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附属機関又は 

会議体の名称 
教育委員会臨時会 

事務局（担当課） 教育総務部教育総務課 
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開催場所 教育委員会室 

出席者 

委
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廣田 悦造（委員長）、千馬 英雄（委員長職務代理者） 

小林 麻理、渡邉 靖彦、三田 一則（教育長） 

そ

の

他 

教育総務部長、教育総務課長、学校運営課長、学校施設課長、教育指導課長、

統括指導主事、教育センター所長、子ども課長 

事

務

局 

教育総務課庶務係長、教育総務課庶務係主事 

公開の可否 一部公開  傍聴人  １名 

非公開・一部公開

の場合は、その理

由 

報告事項第３号は個人情報に係る案件のため非公開とする。報告事項第５号、

第６号、第７号は人事案件のため非公開とする。 

 

会議次第 

 

１． 協議事項第１号 平成２４年度卒業式の祝辞について 

２． 報告事項第１号 子どもスキップ実施校の在籍児童に係る個人情報の共有

について 

３． 報告事項第２号 竹岡健康学園調整会議の進捗について 

４． 報告事項第３号 区立幼稚園就園相談会実施結果について 

５． 報告事項第４号 「こども１１０番の家」としま安全・安心地図情報シス

テムへの掲載について 

６． 報告事項第５号 臨時職員の任免 

７． 報告事項第６号 臨時職員の任免 

８． 報告事項第７号 園長代理について 

９． その他 
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廣田委員長） 

 ただいまより第２回教育委員会臨時会を開催します。署名委員は、千馬委員と渡邉委員

です。なお、傍聴希望の方が１名おられますので、人事案件等から始めます。傍聴をお認

めしてよろしいですね。 

（委員全員異議なし） 

（１）報告事項第３号 区立幼稚園就園相談会実施結果について 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

       個人情報に係る案件のため非公開 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（２）報告事項第５号 臨時職員の任免 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

 人事案件のため非公開 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（３）報告事項第６号 臨時職員の任免 

＜教育センター所長 資料説明＞ 

    人事案件のため非公開 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（４）報告事項第７号 園長代理について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

人事案件のため非公開 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（５）報告事項第１号 子どもスキップ実施校の在籍児童に係る個人情報の共有について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

廣田委員長） 

 この件に関して、質問等ありますか。 

今までは、子どもスキップに関して、子ども課で使用している書類等を共有できていな

かったが、書類の形式を１つにして情報を共有するということですね。 

三田教育長） 

 学校としては必要でも、子どもスキップとしては不要な情報があると思います。そうい

った情報の取り扱いについては、精査し検討していただきたいと思います。 

教育総務課長） 

 現在、入学児童理解票の利用を考えています。子どもスキップでは、この様式に記載さ
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れている情報で十分とのことですが、学校は情報を追加することもありますので、その辺

を調査して必要な情報だけ子どもスキップに提供するということを考えています。 

教育指導課長） 

 入学児童理解票の取り扱いは、各学校で保管に大変気を使っています。基本的な情報で

ある家族構成等、それに加えて裏面には既往症やアレルギー対応等が盛り込まれることに

なると思います。情報をどこまで提供するのかについて、今後検討をし、個人情報の取り

扱いには十分注意をしていく必要があると思います。 

廣田委員長） 

 子どもスキップを利用していない方はどのくらいいるのですか。 

子ども課長） 

 低学年の児童はほぼ１００％登録しています。高学年の児童は、校庭開放と子どもスキ

ップでルールが違う部分がありますので、登録しなくても遊べるからいいという判断をし

ている児童も何名かおります。ですが、１０人以上が登録していないという状況はありま

せん。 

廣田委員長） 

 登録していない児童は何パーセントくらいですか。 

子ども課長） 

 本当に数名です。 

廣田委員長） 

 登録したくないとか、登録することに不安があるということではないのですね。 

子ども課長） 

 登録すること自体に不安はないと思います。 

千馬委員） 

 個人情報の共有化について、入学説明会等で保護者にはきちんと連絡していくのですか。 

教育総務課長） 

 昨日、校長連絡会でもそのようなご意見がありました。きめ細かく説明をさせていただ

きたいと考えています。 

小林委員） 

 情報をデータで管理するのか、それとも紙などのハードで管理するのでしょうか。 

教育総務課長） 

 学校では紙で管理しています。子どもスキップでも紙で管理したいということですので、

例えば、表面の必要なところをコピーして共有するという方法で進めていこうと考えてい

ます。 

小林委員） 

 データではセキュリティの問題があるということですか。そのような方法で運用されて、

統一的なフォーマットで必要な情報だけを共有していくという方針で結構だと思います。
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ですが、先程、既往症やアレルギー対応等の情報を裏面に盛り込むというお話がありまし

たが、直接は関係なくても健康上の情報はけがや病気になったときに必要になる可能性が

あると思います。将来的に検討してもらえればよいと思うのですが、セキュリティを整備

して、必要な情報が迅速にとれるようなシステムを作っていくことが将来的に必要になっ

てくると思います。 

教育総務課長） 

 アレルギー等の情報共有についてご指摘がありましたが、何が必要な情報なのかという

ことについては、これから話し合って検討していきたいと考えています。 

廣田委員長） 

 では、この件はよろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（６）協議事項第１号 平成２４年度卒業式の祝辞について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

廣田委員長） 

まず、小学校卒業式の祝辞について、ご意見等ありますか。 

銀メダルで悔しいが、仲間がいたからここまできたのだという内容も悪くないと思いま

す。ですが、若者に伝えるのであれば、勝利の喜びを伝えたほうが良いのではないか、金

メダルを取った競技を取り上げたほうが良いのではないかと思います。 

小林委員） 

 委員長のご指摘もわかります。文章の出だしが、オリンピックで３８個のメダルを取っ

たという文で始まっているので、オリンピックが骨格になっています。その中で、銀メダ

ルを取り上げることについて、疑問に感じてしまうのかもしれません。ですから、例えば、

なでしこジャパンの今までの軌跡をもう少し盛り込み、女子のサッカーチームが余り注目

されていなかったのに、なでしこジャパンがみんなを元気づけてくれたというストーリー

を盛り込むのはいかがでしょうか。もちろん、このままメダルについての文章から始めて

良いと思うのですが、なでしこジャパンのこれまでの軌跡とみんなに夢と希望を与えてく

れた軌跡を盛り込めば良いのではないかという印象です。 

廣田委員長） 

 そうですね。なでしこジャパンの軌跡を盛り込むのは良いと思います。ワールドカップ

では金メダルを取っていますし、今回は銀メダルでしたが、次は金メダルを取るのだとい

うストーリーのほうが喜びが伝わると思います。是非、ワールドカップについても触れて

いただきたいです。 

渡邉委員） 

卒業式に向けて、最高のものを子どもたちに与えたいという文面も大事だと思うのです

が、子どもたちは現実的な部分もかなり認識していると思います。残念ながら金メダルに

は届かなかったですが、国民に夢や元気をくれたということにはとても意味があります。
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精いっぱい練習して夢をかなえるために頑張ってきた姿が、国民に力を与えてくれたとい

うことが表現できていて良いと思います。 

教育指導課長） 

 金メダルとかナンバーワンという題材を取り上げがちですが、そうではない難しい題材

にチャレンジしたいと考えています。いただいたご意見を取り入れていきたいと考えてい

ますが、基になる素材はこれでいきたいと思います。 

千馬委員） 

 前回提案していただいた内容で進められると思っておりましたが、意見を反映させて再

度ご提案していただきましてありがとうございます。基本的にはこれで良いと思います。

ただ、中学校の方も読ませていただきましたが、文章の長さをもう少し考えた方が良いと

思います。私の経験からすると、小学校の文章は少し長く、校長級の文章だという印象で

す。区側から文章であるという視点も大切だと思います。もう少し精査できれば良いと思

います。 

三田教育長） 

千馬委員のご指摘のように、小学校の祝辞をもう少し短く調整していただきたいですね。

そして、国民に希望や夢を与えてくれたことに焦点を当てて、子どもたちにもきちんと伝

わるように調整が必要だと思います。 

本日は、題材を決定していただいて、大まかな内容を学校に伝えます。校長が式辞を書

く関係もありますので情報提供します。いただいたご意見を基に修正を加えますので、文

章の方向性を決定していただいて、内容は最終的には私が責任をもって仕上げるというこ

とをご了解いただきたいです。 

廣田委員長） 

 わかりました。では、小学校についてはよろしいですね。 

（委員全員異議なし） 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

廣田委員長） 

では、中学生の祝辞についてご意見等ありますか。 

小林委員） 

 とてもわかりやすくて良いと思います。メッセージが直接的に伝わりました。小学校の

方は、幾つもポイントがあるためにわかりにくくなっているように感じましたので、テー

マをなるべく一つにしたほうがわかりやすいですね。 

千馬委員） 

 とても良いと思います。 

廣田委員長） 

では、中学校の内容はこれでよろしいですか。 

（委員全員異議なし） 
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廣田委員長） 

この件については、次回また検討したいと思います。よろしくお願いします。 

（委員全員異議なし 協議事項了承） 

（７）報告事項第２号 竹岡健康学園調整会議の進捗について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

廣田委員長） 

この件に関しまして、質問等ありますか。 

子どもの反応はどうでしたか。 

教育総務課長） 

 子どもたちは、冷静に園長の話を聞いていたという報告を受けています。 

三田教育長） 

 事務局から何度も保護者に説明をしています。二次的な課題についての心配も浮かび上

がってきていますし、丁寧に対応してあげてほしいと考えています。保護者や子どもたち

が不安を持ったまま、教育委員会が一方的に閉園をしてしまうということは、絶対に避け

てもらいたいということで、その説明が事前に行き届いた結果として保護者・児童に静か

に受け止めていただけたということであると思います。教育センターでは、スクールソー

シャルワーカーやスクールカウンセラーの準備を整えて、そういったことについても説明

して、確認をしていただいています。心配事が一つもないとはいかないと思いますが、き

ちんと相談にのってもらえるということ、学校の受け入れ体制も整備してくれるというこ

とを教育委員会が責任をもって考えてくれるということは十分理解されていると思います。

こういう基本姿勢は最後まで崩さずにやっていただきたいです。 

 それから、調整会議で、体験入園はいつまで実施するのかという議論になりましたが、

平成２５年度末に閉園しますので、原則は１学期中として、その後は随時受け付けるとい

うことにしました。年度当初には、学校にも周知していきます。 

廣田委員長） 

 では、この件はよろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（８）報告事項第４号 「こども１１０番の家」としま安全・安心地図情報システムへの

掲載について 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

廣田委員長） 

 この件に関しまして、ご質問等ありますか。 

渡邉委員） 

ＰＴＡとしても色々と協力させていただき、まとまったものが公開されることが喜ばし

いです。過去にＰＴＡ連合会で安全マップを作ったこともありますが、費用の問題やこど

も１１０番の家は毎年変動があるため、機能していなかった部分がありました。それがき
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ちんと整理されて公表されるということで、犯罪防止の大きな力である抑止力となると思

います。豊島区では、見守り体制が強いのだということ、子どもたちが犯罪に巻き込まれ

ないような環境が整えられているということで、引き続きお願いしたいと思います。 

学校運営課長） 

 渡邉委員からもお話がありましたように、２３年度には、こども１１０番の家に登録し

ている方々の確認作業をＰＴＡの皆さんにしていただきました。猛暑の中、ご協力いただ

いた成果が今ここにつながっているということです。感謝申し上げます。 

三田教育長） 

 ＰＴＡの協力を得て、様々な組織と連携して取り組んできた良い事業だと思います。こ

ども１１０番の家が活用されるということは、事件が多いということなので良いことでは

ないのですが、実際に子どもが家に駆け込んだときに本当に機能するかを確認していかな

ければいけません。 

保護者の立場、ＰＴＡの立場、そして教育委員会の立場、それぞれが学区域の安全教育

に目を向けていかなければなりません。教育委員会では、全体に係る実務や調整について、

他の関係機関にも働きかけて取組みます。そして、保護者やＰＴＡや学校にも協力しても

らい、成果をだしていきたいと思います。緊急時にはすぐ対応するというシステムですし、

保護者の方も何かあったときには自分の子どもが利用するかもしれないという意識を持ち、

地域全体で協力していかなければいけません。 

廣田委員長） 

協力者数についてですが、２３人という学校もあれば１３０人という学校もあります。

学区域の大きさという要因があると思うのですが、他にも何か要因がありますか。 

学校運営課長） 

 細かく分析はしておりません。ですが、平成１１年から始まった事業ですので、その期

間の蓄積があります。取組みの方法も学校によって違いがあります。 

渡邉委員） 

 今の委員長のご質問に対して、当時の担当者として説明させていただきます。実際にデ

ータを集計した結果、住宅が多い地域やお店が多い地域に分かれました。しかも、住宅街

もアパートやマンションではなく、いざといったときに駆け込めるような門構えの家にお

願いしました。そうすると、そのような大きな家が並んでいる箇所は限られてきます。商

店街でも、お店に協力を依頼すると、その通りにあるたくさんのお店が協力してくれまし

て密集していたりします。地域の造りに左右されているというのが数値に表れているのだ

と思います。数が少ないからそこの地域の方が子どもたちに関心がないのかといったら、

決してそういうことではありません。 

また、緊急時にきちんと機能するようにというお話がありましたが、学校運営課ではス

クールガードリーダー等の事業をしていますし、警察のＯＢの方ともつながりがあると思

います。スクールガードリーダーの講習では、その年ごとにＰＴＡの役員は変わり、新た
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な発見があると思いますが、記録が残っていて、毎年同じことをするのもどうかという学

校もあります。そういったときに継続している担当者がいていただければ、こども１１０

番の家の方にも緊急事態を想定した訓練をお願いしたりできると思います。警察関係者の

方に協力していただけると進行しやすいと思います。ＰＴＡも実際にそういった訓練を見

て、効果があるのだと実感すれば、自然と保護者にもこの活動が浸透していくと思います。

可能であるならば検討していただきたいです。 

学校運営課長） 

渡邉委員のご指摘のとおり、スクールガードリーダー講習で、同じような通学路の点検

を行っている地域も確かにあります。今のご意見を踏まえて、検討させていただきたいと

思います。 

廣田委員長） 

 では、この件はよろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（９）その他 

（午後４時１５分 閉会） 

 

 

 


