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附属機関又は 

会議体の名称 
教育委員会定例会 

事務局（担当課） 教育総務部教育総務課 

開催日時 平成２５年２月１２日 午後２時 

開催場所 教育委員会室 

出席者 

委

員 

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、教育指導課長、統括指導主事、

教育センター所長 

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 

第５号議案及び報告事項第１号並びに報告事項第５号は人事案件のため非公開

とする。 

 

会議次第 

 

１． 第４号議案   平成２５年度豊島区学校衛生管理医師の選任について 

２． 第５号議案   臨時職員の任免 

３． 報告事項第１号 臨時職員の任免 

４． 報告事項第２号 通学路の安全点検結果について 

５． 報告事項第３号 部活動指導における暴力による体罰の実態把握の調査に

ついて 

６． 報告事項第４号 平成２４年度卒業式の祝辞について 

７． 報告事項第５号 臨時職員の任免 

８． 報告事項第６号 平成２４年度豊島区教育委員会児童・生徒表彰審査結果

について 

９． 報告事項第７号 新名人先生育成事業について 

10．その他 
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廣田委員長） 

 それでは、第２回教育委員会定例会を始めさせていただきます。署名委員は、千馬委員

と小林委員です。なお、本日、傍聴希望の方が１名おられますので、お認めしてよろしい

ですか。 

（委員全員了承） 

廣田委員長） 

 今日は、三田教育長は５時から公務の予定が入っています。ですから、先に報告事項３

号と報告事項第７号から始めて、最後に人事案件とさせていただきます。 

（１）報告事項第３号 部活動指導における暴力による体罰の実態把握の調査について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

廣田委員長） 

 この件に関して、ご質問等ありますか。 

確認ですが、最初は部活動だけを対象にした調査だったのですか。 

教育指導課長） 

 最初の通知はそういう趣旨でしたので、すぐに調査の通知を出しました。その後、すぐ

に訂正が来ましたので、ほとんど間髪を入れずに訂正をして、対象を全教職員と生徒に広

げたということです。 

廣田委員長） 

 では、部活動の調査はしていないのですか。 

教育指導課長） 

 部活動に関する調査も実施しています。 

廣田委員長） 

 部活動に関する調査も全教職員と生徒に対する調査も実施するということですね。 

教育指導課長） 

 その通りです。 

三田教育長） 

 委員の中には学校関係者もいますがそうでない方もいますので、私が豊島区教育委員会

の基本的な考え方を質問方式で教育指導課長や統括指導主事に投げかけます。それで基本

的な考え方をまず整理していただいてからこの提案の件について議論をしたいと思うので

すが、よろしいですか。 

廣田委員長） 

 お願いします。 

三田教育長） 

 大阪市等で体罰に関する事件があって、マスコミで取り上げられていましたが、どうい

うものを体罰というか、その法的根拠は何なのかを改めて整理していただきたいです。 

教育指導課長） 
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 口頭で曖昧な発言をするのはよろしくないと思い、本日、『人権教育プログラム』の中

から抜粋した資料をお配りしています。委員の皆様には年度当初にお配りしている資料で

すが、同プログラムは東京都教育委員会から毎年全ての教職員に対して発行されているも

のです。その中に体罰について記載されているページがあります。お配りしている資料の

裏面に、懲戒・体罰に関わるＱ＆Ａということで、懲戒とは何か、体罰とは何かを説明し

ています。体罰とは何かという答えとして「教職員が幼児・児童・生徒に対して行った懲

戒の行為が体罰に当たるのかどうかは、当該幼児・児童・生徒の年齢、健康、心身の発達

状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、

個々の事案ごとに判断する必要があります。その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわ

ち、身体に対する侵害を内容とする懲戒（殴る、蹴る等）、被罰者に肉体的苦痛を与える

ような懲戒（正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等）に当たると判断

された場合は、体罰に該当します。個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、単に、懲戒を受

けた幼児・児童・生徒や保護者の主観的な言動により判断されるのではなく、これらの諸

条件を客観的に考慮して判断されるべきであり、特に幼児・児童・生徒一人一人の状況に

配慮を尽くした行為であったかどうか等の観点が重要です。」と答えています。簡単に申

し上げますと、肉体的苦痛を与えるような懲戒は体罰に該当するということになります。 

三田教育長） 

 では、体罰が許されない行為であるという法的根拠は何ですか。 

教育指導課長） 

 先に申し上げる必要があったかもしれません。次の問いがちょうどその説明となってい

ます。ちょうど真ん中の辺りには、学校教育法第１１条の条文が記載されています。これ

は、例えば採用選考をすることとなったときは真っ先に学ぶ条項です。学校教育法第１１

条「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところに

より、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはで

きない」とあります。先ほどの体罰とは何かという説明は、これを受けての東京都教育委

員会の見解と申し上げても間違いではないと思います。 

三田教育長） 

 懲戒と体罰の違いはわかりづらいと思います。現在では、社会的に様々な暴力が否定さ

れていますが、それが昔は愛のむちだとか根性を入れてたたき直すというようにとらえら

れてきました。そういう行為が熱血漢の先生には信頼関係の上になりたっていると誤解さ

れてきました。日本にはそういう風土があると思います。うちの子どもが言うことを聞か

なかったら厳しく接してもいいですから、しっかり教育してくださいという考えの保護者

も結構いたと思います。ですが、そういう考え方が温存されてきた学校の考えの甘さから

今日の様々な問題へと派生していると思います。体罰は部活動でよく問題になっています

が、そういった暴力を肯定する考え方を持っていたり、自分が学んだ体罰を是認する環境

と同じように指導すること等の背景が考えられます。体罰を行った場合、教員はどういう



 3

責任をとらなければいけないのですか。 

教育指導課長） 

 まず、教育長の質問に対してお答えする前に、体罰はいつから禁止されているのかにつ

いて触れさせていただきたいと思います。先程、学校教育法第１１条を読みあげましたが、

調べたところ、時はさかのぼって明治の教育において既に体罰は禁止という条項がありま

した。本来学校教育において、原則、体罰はずっと禁止されていたということです。ただ、

第一次世界大戦と第二次世界大戦という戦時中もこの期間には含まれていますし、様々な

解釈のもとに体罰が行われてきたことも歴史的な事実だと思います。では、今日はどうな

のかということです。私も学校現場を経験しましたし、保護者という観点からも学校を見

ていますけれども、体罰は絶対に許されないというのが今の基本的な考え方です。今回、

大阪市の部活動で体罰の事例が幾つか出てきましたが、まだこんなことをしているのかと

いうのが私の見解です。 

そして、体罰を行った場合は３つの責任が問われます。これは教職員の研修会で実際に

このページを開いてもらって、人権教育の視点からも指導している部分です。資料の４つ

目のＱ＆Ａのところに書いてあります。１つ目は、行政上の責任が問われます。地方公務

員法によって重い場合には免職の懲戒処分を受けることがあります。２つ目は、刑事上の

責任が問われます。けがをさせた場合は傷害罪あるいは暴行罪、不当に居残りをさせた場

合は監禁罪、こうした罪が成立する場合があります。３つ目に、民事上の責任が問われま

す。これは保護者の立場で考えれば当然ですが、けがが発生した場合、あるいは今回のよ

うに死に至ってしまった場合には損害賠償の責任が問われることがあるということです。

この３つの責任、すなわち行政上、刑事上、民事上の責任は、体罰や違法な懲戒を行った

場合には免れることができないと思います。 

三田教育長） 

 ここまでの説明で、体罰がどのようなものかおわかりいただけたと思います。体罰によ

る問題があちこちで発生し、都内でも発生したという経緯を考えると、もし本区の調査の

中で、学校や先生も子どもや保護者も体罰があったと認め、教育委員会もその事実を認め

るような新たな案件が出てきた場合、あるいはもしかしたら体罰かもしれないという疑い

のある情報が出てきた場合には教育委員会としてどのように対応するのかについて伺いた

いです。 

教育指導課長） 

 先程、厳正に対応すると申し上げました。その具体的な内容ですが、まず事実確認を徹

底的に行います。体罰を受けた子ども、保護者、教職員、何よりも管理職がこれをどう認

定したのかが大切です。今まで体罰があるという報告は出ていないので、これからも出て

こなければいいなと願っていますが、もし出てきたときには、まず事実確認を行って、教

育委員会としてこれは体罰であると認定した場合には、学校事故として東京都教育委員会

に対して報告及びこれに対する責任の処分をお願いします。 
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三田教育長） 

 朋有小学校でセーフスクールに取り組んだときも、課題として子どもたちがいじめの問

題を取り上げていました。いじめは心のけがだと説明して、簡単には治らないし、傷つい

たら大変なのだ、だからいじめをなくしていくと話していました。体罰も自分の指導の弱

点や人間としての弱さが指導に出てくるものだと思いますし、それは一生人を傷つけます。

人を傷つけ、自分自身の責任も問われるのです。 

 ですが、以前、子どもが暴れて、何もしていない他の子どもに大きなけがをさせるおそ

れがあり、それを教師が止めにかからざるを得ないという場面がありました。そしてそれ

を止めた先生が骨折するという事例がありました。また、子どもが先生に対して暴力的な

発言をするケースもありました。学級が崩壊している学校ではそのようなケースもありま

す。そういう子どもたちの保護者を呼んで指導しても、保護者がしつけをしないという事

例も多いです。体罰はもちろん認められませんが、こういった事例が増えると先生や学校

が萎縮してしまうことを一方で非常に恐れています。 

 世間では体罰等の学校側の加害を取り上げる風潮がありますが、子ども同士、あるいは

子どもが教師に対して暴力を振るった場合に、やっていいことと悪いことをきちんと指導

していかなければいけません。教育委員会は暴力の禁止ということで体罰だけをとらえる

のではなく、子どもが暴力を振るった場合も対応していく必要があります。保護者に対し

てもそれを宣言していく必要があると思います。この件を、教育指導課ではどのように考

えていますか。 

教育指導課長） 

学校現場を直視した場合には、教育長のご意見のような問題は確かにあります。単に暴

力がいけないという指導だけでは解決できないような問題があることも事実です。 

今回、東京都が調査を行い、Ｂ区で２件立て続けに報道され、区の教育委員会が把握し

ていない体罰の事案が出てきました。最初に体罰が問題になったのは、バスケットボール

部の男性顧問による体罰、その１週間後に別の中学校でサッカー部の顧問による体罰の事

案が出ました。どちらも男性教諭で、２０代半ばという若手の教員による事件でした。指

導体験の不足を熱心、あるいは熱意という言葉では説明できないと思いますが、その不足

を補うために暴力によって指導してしまったのだと思います。熱心な部活動顧問だったの

かもしれませんが、そうした行き過ぎた指導が発生してしまいました。 

 また、昨年度、本区のある中学校で教師が生徒に暴力を振るわれてあばら骨を折られる、

指を骨折させられる、あるいは頭突きを食らって血を流すといった非常に厳しい生活指導

上の問題が出てきました。体罰がいわば大人から子どもに対する暴力であるならば、生徒

から教師に対して行われる校内暴力というものもあるということ、それらにも毅然と立ち

向かわなければいけないというのが実態です。 

 前置きが長くなりましたが、今回の一連の報道を受けて教育委員会が手を打っていく必

要があると思っています。各区市が有効な手立てを打てているとは言えない状況の中で、
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豊島区が先行して態度表明をして、体罰に対応するその姿勢を示すことになるかもしれま

せんが、教育委員会としてこれから進めていきたいことをご説明します。 

 採用時や管理職に登用されたときには服務の宣誓を行います。いわゆる公務員として、

全体奉仕者として憲法にのっとって職務を遂行するという宣誓です。これまでは異動者に

対する服務の宣誓を行っていませんでしたが、これを行うべきかと思います。その中で公

務員としての服務の宣誓とともに、体罰を根絶するという内容を盛り込みます。内容はこ

れから十分に精査しますが、服務の宣誓の中に体罰の根絶を盛り込み、豊島区は毎年のよ

うにこの宣誓を行っていくのだということは一つの予防策にはなると思います。現在、事

務局の方で案を整えています。これが１つ目です。 

 ２つ目に、いじめの問題を論議していただいたときに相談が非常に重要であるというご

意見がありました。相談するのは大人や友人、あるいは公的な相談窓口でもよいと思うの

ですが、体罰はいじめよりも相談がしづらいということがいえると思います。本区の教育

センターにも教育相談窓口が備わっています。ここは体罰の相談にも対応しており、子ど

もたちや保護者、あるいは教職員に対して、体罰も含めた相談窓口があるということを表

明していくことが大切だと考えています。 

３つ目に、いじめもそうなのですが、体罰の問題にもＰＴＡの協力が不可欠かと思いま

す。現状を認識していただくことや何ができるかということは、むしろＰＴＡの皆さんか

ら良い考えが出るのではないかと思います。 

この３点を、現在、事務局にて考えております。 

三田教育長） 

参考にさせていただきたいと思います。 

先日、全ての中学校の校長先生と今回の調査にどう臨むかという話をさせていただきま

した。その中で問題と感じた部分は、子どもや保護者から「体罰ではないか」との報告が

あって、先生からはそのような報告がない場合に、入念な聞き取りをして真実がどうなの

かを判断し、継続的な指導をしていかなければいけないということです。ですから、体罰

とは何かということについて職員会議できちんと議論した上で、教員自身も自分を見つめ

なおさなければいけません。体罰の基準は、人権教育プログラムをもう一度確認して、共

通理解を得て進めていかなくてはいけないので、朝会や全校集会等で体罰についてもお話

していただいていると思います。 

 本日、教育委員の皆さんにご意見をいただきたいのは、小学校版の調査についてです。

教員に対する聞き取りは中学校と同様でいいと思うのですが、小学生に対して体罰とは何

かという話をするのに、東京都教育委員会のアンケート資料にある内容でいいのかという

ことです。これで正確な状況がわかるのかということです。小学校の場合は先生がアンテ

ナを高くして、先生から情報提供されるのを願っているわけなのですが、子どもの思いを

読み取るのは難しいと思いますので、この内容についてご意見をいただきたいと思います。

そのご意見を参考にさせていただいて、この調査を整えて実施してもらいたいと考えてい
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ます。 

廣田委員長） 

 教育指導課長からも説明がありましたが、学校教育法第１１条は非常に重要な文だと思

います。そこで「生徒及び学生に懲戒を加えることができる」という文章を子どもたちに

わかりやすく説明するということを考えていますか。懲戒と体罰の区別はつきづらいと思

います。例えば、先程の話にあったような暴力的な生徒への対応として懲戒も必要だと思

います。そういった意味も含めて、懲戒と体罰の違いを説明するのですか。 

教育指導課長） 

 学校教育法第１１条の存在、体罰と懲戒の種類等について指導したということは、ほと

んどありません。この法律は、指導者としての法的な責任という意味合いが強いと思いま

す。一方で、公立の小・中学校ではあり得ませんが、例えば問題行為等で退学になること

は、高等学校や私立の学校においては十分あり得ることです。そうした事案が生じたとき

に退学や停学といった懲戒に初めて直面することになるかと思います。 

渡邉委員） 

 中学校に対するアンケートについてですが、学校教育現場は密室性が高い状況にあると

思います。部活動に限らず校長先生が全て把握しているわけではありませんし、生徒や保

護者から体罰についての意見が出たときに、校長先生はまず先生に確認して先生の意見を

聞くと思います。もちろん、子どもたちの意見も聞くと思いますが、体罰の実態がないと

判断されてしまう場合もないとは言えません。意図的に体罰の実態を隠すのではなく、生

徒や保護者の勘違いかなという意識で流れてしまうという状況もあるかもしれません。ま

た、アンケートをとっても、担任の先生や部活の先生がそれを集めたら、体罰があると言

ったのは自分だとわかってしまうことを子どもたちは心配していると思います。報道され

ている体罰の例だと、試合に出さないとか補欠に回すと言われて友達が傷ついていても、

子どもたちは自分がそうなるかもしれないと感じ、証言することすら恐れてしまっていた

のかもしれません。調査の方法はとても重要です。適切に対応していただきたいと思いま

す。 

教育指導課長） 

 完全に１００％安心のアンケートは難しい部分がありますが、体罰に関してここまで広

範に、全ての教職員と子どもたちを対象に調査を行い、全ての事案を確認するというのは

今回が初めてです。ですから、今回の調査で私たちがつかめるのは、体罰の実態があるか

もしれない、あるいはあったかもしれないという予兆の部分になるのではないかと考えて

います。そういったご意見や報告が出てきたときには、事実関係を突き詰めていきたいと

考えています。その責任はまず管理職にあると思いますが、教育委員会も適正に指示を出

した上で進めていきたいと考えています。 

 それから、部活動での人間関係は、顧問と生徒、大人と子どもという関係だけではなく

て、独特の上下の関係があると思います。渡邉委員のご指摘のように、事実が隠れてしま
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うことも十分考えられますので、周辺情報を含めてきちんと事実関係を判明させていくこ

とが重要だと考えています。 

小林委員） 

 先程、ご説明いただいた体罰とは何かについてですが、研修等で、こういったものが客

観的に見て体罰になりますということをお伝えしているのですか。 

教育指導課長） 

 いじめが子ども間で根絶していかなくてはいけない問題とするならば、体罰は教職員の

指導の体制の中で絶対あってはならないという原則です。ですから、何が体罰なのかとい

うことについて、私どもも研修会等でお話をすることがありますが、各学校の管理職から

も今回のような事件報道があったときに、その内容を改めて確認して体罰の根絶を教職員

全員で確認するという取組みも行われています。研修としてこれまでも行っていますし、

これからも重要だと考えています。 

三田教育長） 

 少し補足させていただきます。東京都教育委員会では、服務事故に対して様々な取組み

を実施しています。毎年、年２回、服務事故防止月間を指定して自己診断を実施します。

自分はかっとする傾向があるのかどうかという自己抑制のための診断と、校長がそれを見

てきちんと報告するようにしています。また、職員会議や朝の会議で、体罰についても改

めて確認していただいていますし、金銭による服務事故等の信用失意行為が話題になれば

そういったことを改めて確認するという体制ができています。 

 ですから、ケースに応じて日常的な会議等でも確認していますし、期間を設けて意図的

に全校一斉に確認することもしているというのが実態です。 

小林委員） 

 教職員の聞き取り調査というところで、「暴力による体罰」という言葉がでてきます。

「暴力による体罰」は、客観的に見た体罰とイコールなのかということを疑問に思います。

聞き取り調査のときに体罰をしたことがありますかと言われて、イエスかノーかというの

は答えづらいです。先生方も体罰は原則いけないことだということはわかっていて、それ

でも主観的に、かっとして、とっさのうちに体罰が起こる場合が多いと思うのです。それ

は、この聞き取り調査ではわかりづらいのではないかと思います。客観的に見て、あれは

暴力、すなわち体罰だと認定してこそ事実認定ができると思いますし、この言い方だと少

し曖昧ではないかなという印象です。 

教育指導課長） 

 ご指摘の部分は非常に難しい部分だと感じています。体罰と懲戒の線引きは難しいです。

先ほど人権教育プログラムについて説明しましたように、本来体罰は、身体的なものや肉

体的苦痛を与えるようなものということになっています。自分が暴力として受けとめてい

るのかどうかということが重要になってきますので、ある意味一つのフィルターをかけた

質問となっています。また、例えば叱咤激励、背中をぽんと押すことも受け取り方によっ



 8

ては体罰になり得ます。その認識を捉えているのかということと、生徒たちが答えやすい

ように、「暴力による」という言葉をあえて付け加えていると思います。 

廣田委員長） 

 確かに、曖昧だと思います。 

三田教育長） 

 子どもに対して、２番の「この学級のよいところ、直した方がよいと思うところ」は、

「直した方がよい」というところと体罰を結び付けていると思います。ですが、３番の

「先生に続けてほしいこと」とか「お願いしたいこと」は、やめてほしいことを出したい

ということだと思います。これは「やめてほしいこと」と書いたほうが良いと思います。

文言は、子どものレベルでわかるようにしたほうが良いというのが私の考えです。 

 また、教育委員会の対応として、広島県教育委員会の対応事例は参考になると感じまし

た。まず、県内で体罰の事例が発生し、先生や学校の動きと家庭の動きをそれぞれ時系列

で整理して検証したところ、体罰があったことを先生も教育委員会も認めました。先生は

顛末書を書いて謝罪をしました。教育委員会はその体罰について議論して、そこでの意見

を報告しました。体罰がいかに重大な結果をもたらすかを学校に再認識させました。その

後、事例研修を実施し、授業中にも私語をやめない児童を叩いた、指示どおりできないバ

レーボール部員にボールを投げ付けた、備品の破損について何も答えない生徒に立腹して

机を蹴って机が生徒の下腹部に当たったなど、４つの事例を研修の題材として提示して、

どういう対応をすることが望ましいか、そして類似した事案が校内で起こっている可能性

はないかを、話し合わせました。具体的な事例に対する見方、考え方、捉え方、対処の仕

方をここで学ばせています。そして、どういう対応が望ましいかを指導します。それから、

自己診断、他者診断を実施しました。体罰をする可能性について自己診断する教職員用チ

ェックシートを作り、体罰を起こさせない環境づくりについて自己診断する管理職用のチ

ェックポイントシートも作りました。保護者に対しても、体罰は教育効果がないだけでな

く、反発心を生み、教職員との信頼関係を壊し不信感を生むということで、体罰を容認す

る保護者に対しても説明をしました。体罰が疑われる事案として報告が上がったものにつ

いても、教育委員会が体罰に当たらないと判断した事案も具体的に紹介して、どうして体

罰と捉えられたのかということについて考えました。これは何かあった場合には、大いに

参考にすべきだと感じました。 

 やはり、様々なケースを丁寧に確認していくことも防止策の一つだと思います。小学校

は、３分の１以上が若手の先生で、しかも女性が圧倒的に多いのです。まだまだ経験が不

足している先生は、このアンケートだけではわからないことも多いと思います。管理職に

指導の方法を工夫してもらい、慎重に進めていく必要があると思います。 

廣田委員長） 

 中学校の調査のシートは、この文言で決定ですか。 

教育指導課長） 
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 すでに調査が進行しているところです。 

廣田委員長） 

では、このまま進めるということですね。中学校の調査については、いろいろとご意見

もありましたが、この形で進めてどのような結果が出るかということで、次回また実施す

るときはいただいたご意見を検討するということですね。 

教育指導課長） 

はい。そうです。 

廣田委員長） 

 小学校に関しては、まだ決まってないわけですね。教育長から、３番の内容を「やめて

ほしいこと」にしてはどうかという意見がありました。「先生に続けてほしいこと」とい

う文もどうなのかなと思います。渡邉委員、いかがですか。 

渡邉委員） 

 確かに、子どもたちは回答しづらいと思います。「学級のよいところ」という表現もわ

かりづらいです。「友達関係はどうですか」とか直接的な表現の方が子どもたちもわかり

やすいと思います。「学級」というと、先生も含めたクラスの活動のことについて考えて

しまうと思いますし、「直した方がよいと思うところ」という表現も友達の誹謗中傷等の

話も挙がってしまうのではないでしょうか。 

それから、３番の「先生に続けてほしいこと、お願いしたいこと」というのも、続けて

ほしいことも書いてくると思いますが、お願いしたいことは、例えば声が小さいから聞こ

えないとか日常的に感じていることならでてくると思いますが、殴られたとか叩かれた等

の意見はでてこないのではないかと感じます。 

小林委員） 

 具体的な内容を聞かずに自由記入にすることには何か意図があるのですか。 

教育指導課長） 

 東京都教育委員会の完全な意図は測りかねますが、先ほど申し上げましたように体罰等

の予兆が今回の調査ではでてくる可能性があります。そういった予兆がでてきた場合に、

別の角度からさらに情報を集めたいという意図があるのではないかと思います。 

小林委員） 

 「叩かれたことがありますか」とか、「それはどんな場合でしたか」とか、きちんと意

味を含めた調査をして、問題があるのはどんな場合だったのかということがわかるような

質問表のほうが分析しやすいし、集計しやすいと思います。この質問だと子どもたちがど

う受け取るのか、何を書くのかがまったく予想できません。叩かれたことがあると答えた

児童には、それがどんな場合にどんな形で起こったのかという質問を続け、体罰の原因と

の因果関係を捉える必要があると思います。 

教育指導課長） 

様々なご指摘を受けて、質問を工夫する必要があると感じています。ですが、イエスか
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ノーを答えてそこから分岐していくようなツリー構造の質問は、低学年には少し難しいと

考えています。 

東京都教育委員会は、この調査を配付するときに３点の観点から見ることが大切だと言

っています。１つは、体罰が繰り返し行われているかということ、もう１つは、特定の子

どもだけでなく、広範性があるかということです。体罰を振るう指導者は、それを繰り返

し、複数の児童・生徒に行っている可能性があるためです。そして、悪質性があるかどう

かという３点を確認してほしいということです。調査の中で、この３点を完全に確認する

ことはなかなか難しいと思うのですが、調査結果をその観点から確認し、現状を確認した

後、必要であれば周辺情報を集めていきたいと考えています。 

千馬委員） 

 小学校の場合、子どもたちの発達段階にはかなり差があると思います。質問の方法を、

３年生までのものと４年以上のものに分ける等、精査されるほうが良いと思います。 

 また、この実態調査をどう生かしていくかが大事になってくると思います。調査をした

という結果だけで終わらせるのではなく、体罰について教職員が改めてしっかりと認識し

ていただきたいです。そうしないと調査の結果が生きてこないと思います。先程、全ての

中学校の校長先生に調査の重要性等を確認したというお話がありましたが、小学校も同じ

ように確認したほうが良いと思います。そのためにも、このアンケートの方法も含めても

う少し詰めたほうが効果が上がると思います。 

 体罰は許してはいけないということを職員会議で何度も議論し、懲戒の必要性にもふれ

て、体罰と懲戒を区別して、これを機会に発展していただけたら良いと思います。 

三田教育長） 

一番大事にしてもらいたいのは教職員の受けとめ方です。この調査によって保護者の不

信感を招き、教員との関係性も悪くなるといった事態は絶対避けるべきだと思います。い

じめも体罰も将来ある子どもが自らの命を絶っており、社会問題化していることの深刻さ

だと思います。学校だけの問題や教育関係だけの問題ではなくなっていますが、教育に携

わる者として日本の社会の中でこの社会問題が根絶されていくように取り組んでいかなく

てはいけません。今回の調査は、保護者、子ども、教員、全ての人が責任を持っていると

考えてこの調査に挑んでほしいと考えています。隠さずに真実を語っていただきたいです

し、悪質な思いでこの調査に臨むことも許されません。私たちも報告が挙がってきたこと

については、曖昧にせずに真剣に向き合っていきます。 

それから、次回の教育委員会にて、今ご意見いただいたような教育委員会の考えを学校

に発信していく必要あると思います。区でも、虐待と暴力のないまちづくり宣言をしてい

ますし、その一環として学校でもきちんと宣言していくべきだと思います。各学校、各先

生方が私は体罰による指導はやりませんという宣言をしていただきたいです。 

教育指導課長） 

 すでに調査を行っている中学校はこの形で実施して、結果が上がってきたときには教育
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委員会でご報告したいと思います。 

 それから、教育長のお話にもありましたように、虐待と暴力のないまちづくり宣言は学

校に当てはめてもしかるべき内容だと考えています。この内容を踏まえて、幼稚園を含め

た全ての教職員に対して、体罰の根絶と児童生徒間の暴力について考えていただかなけれ

ばいけません。本区の方向性ということで、学校教育においても足並みをそろえて取り組

んでいきたいと考えています。 

 最後に、各自治体がまだ右往左往している状態です。いじめ防止のために、お金をかけ

て対応をしようとしている区もあります。体罰に関するアンケートを郵送で回答するとい

う方法をとっているところもあります。そんな中、本区は、Ｑ－Ｕというアンケート調査

の実施のための予算を新しく組み込んで、いじめ対策に取り組みます。このアンケートは、

学校の中でつらい思いをしていれば、学級の人間関係が心理検査の結果に表れてきます。

ですから、体罰においてもこのＱ－Ｕ検査が有効に活用できないかなと考えています。活

用方法については、実施しながら研究していきます。本区で学ぶ子どもも、それから教え

る先生たちも体罰という言葉からは無縁でありたいと願って、今後もしっかりと対応して

いきたいと思います。 

渡邉委員） 

ＰＴＡにも協力を求めるというお話がありましたが、とても大切なことだと思います。

通知を配っただけでは周知ができない部分もあると思うので、ＰＴＡ会長と役員とそれぞ

れに２段階で説明していただけるとより周知できると思います。 

三田教育長） 

 保護者を交えたと取組みというと、今年はタウンミーティングを１回も実施していない

ですよね。 

教育総務課長） 

 はい。今年度はまだ１度も実施していません。 

三田教育長） 

 虐待や暴力をなくそうとするにあたって、無関心が一番いけないと思います。ＰＴＡの

活動も各校で温度差があると思いますし、保護者がこういった学校の問題に無関心なこと

が怖いです。タウンミーティングを今から開催するのは大変だと思いますので、例えばＰ

ＴＡ連合会の会合の時間を少しいただいて、いじめと体罰に関しての懇談会を実施するの

が良いと思います。そこに教育委員や事務局も出席して、保護者の方と直接話す機会を検

討していただきたいです。 

教育総務課長） 

 タウンミーティングという形式になるかはわかりませんが、そのような機会を設けるこ

とについて検討したいと思います。 

廣田委員長） 

 では、この件は次回に改めて確認するということでよろしいですね。 
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（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（２）報告事項第７号 新名人先生育成事業について 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

廣田委員長） 

 この件について、ご質問等ありますか。 

 確認ですが、東京都教育委員会から豊島区にて実施してほしいという要請があったとい

うことですか。 

統括指導主事） 

 そういうわけではありません。③の区独自研修の実施の中の、黒丸の１番と２番の内容

は、東京都教育委員会が「学校リーダー育成プログラム」として全都の教育委員会に求め

ている研修制度です。東京都の研修と区の研修をばらばらに実施するのではなく、区独自

の研修会の中に東京都の研修制度を取り入れています。授業が上手くなるためだけでなく、

学校の運営について学ぶという要素を取り入れています。 

三田教育長） 

補足があります。１つ目は、来年度、平成２５年度の４月から、現在の『教育ビジョン

２０１０』の見直しのための事前調査年度になります。ですから、教職員が人材として育

ってきているかどうか、授業が改善されてきているかどうか、学力が向上しているかどう

か等の観点から、事業の点検に必要なデータ調査が始まります。その改定される教育ビジ

ョンの骨格になるのが人材育成になると思います。新名人先生育成事業は、今までの名人

先生の事業に、能代市との教育連携や学校マネジメントという参画意識を高めるための取

組みと、教師が授業研究によって指導力を向上させていくという取組みの趣旨が併用され

てコンセプトを形成しています。名人先生を養成していくための仕組み作りです。 

 それから、今日の教育現場では、主幹教諭や管理職が足りないと言われているため、選

考制度も時代にあわせて変化していかないと対応しきれないという状況です。東京都でも

選考制度を変えていこうとしていますが、本区のこの取組みは、人材育成の一つのモデル

ケースになるのではないかと思います。力を入れて取り組んでいきたいと考えております

ので、教育委員の皆さまのからもご意見をいただきたいと思います。 

小林委員） 

 校外における研修や宿泊派遣研修の中で、能代市での取組みが組み込まれています。教

育協定を結びましたし、能代市の教員と交換して研修を実施するのが良いと思うのですが、

いかがでしょうか。 

統括指導主事） 

 相互に良い影響を与えることが重要だと思っております。能代市から豊島区へも教員を

招いて相互に刺激し合うことを目指し、その第一歩ということで豊島区から能代市へ教員

を派遣します。今後、深化を図っていきたいと考えています。 

千馬委員） 
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 研究テーマを設定するのは良いと思います。研究テーマを設定した後、その研究を追求

できるようにしっかりと支援していただきたいと思います。 

それから、校長推薦は、私の経験から考えても厳しい面があると感じます。候補者の選

定のところで「指導主事等」と記載されていますが、ぜひ様々な機会で先生方に声をかけ

ていただきたいです。校長先生から推薦されると遠慮してしまう先生もいると思いますが、

指導主事や教育委員会から声をかけていただけると納得できると思いますので、よろしく

お願いします。 

統括指導主事） 

 ６月と１１月に各１週間で計２週間派遣するということで、学校に対して負担があるの

ではないかと心配していましたが、校長連絡会で提案したところ、どのぐらいの予算なの

か、何人派遣できるのかという話がでました。確実に１人は派遣できると説明したのです

が、もっと多くの先生を派遣したいというご意見をいただきました。それから、本年度の

能代市派遣には１０人の教員と校長先生が参加しましたが、行くことができなかった先生

たちの中からも参加したいという声が上がっています。この制度の魅力を学校にしっかり

伝えて、先生方が自分を名人先生に選んでほしいと思えるような状況をつくっていきたい

と思います。 

小林委員） 

 研究テーマの設定というのは、大きな研究テーマを設定して、その中で人材育成に挑戦

する方々が自分でのテーマを設定するのか、それとも教育委員会が個別にテーマを設定す

るのか、どちらでしょうか。 

統括指導主事） 

 大きなテーマとしては、子どもたちの学力向上という点が外せません。しかし、教員は

それぞれ課題意識を持っています。各教員から出されたテーマについては、教育指導課が

一緒に考えて確定していきます。場合によっては、研修の途中で修正することもあります

が、候補となった教員がテーマ設定をすることになります。 

小林委員） 

 テーマを設定して、研修をして、研究結果をまとめると思います。そのときにはレポー

トを課すのでしょうか。 

統括指導主事） 

 研究のまとめ方については、今のところ報告書を作成してもらうことを予定しています。

学校の研究も８枚程度のリーフレット形式となっていますので、取り組んできたことをた

だ並べるのではなく、もう一度振り返りながら、読み手にもきちんと伝わるようにまとめ

させたいと考えています。 

小林委員） 

 そういう形式も良いと思いますが、例えばシンポジウムのような形で報告して、その成

果を広く共有する機会を設けるとさらに良いと思います。 



 14

統括指導主事） 

 学力向上シンポジウムのような機会があれば、そこで発表していただきたいと考えてい

ます。また、学力向上シンポジウムのような大人数を集めた機会でなくとも、研修会やフ

ォーラムの機会にアピールしていただきたいと思っています。 

廣田委員長） 

 候補者は何名くらいまで募集されるのですか。多すぎても大変だと思うのですが、人数

制限はあるのですか。 

統括指導主事） 

 ５人前後を予定しております。予算の問題がありますので、その予算の上限まで募集す

ることになります。現在は、１人は確実に行けるという状況としかお答えすることができ

ません。 

三田教育長） 

 この事業に大切なのは継続性だと思います。初年度のため予算が少なくなるかもしれま

せんが、実効性があれば２年に１回くらいのサイクルで、全学校に回していけるという魅

力あるシステムになると思います。各学校で頑張って、推薦されて研修に参加できるとい

うチャンスは教師の意欲をかき立てると思います。 

廣田委員長） 

 他にご意見等ありますか。では、この件はよろしくお願いします。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（３）報告事項第２号 通学路の安全点検結果について 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

廣田委員長） 

 この件に関して、何かご質問等ありますか。 

小林委員） 

 とても良い事業だと思います。形式的なことですが、資料の８ページ、実施日の時間の

書き方が２４時間表記になっているところとそうでないところがあります。公表する資料

だと思いますし、統一した方が良いと思います。 

学校運営課長） 

 申し訳ありません。訂正させていただきます。 

渡邉委員） 

 これも形式的なことですが、１ページの「児童の皆さんへ」のところで、「学校の道

路」という表現よりも「通学路」または「道路」に直した方が良いと思います。 

三田教育長） 

「１１月３０日現在の実施状況」のところで、文字の頭に丸を付けるなら統一していた

だきたいです。それから「児童の皆さんへ」のところで、インターナショナルセーフスク

ールでの取組みは、子どもたちが交通事故になる原因についても究明してデータをとって、
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保護者も協力して安全マップまで作りました。この取組みは今後各学校へ広めていきたい

と考えていますので、そういったことについても記載していただきたいです。 

 それから、別紙の③についてですが、対策ができてない箇所は今後どうやって改善する

のか等のコメントをプラスすると良いと思います。表示してあるのが数字だけでは、意図

が伝わりにくく、もったいないと思います。 

廣田委員長） 

 未定箇所というのはどういう意味ですか。 

学校運営課長） 

 具体的な対策の方法が未定の箇所という意味です。どういうふうにその状況を改善して

いくのかというのが、１１月３０日現在でまだ決定していません。 

廣田委員長） 

 難しいということですか。 

学校運営課長） 

 難しいケースです。 

三田教育長） 

仰高小学校の問題の対策ですが、ガードパイプも設置できないということで、注意喚起

の看板を設置するくらいしか方法がないということですか。交通規制等を実施していただ

けないのでしょうか。 

学校運営課長） 

 交通規制等は警察の所管ですが、この点検のときに警察も一緒に点検しています。交通

規制をするのも難しい場所ということで、注意喚起の看板を立てることで対応いたしまし

た。 

三田教育長） 

 わかりました。 

時間になりましたので公務の関係で中座いたします。申し訳ありませんが、議論を続け

てください。 

（三田教育長 退席） 

廣田委員長） 

 それでは、続けさせていただきます。 

この件に関して、他に何かありますか。今後も継続していただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（４）報告事項第４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） 

 何度か協議してきましたが、何か追加したい等の意見はありますか。 



 16

教育指導課長） 

 改めてこの文章を読んで、文言の重複があるなと感じました。文言についてはもう一度

確認させていただきたいと思います。 

廣田委員長） 

 わかりました。内容に問題があると感じる方はいませんか。 

小林委員） 

 前回指摘した小学校の祝辞もメッセージが伝わりやすくなったと思います。 

千馬委員） 

 困難を乗り越えて夢を叶えてほしいというのが、区と教育委員会の共通した思いですの

で、とても良いと思います。 

廣田委員長） 

 私も良いと思います。では、あとは文言の修正程度ということで、よろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（５）報告事項第６号 平成２４年度豊島区教育委員会児童・生徒表彰審査結果について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

廣田委員長） 

 この件について、ご意見ありますか。 

毎年、基準に基づいて決定しているということです。よろしいですか。 

                       （委員全員異議なし 報告事項了承） 

（６）第４号議案 平成２５年度豊島区立学校衛生管理医師の選任について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

廣田委員長） 

 この件について、ご意見等ありますか。 

 では、よろしいですか。 

（委員全員異議なし 第４号議案了承） 

（７）第５号議案 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 第５議案了承） 

（８）報告事項第１号 臨時職員の任免 

＜教育総務課長 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） 

（９）報告事項第５号 臨時職員の任免 
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＜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） 

（１０）その他 

（午後５時２０分 閉会） 


