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統括指導主事、教育センター所長、図書館課長、教育総務課文化財係主査 
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会議次第 
１．第16号議案   豊島区教育委員会に所属する職員の任免について 

２．第17号議案   豊島区教育委員会に所属する非常勤職員・臨時職員の任

免について 

３．第18号議案   豊島区文化財の登録について＜答申＞ 

４．第19号議案   豊島区立幼稚園教育職員の分限処分について 

５．第20号議案   豊島区立幼稚園教育職員の採用について 

６．報告事項第１号 平成25年度教育費予算概要について 

７．報告事項第２号 学校用務ワークショップ（学校用務作業プロジェクトチ

ーム）の設置について（試行） 

８．報告事項第３号 平成25年度 教育目標について 

９．報告事項第４号 学校における結核検診の実施方法の変更に伴う学校結核

アドバイザーの設置について 

10．報告事項第５号 平成24年度第4回「東京駅伝」大会の結果について 

11．報告事項第６号 平成25年度豊島区教育委員会研究推進校・研究奨励校に

ついて 

12．報告事項第７号 平成25年度 豊島区立幼稚園 小・中学校 教育指導課

研修事業案内 

13．報告事項第８号 平成25年度中学校入学式式辞について 

14．報告事項第９号 平成25年度豊島区立図書館予算概要について 

15．報告事項第10号 豊島区立図書館の特別整理に伴う休館について 

16．報告事項第11号 園長代理の解除について 

17．その他 
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千馬委員長） 

それでは、ただいまから第４回教育委員会臨時会を開催いたします。よろしくお願いい

たします。案件は１７のその他までございます。案件の進む順番を若干変えさせていただ

きながら、進行させていただきます。 

本日の署名委員は、小林委員、菅谷委員になっております。よろしくお願いしたいと思

います。今日は傍聴者はございません。 

（１）報告事項第９号 平成２５年度 豊島区立図書館予算概要について 

＜図書館課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

図書館の２５年度の予算概要について説明がありました。備考欄にもありますように新

年度では金額が変わっているということでした。委員の皆さんいかがでしょうか。 

小林委員） 

巣鴨図書館の大規模改修関係経費の内容はどのような改修なのか説明いただけますか。 

図書館課長） 

図書館の躯体だけを残して、ほかを全部変えます。施工予定が２５年度の１１月から、

翌年度の９月ぐらいの期間をかけて大規模な改修をする予定でございます。 

小林委員） 

巣鴨図書館がそういう大規模改修をされることによって、図書館サービスに及ぼす影響

とそれに対する対応策について説明していただけますか。 

図書館課長） 

巣鴨図書館の工事に伴う休館により利用者の方にはご不便をおかけすることになります。

少しでも不便を解消したいということで、東部区民事務所で図書の受け渡しができるよう

に何とかできないかと検討していたのですが、いろいろ障害がございまして、結局できな

いことになってしまいました。そういうことですので、巣鴨図書館の利用者の皆様にはご

不便をおかけすることになります。巣鴨図書館の場所が、駒込図書館と上池袋図書館、中

央図書館の真ん中あたりにあるので、休館中は、近くの図書館をお使いいただくようご案

内することになります。 

千馬委員長） 

よろしいでしょうか。 

小林委員） 

はい。 

菅谷委員） 

巣鴨図書館を時々利用していますが、この改修によって書架設置の面積や床面積は広が

るのですか。 

図書館課長） 
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建物自体を建て増しするわけではありませんので、総面積は変わりません。古い建物で

すので、例えば地下にボイラー室があるなど、現在有効に使えていないところがあります

ので、改修によって実際に使える面積を広くするよう考えております。まだこれから工事

内容については詰めてまいりますが、充実したものにしたいと思っております。 

小林委員） 

図書館サービスというのは、行政の提供している基本的な公共サービスの一つだと思い

ます。巣鴨図書館がより良いものになるために、何カ月くらい休館になりますか。 

図書館課長） 

工事期間は、約１１カ月です。その前後の準備を考えますと１年余となります。 

小林委員） 

その間の代替案といいますか、巣鴨図書館が提供していた公共サービスの部分を少しで

もカバーできるような工夫が求められるのではないかと思います。 

図書館課長） 

おっしゃるとおりです。先ほどの繰り返しになってしまいますが、サービスの一部でも

代替できる施設を考えたのですが、財政上の事情や、候補となった施設の建物自体に問題

があったりしまして、結果的に代替機能を措置することができなかったことは申し訳ない

と思っております。学校に対するサービスや、他の図書館から出張していくサービスにつ

きましては、マイナスにならないようにしていこうと思っております。 

千馬委員長） 

では、その方法に対して、区民から問い合わせや要望はありましたか。 

図書館課長） 

この大規模改修に当たって、例えば、現在の建物にはエレベーターがありませんが、設

置してほしいというご要望や、古くから地域の皆さんに親しまれているので、庭や木など、

自然環境の整備に対してご要望がありました。 

千馬委員長） 

貸し出しサービスに関しての要望はありませんでしたか。 

図書館課長） 

議会からはご要望がありましたが、残念ながらできませんというご説明を予算委員会で

もさせていただいたところでございます。 

三田教育長） 

今年度、８０周年ということで、区政８０年の歴史ガイドのＤＶＤが、よくできている

と思っています。各学校に１セットずつ配ってほしいと広報課にお願いしているところで

す。子どもの授業に使えますし、教員の異動の際にも豊島区を知ってもらうのに非常にい

い教材になると思い取り寄せました。中央図書館はじめ地域の図書館にも置いて、区民の

啓発にも非常に有益だと思います。ふるさとの歴史を知るのに短時間でコンパクトに紹介

されているものです。ＤＶＤやＣＤの予算の中でそうしたものを入れていっていただける
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と良いと思います。要望として申し上げたいと思います。 

千馬委員長） 

それでは、この件はよろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（２）報告事項第１０号 平成２５年度豊島区立図書館の特別整理に伴う休館について 

＜図書館課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

特別整理に伴う休館についてはいかがでしょうか。 

例年、休館して蔵書点検をしているということでよろしいですか。 

図書館課長） 

 はい。 

三田教育長） 

周辺の学校等への連絡もあるかと思いますが、個別に学校に周知すると同時に、教育委

員会にも情報提供していただいたので、校長会の折にもお伝えしたほうが良いと思います。

よろしくお願いします。 

千馬委員長） 

今の件よろしくお願いいたします。それでは、よろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

千馬委員長） 

次に人事案件を先に進めさせていただきます。１、２、４、５、１６の順で進めます。 

（３）第１６号議案 豊島区教育委員会に所属する職員の任免について 

＜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 第１６号議案了承） 

（４）第１７号議案 豊島区教育委員会に所属する非常勤職員・臨時職員の任免について 

＜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 第１７号議案了承） 

（５）第１９号議案 豊島区立幼稚園教育職員の分限処分について 

＜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１９号議案了承） 

（６）第２０号議案 豊島区立幼稚園教育職員の採用について 
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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 第２０号議案了承） 

（７）報告事項第１１号 園長代理の解除について 

＜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） 

（８）第１８号議案 豊島区文化財の登録について＜答申＞ 

＜教育総務課長・教育総務課文化財係主査 資料説明＞ 

千馬委員長） 

ただいま、文化財の三つの出土遺物についての説明がございました。南池袋、巣鴨、染

井というところです。この答申に何かご質問はございますか。 

菅谷委員） 

文化財というのは、どのくらい古いものを遺跡の文化財とするのか、そういう判断基準

はあるのですか。 

教育総務課文化財係主査） 

私からご説明申し上げます。東京都では、文化庁が主務官庁なのですが、基本的には、

中世までが全国的に遺跡と捉えています。それから、江戸時代、近世につきましては、地

域にとって重要であるものは調査の対象とすると示されています。ということで、東京都

におきましては、江戸時代のものも、基本的に調査の対象とするという判断があります。

それに加えまして、これは豊島区の地域の特色として、江戸時代から明治時代にかけて、

遺跡の調査をいたしますと、時代の区分が物質上に明確にあらわれないのです。人の生活

というのは連続的に行われますので、そこを明確に区分けすることができません。調査を

していって、新しい物としては、戦後のものはもちろんはっきりわかりますので排除する

のですけれども、江戸時代のものが紛れ込んでくるような明治時代の層というのはどうい

う性質のものかということを見きわめる必要がございますので、そのような年代のものか

ら、調査を開始するといったような形で現在のところは調査しています。 

菅谷委員） 

例えば、こういう遺跡や文化財が見つかったときに、工事をやっているときにその工事

がストップしますよね。ストップすることによるマイナス面もありますよね。それと、文

化財の価値のプラス面等を考えているのでしょぅか。 

判断をして、あるいは自動的に江戸時代の末期だからということでストップしてやるの

か。ストップする期間は決めているのですか。工事が中断してしまうのではないでしょう

か。 
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教育総務課長） 

文化財につきましては、埋蔵文化財包蔵地として、掘れば大体遺跡が出る地域を指定し

てございます。その地域で、開発等の事業をやる場合については、ご協力いただく形にな

ります。ただ、確かにおっしゃるとおりで、調査をしている期間につきましては、工事が

中断されます。またその発掘費用につきましても、基本的には開発業者の方に負っていた

だくということから、かなり実際に事業をやる方にとってご負担になるという面もあると

思います。そして、ご負担をできるだけ少なくするために、こちらといたしましてはでき

るだけその期間を短くする、掘る面積も、試掘調査等を行いまして、出てくるところが確

実にわかったところを重点的に掘って、できるだけご迷惑をおかけしないような形をとっ

ていこうとしています。 終的にはご協力していただかなくてはいけないのですが、その

辺の事情をご説明しまして、あくまでも納得の上、ご協力いただくという形になっており

ます。 

小林委員） 

前にもこういうお話をお伺いしたのですけど、そこが疑問でして、文化財を保護するこ

とに別に異論はないのですが、学術資料として活用されること、それから区民の人たちが

文化財保護とか、郷土の歴史についてよく知ることができるようにすることとか、新たな

地域文化の創造と地域づくりを進める上での一助となることという、そういったことを目

的に鑑みると、先ほどの巣鴨の案件のガラス瓶などは、文化財というか、そういう目的に

資する文化財なのかというところに、素朴な疑問があります。その辺、これは、豊島区の

歴史を知る上で重要なものなのかというところがよくわかりませんでした。ですけど、そ

ういうものも含めて、江戸時代までということでしたが、どこまでが重要でどこからがあ

まり重要でないのかという判断について教えていただけるとありがたいです。 

教育総務課文化財係主査） 

埋蔵文化財の取り扱う範囲として、近代というのはなかなか歴史的に取り扱いづらいと

いうことがございます。何分遺物として取り扱わない、近代のものというのは莫大な分量

が出てきますので、それらを全て調査の対象とすることは、実際現実的ではないと考えて

おります。今回に限らないのですが、こういった形で報告書に掲載しているもの、例えば

巣鴨遺跡につきましては、病院の薬瓶なんかもございますが、それに限らず、傷病兵の療

養施設であったり、生活困窮した人を救う救護院のようなものですとか、巣鴨地域には実

はある時期に非常に多くあったということがございます。 

その中でそういったものを、地図とか文献とかではなくて、もっと迫真のものとして、

例えば展示に使うとか、地元の方に直接そういったものを見ていただくための資料という

のは、実は、区としては持っていません。こういったような資料を使って、巣鴨の実はあ

まり知られていない歴史を知る手がかりになるなということで、今回はこちらで紹介して

いるところでございます。 

千馬委員長） 
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そうすると南池袋の牛乳瓶なんかも、雑司が谷に牧場があったという歴史があるという

ようなことも、郷土資料館と連携しながら、例えば展示するとか意義ある活動になり得る

と考えてよろしいのですか。 

教育総務課文化財係主査） 

展示等の活動は思うように進んでいないのが現状です。このような資料は郷土資料館、

あるいは、新庁舎には様々な展示スペースも造られる予定ですので、そちらのほうで活用

していただけるように連携をとっているところです。 

千馬委員長） 

小林委員よろしいでしょうか。 

小林委員） 

はい。 

三田教育長） 

私は南池袋遺跡について質問をしたいのですが、この場所は今、新庁舎をつくっている

ところで、ここは根津山があった地区の近くです。それから、この古地図で見ると、鎌倉

街道がこの近くを通っていたのではないかという話もあります。工事に着工するときに、

検証を十分し切れていなかったものでも情報になって、発掘でどういう確証がとれたのか

興味を持って今、聞いていました。しかし、そういう考察がないのが残念です。 

だから、発掘調査は文化財保護法に基づいて分析的、専門的にやっていることはわかる

のだけれども、議会でもいろいろ文化財について質問されたり、意見を言われたりするこ

との一つに、発掘調査、文化遺跡など出てきたものについて、どういう考察を加えて、区

民に郷土の歴史を伝えるのかということが重要で、それは、教育委員会の使命なのではな

いでしょうか。その点、現状はやや分散的で、今までのものとどう連結して考察しようと

しているのかという意図が感じられないのです。その辺が学芸員の腕の見せ所だと思うし、

その郷土について関心を持っている区民の一番知りたいところだと思います。 

発行物で書くのは限界があるかと思うのですが、そういう積み重ねがとても大事です。

今回は根津山については出てこないけれども、今、庁舎はちょうど根津山の高さに合わせ

て、屋上を設置してそこに根津山周辺に生息していた生態系を屋上ビオトープにつくる

「としまの森」に再現しようとやっているわけです。今後、子どもたちがあそこに見学に

行ったときにこういう発掘で裏づけられたものと関連させて学校では指導できるというこ

とが、区民に非常に貴重な情報提供になります。多少時間がかかってもこういう検証が非

常に価値あるものだということでご理解いただけるのではないかと思います。忙しい時間

の中でたくさん出さなくてはいけないということ、経費面でのしわ寄せもあろうかと思い

ますが、ぜひそういう専門性を発揮していただきたいという要望を付け加えさせていただ

きます。 

千馬委員長） 

では、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 
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（委員全員異議なし 第１８号議案了承） 

（６）報告事項第１号 平成２５年度教育費予算概要について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

２５年度の予算について教育予算を中心に３３ページ以降を中心に説明がございました。

何かご意見、ご質問はございますか。 

三田教育長） 

区議会第一回定例会は、２２日で終了の予定だったのですが、２７日まで延長になりま

した。その理由の主なものは補正予算を組んだためです。国の補正予算の関係で、工事費

など多額の費用を要するものに対し、２４年度で予算を編成し２５年度に繰り越してもい

い補助金予算を前倒しでつけるという提案がありまして、教育委員会の関係では、学校施

設の改修、特にトイレ、また理科教育振興経費を計上しました。それについて、補足説明

をしていただけますか。 

教育総務部長） 

国が２月の中旬ぐらいに、緊急経済対策として、平成２４年度の補正予算の決定をいた

しました。その中で、本区で使えるものがあるかということで、早急に検討したところ、

一つが学校施設課で学校の大規模改修、トイレやグラウンドの整備で約１０校を申請しま

した。平成２５年度分として金額で１０億を超えるくらいの規模になります。それと平成

２６年度まで繰り越すものとしての２校分も含めて総額１２億ぐらいだったと記憶してい

ますが、２カ年分です。これを２４年度の今回の補正で計上しています。 

当然この年度末ですので、工事自体の着工はずれ込みます。そのため補正と同時に繰越

明許としています。この４月以降に実際の工事は進めます。補正予算で一旦２４年度に計

上することによって、国からこの分の補助金、およそ１億円を頂戴できるという考えでご

ざいます。もう一つが、理科教育振興法に基づく補助金制度、制度は従来からあるもので

す。しかし、予算の範囲の中で補助をしますよということですので、既に２５年度に向け

て補助金の申請をしているものです。その時点では、総額で３００万円ぐらいしか認めて

もらえなかったのです。この緊急補正が国で予算化されたことに伴いまして、新たに予算

が増額し１校当たり大体５０万、総額で小・中合わせて１,４００万円ぐらいの規模の予

算を計上することができたということです。 

限られた区の財源、予算ですので、国の補助制度が使えるのであれば使いたいというこ

とで努力しております。慌ただしい補正でしたので、多分ほかの区では手を挙げたところ

はなかなかないのではないかなと思いますけど、豊島区は年度末ぎりぎりでも手を挙げさ

せていただいて、今回、総務委員会での補正審議をしていただきました。今、その審議が

終わったところでございます。 

千馬委員長） 

今、施設の整備関係と理科教育関係の補足の説明がありました。そういう予算もあると
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いうことで、充実していくのではないかというふうに受けとめましたが、委員の先生方よ

ろしいでしょうか。 

三田教育長） 

さらに、補足ですが、区の予算編成では、西池袋中学校の工事費がなくなりましたので、

減額したように見えますが、実質は増えています。教育予算は増えていて、なおかつ新規

事業も昨年同様ほとんど認めていただきました。 

区長は、環境整備を進めていくことは、重要だという認識ですから、引き続き教育委員

会と連携してしっかり行っていくと、予算編成の中でも力強く宣言をしていただいていま

す。これを大変ありがたいことと捉えて、一層充実させていきたいと思っています。今の

説明はそういう背景があるということでご理解いただければと思います。よろしくお願い

します。 

千馬委員長） 

区長も教育には大変なご理解をいただきしっかり取り組んでくださる姿勢を示していた

だいているという補足をしていただきました。では、この件については以上のとおりよろ

しくお願いします。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（７）報告事項第２号 学校用務ワークショップ（学校用務作業プロジェクトチーム）の

設置について（試行） 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

この件について何かご質問ありますか。 

小林委員） 

用務主事技能長という職の専門的な技術力とはどういうものなのかということと、それ

から、技術力のある用務主事の技術力というのはどういう尺度で測るのでしょうか。 

教育総務課長） 

用務主事は、学校内の通常の掃除等のほか、例えば廊下のワックス塗りや、樹木の剪定

など様々な業務を行うことが職務です。また、来客時のお茶等につきましても対応してお

ります。床のワックス塗一つとりましても塗り方等にはかなり技術的な差があるというの

が現状です。どのワックスをいつ塗ったらいいかというタイミングの他にも様々な技術的

なスキルが必要だということです。また、工作等で本箱一つつくるにいたしましても、技

術力の差があることで、できばえが違ってくるということもございます。 

また、現在の用務主事は、給食調理から転職した方など、様々な業務から転職している

方もございまして、業務経験の浅い職員もおりますので、技術的なレベルは、かなり大き

な差があると考えています。そうした差をできるだけ少なくして、学校環境を適切に保つ

ためには、このようなプロジェクトチームをつくりまして、レベルアップを図るというこ

とでございます。 
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小林委員） 

趣旨も意図もよくわかるのですが、技術力というのは技術のレベルの客観的な尺度によ

って図られるものではないですか。その客観的な尺度は何ですかというのをうかがいたい

のです。 

バックグラウンドとして、どういう技能や経歴を重視しているのか、またどのような職

についていらした専門の方なのかというような、技術力のある用務主事技能長１２名とい

うのは、どのように選考されているのかわからないので、それを伺っています。 

三田教育長） 

事務局の説明では理解できません。曖昧なことは後で調べて、再度教育委員会に報告し

てください。 

小林委員） 

もう１点、技術のレベルアップや専門性の向上には研修や訓練の機会が必要だと思いま

すが、そういうことはお考えなのでしょうか。 

教育総務課長） 

研修等につきしては、年３回程度、学校を利用して、技能主任、技能主事に集まってい

ただいて実施しています。技能長を中心として講師を担っていただいています。 

千馬委員長） 

これは、ちなみに用務主事の中から技能長が出ているのですか。 

教育総務課長） 

そうです。 

千馬委員長） 

では、技術力の基準については整理して、再度説明してください。 

渡邉委員） 

実際に行う参考例がここに書かれていますが、例えば電気的なものなどは入るのでしょ

うか。小学校はどこへ行っても電気が切れていますが、電球が交換できないという話をよ

く聞きます。そういう作業は職務に入ってくるのでしょうか。 

教育総務課長） 

配電盤の修理など資格が必要となる作業以外は、電気の球の交換という程度の作業は十

分対応できますし、それは、逆に職務として行わなければいけないことです。何かそうい

う不手際がございましたらご連絡ください。 

三田教育長） 

例えば体育館の水銀灯が切れた場合には、高所で危険が伴う作業であり用務主事の職務

の範疇ではありません。専門業者に依頼して足場を組んで交換するものです。足場を組む

だけで、相当の経費がかかるため、電球１個が切れたからといって交換することはせず、

何本か切れたらまとめて発注します。施設使用者にはご不便をおかけするということはあ

りますが、現在は、学校施設課が長寿命化と節電化のため水銀灯からの切り替えを進めて
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いるところです。 

学校施設課長） 

エバーライトといいまして、２０年、電球が切れない製品があります。しかも、４０％

から５０％の省エネ効果があるというものです。これから５年間かけて順次全校に導入し

ていく予定です。したがいまして足場を組んで取りかえる作業というのはなくなる予定で

す。 

千馬委員長） 

その設置は業者が行うのですか。 

学校施設課長） 

はい。１校当たり８００万円ほどかかります。 

千馬委員長） 

わかりました。 

渡邉委員） 

それは、承知していたのですが、普通教室でも電気が結構切れているのがあるにもかか

わらず、なかなか交換されないのを見ていますが、どうなのでしょう。 

三田教育長） 

それは、きちんと対応するように指導してください。 

渡邉委員） 

学校では先生が台に乗って交換作業をしているところもあり、危険だという声もありま

す。普通は用務の職員が行う作業ではないかと思います。 

教育総務課長） 

用務が対応していないようなところがあれば、指導しますので、お知らせいただきたい

と思います。 

渡邉委員） 

そうですか、わかりました。 

千馬委員長） 

ご安心ください。 

では、この件については終了させていただきます。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（８）報告事項第３号 平成２５年度 教育目標について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

前回のものから案が消えて、 終版ということですが、委員の先生方、特に菅谷委員は

初めてなのですが、何かございますか。よろしいですか。 

この件については前回いろいろ話を煮詰めたということも経緯としてございます。それ

で、案を取り報告されたものです。 
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それでは、教育目標につきましては、よろしいですね。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（９）報告事項第４号 学校における結核検診の実施方法の変更に伴う学校結核対策アド

バイザーの設置について 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

実施方法の変更、結核対策委員会の廃止、そのかわりに結核対策アドバイザーを設置す

るということです。あとは従来通りという項目が多いようですが、何かご意見やご質問は

ありますか。 

菅谷委員） 

６年間で１９名の非常に稀なケースですが、豊島区にはこういう事例はあったのですか。 

学校運営課長） 

ありません。 

菅谷委員） 

豊島区は国外からの転入者が多いので、成人の結核にしても、豊島区は発生率が比較的

高いです。国外からの方の発生率が少し高いため危惧された点です。現在では、事情が大

分変わったのでしょうか。 

学校運営課長） 

確かに、高まん延国での居住暦がある方については、要精密検査になる場合があります。

その後、１次、２次の検査をして、結果は問題なかったということでございます。 

菅谷委員） 

そうですか。わかりました。 

三田教育長） 

このように実施方法等を変更する背景は何なのかを説明していただきたいです。ただ今、

菅谷委員から指摘があったように、子どもたちの実態や、結核の病理についての現状がど

うなっているのかという認識を問われるので、そういう心がけでやっていただくとありが

たいです。 

もう１点、学校保健委員会がどう機能しているのかということです。先日来のアレルギ

ー疾患への対応問題で命にかかわるようなこととか、子どものアレルゲンが何十種類もあ

って学校給食での対応が困難であるにも関わらず保護者の理解・協力が得られないケース

があるということです。アレルギーは場合によっては命にかかわる問題なのですが、児童

の主治医が保護者の言うとおりに診断書を書いてくるために、次第に保護者の要求が強く

なり学校では手に負えない事態になってきているということです。このような場合にこそ

校医の力を借りることで、保護者にもＰＴＡにも、学校の疾病対策をご理解いただき、時

には協力していただくということができるのではないかと思うのです。 

学校運営課では、学校保健委員会は、どのような内容で年間どのぐらい行われていて、
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その委員会が機能して解決した実例などを把握していただきたいです。形式的なものでは

なく組織の機能が発揮できるような指導をしていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

千馬委員長） 

ほかによろしいでしょうか。 

新しい仕組みになるということで、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） 

（１０）報告事項第５号 平成２４年度 第４回「東京駅伝」大会の結果について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

豊島区の特徴は公立私立の混合チームであり、かつ様々な領域の生徒が活躍したという

ことです。当日は、教育委員を代表して教育長に行っていただきました。ありがとうござ

いました。何か一言コメントをいただけますか。 

三田教育長） 

本当に中学生がよく頑張っていまして、女子は３位、４位くらいで競ったのですが、残

念ながら、たすきの受け渡しの場面で少し時間がかかってしまいました。そのトラブルも

あり、順位は伸びませんでしたが、豊島区の選手は粒ぞろいで皆一生懸命頑張っていまし

た。 

千馬委員長） 

では、この結果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） 

（１１）報告事項第６号 平成２５年度 豊島区教育委員会研究推進校・研究奨励校につ

いて 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

今、ご説明がありましたように、研究推進校、研究奨励校ということで幾つか学校が挙

がっております。何かご質問、ご意見はございますか。 

三田教育長） 

小学校３校が本区の教育課題に対応してくれるというのがとてもよかったと思うのです

が、気になるのはテーマです。テーマが区の教育課題にきちっと対応しているかというこ

とが問われてくるわけです。それで、例えば西巣鴨小学校でいうと、「自ら考え、学び合

う児童」ということで、理科教育を通して自ら学ぶという個の学びと、人とのかかわりや

集団での学びのことであり、個と全体の中で学び合う、高め合うことを研究するわけです。

池袋小学校の場合は、考えることというのは思考力を深く追究するのでしょうが、それを

楽しく思考できるようにするということは教育の究極の狙いなのだけれども、やや漠とし

ています。 
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それから、中学校でいうと、基礎学力の定着と言っておきながら、思考力、判断力、表

現力というかなり高いものまで、いわゆる土台から高層ビルの上層まで全部ひっくるめて

２年間でやろうという捉え方です。内容的なアプローチではなく方法的なアプローチでと

いうのは、中学校の先生方の 大公約数をとることができるのでとてもいいと思いますが、

そういうセンスの良さがある一方で、テーマはこれで大丈夫なのかという心配があります。

テーマが漠然としていると研究発表のときに、実践したことと子どもの変容を焦点化しづ

らいということがあります。何となくはいいのだが、決定打が分かりづらいというのは、

研究としてのオリジナリティーや、先取して区の教育活動を推進していくということには

用が足りない。 

ですから、奨励校、推進校というからには、テーマについて十分各学校と吟味して、絞

って、決定してほしいです。 

統括指導主事） 

ありがとうございます。２年間の研究ですので、研究主題については大幅な変更という

ことはないと思うのですが、この明豊中学校の下にあるサブタイトルについては教育長の

ご指摘に沿って焦点化を図り、さらに指導を重ねていきたいと思っております。それで、

特に明豊中学校の副主題については、２年間の研究の中で、今年度十分に指導に当たり、

その上で適切に焦点化するような主題プラス副主題ということで、研究を深めていきやす

い状況をつくりたいと思っております。 

三田教育長） 

要望ですが、教育委員会で確認をするからには、企画プランが見えなければいけません。

これだけでは不十分です。この資料だけで良し悪しの判断や期待について言及することは

できません。ぜひ次回にでも、各学校が練り上げたプランを出していただいて、ここで議

論されていることと、学校で議論することが直結するような、心の通った、研究活動を推

進してもらいたいので、企画書を見せていただきたいと思います。 

小林委員） 

今の教育長のご説明で、様子がつかめたのですが、推進校を申請するときにはこれらの

テーマでプロポーザルを行うのですか。 

教育指導課長） 

研究の計画案を必ずつくらせています。応募のときに計画案を出していただいているも

のです。計画の内容を見て不十分であれば、この推進校、奨励校には認定をしないのです

けれども、今回についてはそれに足り得るような案であったということですので認定して、

さらにその案に基づいて５月上旬には、正式な計画書を出してもらう予定でございます。 

小林委員） 

プロセスとしては、推進校なり奨励校なりに認定をして、それでそのプランをつくって

いただいて、研究を進めていくに当たっては、教育指導課とのコミュニケーションが入っ

て、よりよいものにしていきながら２年間で終わるという理解でよいのですか。 



 14

統括指導主事） 

そのとおりです。指導主事が４人いますが、その４人でこの研究推進校、奨励校に該当

した学校については担当を一人一人決めております。それで、研究のスタートのときが非

常に大切でありますので、特に１年目の学校については、夏休みに入るまでに、２回もし

くは３回訪問して、特に校内研究会や、この研究授業、研究について話し合う場面に可能

な限り同席させていただいて情報収集するとともに、必要に応じて指導していくというこ

とで高めております。 

菅谷委員） 

支援校とか推進校というのは、どこの学校でもいいのでしょうか。全校が手を挙げた場

合には、その中から選考するのですか。 

統括指導主事） 

募集の校数は決まっておりますので、計画案を出していただいて、その中で適切である

とか、区の狙いに一番沿っているところを選定します。 

教育指導課長） 

補足をさせていただきます。研究に取り組む学校というのは熱心な学校です。ところが、

負担を恐れてなかなか手が挙がらないというケースもあります。学校によっては、学校長

の経営戦略の一環としてこの研究にぜひ取り組みたいということで、その土壌を、時には

１年越し、２年ぐらいかけて、校内の雰囲気を醸成していく、そのように忍耐強く取り組

んでいる校長先生も多々いらっしゃいます。 

研究に取り組んだ学校の教育力、指導力は改善されていくのです。私たちも 初から完

璧なプランを求めているのではなく、まずはその手を挙げたこと、そのことについて頑張

りましょうという励ましを申し上げて、指導主事がそれぞれ持っている力量、専門性で学

校を強力にサポートしながら、何とかその学校の、底力、自力を上げていくという貴重な

事業の一つでございます。このプランだけ見てしまうと本当に大丈夫なのという感じなの

ですけど、大丈夫なように持っていく、そのこと自体がすごく重要なことだと言えるかと

思います。 

菅谷委員） 

こういった研究がずっと続けられていると、その研究の成果が、当然、区内の学校で共

有できると思いますが。その共有した成果を、どれだけ取り入れていくかということが、

実際には大事なのだろうと思います。そのことはどう評価できるのでしょうか。 

三田教育長） 

研究奨励校というのはＯＪＴの基本になると思います。今、若手教員が３分の１ないし、

半分以上、という現状で、教員の指導力がどれだけつくかで豊島の教育のレベルが決まる

のです。 

それで３年に１回はどこの学校でも取り組んでほしいのです。校長先生が慎重過ぎて、

１０年間も２０年間も研究をやったことがなかったという学校がかつてはあったのです。
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今はそういう学校は少なくなってきましたけれど。間断なく教員をしっかりと育てていく

ということを校長の経営戦略の 重点課題にしてもらいたいです。 

それから、区小研、区中研のあり方をこれと連動させて、本当に文字どおりＯＪＴになる

ような仕組みを校長会で協議してしっかりとやっていただきたい。区が全体で背負ってい

るミッションを学校が分担し合い、研究して進め、それを全体でフォローして学び合うと

いうふうにしないといけないと感じでいます。 

小林委員） 

２４年度、２５年度の推進校で共通する課題がありますので、ネットワーク化が図れる

と思います。共通するようなテーマがあるわけだから、シナジーが図れるということです。

横のつながりみたいなものも視野に入れて研究を高めていくというのがいいのではないか

と思いました。 

教育指導課長） 

非常に重要な視点だと思っています、全ての研究校ではないのですけれども、例えば昨

年度と今年度で研究しているＩＣＴ活用による学力向上、千登世橋中学校が研究推進校と

いうことで受けていただいていますが、千登世橋中学校の小中連携ブロックでは、目白小

学校と高南小学校、南池袋小学校がＩＣＴ活用をテーマにしています。中学校がテーマに

しているものを小学校でも取り扱うというような動きも広がってきています。これは非常

に価値があることですので、さらに広がるようにしていきたいと思っております。 

千馬委員長） 

小林委員の指摘は、大事だと思います。単独でやること自体も大変なのですが、それで

終わるのではなくて、その輪をいかに広げるかというのが豊島区にとっては大事だと思い

ますので、力を入れていただけたら有難いと思います。 

では、よろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（１２）報告事項第７号 平成２５年度 豊島区立幼稚園 小・中学校 教育指導課 研

修事業案内 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

変更点を中心に３０の研修内容の説明をいただきました。変更点の一つは副園長がなく

なるので、副校長になるということでした。２点目は、２年次理科実技研修で小学校は全

員対象になり新しく導入されるということでした。それから、３点目は、ＩＣＴ活用を通

してレベルアップを図るということでした。委員の先生方、何か全体的に見てご質問、ご

意見ございますか。 

三田教育長） 

体系が明確にされています。課題としては例えば、食育、栄養教育、学校給食などは、

どこが研修を受け持っているのか一本化できないのかということです。それから体罰やい
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じめは、どこの研修会でも、体罰といじめを含む事項ついては、管理職研修や職層研修、

法令研修でも必ずどこかに入れるとか、そういう工夫が必要ではないでしょうか。それか

ら教育課題研修では、学力向上とか、能代市との教育連携のあり方、幼・小・中の教育連

携のあり方というような新しい課題にどうやって応えていくのかということも欲しいです。

それから学校運営課や教育センターともよく相談して、教育委員会としてやる研修の全体

系を網羅してもらえないかというのがお願いしたいことの一つです。 

もう一つは講師です。どういう講師をつけるかということによって、研修の価値がもっ

と何倍にも変わっていくので講師についても年度に評価を行って、どういう成果があった

のか、成果があったけど、今日的課題とずれていないかどうかということも客観的に診断

した上で、次の講師を選定していくということもやっていかなくてはいけない課題だと思

います。 

後にもう一つお願いしたいのは、教育委員の皆さまに管理職研修等で講話をいただく

ということです。そうすると、教育委員がどういうことを考えているのか、どういう専門

性の観点から発言しているということもわかってもらえるようになります。そういう研修

であってほしいなと思っています。よろしくお願いします。 

小林委員） 

教員の方とコミュニケーションする時間が欲しいと思っています。公式のところへ出向

いていってお話をするのではなく、先生方がどういうふうに教育に向き合っていらっしゃ

るのかというのを教育委員として知りたいですし、そういうことが分かれば、それに対し

てサポートできるかと思います。ぜひそういう機会をつくっていただければと思います。 

教育指導課長） 

とても有難いお言葉を頂戴いたしました。教育指導課は定期的に学校訪問を実施してお

ります。午前中に授業を見て、午後が大体研究授業形式で、その後で指導するという具合

です。例えばその機会に同行していただきますと、ふだんの授業に近い形のものを見てい

ただくこともできます。そういう機会もうまく活用しながら、教育委員の皆さんと学校が

直接向き合えるような場を検討していきたいと思います。 

三田教育長） 

私は年度当初に学校を訪問するようにしています。校長先生から直接、学校経営に関す

る悩みや相談を聞きながら、新任の方には現場や職員はどうですかという話もしながら、

できるだけサポートしています。研究発表は公式の場なので、直接言いたいことがあって

も時間や機会もないので、校長先生と話し合う場がないと感じていました。やはり直接顔

の見える教育委員会として機能していく必要があると思うので、例えば学校訪問を手分け

して行っていただくという方法もあると思います。 

千馬委員長） 

協力できるところは教育委員が協力するということで、私もお願いしたいと思っていま

す。よろしくお願いします。 
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渡邉委員） 

この教育課題研修の中で、例えば２６番の体育実技指導研修で、安全な水泳指導と事故

防止についてという題があります。安全にやらなければいけないのは当たり前のことで、

先生も認識されていると思います。しかし、小学校では泳ぎ方の試験を実施しながら、ク

ロールの仕方を教えてくれない学校があるとのことです。また、家庭科の裁縫でミシンを

使う事業のときに、それを指導できない先生がいるということです。 近ではありません

が、ある小学校では、ミシンが使えないという男性の先生がいて、保護者が協力したとい

うことがあったようです。 

ビーカーを触ったことがない、アルコールランプに火をつけたことがないのと同じよう

に、フライパンを持ったことがない先生もいると思います。そういう実習面の強化は、意

外と研修がされていないように感じます。いかがでしょうか。 

教育指導課長） 

研修は、先ほど教育長が申し上げたとおり、教育公務員特例法に位置づいていて、必ず

研究と修養を行わなければいけないというのが教育者に課せられた義務であります。しか

し、研修は、人から授けられるものだけではなくて、自ら行なうということが大切になっ

てきます。もちろん、必要な力を身につけるために、各学校で管理職中心に校内研修を企

画しています。教育委員会が実施するものについては、全区としての課題に直結している

ところから少しずつ片づけていくという状況です。個々の教員や学校の事情に応じたもの

については、その学校の経営の問題でもあります。 

渡邉委員からいただいた情報につきましては、実態を調査した上で、その学校に対して

の指導、助言をして、是正していきたいと考えています。ご指摘の部分は、教員として必

ずやらなければいけない事項ですので、教育指導課が行っている研修と校内研修とが両輪

として機能するように充実を図っていきたいと思います。 

三田教育長） 

今のような実態があれば、すぐに対応させたいと思います。 

それからもう一つ、校長先生方に考えてもらいたいのは、小学校における全教科の免許

状は、全ての教科が指導できるということで免許が出ているので、できないということは

大変な問題です。それはきちっとやっていただく必要があるということです。しかしなが

ら、東京都は専科制度をとってきたという長い歴史と経過があるのも事実です。過去には、

家庭科専科の教員は結構いたのです。方針が変わり、一番先に犠牲にされたのが家庭科で

す。今は専科と言えば音楽と図工しかいないです。理科専科もいなくなりました。そうい

う歴史があり、以前は全教科できなくても何とかなっていたものですから、それをすぐに

やらせるというのはなかなか難しい部分があります。５、６年生ぐらいになったら、例え

ば二学級あれば、家庭科の得意な先生が家庭科を持ち、理科をかわりに頼むなど交換授業

をやって、専科制ではないが、子どもに直接迷惑をかけないというような方法だって、幾

らでも回避策としてあるのです。そういうところに目を配るのは、職場の監督層としての
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校長の役割なのです。ですから、ぜひその辺の柔軟さと、子どもに決してそういう迷惑を

かけない、教育の場を保障する工夫は厳しい状況の中でもやっていかなければいけないと

思います。 

実技や生活技能能力が全体として教員の中に低下しているというのは感じます。新任教

員の宿泊研修で、野外でカレーライスづくりをさせるのですが、火熾しができない、マッ

チも上手に使えない、新聞から小割に火をつけて、そして薪で燃やしてかまどで火を熾す

という経験がない教員もいるのです。一方で熱心にそういう実技を取り入れてやっている

学校もあるので、そうした情報交換と、穴の開かない体制づくりについても、ぜひやって

いきたいと思います。 

千馬委員長） 

よろしいですか。大事な視点ですので、ぜひこれに気を付けて進めていただくというこ

とでお願いします。 

（１３）報告事項第８号 平成２５年度 中学校入学式式辞について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

入学式は卒業式と若干違う視点でということですが、いかがでしょうか。 

三田教育長） 

例えば、今まで教育委員会で言ってきたことでいうと、「子どもに学びがい」というこ

とを言っています。そういうメッセージ性を挙げられるのは教育委員会ならでは、ではな

いかと思います。それから、３・１１以後、防災教育に関する報道や本区の学校の研究発

表を見ていても、今、中学生に対する地域や社会の見方が変わってきていると感じていま

す。頼れる中学生というか、本当に社会のいざというときには、たくましい頼れる中学生

になってほしいという願いがあります。そういう点で豊島の子どもは頑張っていると思い

ますが、教育委員会のメッセージがそれについていっていないのではないでしょうか。フ

レーズを大きくは直さないにしても、そういうことを感じとってもらえるようなメッセー

ジがあったほうが良いと思います。 

小林委員） 

例えば、「人の気持ちを考え、思いやりの心を持って」というパラグラフがありますが、

そこの中に、「尊敬を集めます」から、そこに「我慢強く何事も 後までやり抜く強い意

志と責任のある行動をとれる人」、「地域社会の中で責任ある行動をとれる」とか、そう

いうことを入れることが今の教育長の趣旨に繋がると思いますし、「こうした資質を備え

た人を社会は待望しています」のところで、そういう人をつくり上げるのは学びがいのあ

る何とかです、と今の教育長のフレーズを入れれば伝わるという気がします。 

渡邉委員） 

昨日の卒業式で、会長としての挨拶の中に、今教育長がおっしゃったことを入れました。

君たちに期待していますよ、社会も親も期待していますよ、ということが言いたくて、
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３・１１のときには中学生が大活躍したという報道がいっぱいなされました、君たちはも

う中学生になるのだから、周囲から期待されているのですよ、地域で頑張って活躍してく

ださいねという言葉を入れたのです。 

今おっしゃったのは全くそういうことだと思うので、このフレーズのところにその入れ

ていくと、まさしく今、中学生に期待されていること、一般の方や保護者も気がついてい

ないかもしれませんが、実際防災訓練に行けば、そういう場ではそれは話されているし、

地域の町会や何かの会合の中でも、いざといったときには中学生が避難できない老人を助

けに行くというようなことがすごく重要視されています。そういう期待を言葉を入れたら、

もっと響いていいと思います。 

三田教育長） 

今年度、地域の防災訓練に、どこの学校も中学生、小学生も、すごい人数が参加してい

るのです。町会長や地域の見方も変わってきているのです。そういうことは、祝辞に盛り

込んであげて激励したほうがいいのではないかと思います。 

渡邉委員） 

ＰＴＡ連合会ですと、小学校も中学校も防災訓練に参加しましょうよということを盛ん

に言っています。中学生はいざといったときに地域を助ける大切な力になる。小学生は小

学生で、そういうことを経験しておくことで自分の身を守れるようになる。親もそういう

状況を知っていることが大切です。中学生としてのスタートに際し、自分たちも社会に貢

献できるのだということを自覚するのは大きいエネルギーになるのではないかと思います。 

千馬委員長） 

菅谷委員、何かございますか。 

菅谷委員） 

私も概ね賛成ですが、「こうした資質を備えた人を社会は待望しています」「ぜひとも

頑張ってください」というこの文脈は、文章が切れてしまっています。何を頑張るかとい

う流れをわかりやすくしたほうが良いと思います。 

千馬委員長） 

委員から指摘があった社会性ということが求められているということ等を踏まえて、ま

た提案いただくようにお願いします。 

三田教育長） 

私が責任を持って教育指導課と調整させていただきます。 

千馬委員長） 

ベースはこれで良いと思います。 

三田教育長） 

では、これをベースにしながら手を加えさせてもらいます。 

千馬委員長） 

この件については、よろしいでしょうか。 
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（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（１７）その他 

（午後５時２０分 閉会） 


