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千馬委員長） 

 それでは、ただいまより平成２５年第３回教育委員会定例会を開会いたします。本日の

署名委員は、渡邉委員、菅谷委員です。よろしくお願いします。 

（１）第１０号議案 豊島区立学校におけるいじめ根絶・体罰によらない学校宣言につい

て 

＜教育総務課長・教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 教育総務課長から通達について、教育指導課長からはそれに関わる資料について説明が

ありました。ご質問やご意見はありますか。 

渡邉委員） 

 教育指導課長から暴力による体罰の実施把握のアンケート調査の結果について、幸いな

ことに、豊島区ではそういう事案はないというご報告を受け、保護者の一人としては、大

変安心しています。今回のアンケートの正当性についても触れられていたと思うのですが、

形だけアンケートをとるのではなく、このアンケートがきちんと実態を表しているという

ことで、今後もそのように進めていただきたいと思っています。 

 豊島区は、ゼロ件ということですが、他の区の調査結果はどうなっているのでしょうか。 

教育指導課長） 

この調査結果を東京都に提出する締め切りは、３月１５日となっています。２３区２６

市から集まった情報を東京都で集約して、その後説明会を開催し、そこで情報を公開する

と聞いています。現在のところ、東京都全体で何件というご報告はできませんが、東京都

からの公開に先立つ形で報道が先行してしまったものもあります。東京都のある区では、

バスケットボール部の顧問を務める男性教諭が部員に対して体罰を行ったという事案と、

サッカー部の顧問が体罰事件を起こしたという事案がマスコミで取り上げられていました。

他区市においては、今回の調査がきっかけとなって、そういう事実があったという報告も

上がってくるものと考えられます。総数については、結果がわかりましたら皆様にも資料

を提供したいと思います。 

渡邉委員） 

 体罰が行われていたという報告があった場合は、それぞれの区市で何故そういう結果に

なったのかという分析をすると思います。そういう事実があった区市と豊島区との違いに

ついて、何故本区では発生していないのかとか、発生してしまった区市を見て本区もこう

いうところに気を付けなければいけないなという分析はしていますか。 

教育指導課長） 

 軽々しく申し上げることができない部分もありますが、私自身、中学校の教員です。先

程、マスコミに取り上げられた区と本区の単純な比較としては、中学校の数が本区は８校

ですが、その区は４倍以上の学校があり、その分初任者も大変多いということです。年齢

の若い教員が多いこと、区内の学校数が多いことで部活動が競い合うように盛んになりま
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す。さらに、河川敷があることやグラウンドが広いということで部活動がとても盛んです。

若手の教員が熱心に部活動を指導するのは良いことですが、誤った指導方法を学ぶことが

あるように感じます。昔は体罰があったということを否定することはできませんので、そ

ういった負のスパイラルが見られるのではないかと、私自身は分析をしています。 

また、部活動が大変盛んということで、保護者の意識も豊島区とは少しちがっているの

かもしれません。実際に昔は、教員に、暴力という手段で子どもを厳しくしつけてほしい

ということを言う方も多くおりました。その名残りとして、体罰を容認どころか促進する

ような土壌があるのかもしれません。 

 以上申し上げたような幾つかの要件が、地域によって異なる理由ではないかと分析をし

ています。 

三田教育長） 

 本区も様々な議論をして、各学校で様々な取組みを進めてきました。教育指導課ではこ

れらの取組みについてはどのように捉えていますか。 

教育指導課長） 

 本区では、毎月実施されている校長会、副校長会、生活指導主任会、教務主任会、あら

ゆる機会を使って、体罰やいじめ、その他の服務事項については徹底的に指導をしていま

す。例えば、本区では自転車の事故が多いとか、飛び出しによる事故が多いというデータ

を、各学校に周知をします。そして、指導することによって、そうしたものの軽減を図る

ことができます。この体罰についても同じだと思っています。 

小林委員） 

 調査結果を聞いて、とても安心しました。東京都の調査は、当事者に対しても実施する

直接的な調査でした。いじめの問題や体罰の問題は、様々なサインを見逃さないことが重

要です。ハイパー・ＱＵも予算措置がなされましたし、フォローアップする体制をとり、

サインを見逃さないように進めていくことが必要です。 

 先程の説明で、体罰かどうか確認を要する案件があったとのことですが、そういった微

妙な案件について、もう少し説明をお願いします。 

教育指導課長） 

 調査結果の資料で説明しますと、体罰ではないかと受けとめられかねない行為をしたか

という項目で学校から２件ほど相談がありました。教諭から聞き取りをしたら、そういう

結果が出たということですが、このケースでは、当該生徒自身がどう回答しているかが重

要になります。教員から正直に、もしかしたら私の行為は体罰かもしれませんという申し

出がありましたが、例えば、指導のときにバドミントンのラケットでだめだぞと言って叩

く行為をしたということでした。当該の生徒に確認したところ、自分が体罰を受けたとは

実感し、認識していないということで、保護者にも念のために確認を入れたケースもあり

ました。が大丈夫だということで、教育指導課から学校に対して、体罰には該当しないと

判断して報告をしてもらいました。 
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小林委員） 

 とても線引きが難しいと思います。それが教育のための指導の一環であるという共通の

認識が生まれれば良いのですが、そうでない場合は、微妙な案件がでてくると思います。

その点を認識した上で、生徒も保護者も先生も理解していくということが必要だと思いま

す。 

 豊島区立学校におけるいじめ根絶・体罰によらない学校宣言がありますが、例として

「心に響く毅然とした指導を貫き、いじめや体罰のない学校をつくります。」とあります。

先生と生徒と保護者と町の人たちで一緒になって教育が行われています。豊島区は、豊島

教員ミニマムもありますし、豊島の子七か条もあります。そういった中でこの学校宣言も

どういう教育をしていくかという学校のミッションに関わるものです。それぞれの学校の

価値であり、校長先生名で宣言することによって、教員も生徒もその価値を共有します。

ですから、全ての学校関係者に伝わるように、それぞれ学校で宣言して、周知していただ

きたいです。先生は同じ価値観を持つことが必要です。子どもたちの未来という大変重要

なものを育んでいる重要な職務です。それに多くの人が関わっていますし、先生が代わっ

てもそれが共有され続けるような宣言をしていただきたいです。そういったことを十分に

伝えていただきたいです。 

教育指導課長） 

それぞれの学校のビジョンを明確に示すものは教育課程であり、また、各学校長が定め

る学校経営方針だと思っております。その中では、当然いじめのことも、体罰のことも盛

り込まれますが、重要なのは、どんなに組織を固めても翌年には人が代わり、組織も変わ

っていくということです。ぞれぞれの学校が一体何を目指しているのかということを、わ

かりやすく内外に示していくことがとても重要であると思っています。ご指摘いただいた

文章はあくまで例文ということでお示ししています。 

いじめの問題のときも学校では、生徒会を中心に論議し、独自の合い言葉作り、その合

言葉を学校における共通理解事項としている学校もありました。様々な方法があると思い

ますが、それぞれの学校で生まれた自分たちにとって身近な言葉が、この学校宣言の中に

盛り込まれていくものだと考えています。委員からご指摘いただいたことについては、こ

の資料に頼るだけではなく、口頭でスピリッツの部分を伝えていきたいと考えています。 

三田教育長） 

 今の小林委員の発言は、核心に触れていると思います。この宣言は、教育についての本

質的な哲学をしっかりとメッセージ性を持って伝えていかなければ、趣旨が分からなくな

ってしまいます。体罰は暴力と同義であり、宣言をしたからには、体罰があってはいけま

せん。それを貫くのは、指針となる根本的な考え方が重要になってきますので、宣言の冒

頭に、豊島区がセーフコミュニティ認証取得都市としての虐待や暴力のないまちづくり宣

言をしたこと、教員ミニマムや豊島の子七か条で体罰やいじめはダメだと示していること、

各学校がそうしたものを踏まえてこの宣言をやれば、小林委員のおっしゃった趣旨も取り
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込んでいけると思うので、お願いしたいと思います。 

教育指導課長） 

 豊島の子七か条や教員ミニマムを作ったときも、形ができてしまうことに安心してしま

うということが起こり得るのではないかと心配していました。今回の宣言についても同様

のことを感じますので、この宣言は大事だということをみんなで何度も確認し、さらに発

展させてアイデアを付け加えていくということが非常に重要だと考えています。ご指摘い

ただいた内容について、より良い宣言になるように、各学校に対して伝達していきたいと

思います。 

千馬委員長） 

 学校の独自性を生かして、丁寧な説明と対応をお願いしたいと思います。他に何かあり

ますか。 

菅谷委員） 

 私は、約３０年間学校医をしており、体罰で問題が起こったという経験はありませんが、

いじめについては２件経験しました。同じような外傷を受けて受診され、それが繰り返し

て起ったため、学校に知らせました。いじめ等の問題は、医療の中で気がつく場合もあり

ます。 近は、医師会もいじめや虐待についての講演会を実施しており、関心の高い問題

です。そういった問題は、体の外傷だけでなく、メンタル面のケアが必要になる場合があ

ります。学校の指導は、どのようなことに留意されて行われているのかを伺いたいです。 

教育指導課長） 

 東京都教育委員会が発行している人権教育プログラム（学校教育編）の中に、人権侵害

である体罰を許さないという項目があり、ここは数年間変わらない内容で掲載され続けて

います。これは全ての教員が持っています。この中にも体罰の与える精神的なダメージに

ついて書かれている部分があります。その部分をそのままご紹介させていただきたいと思

います。「体罰は、幼児、児童、生徒に恐怖感や屈辱感を与えるだけでなく、幼児、児童、

生徒の劣等感や無力感を増大させます。そして、教職員に対する反抗心や憎悪の感情を植

え付けるだけでなく、暴力を容認する態度を育てることにもなります。また、体罰がいじ

めを助長することにもなりかねません。」とあります。この内容は私どもが行っている研

修会等でも取り上げてみんなで考えることもあります。ここでも指摘されているとおり、

体罰は単なる外傷、身体的なダメージだけではなくて、精神的なダメージが大きいという

ことで、これについては十分なケアを行っていく必要があると考えています。 

菅谷委員）  

 事故やけが、いじめや体罰、そういったことが起こらないような学校環境を整えること

が大事だと思いますが、医療的な支援ができるような場も当然あります。私自身の経験や

医療の専門的な立場から、今後とも引き続いて体罰等の問題について関心を持って望んで

いきたいと思います。 

千馬委員長） 
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他に何かありますか。 

渡邉委員） 

 部活動において体罰が起きるのは、やはり成果を重視している部分が大きいからだと思

います。都大会や区大会で優勝するのは、学校の人気にもつながりますし、先生方が力を

入れるのも当たり前だと思います。ですが、特に運動部では、昔のような指導、体罰にあ

たるような指導をしても逆に子どもたちの力になるという発想が少し残っているのかなと

感じます。ある番組で、運動のプロの人たちでもそういうことがあると報道されていまし

たし、教育指導課長の話でも、体罰かどうか確認をとった微妙な事例があるとのことでし

た。どこからが体罰なのかを明確に打ち出していかない限り、あやふやな部分は残ってし

まいます。 

 日常生活の中でそういった微妙な事例があるのは事実だと思いますが、教職員が絶対し

ませんと宣言することは大切です。異動して新たな教員がきたり、つい 近まで学生だっ

た教員が指導すると、運動部の成果を重視してしまいがちだと思います。ですが、豊島区

が目指しているのは、肉体または精神的な苦痛を与えなくても、子どもたちが自ら進んで

学んだり、運動をしたりというところだと思います。そういう指導をするように、教育委

員会からも指導して、あやふやな事例もなくなるようにお願いしたいです。あやふやな事

例があると、今はゼロ件でも今後でてくる危険性があるかなと感じます。 

教育指導課長） 

 教育の世界において、体罰の禁止というのは明治時代からずっと言われていることであ

るにもかかわらず、今回の死亡事件につながってしまい、改めて、教育現場は真剣に考え

ているという現状です。今後、体罰の根絶を図るために、体罰での指導はだめだというこ

とを教育に携わる者、そして社会の全ての方々が、共通の認識として持っていく必要があ

ると感じます。 

 東京都が、今回の調査の中で、３つの基準を示しています。１つは、継続性です。繰り

返し行われているかどうかということです。２つ目は、広範に行われているかどうかです。

体罰は一人をターゲットにするのではなく、複数の者に及びがちですので、広範性がある

のかどうかがポイントです。そして、３つ目に、悪質性があるかどうかです。けがをさせ

るとか、それが原因でトラブルに発展するとか、 悪の場合には、今回のように自殺に至

るということもあるということです。継続性と広範性と悪質性、この３つをポイントに、

教育指導課でも今回の調査を徹底的に検証しました。 

三田教育長） 

 ２月の校長会でこの調査の件についてお話しました。子どもから、先生から、保護者か

らの全ての意見がかみ合わない場合はきちんと調査し、東京都が示している３つの基準に

当てはまるのかを確認するように各学校にお願いしました。校長が確認し、関係者相互に

理解を得たものを報告していただいたということでよろしいですね。 

教育指導課長） 
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 はい、そのとおりです。 

三田教育長） 

大津市がいじめ自殺の問題で第三者機関を立ち上げ、その報告書が出ました。新聞にて

それが取り上げられており、記者は２つ大切なことがあると言っています。まず、教育委

員会は適切に把握できませんでしたが、実際はさらに多くのいじめ行為が挙げられており、

事実解明の大切さが書かれています。徹底的に事実解明するためには、客観性や中立性が

大事ですので、様々な配慮をして報告書が完成したそうです。もう１つは、徹底的に子ど

もたちに聞き取りをしていることです。第三者機関は、大勢の教職員を動員し、丁寧に子

どもたちから聞き取り、保護者から聞き取りをしたそうです。豊島区も学んでいかなくて

はいけないことだと思いますので、そうした丁寧な対応ができたと思うかを教育指導課長

に確認したいです。 

教育指導課長） 

 一般的には、体罰が行われていれば、必ず教育指導課へ報告がきます。その意味で、本

区において過去３年間、そういった報告はありませんでした。その間、当然のことながら

教育指導課も学校に対して指導をしてきましたので、ゼロ件だと思っていましたが、少し

不安でした。その理由は、体育館で行われているかもしれない、武道場で行われているか

もしれないからです。 

 各学校で、教職員に対して指導するのと同時に、生徒に対しても今回の調査の重要性を

きちんと語っていただきました。客観的な資料となるように、回収方法についても随分工

夫を凝らしました。例えば、密閉した封筒で、管理職に提出していただく方式をとった学

校もありますし、大きな会場で学年指導をした後に、その場で調査用紙に記入してもらい、

出口で主幹教諭が回収した学校もあります。各学校で今までやったことのないような対応

をしています。これは、先生たちは真剣だという意思の表れでもありますし、今回の調査

では体罰はないという結果になりましたが、今後、絶対に起こり得ないとは言えないとい

うスタンスで臨んだ結果です。教育長のご指摘を踏まえ、継続的に指導していきたいと思

います。 

三田教育長） 

あと、関連して、３月５日付けの「内外教育」に、日本女子大学でいじめ問題とスクー

ルコンプライアンスを題材としたシンポジウムが開催されたと掲載されています。この中

で、日本スクールコンプライアンス学会の代表者である日本女子大学の教授が、いじめを

三つに分類して、きちんと特徴づけて法令を遵守した正確な対応をしていく必要があると

言っています。これは、これから国を挙げて検討していかなければいけないことであると

思います。 けんかや悪口などの子どもの発達過程で発生する日常的な衝突、学校が防止

し、解決すべき教育課題としてのいじめ、傷害や恐喝など法的問題としてのいじめの３つ

です。この記事の中では、いじめについて説明されていますが、体罰にも当てはまること

だと思います。発達過程で起こる日常的な衝突は、避けることはできず、ゼロというのは
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なかなか難しいが家庭や地域や学校で指導していかなければいけないし、教育的な課題と

して起こってくるいじめについては、徹底的に指導して、保護者や関係者の協力がとても

重要になってきます。ですが、傷害や恐喝などの法的問題としてのいじめは、学校教育の

域を超えています。教師の指導の権限や資質、能力を超える部分があるので、この対応が

議論されています。 

子どもとの信頼関係を前提に、厳しい指導をしていかなければいけません。厳しい指導

と体罰は異質のものであるということを周知しなければいけません。法律的な問題が絡ん

できた場合は、学校だけでは対応が難しいと思うのですが、体罰でそういったケースがあ

ることを聞いたことはありますか。 

教育指導課長） 

 そういったケースを掌握する手段はありません。ですが、私自身が中学校の教員のとき

に感じていたのは、学校の中で起こった問題は、校内で解決していこうという気持ちが強

く働きます。ですが、本区でも、解決が困難な事例が年々増えているのも事実です。保護

者や教員に指導と体罰は違うとご説明しましても、それをなかなか理解されないケースも

あります。これまでの常識や学校の中での暗黙の了解にとらわれずに、きちんとした対応

を今後研究していかなければいけないと考えています。 

千馬委員長） 

様々なご意見をいただきました。私のほうでご意見をまとめますと、まず、異動者への

対応を含めた、体罰防止に対する指導の徹底を図る必要があるということです。また、精

神面のケアを重視し、対応していく必要があるということと、いじめや体罰の問題は聞き

取りをして、事実を解明することが基本であるということです。 後に、これからはいじ

めを３つに分類して考え、事例を精査して対応する必要性があるのではないかということ

です。 

今回の宣言は、これらを踏まえた宣言であるということでまとめさせていただきますが、

後に一言ずつご意見をいただきながら、この宣言に賛成か反対か、また、修正すべきと

ころ等について、渡邉委員から順にお願いします。 

渡邉委員） 

 取組みを継続し、学校、地域、保護者、子どもも含めたみんなで取り組んでいく必要が

あると思いました。この宣言を各学校で行うことがきっかけとなって、継続していく力に

なると思いますので、全面的に賛成です。 

千馬委員長） 

 小林委員、いかがですか。 

小林委員） 

 この宣言が、単純にいじめや体罰のない学校をつくるということだけでなく、各学校の

教育のミッションの一環として必要であるという意識のもとで、宣言文を書いていただき

たいと思います。ですから、教員ミニマムや豊島の子七か条を基に宣言を作成するという
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ことであれば賛成です。 

千馬委員長） 

 菅谷委員、いかがですか。 

菅谷委員） 

 この宣言は、社会へ向けた情報発信であり、各学校にも目標ができるので非常に有効だ

と思います。今後は、この宣言に沿って実行することに気を向けていかなければいけませ

ん。宣言については賛成です。 

三田教育長） 

この宣言は、保護者や子どもの立場にたつものであるべきだと思います。それから、小

林委員のご指摘のとおり、豊島区教育ビジョンに基づき、子どもの頑張りを励ましていく

教育の一環として宣言していただきたいです。自分の努力や学びがいが生かされる学校は、

体罰やいじめとは無縁なのだと宣言をしていただくということで、賛成したいと思います。 

千馬委員長） 

 後に、私の考えを述べさせていただきます。大阪市の体罰、大津市のいじめの事例を

真摯に受けとめて、学校が児童生徒にとって安全・安心な教育の場であるという原点に目

を向けていく、より良い機会にすべきであると私は捉えています。改めて、学校、保護者、

教育委員会、関係機関が、体罰やいじめの防止に向けてしっかり連携していくことが大切

であり、そのためにも、各学校の特色や自主性を踏まえてこの宣言を活かしていくという

ことを希望し、賛成します。 

三田教育長） 

 １点追加ですが、豊島区の意思として区長との連盟でいじめ防止のアピール文を出した

り、セーフコミュニティの認証を受けて、学校でも暴力をなくすための取組みをしていま

す。朋有小学校もセーフスクールの認証を取得し、いじめを心のけがと捉えて、なくそう

という取組みをしています。教育委員会への批判がある中、豊島区教育委員会は区長と連

携し、情報を発信しています。これらの趣旨を踏まえた上で賛成です。 

千馬委員長） 

 それでは、全員に意見を述べていただきましたが、反対の意見はありませんでしたので、

賛成とさせていただきます。 

（委員全員異議なし 第１０号議案了承） 

（２）報告事項第１号 いじめに関する調査の結果について 

＜教育指導課長、統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 この件について、質問等ありますか。 

菅谷委員） 

１学期、２学期と増加しています。ですが、対応し、ほとんどの学校が解決済というこ

とで、早く解決できたのは、早期に発見して対応したということが非常に重要だというこ
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とがよくわかりました。２５年度にハイパーＱ－Ｕを実施するということですが、私はま

だよくわかりませんので、その内容について教えていただきたいです。 

教育指導課長） 

 昨年は６１件という説明がありましたが、国が実施している問題行動等の調査を実施し、

本区では６０件から７０件、毎年報告があり、対応しています。今回の調査では、例年よ

りも取組みを強化したため、多くの案件が挙げられたと思います。体罰もいじめも、いじ

めがないということを前提にしてしまうと見逃してしまうおそれがあります。本区は、ど

この学校にもどこの学級にもいじめは起こり得るということを基本的なスタンスとしてお

ります。いじめや体罰の報告が挙がってくることについては、いけないことだと判断する

のではなく、対応して解決していかなければならないと判断することが基本だと考えてい

ます。 

 いじめの実態把握について、毎月いじめ調査を実施することを決定した自治体もありま

す。もちろん、直接いじめがあるかどうか、見たかどうかということについて、子どもた

ちに尋ねていくことは、抑止効果の観点では必ずしも否定はしません。ただ、調査を重ね

れば重ねるほど、子どもたちはうんざりしてしまうのではないかと考え、調査の精度を保

つことが難しいのではないかと感じます。そこで、本区では、ハイパーＱ－Ｕという新た

ないじめ対策の心理検査を２５年度から導入する企画をしています。千登世橋中学校では、

本区の中でも先進的にこの調査に取り組んでいます。先日、この取り組みをニュース番組

で取り上げていただきまして、２分間ほどの映像で簡潔にまとまっていますので、画面を

ご覧ください。 

＜ＤＶＤ上映＞ 

教育指導課長） 

 今、ご覧いただいたのが、ハイパーＱ－Ｕの概略です。千登世橋中学校で現在も勤務し

ている先生が出ていましたが、昨年度、名人先生に指定した先生です。いじめの問題がク

ローズアップされたときに、この調査は活用できるのではないかと考え、平成２５年度か

らは、本区の全ての小中学校で実施することを計画しています。 

千馬委員長） 

 菅谷委員、よろしいですか。 

菅谷委員） 

 わかりました。 

千馬委員長） 

 他に何かありますか。 

渡邉委員） 

 今の映像でも、日々の心の変化を感じるのは、親としても難しいという発言がありまし

た。ハイパーＱ－Ｕという新たな事業を導入して、子どもたちの心の変化に敏感に対応し

ていこうと学校が動いています。そんな中で、保護者も子どもたちの変化に敏感にならな
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ければいけません。 

いじめで命を絶つ子どもがいて、自分の子どもがもしその立場だったらどうするかと考

え、保護者も以前よりいじめ問題について考えるようになったと思います。私がＰＴＡ会

長を務めていた学校でも、保護者として何かしなければいけないという動きがありました。

親が子どもたちを守らないということほど、悲しいことはないです。子どもに関しては保

護者が責任を取るという考え方を全ての保護者に理解してもらいたいと思い、ＰＴＡから

もアピール文を作成しました。 

先程の映像にもありましたが、仲が良さそうだけど、実は仲が悪くなってきているとい

う事例は確かにあり、保護者は意外と知らないことが多いです。つい昨日までは仲が良か

ったのに、ささいなことがどんどんエスカレートしていくということがいじめの発端だと

思います。日々の中で変化していくことですので、半年に一回アンケートをしても把握す

ることは難しいと感じますし、学校の先生もクラスの子どもたち全員を見ていることは難

しいと思います。やはり、毎日ご飯を食べたり、お風呂に入ったり、保護者が子どもに接

する機会はとても多いので、保護者が子どもの変化に対して気を付けなければいけません。

いじめは、加害者と被害者がいますが、自分の子どもに非があったのかどうかを保護者は

客観的に考えなければいけません。そういう意味でも保護者側からのアピール文は重要に

なってきます。保護者の意識を高めていくために取り組めば、いじめがゼロに近い状態に

なっていくと思います。 

小林委員） 

 いじめが解決したといっても、フォローアップや継続的なモニタリングが必要だと感じ

ています。ハイパーＱ－Ｕは、とても良いと思います。いじめはネガティブな側面で、そ

れを発見しなければいけないとか、モニタリングしなければいけないという暗い問題の解

決と感じられますが、このハイパーＱ－Ｕというツールを使えば問題発見、課題解決がポ

ジティブに図られるというのが実感できました。子どもも先生もポジティブな側面での調

査ができると感じます。これを活用していただいて、良い教育環境をみんなで作っていく

ことに役立てていただきたいと思います。 

三田教育長） 

 いじめの問題は、周りの大人が解決してあげなければいけないという状態が続くと、

次々と再生産されます。子どもたちが自分の力でポジティブに解決していく力を、学校教

育の中でしっかり育てなければいけないと思います。いじめの加害者が加害者であるとい

うレッテルを貼られ、立ち直れなくなるような追い込み方ではなく、自分のしたことを反

省し、改善していくチャンスを与えることが大切だと思います。今のところ重篤な問題は

なく、解決に向かって進んでいるというのは、先生方の取り組みの成果だと思います。深

刻な問題が発生したときにもきちんと対応できる子ども集団、学校、教育委員会でなけれ

ばいけません。 

千馬委員長） 
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校長として豊島区に勤めていたときに、いじめの対策については、良かったと思うこと

が２点あります。平成１８年に自殺をするという予告が豊島区のポストに投函され、校長

として、いじめについての講話をしました。いじめの話とあわせて命の大切さを子どもた

ちに投げかけまして、私の話の感想文を全児童に書いてもらいました。それは、今でも大

事な宝ですが、子どもたちが本当に真摯に受けとめてくれていると感じましたし、校長の

役割の大切さを感じました。宣言にもあるように、校長講話は大事だと思います。いじめ、

体罰については、ぜひ活かしていただきたいです。 

２点目に、先生方の意識改革をしました。からかいやふざけがいじめにつながることは

あっても、それを事件や命にかかわるところまで危うくしないために、初期対応をきちん

として、万難を排していこうという呼びかけをしました。先生方もそれを期に、気配りす

ることが増えたような気がしました。 

 それでは、いじめに関する調査について報告をいただきましたが、委員から出された意

見を考慮して、教育指導課が指導に当たるということで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 スクールソーシャルワーカー活用事業について 

＜教育センター所長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 ご質問やご意見はありますか。 

菅谷委員） 

 豊島区でも精神科の医師が担当して問題を解決しようとしたことがあったかと思います。

他区でもそのようなところがあったようですが、相談の敷居が高く、３年間で１件しか相

談がなかったという話も聞いたことがあります。スクールソーシャルワーカーを導入し、

年間でこれだけたくさんの事例があるということは、相談しやすいのだと思いました。 

スクールソーシャルワーカーの役割や成果がわかる具体的な事例はありますか。 

教育センター所長） 

 対応した３２件の中にも様々な問題がありますが、不登校について、成果が上がったケ

ースがありますのでご報告します。家庭の事情で不登校になった生徒がいました。親御さ

んに精神疾患があり、両親は離婚して、その生徒は祖母に育てられおり、とても寂しい状

態だったのだと思います。その生徒が学校に行けなくなったときに、スクールソーシャル

ワーカーが関わり、ひきこもり状態のその生徒を外に連れ出しました。ファーストフード

店に連れて行き、食べながら話をして、子ども時代のことを色々と聞いたそうです。そし

て、生徒の心がだんだん和んできて、早く大きくなって、自分でお金を稼いで自立したい

と言いました。スクールソーシャルワーカーは医者ではないのですが、子どもの心に非常

に強く訴えて、子どもの心に寄り添っています。その働きの結果、その生徒は教育センタ

ーのゆずの木教室に通うことになりました。しばらくして、スクールソーシャルワーカー

が原籍校の学習発表会に行ってみないかと働きかけたところ、その生徒は行きますと言っ
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てくれました。その生徒が学校に来たので、担任の先生が泣いて喜んでくれまして、生徒

も先生が自分のために泣いてくれたことをとても喜んだそうです。現在、その生徒は高校

受験を目指して頑張っています。働いて自分一人でも生きていける人になると頑張ってい

ます。 

 それから、いじめの対応についても報告します。いじめは３件とありますが、この３件

は、３人の子どもがいじめたりいじめられたりしているケースでした。自分の子どもがい

じめられていると保護者が学校にやってきたのですが、その子自身が暴力をふるう等の行

動をするため、担任の先生も困っていました。スクールソーシャルワーカーを導入して深

くかかわっていくうちに、その子どもは家庭で強い指導を受けて育てられていたために、

学校でそのはけ口に友達をいじめていて、その反動で逆にいじめられたということがわか

ってきました。スクールソーシャルワーカーは、いじめたり、いじめられたりしていた３

人の児童のご家庭に介入し、子育てについての提案をしました。子どもを殴るのはやめよ

う、言葉でわからせよう、具体的な言葉でこうしてほしいということを伝えようというこ

とをそれぞれのご家庭に働きかけました。家庭に介入することで、学級の子どもたちの荒

れていた状況が改善し、学級も落ちつきました。現在もモニタリング中ですので、継続し

て関わっています。 

菅谷委員） 

 精神疾患だと思っていない事例もあると思います。そういう場合は、やはり専門家の先

生方との連携が必要になると思いますし、重要だと思います。スクールソーシャルワーカ

ーが、本人が気づいていないような病気に気付き、専門家の力を発揮できていると思いま

す。子どもは、精神科は行きにくいと感じる人もいると思います。 

教育センター所長） 

親御さんに精神疾患があるという場合と、子どもに精神疾患があるという場合、どちら

もあります。保護者が精神疾患の場合、学校でないところで問題を起こしてしまう可能性

もありますが、そういった問題が起きた時の対処法を事前にスクールソーシャルワーカー

が指示していたため、子どもが安全な家庭環境に置かれたという事例もありました。 

また、子ども自身に精神疾患があり、保護者が薬を飲ませるのを嫌がって、子どもの状

況が改善しないという例もあります。そういった場合は、病院の先生と緊密に連携し、保

護者を説得します。 

教育指導課長） 

 スクールソーシャルワーカーについて教育センター所長から報告がありましたが、相談

や問題行動については、教育指導課が窓口になることが多かったです。これまでは、各学

校に配置されている東京都のスクールカウンセラー、東京都のスクールカウンセラーが配

置されていない場合には区がスクールカウンセラーを配置し、本区には全小中学校にスク

ールカウンセラーがいました。スクールカウンセラーも重要ですが、週１日８時間という

制約があることと、基本的に学校が勤務場所であるということで、家庭の問題に介入する
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ことは難しいのです。今回、教育センターでこの事業を導入し、スクールソーシャルワー

カーが非常に有効に働いていて、教育指導課に持ち込まれる事案についても、教育センタ

ーと連携することによって解決に至ることが多くなりました。 

 家庭の問題にも介入し、関係機関につなげる役割をしてくださっていることで対応が速

くなりました。教育委員会として、教育相談の力が高まっていると実感しています。 

千馬委員長） 

 他にいかがですか。 

渡邉委員） 

 暴力的な児童・生徒も中にはいると思います。ＰＴＡでもそういった話を聞くことがあ

りますが、素人ではその原因を究明できませんし、学校の先生もそういった児童・生徒ば

かりに関わっているわけにもいきません。今、ご報告いただいたように、成果が上がって、

子どもたちが守られているということで、本当にいい制度だと感じました。一人でも多く

の児童・生徒が学校にきちんと通えるように、暴力的な問題で悩む子どもがいないように

していただきたいと思います。 

小林委員） 

 スクールソーシャルワーカーが機能しているという話をお伺いしましたが、学校や先生

方、それから保護者との関係性の構築には難しい部分もあるのではないかと思います。学

校の中でのソーシャルワーカーの位置付けや学校との協力体制を良くしていくために、学

校でその解決に向けたチームを作っていく必要もあるのではないでしょうか。 

 それから、経験や知見の共有と積み重ねがとても重要になってきます。知識の共有化の

ための工夫をしていますか。 

教育センター所長） 

 はい。まず、１点目のスクールソーシャルワーカーと学校との連携体制についてです。

スクールソーシャルワーカーを派遣するときには、まず、私と担当係長とスクールソーシ

ャルワーカーで学校を訪問します。そこに該当する児童・生徒の担任、生活指導の主幹、

校長先生、副校長先生にもご同席いただき、これまでの対応や今まで成果があったこと、

やってもなかなかうまくいかなかったこと等を全部聞き出し、分析していきます。それが、

第１回目のケース会議です。その場で方向性を決めて、問題に対応しています。その後は、

スクールソーシャルワーカーが、専門家として個別の問題と関わりながら、校長先生や副

校長先生や担任に報告し、事案を進めていきます。ただ、今持っている事案が３６件あり

ますが、どの事案がどこまで進んでいるかを把握するのが難しいです。活動記録を校長先

生に見ていただいた上で報告書を上げていただいていますが、それを基に、進みが悪いと

思ったら学校に電話をしたり、スクールソーシャルワーカーに指示をしています。学校に

こういうふうにしてほしい、もっと連携を図ってケース会議を開いてほしいといった指示

をしています。 

 ２点目に、スクールソーシャルワーカーの資質の向上についてですが、情報の共有をし
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て、上手くいったケースから学ぶとことはとても大事だと思っています。学期に１回程度、

連絡会を開催していきたいと考えています。まだそういった会議を１回しか開催していま

せんが、連絡会を開催して、それぞれが上手くいっているケース、滞っているケース等に

ついて、情報交換をしながらお互いにアドバイスをしていく、あるいは、スーパーバイザ

ーを入れながら進めていくということも考えています。 

三田教育長） 

 スクールソーシャルワーカーは、非常にデリケートな問題を扱っていますので、何でも

共有することは問題があると思いますが、ケーススタディをして知恵の集積をすることは

大切です。これは、教育センターで、きちんと企画と立案をして取り組んでいただきたい

です。 

 この事業に１年間取り組んできました。協力的な学校は問題の解決のテンポが速いです

が、この事業を活用していない学校もあると思います。そういう学校の対応をどのように

改善してこうと考えていますか。 

教育センター所長） 

 資料の２３番の中学生と２８番の小学生は兄弟です。この事案はなかなか進みません。

中学３年生なのですが、高校受験が目の前に迫ってきていますし、スクールソーシャルワ

ーカーを導入したほうがいいと、学校に投げかけました。ところが学校はなかなかその導

入に踏み切りませんでした。この生徒は、兄弟の面倒をみているため、兄弟のいる小学校

が申請するのだったら申請するが、そうでないなら申請しないという理由です。中学３年

生という時期を考えるとすぐにでも導入したほうがよいと思いましたので、兄弟のいる小

学校の校長先生にお願いをして、申請していただきました。ですが、中学校の協力体制は

進まず、この生徒の受験もうまくいきませんでした。スクールソーシャルワーカーがどれ

だけケアしていけるかということを検討中です。教育センターからも積極的に学校に関わ

りながら、管理職の先生にご理解をいただけるような努力をしていきたいと思います。 

千馬委員長） 

 他に何かありますか。なければこの件についてはよろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

千馬委員長） 

 それでは、ここで一度休憩に入らせていただきます。 

＜休憩 午後５時１０分再開＞ 

（４）第１１号議案 豊島区教育委員会事務局処務規則の一部改正について 

（５）第１２号議案 豊島区教育委員会事務局事案の決定等に関する規定の一部改正につ

いて 

（６）第１３号議案 豊島区教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則 

（７）第１４号議案 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の

一部改正について 
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＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 区長部局との関係で、変更するということですね。１１号議案から１４号議案につきま

して、一括してご質問やご意見はありますか。 

小林委員） 

 日本語についての質問です。１１号議案の９条、「教育長の決定を受け、又は閲覧に供

する」とあります。「又は」とありますが、決定を受けることと閲覧に供するということ

が「又は」となるのですか。「決定を受け」につながる文章はないのですか。 

教育総務課長） 

 教育長の決定を受けるのは「文章等及び法規の解釈に関する文章等」です。 

小林委員） 

 私もそうだと思いますが、そうすると日本語が変ではないですか。 

三田教育長） 

 「又は」という表現の入っている意味がよくわかりません。内容自体はいいと思います

が、修正すべきところを修正してください。 

教育総務課長） 

 確認します。 

千馬委員長） 

 それでは、第１１号議案から第１４議案につきましては、よろしいですか。 

（委員全員異議なし 第１１号議案～第１４号議案了承） 

（８）第１５号議案 臨時的任用幼稚園教員（育休代替）の採用について 

＜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 第１５号議案了承） 

（９）報告事項第３号 教育委員会後援名義使用の承認状況 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 今回は、不承認があったようです。この件について、何かご質問やご意見はありますか。 

三田教育長） 

 この資料を見ると結果報告書を提出していない団体が多いように思います。前回も改善

するようにとお願いしました。東京都教育委員会では、２週間以内に報告書がない場合は、

次の年度に同じような申請があっても承認しないと定めています。以前は、議案として教

育委員会に提出して承認か不承認かを判断していましたが、委員会が煩雑になるため、後

援名義の決裁は教育委員会から教育長に委任されました。報告書をきちんと見て、今後の

判断をするのも教育委員会事務局の務めです。今後、よろしくお願いします。 
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教育総務課長） 

 報告が出ていない団体につきましては、電話で催促をしています。報告書を提出してく

ださるまで継続していきたいと考えています。 

千馬委員長） 

 では、この件についてはよろしいですか。よろしくお願いいたします。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（１０）報告事項第４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） 

（１１）報告事項第５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） 

（１２）報告事項第６号 平成２５年度 教職員異動一覧 

＜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） 

（１３）その他 

（午後６時分 閉会） 

 


