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第 35 回 高円寺地域における新しい学校づくり懇談会会議録（要旨） 

 

会 議 名 第 35 回高円寺地域における新しい学校づくり懇談会 

日 時 令和２年１月８日（水）午前 10 時 31 分～11 時 12 分 

場 所 高円寺中学校 新校舎２階 大会議室 

出 席 者  懇談会委員 26 名（欠席５名） 

傍 聴 者   ２名 

次 第 

１ 懇談会のまとめについて 

２ 新校開校に向けて 

３ その他 

資 料 資料 懇談会まとめ（案） 

 

 

会長  大変お待たせいたしました。時間になりましたので、ただいまから第 35回高

円寺地域における新しい学校づくり懇談会を開催したいと思います。 

 先立ちましては、新年あけましておめでとうございます。昨年来まで本当に

新しい学校づくり懇談会ということで、皆様方からお力をお借りしながら進め

てくることができました。心より感謝申し上げます。開校までもう一息という

ことになっておりますが、今しばらくはお力をお借りできればと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 本日でございますが、次の５人の方から欠席の連絡をいただいております。

お忙しい中の開催でございまして申し訳ありません。よろしくお願いいたしま

す。 

 また、傍聴を希望された方がお二人いらっしゃいますので、よろしくお願い

いたします。 

 会に先立ちまして、残念なお知らせではございますが、懇談会委員ですが、

10 月にお亡くなりになりました。先日ご家族からのご連絡をいただきました。

委員につきましては、この懇談会はもちろんなのですけれども、高円寺中学校

の学校評議員としても多大なお力をお借りしながら進めてくることができまし

た。ここで故人に１分間の黙祷をささげたいと思いますが、よろしゅうござい
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ましょうか。お願いいたします。 

 それでは黙祷をお願いいたします。 

 （黙祷） 

 ありがとうございました。お直りくださいませ。心よりご冥福をお祈りした

いと思います。 

 それでは議事に入ってまいりたいと思います。配付資料の確認でございます

が、事務局から確認をお願いします。 

 （配付資料確認） 

 では、次第に沿って進めてまいりたいと思います。 

 次第１でございますが、「懇談会のまとめ（案）」ということでございます。

事務局より説明をお願いいたします。 

教育施設計画係

推進担当係長 

では、お手元にありますまとめの案、本来でしたら事前にお送りして、お目

通しいただいた上でこの場でご意見というのが望ましかったのですけれども、

こちらの作業の進行が思うようにいかなかったこともありまして、まず一旦お

渡ししまして、表紙に私と、職員の連絡先を書いておりますが、今日のところ

は概略だけ見ていただいて、いろいろとお持ち帰りいただいた上でご意見等お

送りいただければと思います。この場で何かあればそれも伺いたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

この懇談会は、第１回が平成 26 年の３月に開かれましたけれども、その前段

階の準備等も含めて、足かけほぼ 10 年にわたるいろいろなご議論いただきまし

た。 

ただ、これ自体は懇談会のまとめということで、26 年の第１回から、今回が

第 35回で、次回の３月が最終回という形で考えております。一度ここでまとめ

というものをつくったというところで、皆さんに案を提示しました。 

１枚開いていただいて、目次という形で幾つかのトピックを書いております。

１つ１つの懇談会で、第１回はこういうことを話しました、第２回はこういう

ことを話しました、というやり方もあるのですが三十何回それをやってしまう

といろいろ大変なので、その中で決めていったことというところで、主なもの

をここで羅列した形で構成をしています。 

「新しい学校づくりの方針」に始まりまして、「計画与条件」、どういった土

地でどういった地形があるかといった話。さらに「目指す学校像」「新しい学校

づくりの基本的な考え方」「校舎配置計画」「平面計画」「教育方針」「特別支援

学級」、あと「校名」学校の名前ですね。「通学区域・通学路」さらに「学園歌・

学園章・メモリアル作品」「標準服」という形で 12 個トピックとして用意をし

ております。 

中を見ていただくと、ほぼ結論を載せているだけというようなところもある

ので、今後、少し中身書き加えていくなど考えておりますけれども、どこまで

議論の中身を載せていくのか。例えば校名にしても、１回の懇談会で決めたわ

けではなくて、３回、４回といろいろ決定をして、さらにものによってはアン
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ケートをとったりしていますので、そのあたりどこまで反映していくかという

ところもあるのかとは思っています。 

ざっと今中身だけ見てしまいますと、２ページが「新しい学校づくりの方針」

ということで、これは結論を載せております。 

さらにその下「計画与条件」ということで、現況、杉四小、３ページの杉八

小と高円寺中の住所や広さ、当時 27年度のクラス数や児童・生徒数というとこ

ろ。それから、計画条件などを載せています。 

４ページは「目指す学校像」ということで、これも実際の懇談会の中では幾

つかグループに分かれて議論をしていただいて、その後に皆さんのご意見を伺

いながらさらに全体でまとめていった経緯がありました。結論として幾つかの

カテゴリーに分けた上でこのようにまとめたというところで、４ページ、５ペ

ージにかけて入れております。 

それから５ページは「新しい学校づくりの基本的な考え方」で、これは初期

のころの懇談会でしたけれども、いろいろとご意見いただいて、まだどういう

校舎になるかというのも明らかではない中で、こういう学校にしたいな、こう

いう子どもを育てたいなというところを率直に皆さんに伺った上で、幾つかに

まとめていき、結論として５ページ、６ページにかけて載せていったというと

ころです。 

７ページが「校舎配置計画」です。校舎を北側に置くとか、南側に置くとか、

いろいろとありましたが、Ａ３三つ折りで幾つか当時のプランがあったのを入

れております。右肩に「資料１」と書いてあるのは、当時の資料を、便宜的に

そのまま差し込んでおりますので、この辺は最終的にきれいな形にしたいと思

っていますけれども、幾つかプランがあったというのを形として残しておりま

す。 

次が「平面計画」です。どのような教室をどう配置するかということも含め

て、そのあたりを８ページから書きまして、その後にいろいろな校舎の配置、

これは現在とはもちろん異なってはいるのですが、当時こういった平面図があ

ったということで、Ａ３の紙を何枚か挟んでいます。 

９ページは「教育方針」。最終的には今年度中に正式決定というところであり

ますが、懇談会の中ではこういったものでというところで、一応の確定をみた

ものを「教育方針」として入れています。 

これも先ほどのどのような学校をつくるかというところとかなり密接にかか

わるものでして、いろいろと懇談会の中でも何年にもわたって断続的にお話し

いただいた結論を主にここに載せています。 

それから 10 ページに特別支援学級の話。最初どういった特別支援学級を置く

のか、また、置かないのかも含めていろいろありましたが、置くとなったこと

をここでは入れています。 

10 ページの下の部分から学校の名前です。これもいろいろなご意見ありまし

たが、結局アンケートをとりまして、小学校名、中学校名のほかに、学園名を
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つけるかという話もございましたが、そのあたりの結果を載せているというと

ころです。 

11 ページからは通学区域と通学路で、通学区域ももろもろの議論が、近隣の

学校も含めていろいろございましたが、ほぼ結論を載せています。通学路につ

いてもそうです。今は資料をモノクロにしていますけれども、最終的には部分、

部分はカラーのものと考えています。 

13 ページからは学園歌等です。学園歌は楽譜を２枚入れております。このあ

たりも、最終的には作詞・作曲を桃井第一小の音楽の先生で、作詞・作曲なさ

っている先生にお願いしたわけですけれども、今までこういう人がいいのでは

ないかとご意見いただいて、その上で部会で話し合って、この人にしましょう

という投票で決めていますが、そのあたりは今の時点では割愛をしております。

議論をどこまで残すかというところはあると思っています。学園章についても

同様です。 

14 ページのメモリアル作品についてです。１階の交流ホールにクスノキを使

った椅子がございますが、主にそのことについてお話をしています。 

15 ページは標準服の話です。こちらも部会を置いていろいろとやってきまし

たので、もう少し足してもいいかと考えています。便宜的に絵を載せましたが、

写真のほうがかえっていいかなと。男性、女性の違いもありますし、写真を載

せるというような形に最終的には差しかえようかと思っていますが、今の時点

ではこういう形にしています。 

それから 16 ページからの懇談会は、先ほど平成 26 年３月から始まったとお

話ししましたが、第１回からの次第、主な議題というようなところの記録を 20

ページまで載せました。 

こうやって見ますと、通常の改築ですと１年間で懇談会は終わりというとこ

ろが多くて、８回、９回で終わりなのですけれども、高円寺については小中一

貫校の統合を含めてというようなところもあり、もろもろいろいろありました

ので、このような形で設計が終わって校舎ができても、学校の運営等について

皆さんのご意見を伺いながら新校の開校に向けてやってきているというところ

で、皆さんに多大なご協力いただいて、三十数回行うことになりました。まず

は項目だけをここに載せていったというところでございます。 

あと、検討部会については、ここでは載せていないので、そこも若干触れて

おきたいと考えております。検討部会も何人かの人数でかなりいろいろな議論

をしてまいりましたので、少し記録としては残しておこうと考えています。 

今日は載せておりませんが、歴代の委員の皆様のお名前等も差し支えなけれ

ばここに載せておきたいということで考えております。 

概略としては以上です。 

今の中で１つ１つ皆さん目を通すことはできないと思いますので、細かい話

については、メールでいただけると一番助かります。また、電話やファクス、

あるいは何かの折に直接会ったときにでもお声がけいただければ、どんどん反
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映していきたいと思っております。次回、こういう形でどうでしょうというと

ころで出していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

概略は私からは以上です。 

会長 本当にありがとうございました。思えば今日が 35回目ということでございま

すので、本当に長い間皆さんで考えながら進んできたのだなと思っております。 

今ご説明ございましたが、まとめのアウトラインということで、事務局でつ

くっていただいて示していただきました。後ほどこの場でご意見を伺いたいと

思いますが、細かいところその他、また気がつかれたところございましたら、

メールでいただけるとありがたいということでございますので、事務局までお

寄せいただければと思います。 

各作業部会に分かれて進めたところも多々ありますので、この場で何か追加

であったり、ご意見、こんなのがいいのではないかというのがありましたらお

伺いできればと思うのですけれども、いかがでございましょうか。 

教育施設計画係

推進担当係長 

本当に中身だけ書いているので、ところどころ写真を入れたり、レイアウト

はまだいろいろと検討していこうと思っております。 

会長 まだまだ変更の余地があるということでございますので、少し見ていただい

てご意見等あればと思います。 

特にこの教育方針は何回出したかなと思いながら見せていただいておりまし

て、現在これに基づいた形で、新しい学校の来年度のプランの作成が進んでい

る段階でございます。 

特にございませんか。この場であれば今出していただければ。 

委員 全部目を通し切れてないのですけれども、平面図が幾つかの懇談会でついて

いますが、最終的な、要するに現状のものはついていますか。 

教育施設計画係

推進担当係長 

最後に配ったものを今つけているということです。一番最初に示したものか

ら少しずつ何度も変わっていって、今つけているのは最後の平面計画のもので

す。ただし、懇談会で示した最後の図面ですので、実際はまた少し変わったり

しますので、この校舎そのものとは若干ずれているところがあります。 

委員 それは最終的にまとめのときにつけていただけるのですか。 

教育施設計画係

推進担当係長 

最後の図面を、ということですか。 

委員 はい。 

教育施設計画係

推進担当係長 

そうですね。結果こういう校舎になりました、というところで何か検討しま

す。 

委員 できれば添えていただければ。 

教育施設計画係

推進担当係長 

最後のでちょっと考えます。 

委員 お願いします。 

会長 では、最終的な設計図についても載せていただくような形でご配慮いただけ
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ればというご意見がございました。 

ほかにもございましたら今出していただけるとありがたいので、よろしくお

願いいたします。 

教育施設計画係

推進担当係長 

この表紙に連絡先書いておきましたので、いつでもご連絡いただければと思

います。 

会長 わかりました。表紙に学校整備課のメールアドレスがございますので、こち

らに。いつぐらいまでというのは、めど的には大体どんな感じですか。 

教育施設計画係

推進担当係長 

もちろん早いほうが助かりますけれども。 

会長 事務局的にはなるべく早くと。 

教育施設計画係

推進担当係長 

２月中旬ぐらいまでにいただけるとありがたいです。 

会長 わかりました。では、今日の今日配られたのでなかなかこの場でというのは

難しいと思いますので、何かご意見がございましたら、こちらのメールアドレ

スのほうになるべく早く送っていただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

では、この場で何かなければ、この件については以上でよろしいですか。 

どうぞ、構いません。 

委員 このまとめのことではないかもしれないのですが、「メモリアル作品」の中で

スライドショーを流すとなっておりますけれども、その辺はもうでき上がって

いるのですか。それとも今、制作中ですか。 

教育施設計画係

推進担当係長 

まだ制作中というところです。 

委員  わかりました。では、いずれそれは……。 

教育施設計画係

推進担当係長 

そうですね。いずれ下のメモリアルコーナーで流せるような形にします。 

委員 この懇談会で皆さんで１回見るということはなく……。 

教育施設計画係

推進担当係長 

次回に間に合えばというところです。 

学校整備担当部

長 

努力します。 

委員 わかりました。よろしくお願いいたします。 

会長 ほかにはいかがでございましょうか。 

どうぞ。 

委員 制服についてですが、制服の検討部会で、いろいろ組み合わせができるよう

な形を考えて、例えば女子学生の制服だったら、ネクタイでも大丈夫みたいな

形で話し合ったと思うのですが。このまとめの中にできれば、今はイラストが

入っていますけれども、写真で入れていただいて、そういったこともわかりや
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すいように示していただければと思います。 

教育施設計画係

推進担当係長 

全体的に議論の経緯を省略してしまったところもあるので、もう少しけんけ

んがくがくあったというところは載せていきたいと思います。 

委員 いろいろ書かなくても、見ればこうなったのねというのでわかりやすいかと

思います。今出されているイラストだけだと、あの形で統一されているという

イメージになるので、少し写真を入れていただくなり……。 

教育施設計画係

推進担当係長 

組み合わせができるというようなところですね。 

委員 フォローの文章を入れていただければと思います。 

会長 ありがとうございます。これだけ見るとこれに確定みたいなのがありますけ

れども、いろいろなご意見をいただきながら、女子のスラックス等についての

配慮もあるというところかと思います。 

ほかはよろしいでしょうか。 

それでは、これにつきましてはこの後事務局にご意見いただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

では、次第の２番目「新校開校に向けて」です。通学路の安全対策につきま

して、学務課学務課長からご説明いただければと思いますが、よろしくお願い

いたします。 

学務課長 よろしくお願いします。 

この間、通学路決定に至るまでに、保護者の皆様、ＰＴＡの皆様、町会の皆

様、校長先生、副校長先生にも一緒に通学路を歩いていただいて、どこが危険

かとか、通学路はどこをこういうふうにしたほうがいいのではないかとか、さ

まざまなご意見をいただきまして本当にありがとうございました。通学路につ

きましては決定をさせていただきましたが、この懇談会の中でもご要望いただ

いた歩道橋の件につきましてご報告をさせていただきます。 

この間、東京都第三建設事務所と、いろいろ要望いただいた内容につきまし

て交渉を重ねてきました。実際その内容を昨日歩いてみて確認してきたのです

けれども、まだできているところとできていないところがありました。１つは

一番近くの大きな歩道橋、「高円寺東歩道橋」ですが、おりたときに自転車とぶ

つからないようにカラーコーンを設置してくださいというお願いしていたので

すが、それはまだできていなくて、昨日確認したところ「今年度中には設置を

します」というお答えをいただいています。 

また、かなり古くなっているので、塗装を直してほしいということをお願い

していました。こちらにつきましては今年度中はできないということで、「来年

度の予算で来年度中に塗装し直す」というお答えをいただいております。 

それともう１つ、歩道橋の少し北側のほうになるのですが、「高円寺北歩道橋」

につきましては、床面に歩道者同士がぶつからないように目印線や、センター

ラインを入れてくれというご要望を懇談会でいただいていたと思うのですけれ
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ども、こちらについて確認したところ、「今年度中に塗って目印をつけます」と

いうお答えをいただいています。 

あと、鉄柵のかさ上げにつきましても、北側と同じように少し高くしてくだ

さいというお願いをしたのですが、安全基準内であることを理由に断られてお

ります。こちらにつきましては引き続き交渉を継続していきたいと思っており

ます。 

また、自転車に対する注意の看板及びカラーコーンは、既に設置されており

ます。そのような状況でございますので、この場でご報告させていただきます。

いろいろありがとうございました。 

会長 特に歩道橋関係ということで、実際に見ていただきながらということでござ

いました。ありがとうございました。 

何か今のお話にご質問等ございますでしょうか。ほかに何かこの場でお話を

しておきたいということがありましたら、出していただければと思いますが。 

では、また引き続き幾つか先送りになっている部分もございますので、学務

課でも対応してくださるということですので、よろしくお願いいたします。あ

りがとうございます。 

それでは、その次、次第３「その他」になります。事務局より報告事項ござ

いましたらお願いいたします。 

教育施設計画係

推進担当係長 

こちらからは１つ、今後３校の閉校式を行います。ご案内届いているものも

あるかと思いますけれども、まずは日付だけご案内させていただきます。 

閉校式ですが、杉並第四小学校が２月 15 日土曜日。杉並第八小学校が２月 29

日。土曜日です。それから、高円寺中学校が３月 14 日の土曜日。いずれも土曜

日です。杉四小が２月 15 日土曜。杉八小が２月 29 日土曜。高円寺中学校が３

月 14日土曜というところで、閉校式を行いたいと思っておりますので、皆様、

年度末近くなってお忙しい時期とは思いますけれども、ぜひご参加いただけれ

ばというところでございます。こちらについては区長、教育長が出席させてい

ただく予定ですので、あわせてよろしくお願いいたします。 

それから開校式。新しい高円寺小学校と新しい高円寺中学校、あわせて高円

寺学園の開校式ということで、こちらはまだご案内させていただいておりませ

んけれども、４月７日火曜日に行いたいと考えています。 

区長と教育長、議長も参加させていただく予定になっています。 

４月７日、こちらの高円寺中学校の入学式等とあわせてという形なので、何

かと慌ただしい中になってしまうかと思いますけれども、皆様には、長い方で

すと 10 年以上ご協力いただいているので、ついに正式にお披露目する場となり

ますので、ぜひご参加いただけるとうれしく思います。 

開校はこの４月ということではあるのですけれども、校舎はこのとおりでき

上がっておりまして、学校の開放も徐々に始まっております。大アリーナは昨

年の 11 月から開放を始めていますが、11 月でいうと 23 団体が使っているとい

うことで、多いのはバスケットボールが 16団体、バレーボール６団体で、１つ
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モダンバレエの利用がございました。12 月は集計が終わっていないので正確な

数字はご案内できないですが、ほぼ同様の数字ということです。ひと月の間に

20 少しの団体が利用しているということで、地域の方等も非常に利用いただい

ているのかなというところでございます。 

あと、校庭をご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、高円寺中学校

の旧校舎の解体、上物はおおむね解体が終わりました。そこを来月２月いっぱ

いで更地にしまして、校庭の整備工事を行っていきます。それが８月末、２学

期が始まるまでには終了する予定ですので、全面人工芝の校庭、これは区内の

学校としては初めてということですけが、そのような形の校庭ができ上がる予

定です。校庭については 11 月から開放ができるようにということで、今準備を

進めているところです。 

事務局の報告は以上になります。 

会長 ありがとうございます。 

それでは、各校から閉校式関係について若干ご説明いただけると思いますが、

杉四小いかがでございましょうか。 

委員 杉四小は２月 15 日土曜日で、児童代表ということで、６年生のみで行います。

杉四小は 95 周年をやっていますので、95周年が閉校式のパート１みたいなもの

もあるので、教育長と区長をお呼びして１時間程度で閉校式やるという予定で

おります。 

会長 ２月 15 日土曜日午前 10時 30 分で。もうたしかご案内をもらっていたような

気がするのですけれども。 

委員 もう案内は既に配付して、今返事をもらっているところです。 

会長 わかりました。委員の皆様方もお時間ございましたら、ぜひ杉四小のほうに

もご参集いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

では、続けて杉八小いかがでございましょうか。 

副会長 ２月 29 日土曜日、閉校式は午前 10時 30 分からです。その前に閉校集会とい

うことで、児童全員集まって集会を行います。毎年９月に杉八集会というのを

やっていて、語りと歌、また演奏等を入れて、子どもたちの思い、地域の思い

を皆さんに伝えていたのですけれども、そんな形で閉校への思いをそこで子ど

もたちが発表する形です。その後に午前 10 時 30 分から閉校式を行います。午

後には感謝の会ということで、学校支援本部を中心にとり行うということにな

っております。 

以上です。 

会長 ありがとうございました。杉八小もご案内行っておりますので、２月 29日、

時間が午前 10 時 30 分ということでございますので、お時間ございましたらぜ

ひご参集いただければと思います。 

中学校は３月になりまして、例年３月 14日、この土曜日は３年生を送る会と

いう企画をやっていたところでございます。朝から３年生を送る会を例年のパ
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ターンでやって、閉校式は 10 時開会で 12 時前には終了予定というところを考

えております。 

生徒は全員そのままの流れで参加させてもらおうかなという思いもございま

して、あとまちの方達も含めて、みんなで我々の高円寺中学校の最後を見てい

ただければと思います。 

例年やっていた記念講演会も閉校式の中であわせてやっていければなと思っ

ておりますので、こちらはまだ案内ができておりませんので、完成次第また皆

様方のほうにお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは今、３校のほうから閉校式関係の説明をいただいたのですが、何か

これについてご質問等ございますでしょうか。大丈夫ですか。 

では、開校式についてもまだ、これも全然案内できていませんが、４月７日、

これは結構早い時間になると思うのですよね。 

委員 そうですね。 

会長 この日に開校した途端に始業式と小学校の入学式までこの日にやると。中学

校の入学式は翌日の段取りになると思うのですが、開校してから全て始まると

いうタイトなスケジュールになっておりますが、またこちらもご案内申し上げ

ますので、ぜひおいでいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の中身につきましてはおおむね終了させていただきました。

懇談会の開催通知で約１時間程度ということでご案内させていただきました。

時間が若干ございますので、授業の様子などご覧になっていただければと思う

のですが、新校舎は現在中学生だけが生活をしている状態です。とても広い中

に、中学生は４階がほぼ中学校の生活スペースになっています。あと特別支援

学級がこの２階のフロアなのですが、こちらも杉四小から来て、既に使ってい

るような状態になっています。 

子どもたちはもう完全になれたかなという感じはするのですが、特別教室の

階であったり、普通教室の階であったり、職員室の入る２階であったりという

ことで、移動しながら進めているところでございます。 

授業のほうはおおむね４階で全部完結しているので、今日はこの会が終わっ

た後で、若干でございますがご案内申し上げますので、お時間がある方はお残

りいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

では、次回の懇談会でございますが、３月を予定しております。最終回とな

りますが、後日事務局からご連絡を差し上げることになると思うのですけれど

も、何かこれにつきまして事務局より連絡がございますでしょうか。事務局か

ら３月について何かありますか。 

教育施設計画係

推進担当係長 

日程はまだ決まっていないので、また追ってご連絡というところです。最終

回ですので、皆様にこれまでの感想でもいいですし、あるいは今後のご提言で

も構いませんので、何か一言ずついただきたいと思っております。 

また、最後ですので、皆さん 10 年お力添えいただきまして、教育長からご挨

拶申し上げたいと考えているところですので、その点もあわせてご了解いただ
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ければと思っております。 

懇談会が終わった後に少し若干懇親会のような、もちろんお酒は入りません

けれども、お茶とお菓子ぐらい用意させていただいて、少し歓談等していただ

ける場を設けたいなと思っております。あわせてお時間等あればご参加いただ

ければと思っております。よろしくお願いします。 

会長 ありがとうございました。 

それでは、３月の最終回につきましてはまた事務局より日程調整の連絡が行

くと思いますので、それぞれ委員さん方、できれば最後の会でございますので、

ご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

では、委員さん方からこの場で何かあれば出していただいてと思うのですが、

いかがでございましょうか。大丈夫ですか。 

特段ございませんので、先ほどのまとめにつきましてはまたちょっと見てい

ただいて、事務局にメールをしていただくと。それからお時間ございます方は、

ちょっとこの場にお残りいただいて、４階の授業風景をご案内したいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

学校整備担当部

長 

会長、最後によろしいでしょうか。学校整備担当部長でございます。本年も

どうぞよろしくお願いをいたします。 

お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。冒頭、事務

局の職員からも話があったとおり、もう足かけ 10年なのですよね。懇談会が始

まったのは 26年度ですから 10年にならないのですが、本当に私が平成 20 年に

務課長で初めて教育委員会に来たときに、当時杉八小の単学級化がいろいろと

課題になっていました。高円寺地域の学校のありようを検討し始めたころ、こ

れが平成 20 年ですから、もう 10 年どころではないですよね。平成 20 年はねず

み年でした。よく覚えています。今年は？ （ねずみ年）でしょう。12 年です

よ。ねずみからねずみですから。そのくらい長い間、高円寺の地域の皆さんの

熱い思いを結集させて、これだけのいい校舎ができたなと思っています。本当

にありがとうございます。 

行政側もこの 12 年間でたくさんの人間がかかわりまして、いろいろな過去に

かかわった部課長、もうやめた方もいるので、全員集まれないのですけれども、

いろいろな話を聞くと、本当にこの高円寺の学校づくりの歴史を１つ１つひも

とけたなという思いがして、幸か不幸か、幸か幸かですね。私がアンカーを務

めさせていただいて、本当に駅伝ではないですけれども、何とかゴールテープ

を切らせていただけるかなと、大変光栄に思っているところでございます。 

ただ、学校づくりというのは前々から申し上げているとおり、教育長もよく

申し上げますが、建物ができて終わりではありませんよね。仏は刻みましたけ

れども、魂をこれから皆さんと一緒に入れていきたいなと思っていますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

それから、本日皆さんにお示ししましたこの懇談会のまとめ。ただ単に、こ

れは「高円寺の学校づくりってこういうふうにやったよ」ということを記録に
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とどめるだけではないのですよ。これをこれからの参考にして、新しくこれか

ら改築に向かう学校がたくさん出てきますので、そういった新しい懇談会を築

き上げるときに、高円寺学園ってどういうふうにやったかなということをひも

とく大切な資料です。そのときにまた私ももしかかわれれば、高円寺の皆さん

の熱い思いを述べたいなとも思うのですが、未来に向けて参考にできる、そう

いった資料にしていきたいと思いますので、ぜひご一読いただいて、お気づき

の点があれば、メールと言ったかな、どんな意見でも構いませんので、いいも

のをつくっていきたいと思いますから、ぜひよろしくどうぞお願いをいたしま

す。ありがとうございました。 

会長 部長、ありがとうございました。 

それでは会は以上をもちまして、第 35 回になります。新しい学校づくり懇談

会は締めさせていただければと思います。お時間ございましたらそのままお残

りください。ありがとうございました。 

 


