思 いますの で、よろ しくお 願いい たし
ます。
（午前11時14分）
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