
 平成２８年第５回東京都北区教育委員会臨時会 

会 議 月 日 平成２８年６月２８日（火）午後１時３０分 

開 催 場 所 北区教育委員会室 

出 席 委 員 教 育 長 清 正 浩 靖 委 員 森 岡 謙 二

委 員 森 下 淑 子 委 員 加 藤 和 宣

委 員 檜 垣 昌 子 委 員 嶋 谷 珠 美

欠 席 委 員     

事務局職員 教育振興部長 教育政策課長 
（東京オリンピック・パラリンピック教育調整担当副参事）
（教育未来館長） 

 学校改築施設管理課長 学校支援課長 

 生涯学習・学校地域連携課長 教育指導課長 

 教育支援担当課長 飛鳥山博物館長 

 中央図書館長  

 学校適正配置担当部長 学校適正配置担当課長 

 子ども未来部長 子ども未来課長 

放課後子ども総合プラン推進担当副参事 子どもの未来応援担当副参事 

 子育て施策担当課長 保育課長 

 男女いきいき推進課長 子ども家庭支援センター所長 

会議に付した議案並びに審査結果 

日程 議案番号 提 案 内 容 結果 

１ ５８号
東京都北区立学校設備使用条例施行規則の一部を改正

する規則 
承認

２ ５９号
東京都北区立学校体育館のスポーツ利用に関する規則

の一部を改正する規則 
承認

３ ６０号
東京都北区立学校の校庭の夜間におけるスポーツ利用

に関する規則の一部を改正する規則 
承認

４ ６１号
東京都北区立田端小学校に係る行政財産の使用許可に

ついて 
承認

５ ６２号
東京都北区王子五丁目二番十二号に係る教育財産の公

用廃止について 
承認

６ ６３号
東京都北区立滝野川第六小学校と東京都北区立紅葉小

学校の統合校の校名（案）の決定について 
承認

日程 報告事項 報 告 内 容 結果 

７ ３０号
省エネ・インセンティブ制度の成果等について（平成

２７年度下半期）
了承

８ ３１号 後援・共催事業に関する報告 了承
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平成２８年第５回東京都北区教育委員会臨時会会議録 

平成２８年６月２８日（火）１３：３０ 

清正教育長 

教育振興部長 

清正教育長 

教育振興部長 

 それでは、出席委員が定足数に達していますので、会議は成立しています。 

 これより、平成２８年第５回北区教育委員会臨時会を開会いたします。 

 日程第１、第５８号議案「東京都北区立学校設備使用条例施行規則の一部を改正する

規則」、日程第２、第５９号議案「東京都北区立学校体育館のスポーツ利用に関する規

則の一部を改正する規則」及び日程第３、第６０号議案「東京都北区立学校の校庭の夜

間におけるスポーツ利用に関する規則の一部を改正する規則」、三つの規則を一括して

議題に供します。 

 事務局から説明をお願いします。 

 教育長 

 教育振興部長 

 それでは、お手元の議案に基づきまして、ご説明をさせていただきます。これは、三

つ全て学校の体育館、校庭の利用に関する規則の改正でございます。 

 具体的には、該当する小中学校が移転、また閉校等がございまして、それに伴いまし

てそれぞれの別表から校名を削除したり、また、住所の変更をしたりするものでござい

ます。 

 まず、題名を見ていただくとわかりますとおり、この学校の設備の使用につきまして

は、大もとが、学校設備使用条例というものがございます。これに基づきまして、細か

な点を規則で決めております。その規則のうちの三つをこのたび該当する形で改正をさ

せていただくものでございます。 

 それでは、まず初めに、第５８号議案でございます。１枚おめくりをいただきまし

て、説明欄をごらんいただければと思います。東京都北区稲付中学校の校舎改築による

移転のため、同中学校体育館は東京都北区立学校設備使用条例別表第１に規定する教育

委員会が指定する体育館、これは、いわゆる地区体育館と言っているもので、１０個ご

ざいます、ではなくなるため、この規則案を提出いたしますというものでございます。

 次の、２ページ目が、新旧対照表でございます。移転に伴いまして稲付中学校の体育

館が使用できなくなることから、下のとおり、稲付中学校の部分を削除させていただく

ものでございます。 

 また前のページにお戻りいただければと思います。付則でございます。この規則は、

本年８月１日からの施行とさせていただきます。 

 続きまして、第５９号議案です。１枚おめくりをいただきまして、また説明欄をごら

んいただければと思います。東京都北区立なでしこ小学校の校舎改築による移転、東京

都北区立第三岩淵小学校と東京都北区立清水小学校の統合及び東京都北区立稲付中学校

の校舎改築による移転に伴い、東京都北区立学校体育館のスポーツ利用に関する規則別

表に規定するスポーツ利用体育館の変更を行うため、この規則案を提出するというもの



- 2 -

清正教育長 

でございます。 

 ここで一つおわびがございます。本来であれば、なでしこ小学校も既に移転をしてお

りまして、もっとこの前に規則の改正をすべきものでございました。また、あわせまし

て、第三岩淵小学校につきましても、もう既に閉校しておりますので、規則の改正が必

要だったわけですけれども、それがおくれてしまいまして、本日のご提案になったとい

うことでございます。大変申しわけございません。 

 恐縮です。次のページ、新旧対照表をごらんいただければと思います。まず、別表１

です。こちらは、先ほど申し上げました地区体育館についての規定の部分でございまし

て、これにつきましては、稲付中学校の部分を削除させていただきます。 

 別表第２は、地区体育館以外で体育館を区民等に開放している体育館を列挙している

ものでございます。こちらにつきましては、第３岩淵小学校については使用ができなく

なりますので、これは削除させていただきます。 

 なでしこ小学校につきましては、旧赤羽中学校のほうに今は移転しておりますので、

住所をその移転先の志茂一丁目１９番１４号に変更させていただくものでございます。

 前のページ、付則でございます。この規則は、平成２８年８月１日からの施行といた

します。ただし、別表第２、なでしこ小学校体育館の項の改正規定及び第三岩淵小学校

体育館の項を削る改正規定につきましては、公布の日からの施行とさせていただきま

す。先ほど申し上げたとおり、手続がおくれたためでございます。大変申しわけござい

ません。 

 続きまして、第６０号議案です。こちらは、体育館ではなく、校庭の夜間開放に該当

するというものでございます。２枚おめくりいただきまして、２ページ、説明欄でござ

います。東京都北区立稲付中学校の校舎改築による移転のため、平成２８年７月をもっ

て同校における校庭のスポーツ利用が終了となるため、この規則案を提出するというも

のでございます。 

 新旧対照表でございます。そちらにございますとおり、まず、別表第１のところ、こ

ちらについて稲付中学校につきまして、削除をさせていただくものでございます。 

 そして、別表第２、使用料等の規定もございます。こちらにつきまして、それぞれ該

当する部分を削除させていただきます。別表第３につきましても、これは開場時間及び

休場日についてでございますけれども、それぞれ稲付中学校を削除させていただくもの

でございます。 

 また、大変恐縮です。お戻りいただきまして、２ページでございます。本規則につき

ましては、平成２８年８月１日からの施行とさせていただきます。 

 以上、三つの規則の改正案につきましてご説明を申し上げました。よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。 

説明ありがとうございました。 

 それでは、一括してご質疑、ご意見等ございますでしょうか。 

 （質疑・意見なし） 
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清正教育長 

清正教育長 

学校改築施設

管理課長 

清正教育長 

学校改築施設

管理課長 

清正教育長 

 よろしいですか。 

 それでは、本件に対して特に反対意見はないようですので、本件については、原案ど

おり承認することでご異議ございませんでしょうか。 

 （異議なし） 

 それでは異議ないと認め、本件は原案どおり承認することに決定させていただきま

す。 

 次に、日程第４、第６１号議案「東京都北区立田端小学校に係る行政財産の使用許可

について」を議題に供します。 

 事務局から説明をお願いします。 

 教育長 

 学校改築施設管理課長 

 ６１号議案について、お諮りをいたします。恐れ入ります、表紙１枚おめくりいただ

きまして、１ページをごらんください。本件に関しましては、田端小学校のリフレッシ

ュ工事に伴いまして、もともとありました消防団小屋を、にこれまで仮に移設をしてお

りました。それを今年度リフレッシュ工事が完了するのに伴い、もとの場所に戻すこと

を許可するものでございます。１ページの説明欄をごらんください。 

 なお書きの部分でございますけれども、設置工事期間中の仮の資機材置き場として、

消防団の資機材倉庫を今現在、校庭の一部をお貸ししているわけでございます。今回、

この仮移転の資機材倉庫を取り壊しまして、北西側の校門のちょうど脇の当たり、恐れ

入ります、５ページ、お開きいただきますと、非常に見づらい案内図で申しわけござい

ませんが、北側に駅がございまして、駅側から、田端小のほうに向かって校舎と体育館

の間の正門の脇に、この消防団の小屋が設置されるというところでございます。５ペー

ジの一つ前、４ページのところに、ちょうど正門の脇の角のところに、こうした形状で

分断の小屋が建つと、こういうものでございます。 

 １ページにお戻りください。貸し出します敷地の面積といたしましては、工事ヤード

も含めて１１２．５５㎡ということでございます。このうち、４０㎡ほどが、今回、消

防庁のほうが行う工事のための工事ヤードとなっております。それを一括して使用を許

可するという手続をもって処理をしたいと思っております。 

 ４番の使用許可期間でございます。２８年７月１日から３１年３月３１日まででござ

います。使用料につきましては、従前どおり免除という扱いにしたいと思います。 

 なお、今後の運用に伴いまして、この消防団の施設の光熱水費については、別メータ

ーをつけまして運用を図る予定でございます。よろしくお願いいたします。 

 説明、ありがとうございました。 
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清正教育長 

清正委員長 

飛鳥山博物館

長 

清正教育長 

飛鳥山博物館

長 

清正教育長 

清正教育長 

 本件について、ご質疑、またはご意見はございますでしょうか。 

 （質疑・意見なし） 

 それでは、特に反対意見はないようですので、本件について原案どおり承認すること

でご異議ございませんか。 

（異議なし） 

 異議ないと認め、本件は原案どおり承認することと決定させていただきます。 

 日程第５、第６２号議案「東京都北区王子五丁目２番１２号に係る教育財産の公用廃

止について」を議題に供します。 

 事務局から説明をお願いします。 

 教育長 

 飛鳥山博物館長 

 本議案につきましては、所管が教育指導課並びに飛鳥山博物館の２課にわたっており

ますが、私のほうからご説明申し上げます。 

 表紙１枚おめくりいただきまして、議案の説明欄をごらんください。教育委員会が管

理しております旧教育相談所並びに旧郷土資料館につきましては、今後、保育園への整

備に転用するため、７月以降、解体工事を行うことになりましたので、公用廃止の必要

が出ましたので本議案を提出するものでございます。 

 記書きのほうをごらんください。施設は、お示しの旧教育相談所、旧郷土資料館、建

物面積はお示しのとおりです。 

 ２番、公用廃止日、いずも平成２８年６月３０日といたします。 

 以上、ご説明申し上げました。 

 はい。説明、ありがとうございました。 

 本件につきまして、ご質疑、ご意見等はございますでしょうか。 

 （質疑・意見なし） 

 ありがとうございました。特に反対意見はないようですので、本件については、原案

どおり承認することでご異議ございませんでしょうか。 

 （異議なし） 
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清正教育長 

学校適正配置

担当課長 

清正教育長 

学校適正配置

担当課長 

 異議ないと認め、本件は原案どおり承認することに決定をさせていただきます。 

 次に、日程第６、６３号議案「東京都北区立滝野川第六小学校と東京都北区立紅葉小

学校の統合校の校名（案）の決定について」を議題に供します。 

 事務局から説明をお願いします。 

 教育長 

 学校適正配置担当課長 

 第６３号議案、東京都北区立滝野川第六小学校と東京都北区立紅葉小学校の統合校の

校名（案）の決定について、ご説明いたします。１枚おめくりいただきまして、１ペー

ジの説明欄をごらんください。 

 東京都北区立学校適正配置を推進するために本案を提出するもので、具体的には東京

都北区立滝野川第六小学校と東京都北区立紅葉小学校の統合校の校名（案）をご決定い

ただくものでございます。統合校の校名（案）は、東京都北区立滝野川もみじ小学校、

もみじは平仮名です。 

 １枚おめくりいただきまして、協議経過を参考資料として添付させていただいており

ますので、ごらんいただければと思います。１の滝野川第六小学校・紅葉小学校統合推

進委員会における統合校の校名（案）の協議経過でございます。平成２８年３月１５日

に、両校のＰＴＡ並びに地域からご推薦いただいた委員及び小学校の校長先生・副校長

先生の２０名で構成する統合推進委員会を立ち上げ、協議を開始いたしました。 

 委員長・副委員長は、お示しのとおりです。なお、今回ご審議いただく統合校の校名

（案）は、統合推進委員会の下に設置される校名等検討部会で検討した結果を踏まえ、

統合推進委員会の方針として決定したものです。 

 ４月１２日の第１回校名等検討部会では、新校の校名アンケートを両校の児童とその

保護者、並びに通学区域内の地域の方を対象に実施することを決定し、４月１８日から

５月９日までの間、アンケートを実施しました。応募件数は５１８件、校名候補は１２

８件でした。 

 ５月２４日の第２回校名等検討部会で検討の結果、３案、滝野川紅葉、滝野川石神

井、滝野川もみじを選定いたしました。 

 ６月１０日に開催された第２回統合推進委員会で無記名の投票を行い、１回目の投票

で過半数を得た案がなかったため、２回目の投票を行いました。この際、両校の校長・

副校長の４名による合議の１票を加えまして、統合推進委員会の方針として、統合新校

の校名（案）を東京都北区立滝野川もみじ小学校とすることに決定いたしました。 

 ３のところの校名と選定理由についてのところですが、滝野川は両校がある地名であ

り、２校の名前を取り入れ、滝野川第六小学校の「滝野川」と紅葉小学校の「紅葉」を

入れる新しい学校ということで、あえて「紅葉」を小学生らしく平仮名で「もみじ」と

呼ぶことで、親しみやすく、小学校を代表していると考え、滝野川もみじ小学校とする

ということの理由でございます。なお、裏面に、参考として東京都北区立学校第１０次
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清正教育長 

森下委員 

清正教育長 

森下委員 

学校適正配置

担当課長 

清正教育長 

学校適正配置

担当課長 

学校適正配置

担当部長 

清正教育長 

学校適正配置

担当部長 

森下委員 

清正教育長 

適正配置方針を掲載してございます。 

 以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 ご説明ありがとうございました。 

 本件について、ご質問、ご意見はございますでしょうか。 

 教育長 

 森下委員 

 かわいい名前が決まってよかったなというふうに感じました。お尋ねしたいのですけ

れども、４月１８日から５月９日までの間にアンケートが実施されて、応募件数が５１

８件とありますが、どのくらいの関心度があったのかなということを知りたいと思いま

すので、もし、この５１８件応募されたのが、どのくらいのパーセントに当たるのか

が、回収率がわかれば教えていただきたいと思います。 

 教育長 

 学校適正配置担当課長 

 申しわけございません。回収率のほうが出ておりませんので、持ち帰って検討させて

いただきたいと思います。 

 教育長 

 学校適正配置担当部長 

 補足させていただきます。両校のＰＴＡ、児童に配りましたので、両校の児童数分プ

ラスＰＴＡの分がございます。滝野川第六小につきましては、本年度、約８８、紅葉小

が３２７でございます。それの大体約２倍、子どもが複数いる場合も、親は１票にしま

したけど、子ども分の２票になっていますので、若干そういう数が入っております。 

 あとは、インターネット等で募集しました。範囲は決まってございませんので、一般

の者がインターネットとか書面とかで、私どもに届いたということでございます。それ

で、詳しく何％というのは現在把握してございません。 

 ありがとうございます。おおよそわかりました。ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 
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清正教育長 

学校改築施設

管理課長 

清正教育長 

学校改築施設

管理課長 

 それでは、ただいまの各委員のご意見を伺いましたが、本件について特に反対意見は

ないようですので、本件については、原案どおり承認することでご異議ございませんで

しょうか。 

 （異議なし） 

 ありがとうございます。ご異議ないと認め、本件は原案どおり承認することに決定さ

せていただきます。 

 次に、報告事項に移ります。日程第７、報告第３０号「省エネ・インセンティブ制度

の成果等について（平成２７年度下半期）」について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 教育長 

 学校改築施設管理課長 

 お手元の資料に沿ってご報告いたします。 

 表紙をおめくりいただきまして、要旨でございます。２６年度から各学校にご協力い

ただきまして、このインセンティブ制度を運用しているわけでございますけども、この

たび２７年度の下期の状況がまとまりましたので、ご報告をさせていただきます。 

 ２の取組の成果でございます。（１）が、２７年度下半期の使用量と温室効果ガス排

出量の比較を平成２６年度の同時期と比較したパーセンテートでございます。（２）番

は、同様に２７年度全体を２６年度全体と比べた数字でございます。いずれも、ごらん

いただいておわかりになりますように、電気料のほうが若干削減が鈍っていると申しま

すか、むしろパーセンテージとしては少しふえてきております。ただ、依然としてガス

と水道のほうは、減っている効果が数字上あらわれていると。このような結果となって

おります。 

 １番の要旨のところに戻りますけども、この結果をもとに、２７年度の下半期につい

ては、この削減された使用量、大体５３０万円ほどの支払いに相当いたしますが、これ

を原資といたしまして、各小中学校のほうにデータ調査をさせていただきたいと考えて

いるところでございます。 

 なお、このインセンティブ制度につきましては、２６年度、２７年度、２８年度と３

年間モデル的に、今現在実施しておりますので、今、課の中で、またこれから学校とも

ご相談しながら、２９年度以降、どういった制度の中で、引き続き省エネの取組を続け

ていくかというのを検討してまいる予定でございます。 

 また、今年度中に次年度以降の取組が決まりましたら、委員会のほうにご報告をさせ

ていただきます。 

 ご報告は以上でございます。 
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清正教育長 

清正教育長 

教育政策課長 

清正教育長 

教育政策課長 

 報告ありがとうございました。 

 本件につきまして、ご質疑またはご意見、ございますでしょうか。 

（質疑・意見なし） 

 それでは、特にご意見、ご質疑ないようですので、本件に関する報告は終了させてい

ただきます。 

 次に、日程第８、報告第３１号「後援・共催事業に関する報告」について、事務局か

らご説明をお願いします。 

 教育長 

 教育政策課長 

 それでは、報告第３１号、後援・共催事業についてご報告をさせていただきます。恐

れ入りますが、１枚おめくりいただきまして、１ページをお開きください。 

 今回は、記書き以下、名義使用承認報告８件と事業実績報告が１件でございます。 

 まず、１件目でございます。事業名が、東京都教育委員会委託事業。東京都中学校Ｐ

ＴＡリーダー研修会。主催者が、東京都公立中学校ＰＴＡ協議会でございます。お示し

のとおりの内容で、北とぴあドームホールを会場に行われます。 

 次に、２件目です。事業名が、犬との触れ合い教室わんどりーむ。主催者が、中央動

物専門学校学友会クラブわんどりーむでございます。お示しのとおりの内容で、学校法

人中央工学校中央動物専門学校１９号館を会場に行われます。 

 恐れ入りますが、１枚おめくりいただきまして、２ページをごらんください。３件目

でございます。事業名が、北区立幼稚園ＰＴＡ連合会共催事業。主催者が、北区立幼稚

園ＰＴＡ連合会でございます。お示しのとおりの内容で、北とぴあを会場に行われま

す。 

 次に、４件目でございます。事業名が、東京都北区立小学校ＰＴＡ連合会共催事業、

主催者が、東京都北区立小学校ＰＴＡ連合会共催事業。主催者が、東京都北区立小学校

ＰＴＡ連合会でございます。 

 恐れ入りますが、１枚おめくりいただき、左側５ページの別紙１をごらんください。

こちらの平成２８年度北区立小学校ＰＴＡ連合会共催事業計画書の内容で行われるもの

でございます。 

 恐れ入りますが、２ページにお戻りいただきたいと思います。次に、５件目でござい

ます。事業名が、松風会茶道華道親子教室。主催者が、松風会でございます。お示しの

とおりの内容で、北とぴあの和室、また会議室を会場に行われるものでございます。 

 ３ページをごらんください。６件目でございます。事業名が、第１４回飛鳥山薪能・

飛鳥山薪能能楽観賞会。主催者が、飛鳥山薪能実行委員会でございます。お示しのとお

りの内容で、飛鳥山公園能舞台を会場に行われるものでございます。 

 次に、７件目でございます。事業名が、東京都北区立中学校ＰＴＡ連合会共催事業。
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清正教育長 

教育振興部長 

清正教育長 

教育振興部長 

清正教育長 

清正教育長 

主催者が、東京都北区立中学校ＰＴＡ連合会でございます。 

 恐れ入りますが、２枚おめくりいただきまして、左、７ページの別紙２をごらんくだ

さい。こちらの平成２８年度共催事業計画書の内容、それぞれお示しのとおりで行われ

るものでございます。 

 恐れ入ります、３ページにお戻りいただければと思います。８件目でございます。事

業名が、平成２８年度特別支援学校に在籍する児童・生徒の理解教育充実事業夏季研修

会。主催者が、東京都立王子特別支援学校でございます。 

 たびたび恐縮でございます、３枚おめくりいただきまして、左、９ページの別紙３、

こちらをごらんください。平成２８年度特別支援学校障害のある児童・生徒の理解推進

研修事業夏季研修会実施要項でございます。こちらの内容で行われるものでございま

す。 

 ４ページにお戻りいただきたいと思います。こちらの事業実績報告１件につきまして

は、お示しのとおりでございます。後ほどご高覧いただきたいと存じます。 

 私からは以上でございます。 

 ご報告ありがとうございました。 

 教育長 

 教育振興部長 

 すみません。１件補足をさせていただきます。３ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

 飛鳥山の薪能、６番でございます。こちらにつきまして、参加費用の部分に無料とし

て中学生招待となっております。区立の中学校が、招待を受けておりまして、参加でき

る学校を募っているところですが、今のところ、飛鳥山近辺の３校が確実に参加できる

のではないかということで調整をさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

 ご説明ありがとうございました。 

 本件につきまして、ご質疑、ご意見等ございますでしょうか。 

 （質疑・意見なし） 

 それでは、ご質疑、ご意見ないようですので、ここで本件に関する報告は終了させて

いただきます。 

 以上で、本日の日程全てを終了いたしました。 

 これをもちまして、平成２８年第５回教育委員会臨時会を閉会させていただきます。


