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千馬委員長） 

ただいまから、第６回教育委員会定例会を開催いたします。本日の署名委員は、渡邉委

員と菅谷委員です。よろしくお願いします。本日の議事進行ですが、人事案件から先に始

めたいと考えております。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

人事案件の中でも、まず、第３３号議案から始めます。こちらは、小林麻理教育委員か

ら辞職願が提出されていることから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１０条

の規定に基づき、教育委員会として同意するかどうかをお諮りするものです。 

 なお、同法の第１３条第５項の規定により、小林教育委員は、自己に関する事件である

ため、議事に参与いただくことができないとありますが、同項ただし書きの規定により、

皆様の同意をいただければ会議に出席していただき、ご発言いただくことができます。委

員長としまして小林委員に同席していただき、経緯等についてご説明いただきたいと考え

ますが、教育委員の先生方はいかがでしょうか。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

それでは、小林教育委員には同席していただき、議事に入りたいと思います。 

（１）第３３号議案 「小林麻理教育委員の辞職願」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３３号議案了承） 

（２）第３２号議案 幼稚園教育職員の退職について 

＜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３２号議案了承） 

（３）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） 

（４）第２９号議案 教育に関する事務の点検・評価の実施及び委員の委嘱について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 点検・評価についての趣旨や今年度の実施について説明がありました。以上を踏まえま
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して、ご質問はございますか。 

小林委員） 

 実施の時期について質問です。９月初旬にまとめとありますが、その後、議会報告等が

あると思います。そのフォローアップはあるのですか。委嘱期間が３月３１日までとなっ

ていますので、その後も何かあるのかなと思いました。 

教育総務課長） 

 ９月初旬に報告書をまとめます。その後、教育委員会にも議会にも報告し、委員の皆様

には、そういった場で受けた指摘等に対してどのような対策を行ったかということを１０

月以降にも連絡をとって進めていきたいと考えております。委員会としてお集まりいただ

くのは、９月初旬の第５回までと予定しております。 

小林委員） 

 教育委員会や議会での意見を外部委員の先生方にフィードバックして、また何かご意見

をいただくということもあるのですか。 

教育総務課長） 

 前年も教育委員会等でいただいたご意見を報告書に反映させ、外部評価委員のからもう

一度ご意見をいただきました。今年度もそのように進めたいと考えております。 

千馬委員長） 

 １ページにホームページ等に掲載するということも書いてありますが、それを見て区民

の方からご意見や問い合わせはありましたか。 

教育総務課長） 

 私が記憶している限りでは特にありません。 

千馬委員長） 

 委員の皆様、他に何かありますか。 

 それでは、人選と委員会の進め方について、ご承認いただけますか。 

（委員全員異議なし 第２９号議案了承） 

（５）第３０号議案 豊島区文化財保護審議会委員（第１４期）の委嘱について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 委嘱期間が平成２５年６月１７日から平成２７年６月１６日まで、６名の方を継続する

ということでご提案がございました。委員の先生方、ご質問はありますか。 

 継続ということですが、この任期が終わっても、もう一度継続することはできるのです

か。その辺りにきまりはあるのですか。 

教育総務課長） 

 こちらから依頼をして、ご本人も了承してくださる場合は、継続もあり得ると思います。

ですが、依頼をするときには健康上の問題等も考慮しますので、平成２７年度の状況を見

て決定いたします。 
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千馬委員長） 

 わかりました。 

 外に何かありますか。 

小林委員） 

 委員の方の専門分野が記載されていますが、ここに記載されている専門分野の種類で文

化財保護のための専門分野を全部カバーすることができると考えてよろしいのですか。 

教育総務課長） 

 私も文化財保護審議会に出席したことがありますが、どの案件に対してもそれぞれの専

門分野から的確なご指摘をいただいていると感じております。 

三田教育長） 

 文化財保護審議委員を構成するための分野については、文化財係長からご説明いただき

たいと思います。どうしてこのような分野の構成になっているのでしょうか。 

教育総務課文化財係長）  

まず、日本近現代史の先生についてです。文化財は古いものを保護するという考えが中

心になってきますが、今あるものを後世に残すという視点も重要です。日本近現代史の範

疇から後世に文化財として残していくべきものに関して、ご意見をいただきたいというこ

とでこの方に委嘱しております。 

 日本考古学の先生については、文化財保護の大きな要素の一つである埋蔵文化財につい

て貴重なご意見をいただいております。発掘調査に関すること等です。 

 日本近世史につきましては、豊島区につきましては、近世資料は非常に限られたものし

かないんですが、それにつきまして、大石先生は非常に幅広いＮＨＫの大河ドラマの時代

考証等でご活躍なさっていたので、非常に近世史全般についてご見識があられるというこ

とで、そういった広域的な目から、豊島区の近世史料についてご賢察いただくという趣旨

でお願いしてございます。 

 また、近年、豊島区では、歴史的建造物の指定登録物件が増えております。最近では、

旧鈴木家住宅という近代建築を文化財に指定しました。歴史的建造物として、将来、区の

文化財として後世に残していきたいと考えているものがまだ数件ございます。そのために

も近代建築史の先生の見識が必要だと考えております。 

 仏像彫刻の先生については、豊島区の有形文化財である１５０件弱の仏像の中から文化

財として指定したいと考えているものが数件ございます。そういったときにご意見をいた

だきたいと考えております。 

 最後に民俗学の先生についてです。豊島区では、無形文化財や無形民俗文化財は非常に

件数が少ないので、この先生にご意見をいただき、後世に残すべき文化財を見極めていき

たいと考えております。以上です。 

千馬委員長） 

 審議会委員の専門分野についてご説明をいただきましたが、文化財保護条例の第２４条
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には１０名以内という規定がございます。現在は６名ですが、他にご意見をいただきたい

専門分野もなく、十分であるというお考えですか。 

教育総務課文化財係長） 

 現在は、６名で問題はありません。今後、指定や登録の件数が増え、一度に多くの調査

案件がでてきた場合は人数を増やすということも考えております。 

菅谷委員） 

豊島区には様々な種類の文化財があります。教育委員会で資料を見せていただいて、本

当にたくさんあるなと実感したのですが、区民の方はどのぐらいご存じなのでしょうか。 

また、学校の現場で地元の文化財を教えていくと、将来的にも保護して守っていかなけ

ればいけないという意識が育っていくと思います。学校で豊島区の文化財についても授業

等で教えているのでしょうか。 

教育指導課長） 

 小学校や中学校では、難しい考古学のことまでは指導しておりません。ですが、社会科

の副読本である「はばたけ豊島」の中で文化財についても記述があります。発達段階に応

じて紹介しています。 

教育総務部長） 

 豊島区の文化財は、区の指定のものはもちろん、都や国指定のものもあります。それぞ

れ有形文化財や無形文化財と分かれておりますが、例えば、宣教師館は都指定であり、明

日館は国指定の文化財です。そういった施設は、社会科の校外学習等で活用しております。

また、本区には郷土資料館もございます。これらを活用するとともに、学芸員等の協力を

得ながら、今後も文化財の学習の充実を図ってまいりたいと考えております。 

小林委員） 

 とても重要だと思います。イギリスの会計検査院では、博物館や歴史的な遺物の有効性

は、小学校や中学校での学習にどのぐらい使われて、それが有益になっているかというこ

とを検査します。有効性の判断理由となります。豊島区でも単純に保存されて収蔵や展示

されているだけでなく、実際にそれが教育にどのぐらい役立っているかが重要だと思いま

す。豊島区の歴史、中山道の話になると日本の歴史にもつながります。そういった歴史の

学習にどのぐらい役に立っているか、そこに有機的なつながりがないといけないと思いま

す。教育上役立つものはもっと活用していただきたいと思います。 

教育総務部長） 

 郷土資料館は、西部複合施設の中に新たに再構築されより利用しやすくなります。また、

新庁舎には展示スペースも増えて文化財を展示することもできますし、屋上の森を環境教

育で使うという計画もあります。施設を有効に活用する仕組みを作っていきたいと考えて

おります。 

千馬委員長） 

 委嘱委員の中には東京学芸大学教育学部の教授もおられますので、教育との関わりとい
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う視点でもご意見がいただけると良いと思います。 

 それでは、豊島区文化財保護審議会委員の委嘱について、ご承認いただけるということ

でよろしいですか。 

（委員全員異議なし 第３０号議案了承） 

（６）第３１号議案 豊島区文化財の登録について＜諮問＞ 

＜教育総務課長・学芸員 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 染井遺跡と学習院大学周辺の遺跡について説明がありました。この件について、ご質問

はございますか。 

三田教育長） 

 磨製石器や縄文時代の遺跡が出土したということで、豊島区は歴史的なまちだと感じま

す。江戸時代のもので比較的新しいものが多いのですが、今回の遺跡は豊島区のルーツを

探る上で非常に興味深いことですし、歴史的な解明をするとともに、大事な遺跡はきちん

と保存していきたいと思います。この事実を区民に知らせていく必要があると思いますの

で、出土したということを報告するだけでなく、きちんと活用していきたいと思います。 

千馬委員長） 

私は高南小学校に勤めていたのですが、神田川の斜面の下あたりに高南小学校がありま

す。この斜面から色々な土器が出るかもと話していたのですが、実際に貴重な土器が出た

ということで近隣の学校に伝えれば、喜ぶと思いますし、興味がわくと思います。 

 では、この件については、他によろしいですか。 

（委員全員異議なし 第３１号議案了承） 

（７）報告事項第２号 通学路の緊急合同点検における対策状況（平成２５年３月３１日

時点） 

＜学校運営課長 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。 

菅谷委員） 

 具体的な対策についてご説明いただきたいです。 

学校運営課長） 

 自転車のスピードを落としてくださいという注意喚起の看板の設置が主です。それから、

カーブミラーの設置や信号機や横断歩道の設置要請、劣化している路面の標識の修正等で

す。 

菅谷委員） 

 スクールゾーンについては、何か対策しましたか。 

学校運営課長） 

 スクールゾーンの指定の時間帯に、Ａ型バリケードの出し入れを行いたい地区がありま
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す。そういう地区については、地域やＰＴＡの協力で進めていくといった検討をしており

ます。豊島区では、実際にそういったバリケードを出し入れして対策している地区も多く、

今後も積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

小林委員） 

 ３月３１日時点の未定箇所はどうなるのですか。 

学校運営課長） 

まず、池袋第三小学校については、道路に面しているところにガードパイプがないので、

子どもが飛び出す危険性があるというご指摘がありました。ですが、そのガードパイプを

付けると、近くの民家から車の出し入れがしづらくなることが予想されます。具体的、物

理的な解決策が難しく、子どもへの指導を徹底するという考えも含め、今後も検討してい

きたいと考えております。池袋小学校については、信号機がないということが指摘されて

いる箇所があります。これも地域との関係がありまして、警察で検討中となっています。

あと、千早小学校は、城西通りという非常に交通量が多い通りがありまして、信号機の設

置や通学案内員の増員を検討していきたいと思っています。 

これらの箇所は、現段階では具体的な対策が未定ですが、対策を検討中のものでござい

ます。 

渡邉委員） 

 これは緊急の合同点検ということで行われたということですが、今後は定期的に実施す

ることも検討しているのですか。 

学校運営課長） 

 区としましては、未定箇所は文部科学省が実施している危険箇所についてのアドバイザ

ー派遣という事業を活用し対策を考えていきたいと考えています。また、昨年度に実施し

た箇所も大きく交通環境が変わっているような場所があります。警察や道路管理者にお声

かけをして改善状況の確認なども実施していきたいと考えています。 

渡邉委員） 

 保護者が危ないと感じた場所を警察に連絡しても早急に対応された事例は少ないと思い

ます。組織が協力しあって対応していくことが改善する近道だと思いますし、町会の方も

身近な環境が改善される姿を見ると、教育委員会の仕事にも興味を持ってくれると思いま

す。大変有効だと思いますので、今後も関係組織で協力して継続していただきたいと思い

ます。 

教育総務部長） 

 今回の合同点検で対策を講じた結果、どのような効果があったかを確認していきたいと

考えています。先程、課長が申し上げたように、カーブミラー等を整備して具体的な対策

がとれた箇所もありますが、地域の方の生活環境の関係でそのような対策をとることが出

来なかった箇所があります。子どもたちの生活指導を徹底するという対策をとった箇所も

含めて効果を検証したいと考えております。 
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 警察署でも道路の安全に関する所管課が細かく分かれており、３年くらいでそれぞれの

所管課が点検に参加するような計画を検討しています。今後も継続して取り組んでいきた

いと考えております。 

渡邉委員） 

 この点検を実施したこと、何らかの対策をとった箇所については、各学校に報告してい

るのですか。 

学校運営課長） 

 お知らせしています。 

渡邉委員） 

 ご報告していただいているということで安心しました。参加する方のモチベーションに

も関わってくると思いますので、結果はもちろん、学校からの喜びの声も報告していただ

きたいと思います。 

学校運営課長） 

区のホームページにも各地域の状況を掲載しております。 

千馬委員長） 

 それでは、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） 

（８）報告事項第３号 平成２４年度卒業式及び平成２５年度入学式の実施状況について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 この件について、ご質問等はありますか。 

菅谷委員） 

 この調査は何故はじまったのですか。何か問題があって調査するようになったのでしょ

うか。 

教育指導課長） 

 入学式と卒業式では国旗を掲揚して国歌を斉唱することと、学習指導要領に位置付けら

れています。かなり前になるのですが、それがされていない学校があることが分かり、東

京都の指導主事等が、各学校を訪問し、国旗が掲揚されているか、教員が起立をして斉唱

しているかを確認するということもありました。この件については、何度も裁判が行われ

ています。平成２４年１月１６日の最高裁の判決では、国歌斉唱時の起立斉唱を求める校

長の職務命令が合憲であると示されていますし、教員にもその認識が深まっておりますの

で、最近では、指導主事が全校を回って現認をするという厳しい状況ではなくなってきて

おります。 

 ですが、その一方で、この資料にもあるように数校ではありますけれども、学習指導要

領の規定に沿って、入学式や卒業式が行われていないところもあります。現在では、各学

校が書類で報告するという調査方法ですが、式の予行練習や準備等の中で教職員の不穏な
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動きが確認された場合には、都の職員が確認をするという状況です。 

三田教育長） 

 私が入都した昭和４７年以降のことを思い起こすと、卒業式や入学式になると職員会議

等で国家斉唱等について議論し、反対と賛成で対立するようなことがありました。今は、

裁判の結果や行政の努力もあり、国歌を斉唱しない学校は少なくなっています。イデオロ

ギーからくる歴史認識の違いで反対意見がでてくると思いますが、公立学校の教師は公務

として、法や学習指導要領に規制されていることを実行しなければいけないと思いますし、

国民としての自覚や伝統文化をきちんと守っていく必要があると思います。国民として当

り前のことだと思いますので、若手の先生もベテランの先生もきちんと自覚していただき、

本区はこの状況を維持していきたいと思います。 

千馬委員長） 

 他に何もなければ、終了したいと思います。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（９）その他 

（午後４時００分 閉会） 

 

 


