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廃止について 
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千馬委員長） 

 それでは、第４回教育委員会の定例会を開催します。署名委員は、渡邉委員と小林委員

です。よろしくお願いします。傍聴者はいませんので、案件の番号どおりに進めていきま

す。 

（１）報告事項第１号 豊島区子ども読書活動推進計画（第二次）の実績報告について 

＜図書館課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

この件について、ご質問はありますか。 

小林委員） 

４ページの下の１－２－１５の事業は、未実施ですよね。 

図書館課長） 

そうです。 

小林委員） 

３４ページの事業は、実施状況のところに未着手とありますので未実施となっている理

由がわかりますが、４ページの事業は、実施状況にきちんと記載されていますし、どこが

未実施なのかよくわかりません。 

それから、この資料は、進捗率や実施したかしないかを見れば、この事業の目的が達成

されたかどうかまでわかるものと考えてもよいのですか。 

図書館課長） 

まず、４ページの「子どもの読書活動実態調査」ですが、２２年度から２４年度の実施

状況を記載しています。ですが、調査そのものを実施していません。「実態調査を実施し、

子どもの読書活動を充実するための取組みに反映させていく」という目標が記載されてい

ますが、実態調査を実施できていないということで、未実施という判断をさせていただき

ました。 

それから、事業の達成度についてです。実施状況にも書いてありますが、それぞれの事

業で実施状況に差があります。実施というだけで目的が達成されたと判断するものではな

く、目標に書いてあることを一部でも着手しているものについては実施と記載しています。

また、この計画は２７年度までのものですから、それに向けてやっていくことは多々ある

という状況です。 

小林委員） 

例えば、４ページの上の「としょねっと便の運行」ですが、それをやることによって子

どもの読書活動推進に効果を与えますので、それを整えていくことに意味があると思いま

す。「子どもの読書活動実態調査」は、読書活動の実態を把握して、それをそれぞれの推

進事業にフィードバックしていく事業だと思いますので性質が違います。ですから、調査

が未実施のため進捗率が９８．７％となっていると言われても、何を評価したらよいのか

わかりません。 
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図書館課長） 

申し訳ありません。その通りだと感じています。この報告書は、あえて一覧表にしたた

め、このような表現になっています。各事業の細かい中身については、こちらの１００ペ

ージほどの冊子をご覧いただけますと把握できるかと思います。 

小林委員） 

せっかく事業を進めているので、きちんと体系化したほうが良いと思います。実態調査

をどのタイミングでやるのかも重要です。ある程度事業が進んだところで調査しようとい

うスケジューリングをして、効果的かつ効率的に実施できるように仕組み自体を考えたほ

うがよいと思いました。 

図書館課長） 

検討します。 

千馬委員長） 

今の小林委員の説明を取り入れながら、精査していただきたいと思います。 

他の委員の方はどうですか。 

渡邉委員） 

３ページの１－１－３、「読み聞かせ等ボランティアの育成及び活動支援」についてで

す。目標に「図書ボランティアの育成及び活動支援の充実を図る」とあります。小学校で

は、各学校で図書ボランティアとして保護者が多く参加していますが、図書を整理すると

きにその補修方法を教わっているところとそうでないところがあります。ボランティアの

方にも、何故こういう事業をしているのかを説明し、意識を持って継続的に取り組んでい

ただけるような指導をしていただきたいです。 

図書館課長） 

ボランティアについては、受け身になっている部分があります。支援を要請されたら、

その要請の内容に応じてお手伝いするということで進めていますので、ボランティアの回

数ではなく、質的な部分は至らない部分があると思います。教育委員会事務局とも連携し

て、事業の質を深めていきたいと思います。 

渡邉委員） 

参加している保護者の方は意識の高い方が多いと思います。活動がより良いものになる

と思いますのでご指導をお願いします。 

それから、区立図書館でもそうだと思いますが、小学校でも図書が返却されない例があ

ると思います。図書館課から学校や家庭に対して、図書の返却の指導等はしているのです

か。 

図書館課長） 

学校図書館の未返却は把握していません。学校図書館は、その学校の児童・生徒が使用

するので限定的です。区立図書館は、区民ではない方でも館内で本を読むことができます

し、登録証を作るためには証明書や住所を控え、それでも未返却ということはその方のモ
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ラルの問題かと考えています。学校は、区立図書館よりは問題ないという印象ですから、

帳簿のやりとりや請求方法を学校に指導するということはしていません。 

渡邉委員） 

確かにその学校の児童・生徒が図書室を利用しています。区立図書館とはレベルは違う

と思いますが、図書館の本や学校の本は区の財産です。図書を充実させて、本に関心を持

ってもらうためにも、本の持っている文化的な価値の啓発とあわせて、返却しようねとい

うモラルを教えていただくと学校も心強いと思います。 

図書館課長） 

区立図書館の場合は、未返却の場合、電話で督促し、余りに長くなった場合は家に伺っ

たりしています。また、返していただかないと次に借りることができないように、貸出停

止もしています。学校でどういう方法が求められているかは、教育的な観点もありますの

で教育委員会事務局と情報交換できればと思います。 

三田教育長） 

子どもの読書活動の実態調査は、教育委員会としても重視しなければいけません。教育

ビジョンを作るときに実施した調査では、見直さなければいけないような生活習慣や家庭

学習をしない子どもが多いという結果がでています。その中で読書習慣も身についていな

いということも明らかになっており、子どもたちが読書をしないで、高い知的レベルを築

いていくことは難しく、図書館と相互に連携しなければいけないと考えています。図書館

を活用した調べ活動を展開して、じっくり読書する時間を楽しみながら確保できるという

のが大切だと思います。読み聞かせも実施していますが、豊島区教育委員会から後援名義

を出している「調べる学習コンクール」では、小学生が大学生にも負けないくらいの作品

を出しています。 

学校図書館司書を導入しましたし、教育指導課や学校運営課も協力して、区内の子ども

の実態や地域図書館の活用率をトータルで見て、子どもの読書活動を調査していかなけれ

ばいけません。各課が共同したチームとしての対応を、これからはますます要求されると

思いますので、よろしくお願いします。 

図書館課長） 

図書館から各学校に対して、団体貸出を実施しています。図書館の団体貸出を利用し、

各クラスで調べ学習等を進めていると思います。子どもたちの探求力を伸ばしていけるよ

うに協力していきたいと考えています。 

千馬委員長） 

１１ページに「学校への支援・連携」という項があります。各学校を訪問しているとい

うことですが、豊島区の小・中学校は全部で３１校ありますが、どれくらいの学校に訪問

しているのですか。それから、学校訪問をして、学校との交流を進めていく中での課題は

ありますか。 

図書館課長） 
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手元に学校別の資料がないのですが、小学校では１２４回の学校訪問を実施しました。

学校訪問とは、図書館員が学校を訪問して読み聞かせをするものです。また、学級単位で

図書館に来ていただき、図書館の施設見学や利用案内を行う学級招待も実施しており、平

成２３年度は２６回実施しているという事業報告が出ています。 

それから、課題としましては、学校によって温度差があったり、図書の担当の先生が代

わると例年はスムーズに実施できていたものができなくなったりします。もちろん、担当

の先生が代わったことによってスムーズに進んだ例もありますが、校長先生にリーダーシ

ップをとっていただいて、図書館の事業にも協力的な体制をとっていただきたいです。教

育委員会事務局と連携して、解決していかなければいけない課題だと考えています。 

三田教育長） 

そういった課題がある場合は、教育総務課長に声をかけていただいて、校長連絡会等で

お話いただくのが良いと思います。例えば、教育委員会に報告がありましたが、図書館が

工事で休館する場合も、学校に対して事前に情報提供していただけると良いと思います。 

千馬委員長） 

豊島区は読書活動に力を入れていると感じます。異動してきた先生にも、豊島区の現状

を把握していただき連携できるようにお願いしたいと思います。 

では、この件はよろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 報告事項第１号了承） 

（２）報告事項第２号 中央図書館４階リフレッシュスペースの改修及び喫煙室廃止につ

いて 

＜図書館課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

リフレッシュスペースの改修についての説明がありましたが、いかがでしょうか。 

菅谷委員） 

工事や改修をして居心地をよくすると、本を読んでいないのにそこに長時間滞在して、

他の利用者の迷惑になるような方がでてくる可能性があります。その対策等はありますか。 

図書館課長） 

利用者が多く、なかなか座れないという問題は現在でもあります。今回の改修によって、

そういう心配は確かにあります。警備員が常時見回り、そういう利用者には注意をするな

どして、皆さんが気持ちよく使えるように運用していきたいと考えています。 

千馬委員長） 

私は図書館の運営連絡協議会委員として会議に参加しており、会議でも主張させていた

だいたのですが、サービスの向上とあわせてマナーの問題を解決することが大切だと思い

ます。マナーの向上のための取組みに力を入れていただきたいと思います。 

三田教育長） 

今まで設置されていた喫煙室を撤去するということは、周知をしなければいけません。
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例えば、周知期間を設けたり、撤去する理由を明確にして説明したり、図書館単独で実施

してもよいのですが、環境課等と連名でお知らせを出すのもよいです。利用者に対して配

慮する必要があると思います。また、喫煙室がなくなると、どこで吸えばいいのだという

問題もでてきます。喫煙する場所は付近にありますか。 

図書館課長） 

 すぐ側に公園があり、喫煙場所がありますが、その公園でもたばこに関する問題がでて

います。課題であると感じています。 

三田教育長） 

公園で遊んでいる子どもたちがいるのに、大人がたばこを吸う場所になってしまうのは

問題です。たばこが生産されていて吸う人がいますが、身体によくないため学校は禁煙教

育を実施しており、教育委員会としても他人事ではありません。区としても公共施設のあ

り方と、地域での喫煙のマナーや喫煙のための施設の問題は継続して対応していく問題で

す。住民対立のもとになってしまうケースもあると思いますので、十分にアナウンスをし

て住民の理解と協力を得る必要があります。 

千馬委員長） 

では、この件はよろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項第２号了承） 

（３）報告事項第３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 報告事項第３号了承） 

（４）報告事項第４号 池袋本町小学校の校章について 

＜学校施設課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

池袋本町小学校の校章について、さくらとかしわをモチーフにしたものだということで

すが、何か質問はありますか。 

千馬委員長） 

校章の形を決めたということですね。 

学校施設課長） 

そうです。 

千馬委員長） 

この形で決定ですか。 

学校施設課長） 

決定です。 

三田教育長） 
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これが決まる前のことを説明していただきたいです。どういうデザインに絞られたのか、

さらに、その絞られた候補の中でどのように票が割れたのでしょうか。当初は、地域の方

から連携校に対する様々な声もありましたが、地域の方が合意して、みんなが納得いく学

校をつくることを重視して進めてきました。決定した経緯やいただいたご意見を教えてい

ただきたいです。 

学校施設課長） 

このデザインに決まった経緯ですが、まとめてホームページに掲載しています。まず、

候補デザインが８案出ました。かしわとさくらの上下が逆になっていたり、様々な案があ

ります。この中で投票をしましたが、票が割れました。上位３案は、２番が９票、５番が

１０票、６番が９票です。その後、決選投票をして、一人１案を選ぶことになり、５番が

１２票集まり過半数を獲得して決定しました。決戦投票の結果は、２番が５票、６番が２

票で、１２票獲得した５番が圧倒的でした。委員の皆さんもこの投票結果には納得してく

ださいました。 

渡邉委員） 

校章は、条例や規則で規定されているものですか。それとも、協議会や学校が、これを

校章としますといって決定してもよいものなのですか。 

学校施設課長） 

公募をする場合は、今回のように協議会で決めています。昔からある学校は、学校と地

域の方と一緒に考えて、校章にさくらやかしわを用いることを決めたのではないかと思い

ます。 

渡邉委員） 

校章のデザインがいくつかあるという学校がありました。体育館に飾られているものと、

体育館の演台についているものと、旗についているものが違っていて、不思議だなと思っ

たことがあったので気になりました。 

三田教育長） 

学校には、学校沿革史という永久保存の資料があります。いつ学校ができて、初代の校

長が誰で、校歌はいつ誰が作ったとか、校章もその中で管理されています。 

適正配置計画の見直しをして、統廃合を進めてきました。区民の方は、自分の卒業した

学校はいつまでもあってほしいという思いがあると思いますが、時代の変化や子どもの数

が減っているため、統廃合をしなければなりませんでした。豊島区は、地域の方から出た

意見を尊重し、最終的には教育委員会が決定をするという方法で進めてきたのです。協議

会で意向をまとめ、地域の方の意見がきちんとまとまっているのであれば、そのように進

めていくということです。本来は、教育委員会で決めることなのかもしれませんが、地域

の方の意見を尊重したいという思いがありますので、よろしくお願いします。 

渡邉委員） 

せっかくそのような方法で校章を決めたとしても、コピーしたり、印刷して細かなこと
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が変わってしまうかもしれません。それに今の小学校は、それぞれの学校でキャラクター

を作ったりして、以前より校章を使う機会も減っているように感じます。 

例えば、この校章の場合、池袋本町小学校が何十年も続いていくことを考えれば、何セ

ンチと何センチの割合でできているという原型を定めておく方が良いと思います。長さの

割合も定めなければいけないという決まりはあるのですか。 

三田教育長） 

先程お話しました沿革史の中には、学校の校章のデザインの印影を記録して保存してい

ます。紙で永久保存するような格好です。私が校長のときに配属された学校では、原図が

火災で焼けてしまっていたことがあります。学校が統合したときが、学校沿革史のスター

トになりますので、記録をきちんと残すように指導していきたいと思います。 

千馬委員長） 

保存方法の確認をきちんとしておく必要があるということですね。各学校もわかってい

ると思いますが、現場にいると見落としがちな部分かもしれませんので、確認をお願いし

ます。 

小林委員） 

私も豊島区内のある小学校の卒業式に行ったときに、校章が複数ありました。確認した

ほうがよいかもしれません。 

千馬委員長） 

良い機会ですので確認していただいて、池袋本町小学校の校章を、永久に保存するよう

にお願いしたいと思います。 

では、この件は他に何かなければ、よろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 報告事項第４号了承） 

（５）報告事項第５号 平成２５年度区立幼稚園・小中学校行事一覧 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

行事一覧の説明がありました。この中には、教育委員も出席する行事がたくさんありま

すので、ご質問等はありますか。 

菅谷委員） 

運動会を秋と春に分けて実施するのは、それぞれに良い部分と悪い部分があると思いま

す。新学期は、新入生が入ってきたこともあり、けがも多いと思いますし、春に運動会を

実施すると学校に慣れていない状態で練習が始まると思います。春と秋に分けて実施する

という基準があるのですか。 

教育指導課長） 

基本的に学校長の経営方針等を踏まえて、各学校で判断します。例えば、中学校ですと、

中学３年生は受験を控えているため、運動会という大きな行事が２学期に控えていると受

験勉強に影響を与えるのではないかと考える学校もあります。また、小学校では、学級づ
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くりの一環として運動会を位置づけたいという学校もありますし、ある程度時間が経って

学級がかたまった段階で秋の運動会につなげていきたいと考える学校もあります。そうい

った様々な考えのもと、春と秋に分かれています。 

千馬委員長） 

菅谷委員から、春はけがに気を付けなくてはいけないというご意見もありました。その

辺も何かの機会に発信していただければと思います。 

三田教育長） 

本区は土曜公開授業を実施し、授業時数を確保するようにしていますので、運動会のた

めにしっかり練習できます。運動会のねらいとどこまで盛り上げていくのかという共通理

解をもって指導していく必要があります。子どもの体力が低下しているという状況の中で、

運動会を今後どうやって位置づけて、子どもの体力アップや技能アップにつなげていくか

を、教育課程の編成とあわせて考えていかなければいけません。春は、けがが多いとのご

意見もありましたが、秋も熱中症等の問題があります。それぞれ注意喚起し、指導上の配

慮をするということを学校に伝える必要があると思います。 

教育指導課長） 

５月の下旬に運動会を予定している学校があります。ご指摘いただいたことを校長会等

で指導徹底いたします。 

渡邉委員） 

安全面の話もでましたが、最近、組み体操のピラミッドがどんどん高くなっていて、大

人が見ても大変そうだなと感じることがあります。これ以上は危険であるという基準はあ

るのですか。危険だと感じた場合は、教育指導課から学校に指導することはありますか。 

教育指導課長） 

何段以上は禁止という規定はありません。各学校で子どもたちの発達段階や体力の状況

等を踏まえて、日ごろの練習等を見ながら、無理のない段数を考えています。練習段階で

はマットをひいたり、必ず周りに教員が立つなどしております。それでも危険な競技です

ので、十分注意して取り組むように徹底していきたいと思います。 

三田教育長） 

とても素晴らしいなと感じる競技を実施している学校もあります。他の学校の運動会を

見に行くことも良いですが、運動会に向けての取組みを見学したりする場面を作っていく

必要があるのではないかと思います。子どもたちの体力の強化ということで、区の研究発

表も良い発表をしています。中学校は体育教員がいるので、運動会にも力をいれているこ

とが伝わりますが、小学校は微妙なところが多いように感じます。研究発表をもっと活用

する等の指導をしていただきたいと思います。 

教育指導課長） 

指導力の向上が一番の大きな課題だと感じています。各学校の意識の向上とあわせて啓

発していきたいと思います。 
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千馬委員長） 

とにかく安全はとても大切です。運動会のみならず、移動教室や林間学校も、計画の段

階がとても重要です。全体をきちんと見据えながら計画や練習に励むように、ご指導いた

だきたいと思います。教育委員としましても各学校の運動会を見に行きますので、よろし

くお願いいたします。 

（委員全員異議なし 報告事項第５号了承） 

（６）報告事項第６号 非常勤職員の任免 

＜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 報告事項第６号了承） 

（７）報告事項第７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 報告事項第７号了承） 

（８）報告事項第８号 必置主任の報告 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

主幹教諭・主任教諭の割り振りについて、何か質問はありますか。 

三田教育長） 

小学校の人数は少し危ないなと感じます。この報告を受け、校長先生は、今年一年間で

どの教員を主幹にさせるのかという経営戦略、学校全体を掌握しておく必要があると感じ

ます。教育指導課では、学校訪問を実施していますが、教員の指導はどうなっていますか

ということを確認したり、指導が足りないと感じた場合は課長から指導するということを

重点的に実施する必要があると思います。とりわけ、人材育成については、目的意識を持

って進めていく必要があると思います。退職された校長先生方には、教育センター等で教

員の育成のために力を発揮していただけるのが良いと感じています。校長先生の人心掌握

と教育に対する姿勢は、能代市との大きな違いだと思います。 

教員の指導技術も直接的には大切ですが、それをつくるのは校長先生です。学校には、

今年度の配置の実態を見せて、問題意識を持ってもらわないといけないと感じます。 

教育指導課長） 

私も、去年は中学校で校長をやっていました。教員に主任教諭や主幹教諭への昇進を勧

めることもありました。先生たちはとても一生懸命ですが、色々な教育課題が山積をして

いる中で、いまひとつ自信を持ち切れない方が多いと感じました。その自信を出させるた

めには、校長先生が教員のモチベーションを上げたり、校長先生が現職の主任教諭や主幹
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教諭のリーダーシップを支えていくということが非常に大切だと思っています。管理職が

実際に仕事をしているところを見せて、管理職の姿勢一つで学校が大きく変わったという

ことを先生たちに実感させることができれば、教員の意識も変わっていくと思います。教

員は皆、基本的には子どもたちのために頑張ろうという思いをもっていますので、学校を

変えていくという管理職の姿勢は非常に重要になります。これは、大きな課題だと感じて

いますので、重要視して取り組んでいきます。 

三田教育長） 

一緒に参画するという意識も重要だと思います。「これはお願いします」と、仕事を丸

投げするのではなく、一緒に学校を良くしていこうという参画意識が大切です。プラス思

考で良いところを評価して、頑張ってくれたから良くなったということをきちんと伝えた

り、同時に今後のための課題意識を持たせたり、時には同じ目線に立って考える姿勢を管

理職には持っていただきたいです。 

人は情で動くことが多くあります。教員は、専門性の高い仕事です。子どもの成長を喜

んだりする心情面は、法や規則と同様に重要です。教員の心情面を掌握して学校経営をす

る力を持つことが管理職には求められています。 

いじめ等の問題が世間を騒がせ、先生の行動が制限され、生徒指導に自信をなくしてい

くという現状があります。しかし、本区では、区長と連名でアピール文を出したり、４月

の伝達式で宣誓する等して、教育委員会としての姿勢を示し、明るい話題を提供すること

で学校を応援しています。先生が子どもたちを指導しやすい環境を作っていきますので、

学校での取組みは校長先生がしっかりと実施していくことが大切です。 

志を高く持って努力するような風土をつくっていかないといけません。管理職、主幹教

諭と主任教諭がリーダー役として大きな力を発揮していくために、教育指導課長と指導主

事には特に頑張っていただきたいと思います。教育委員会としても、学校を応援するよう

な姿勢で力になっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

千馬委員長） 

この件について、他に何かありますか。よろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項第８号了承） 

（９）報告事項第９号 主幹教諭の配置について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

論文での選考と校長推薦からの選考があるということですが、どちらも面接をするので

すか。 

教育指導課長） 

論文の場合には、本区で面接選考があります。校長推薦では特にありません。 

千馬委員長） 

そういう選考方法ということですが、いかがでしょうか。 
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説明にありましたように、小学校の主幹選考が若干少ないようです。主幹教諭の仕事を

理解していただけるように、教育指導課からも指導をしていただきたいと思います。 

では、この配置についてはよろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項第９号了承） 

（１０）報告事項第１０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 報告事項第１０号了承） 

（１１）報告事項第１１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 報告事項第１１号了承） 

（１２）報告事項第１２号 児童・生徒の食物アレルギー対応について 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

先日、調布市でアレルギー対応による事件がありました。この事例も含めて、何かご意

見やご質問はありますか。 

三田教育長） 

２番の（４）ですが、アナフィラキシー症状が発症してアドレナリン自己注射薬を注射

した場合も、回復できる期間は短時間です。ここに記載されている処置をしながら、同時

に救急車を呼び、病院で早急に対応できるようなシステムをつくっておかないといけませ

ん。それから、アドレナリン自己注射薬の指示が、医者と保護者と担任と保健の先生、校

長も含めて、関係者が共通理解をする必要があります。いざというときに、どの職員でも、

いつでも対応できるという体制をとる必要があります。この件は、校長会や議会でも話題

になりました。今一度、改めて教育委員会が周知していく必要があると感じました。 

学校運営課長） 

１月にガイドラインについて周知し、その後も校長連絡会等で緊急時の対応についてご

連絡しました。 

学校運営課で食物アレルギーについての対応について調査しました。具体的には、除去

食の表示の仕方等を含めた細かい調査です。調査の結果、ガイドラインやＤＶＤがない学

校があり、そのような学校にはきちんと手配しました。また、教育長のお話にもあったと

おり、ガイドラインやＤＶＤがどこにあるのかを共有するということと、必ず見るように

と周知しました。ＤＶＤには、注射の打ち方はもちろん、幼稚園の例では、給食は管理が

徹底されていてもおやつのときに食べてしまうといった可能性等、気を付けなければいけ
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ない点を非常に細かく示しています。 

また、ＤＶＤ等を見ただけで、知識があっても実際に体験してみないとわからないこと

はあると思います。文部科学省や東京都教育委員会で、そういった対応に関する研修を予

定しています。アドレナリン自己注射薬を所持の児童・生徒がいる学校の方や未受講の方

から優先的に受講していただこうと考えています。 

小林委員） 

危機管理やリスク管理の面から、予防という観点と、実際に起こってしまったときの対

応とそれぞれ考えなくてはいけません。予防という観点では、何をポイントに実践してい

くのか、もし起こってしまった場合は、体制がつくられており、迅速に対応できるのかと

いうことが重要です。資料の２では、対応方針とありますが、予防と対応が混同している

と感じます。原則は、予防です。実際起こってしまったときに、最悪の事態にならないよ

うにするという体制づくりとは分けて考えて、明確に分類したほうが良いと思います。 

学校運営課長） 

ご指摘のとおりだと感じました。予防の段階では何をすべきか、実際に起きた場合には

どのように対応すべきかを分けて考えていきたいと思います。 

他の自治体での対応事例にもありますが、情報が共有されていなかったとことが要因で

あるという報告書が出ています。担任が除去食の献立の情報を持っていて、保護者も自作

の献立の情報を持っていて、それが一致していなかったという事例があります。担任は、

自分の持っている情報を確認しなかったということも報告書に載っています。保護者と学

校側がしっかりとコミュニケーションをとって、除去食についての情報を共有することが

大切で、おかわりについても除去食の確認をする必要があります。その点も含め、細かな

予防を心がけ、予防と対応をきちんと整理して、学校に伝えていきたいと思います。 

三田教育長） 

ケース１の事例のように、保護者から症状が重い児童なのにお弁当ではなく除去食で対

応してほしいと要望があったことがあります。この場合は、事前に除去食には限界がある

ことを説明して納得していただかなければいけません。主治医にも学校の給食の実情を説

明して、お弁当のほうが望ましい場合があると保護者には納得していただかなければいけ

ない場合があります。また、予防の点から、子どもたちは与えられたものは何でも食べて

良いという習慣をつけるのではなく、自分の食のことを考えることができるような指導も

必要だと思います。 

学校運営課長） 

ケース１の場合ですが、小麦のアレルゲンを持っておりました。小麦は、醤油も口にす

ることができないため、非常に扱いが難しい食物です。保護者の方も、お弁当ではなく、

他の子と一緒の食事をさせてあげたいという気持ちがあったと思います。一人だけ給食で

ないことが原因でいじめが起こる等の不安もあったのかもしれません。もしそういった不

安を保護者の方が抱いている場合は、校長先生も具体的な対応策を考えています。子ども
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の成長に伴い、アレルギーも治ることがそうです。アレルギーの段階に応じて少しずつ給

食に移行しましょうと説明すれば、６年間お弁当は難しいという保護者の気持ちも和らぎ、

お弁当作りに前向きになっていただけたということもありました。 

千馬委員長） 

菅谷委員、医学の視点から何かありますか。 

菅谷委員） 

専門が小児科ではありませんので、そこまで詳しくないのですが、確かに、アナフィラ

キシーは、年齢を重ねるに従って、ショックを起こす度合いが低くなることが一般的です。 

除去食は、学校全体の給食を作っているのと同じ場所で作っているのですか。 

学校運営課長） 

学校の献立が１カ月前くらいに決まります。同時に食物も決まります。その中にアレル

ゲン、例えばたまごを使った料理があったとします。すると、たまごを使っている料理か

らたまごを除いて、その料理をつくるというのが基本的な考え方です。たまごが入ってい

るチャーハンであれば、たまご以外の食材を使ってチャーハンを作るのが除去食です。 

千馬委員長） 

個別調理で対応しているのですね。 

学校運営課長） 

そうです。豊島区の場合は、各学校に栄養士がいて、各学校で調理しています。栄養士

と保護者と校長先生が相談して、除去食を確認しています。給食には、その子ども用だと

わかるプレートを立てたり、ラップの上に名前を表示したり、学校によって差異はありま

すけが、間違えないように区別して教室に運んでいます。 

菅谷委員） 

費用がかかってしまうと思いますが、お弁当をつくる会社があると思います。除去食を

そういった業者に委託することは考えていないのですか。 

学校運営課長） 

豊島区の場合、各校独自の給食、特色のある給食が大変好評をいただいています。学校

単位で力を入れているため、業者等に委託するということは考えていません。 

菅谷委員） 

給食で対応できる範囲ならよいのですが、除去する内容が多いと学校での対応が難しい

ということでしたので、そういった場合にだけ業者にお願いするというのは難しいですか。 

学校運営課長） 

勉強不足で申し訳ないのですが、アレルギー対応ができる業者もいると思いますが、１

０種類近いアレルゲンがある場合の対応食の味や献立がどのようになるのかは把握してお

りません。申し訳ありません。 

ですが、豊島区の場合は、ご家庭で栄養等もしっかりと考えてお弁当を作って、持って

きていただいています。お弁当の場合もそのまま食べるのではなく、他の子どもたちが使
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っている器に乗せて、みんなと同じような状況で食べる等して、配慮をしています。お弁

当を作ることに不安を持つ保護者がいた場合は、対応方法などを具体的に説明しておりま

す。給食の時間は、食育にも関係しております。できれば同じものを食べていただきたい

という思いもあり、除去食を実施していますが、危険も伴いますので、あまりに品数が多

い場合は安全のためにお弁当でいくということでご理解していただいています。 

千馬委員長） 

アレルギー対応については、予防と緊急時の対応に分けて取り組んでいくということで

よろしくお願いします。 

では、この件はよろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 報告事項第１２号了承） 

（１３）その他 

（午後５時００分 閉会） 

 


