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千馬委員長） 

 ただいまから、第６回教育委員会臨時会を開会いたします。 

 署名委員は、渡邉委員、小林委員です。傍聴の方がおりますので、先に人事案件から進

めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

（委員全員了承） 

（１）第２６号議案 豊島区立幼稚園教育職員の分限処分について（継続） 

＜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２６号議案了承） 

千馬委員長） 

 それでは、全員がこの案でということを了承いたしましたので、よろしくお願いしたい

と思います。 

（２）第２８号議案 臨時職員の任免 

＜教育センター長 資料説明＞ 

人事案件のため非公開 

（委員全員異議なし 第２８号議案了承） 

（３）報告事項第２号 校長の職務代理について 

＜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） 

（４）第２７号議案 豊島区民生委員推薦会委員の推薦について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 この件について、委員の先生、ご質問はございますか。 

三田教育長） 

 補足いたします。民生委員は各町会に数名いらっしゃいます。民生委員の方々には、放

課後の生活や家庭において課題のある児童・生徒への対応をしていただいています。相談

や指導に当たっていただいているということから民生委員推薦委員会のメンバーには、教

育委員が含まれております。２名の教育委員さんにお願いするということで、委員長と委

員長職務代理者がよいと思いますが、いかがでしょうか。 

千馬委員長） 

 私も昨年、委員長職務代理ということで委員として会議に出席しております。委員長職

務代理者の渡邉委員ということでよいかと思います。渡邉委員はいかがですか。 
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渡邉委員） 

 務めさせていただきたいと思います。 

千馬委員長） 

 それでは、私と渡邉委員で民生委員推薦委員会に参加させていただくということで、よ

ろしいですか。 

（委員全員異議なし 第２７号議案了承） 

（５）報告事項第１号 平成２５年度新入学児童生徒数増減一覧表 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 委員の先生方、何かご質問はございますか。 

三田教育長） 

まず、特別支援学級を希望する児童の数が経年で増えているのかどうかを教えていただ

きたいです。 

それから、隣接校選択制を希望する小・中学生の変化等の特徴をこのデータから読み取

って、見える化していくことが必要だと思います。このデータは、教育ビジョン２０１０

の改訂の際には、非常に重要になると思いますので、学校運営課でしっかりと分析をして

いただいきたいです。 

学校運営課長） 

特別支援学級は昨年と比べて増加しておりますし、隣接校選択制を希望する方につきま

しても、同じく増加しております。また、その他についてですが、国立や都立の学校への

就学者は例年並みです。他区就学につきましては、昨年が３２名で今年は３８名というこ

とで少し増加しています。指定校変更については、昨年が８８名で今年は８７名で例年並

みです。 

家庭の事情や個々の事情もあると思いますので、傾向と呼べるデータを抽出するのは難

しいと思いますが、過去のものと比較し、分析していきたいと思います。 

菅谷委員） 

 私立学校は増加傾向にあるかわかりますか。私立の新しい学校が増えると区立学校の入

学者にも影響がでると感じます。 

学校運営課長） 

 私立学校の数は把握できておりませんが、小学校で卒業生の約２７％が私立中学校に進

学しており、平成２１年度から過去３年間では微増傾向ですが、ほとんど変化しておりま

せん。 

三田教育長） 

 重要なのは、区民の目線から自分の子どもをこの学校に預けたいと思うかどうかです。

例えば、区立小学校を卒業し、私立へ進学しようと思っていたが豊島区の中学校の取組み

は良いから区立中学校に変更したと言っていただけるよう、私たちは取り組んでいかなく
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てはいけません。そういう子どもたちはいたのか、増加傾向なのか等のデータと関連させ

ていただけると非常にわかりやすいです。教育指導課からもデータの提供も受け、教職員

の課題や若手職員の数等とも関連させて考察されるとさらに良いと思います。各課で協力

し、分析していただきたいと思います。 

小林委員） 

 教育長のご意見に賛成です。数字を見るときは、どうして増加したのか、その原因は何

なのかという分析が必要です。例えば、減少傾向にある部分は、やむを得ない事情以外の

ものを明確にして、それを除いた数で分析していただくとよいと思います。 

 あと、特別支援学級で、減少要因が１６名で増加要因も１６名ですが、これはどういう

ことですか。 

学校運営課長） 

西巣鴨小学校区は全部で小学校が５校あり、児童が西巣鴨小学校の特別支援学級に通う

場合、西巣鴨小学校の特別支援学級に他校の特別支援を要する児童が通うということです。

他校の減少要因ですが、西巣鴨小学校の増加要因となり、子どもの数は同じ数になります。

同じ理由で、指定校変更と隣接校選択制についてもそれぞれ同じ数になります。 

小林委員） 

わかりました。 

あと、外国人の数は増加傾向ですか。 

学校運営課長） 

 外国人につきましては、昨年は小・中学校の合計が４４名で、今年は４９名ですので、

少し増えております。この場合の外国人は、通常はアメリカン・スクール等に通うような

方が区立の小学校を希望した場合を表しています。 

千馬委員長） 

 この生徒増減一覧表に関わる分析を今後はさらに濃くしていただきたいということと、

教職員の課題等についても教えていただきたいというご意見がありました。来年度に向け

て分析をしていただくということで、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）報告事項第３号 都内公立学校における体罰の実態把握について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 体罰の実態調査の最終報告、東京都の人事部や豊島区教育委員会の対応等についてもご

説明いただきました。この件について、委員の先生方で何かご質問はございますか。 

菅谷委員） 

 これは公立学校のデータですが、体罰の問題はスポーツの強い私立学校の方が多いので

はないかと感じます。私立のデータも把握されていますか。 

教育指導課長） 
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 私立学校の場合、東京都の教育委員会ではなく、東京都知事部局の管轄になっておりま

すので、私立学校についてのデータはありません。 

菅谷委員） 

 先程、進学先の話もありましたが、体罰の問題があるかないかというのも進学先を選択

するときには重要な情報となります。私立と公立を分けているため情報が入ってこないの

は、区の問題というわけではないと思いますが、公立学校にも提供すべき情報だと思いま

す。 

三田教育長） 

 年度途中で私立学校から転入してくる方もおりますし、私立と公立は関係性があります。

私立と公立で協働してできること、例えば、東京駅伝にも豊島区代表として一緒に参加し

ていますし、協働を推進していきたいと考えております。私立の校長先生とも情報交換す

る場はありますので、積極的に情報交換していきたいと思います。 

千馬委員長） 

本教育委員会でも何度か議論して、この調査は重要ですので協力的な対応をしてきまし

た。マスコミ等で体罰の問題が取り上げられ、東京都では今回の緊急調査をすることにな

りましたが、これは今年度限りの調査なのでしょうか。今後も継続していくのですか。 

教育指導課長） 

 その点について東京都からの説明はありませんでしたが、本区としましては、経年でし

っかりと把握していく必要があると考えています。 

千馬委員長） 

東京都から、今後についてのお知らせがありましたら随時ご報告ください。 

渡邉委員、この件はいかがでしょうか。 

渡邉委員） 

 授業中より部活動中に起こったというケースが多いという印象を受けましたし、想像し

ていたよりもとても多かったので根深い問題だと感じました。実際に保護者や地域のスポ

ーツ関係の指導者の方ともお話する機会があるのですが、運動する際の指導としてある程

度の体罰は仕方ないという意見も聞くことがありますし、先生だけでなく周りも考えを改

めなければいけないと思います。これは、地域の方が集まる場で、何度もお話して体罰は

容認してはいけないという考えを伝えていかなければいけません。 

 部活動について確認したいのですが、中学校の場合、部活動は教育課程の中で位置付け

られているのですか。また、教員がボランティアで指導しているのか、教員が職務として

指導しているのか、外部の指導者に指導をお願いしている場合は、その指導員の立場はど

のように位置づけられているのか等を明確にした方が良いと思います。 

教育指導課長） 

 教育課程、つまり、年間１，０５０時間の授業の中には位置付けておりません。ですが、

学習指導要領の中では、教育課程の中での学習等と関連づけながら実施することが子ども
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たちにとって大変有効であるという記述があります。部活動は、勤務時間外である放課後

や休日に練習や試合がありますが、学校の施設を使い、子どもたちに接し、教育活動を行

っていますので、職務の一つであると考えております。校長先生の学校経営方針に基づい

て、子どもたちの教育活動の一環であると位置付けることができると思います。 

渡邉委員） 

そういう意識の方が多いとは思いますが、いま一度、教員や保護者に対してもその趣旨

をご理解いただいた方が良いと思います。 

教育指導課長） 

 部活動は、子どもたちの体力向上はもちろん、中学生の場合には、大切な思い出ができ

たり、人間関係を育むという点でも大変効果があります。また、教員にとっても、子ども

たちと一緒に部活動で過ごす時間は、信頼関係を深めることにつながるものです。日ごろ

の教育活動を円滑に進めるという視点でも、教員にとっても大事なものであると思います。

部活動の指導をやってあげているとか、もっと言えば、やってあげているから自分の指示

に従って当然だとか、そのような誤解をしないようにしっかり指導していきたいと思いま

す。 

 また、教員にも言えることですが、保護者の中にも部活動で厳しい指導を受けてきた方

がおりますし、一生懸命頑張っている子どもを勝たせたいと熱くなってしまう方もいると

思います。ですが、子どもたちの心を傷付けるような指導があってはいけない、子どもた

ちを伸ばすための指導は何かと考えたときには、体罰はいけないという結論に達するかと

思います。教職員だけではなく、地域の方や保護者にも教育委員会の考えを発信していき

たいと考えております。 

千馬委員長） 

 小林委員はいかがですか。 

小林委員） 

様々の要因で体罰が起こってしまっているので、データをどのように活用するのかを考

えました。３ページ目の体罰の内容の（１）のところで、例えば、小学校では教職員によ

る体罰が多く、しかもその全てが（３）で授業中の教育活動であるとされています。

（４）では、その多くが教室で発生しているという情報が読み取ることができます。４ペ

ージでは叩くとか殴る等の体罰の種類、５ページでは、体罰に対する認識ということで感

情的になったとか、言葉で繰り返し言っても伝えられなかったとか、とても細かく載って

います。ヒヤリ・ハットのように、どういうときに教員は何に気を付けるべきなのか、児

童・生徒がこんな行動をしたときにはどのように対応するべきかを、マニュアルのように

作っていくと良いと思いました。このデータが意味しているものをもう少し発展させて情

報提供していけば、非常に発展的な問題解決ができると思います。 

統括指導主事） 

貴重なご意見をありがとうございます。毎年お配りしている人権教育プログラムの中で
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も、小林委員がおっしゃったような視点で書かれている部分があります。体罰はどのよう

なことが原因で発生し、教員はどういう視点で指導の見直しをしなくてはいけないのかが

掲載されています。豊島区教育委員会でも、豊島教員ミニマムを示し、教員はそれに基づ

いた指導をしなければいけないということで各学校長からも指導しております。その結果、

今回の調査ではゼロ件という結果でした。 

人権教育プログラムには、次のとおり書いてあります。読み上げます。 

「時には、幼児・児童・生徒の望ましくないと思われる行動が、場面、状況、相手等に

おいて生じることがある。その原因として、幼児・児童・生徒と教職員の触れ合いの場や

話し合う機会の不足、教師の話がわからないなどの情報の理解不足、考えを思うようにま

とめられないことなどの情報の整理や判断する経験の不足などから、適切な行動がとれな

いなどが考えられる。 

信頼関係に基づく指導を行うに当たっては、幼児・児童・生徒の行動に至った背景や原

因について十分に把握することが必要である。その上で、幼児・児童・生徒の自発的な表

現を受けとめ、自らが考え判断し、望ましい行動ができるように指導していくことが大切

である。」 

以上です。信頼関係に基づく指導は、豊島区教育委員会が教員に求めている授業の姿で

す。今後も人権教育プログラムや豊島教員ミニマムに基づいた指導を推進していきたいと

思います。 

それから、問題を解決するための視点も５つ記載されております。 

「日ごろから幼児・児童・生徒と触れ合う機会や話し合う機会を十分にとるようにする。

幼児・児童・生徒の考えを共感的に受け止める。幼児・児童・生徒の能力、特性に応じた

説明をする。指示したことについて、幼児・児童・生徒が納得しているかを確認する。教

職員が常に人権感覚を高め、人権教育の自己研さんに努める。」 

以上、５つです。これらも教員にとってはとても大切ですし、教員としてやらなければ

いけないことだと考えております。 

三田教育長） 

 豊島区でもいじめや体罰の防止についての取り組みは、統括指導主事が読み上げた人権

教育プログラムを基盤にして構築されています。現在、全ての学校を訪問していますが、

教育委員会の方針である「豊島教員ミニマム」や「豊島の子七か条」が目につくところに

貼られていないのが現状です。各学校の意識を改革していく必要があると感じます。 

 また、教員は子どもたちに物事をわかりやすく伝えることができる人物でなくてはいけ

ないと思います。報告書の５ページには、感情的になってしまったという理由で体罰をし

たケースがあるとあります。子どもが間違ったことをしたときは、指導しなくていけませ

んが、感情的になってしまっては子どもにはその意図や思いが伝わりません。言葉で繰り

返し言っても伝えられなかったためという理由もありますが、教え諭すプロだから教諭と

呼ばれているのです。指導する者は、プロ意識を持って行動していただきたいと感じます。 
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 他区では、この報告書に載っているような教員がいて、これだけの体罰の事例が挙がっ

ています。今回はゼロ件でしたが、教員異動もありますし、新規採用者もおりますので、

今後起きてしまう可能性はあるのです。そういう意識を各学校にも持っていただきたいで

す。校長会等で学校へ情報発信するときには、小林委員からご指摘があったように、さら

に発展させた情報を発信していただきたいと思います。特に中学校の先生は、部活動等で

休日の出勤もあり大変ですので、わかりやすく情報提供してください。 

それから、今回緊急調査をしましたが、以前から体罰に関する調査は定期的に実施され

ていたのにも関わらず、これだけの件数がでてきたのは、学校や教育委員会が問題を意識

したからということと、従来の調査より細かく調査したからだということが言えると思い

ます。この教訓を生かし、継続していかなくてはいけないと受け止めております。 

千馬委員長） 

 私も３点、感じたことがあります。 

まず１点目ですが、先程、教育指導課長にも今後この調査について質問させていただき

ましたが、今回の調査は緊急だったということもあって、特に小学校の調査内容には課題

があったと思います。この調査を発展させて、継続していただきたいと思います。 

２点目は、学校教育法第１１条で体罰は禁止されており、懲戒と体罰は違うということ

を学校現場に徹底的に指導していく必要があるのではないかと思います。もちろん、教員

である以上、そういった法律があるということはわかっていると思いますが、認識の甘い

部分があるのではないかと感じますので、徹底していただきたいと思います。 

最後に、豊島区では体罰・いじめ防止に関する研修をしているということで、これも調

査と同じく、継続して進めていただきたいと思います。 

最終報告ということで、調査は終わりましたが、これからがスタートです。教育委員に

も協力できることがあれば全面的に協力していきたいと思います。 

では、委員の皆様、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） 

（７）その他 

（午後３時４５分 閉会） 


