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千馬委員長） 

 ただいまから第８回教育委員会定例会を開催いたします。よろしくお願いいたします。

本日の署名委員は、渡邉委員と菅谷委員です。今日は順番どおりに進めたいと思います。 

（１）第３７号議案 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 第３７号議案了承） 

（２）第３８号議案 臨時職員の任免 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

人事案件のため非公開 

（委員全員異議なし 第３８号議案了承） 

（３）第３９号議案 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 第３９号議案了承） 

（４）第４０号議案 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 第４０号議案了承） 

（５）報告事項第１号 平成２５年度教育委員会後援名義使用の承認状況（第一四半期） 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 ２５年度の教育委員会後援名義の承認状況の第一四半期分についての説明をいただきま

したが、委員の先生方、何かご質問ございますか。 

三田教育長） 

 後援名義は教育委員会が後援するもの及び共催する場合がありますが、教育委員会の事

務的な委嘱を受けて私のほうで 終決裁をしたものです。四半期ずつ教育委員会に報告し

ており、今回は問題になるようなケースは特になかったと把握しております。 

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 報告事項承認） 

（６）報告事項第２号 臨時職員の任免 
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＜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） 

（７）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 報告事項了承） 

（８）報告事項第４号 学校におけるアレルギー疾患対策について 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 以前よりも具体的なマニュアルを示したということですが、ご意見等でも結構ですので

お願いいたします。 

菅谷委員） 

 食物アレルギーが主になっていると思いますが、対象の児童・生徒にそれぞれ何の薬が

いるのかということは、各学校で事前に把握していますよね。実際、豊島区の対象者は何

名ですか。 

学校運営課長） 

 直近の調査によりますと、エピペンを携帯している人数は、小学校が２０名で中学校が

１名です。 

菅谷委員） 

 小学校は１校に１名というくらいですか。 

学校運営課長） 

 小学校ですが、１校で５名の対象者がいる学校が１校、１校で４名の対象者がいる学校

が１校、３名または２名という学校がそれぞれ２校、１名という学校が５校あります。１

名もいない学校も１１校あります。 

 委員ご指摘のとおり、各学校でエピペンを所持している児童・生徒の数は把握していま

すし、その対応組織も整えております。除去食、代替食、お弁当のどれなのか、エピペン

を本人が所持しているのか、学校の保健室などで所持しているのかということを保護者と

児童・生徒と協議の上、決定しております。 

菅谷委員） 

 例えば、花粉はなかなか隔離できませんが、食物アレルギーは、アレルギーの原因と隔

離しやすいものです。学校給食では、厳密に隔離しているのですか。 

学校運営課長） 

 アレルギーの原因は、卵、大豆、牛乳など様々です。医師に記入していただいた学校管
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理指導表にアレルギーについても書かれています。それを基に、保護者と献立表を確認し

て、除去食で対応できる場合は除去食で対応します。あまりにもアレルゲンが多い場合に

ついては、お弁当にしてほしいとお願いします。必ず正確に把握するよう努めております。 

千馬委員長） 

 ２ページのアレルギー疾患に対応する協力で、医師会にも協力を依頼するような文言が

ありますが、豊島区医師会からは何かご意見等はあったのですか。 

学校運営課長） 

 他の自治体で除去食での事故があり、学校保健会との連携をより一層密にとっておりま

す。例えば、７月に学校医会の協力で、食物アレルギーとアナフィラキシーの対応につい

て、慈恵医科大学の先生をお招きして講演を開催し、学校医の先生に実演をしていただき、

エピペンの打ち方を学びました。あわせて、各校でも研修を実施しており、その際にも学

校医の先生方にご協力していただいております。 

菅谷委員） 

 講演会では紙芝居も行いましたね。わかりやすく、関心が高まる内容で良いと思いまし

た。実際に、他の自治体で事件がありましたが、そのときに実際対応された先生にお話し

いただきました。学校現場でも講演会をしているとのことでしたので、また是非お願いし

たいと思いました。 

学校運営課長） 

 私も先生とご挨拶させていただきました。非常に積極的な先生で、話もわかりやすく、

重要なところを押さえてお話しいただきました。今後も何かの形で先生にお話をいただき

たいと考えておりますので、機会がありましたら依頼をしたいと思います。 

千馬委員長） 

 私も是非聞きたいです。そういう機会がありましたら参加させていただきたいと思いま

す。他に何かありますか。 

三田教育長） 

 東京都の通達の趣旨を受けて、各学校の組織がきちんと整っているのか、いざという危

機に機動的に機能する体制づくりができているのかという二点についてご説明いただきた

いと思います。 

学校運営課長） 

 校内の対応組織については、毎年、学校運営課でどのような先生がどのように関わって

いるかを把握しています。個々の流れについては、教育計画の中で緊急時の対応を示して

います。調布市での事件を受け、校長会などで学校の組織的な対応の重要性をお話しまし

た。給食の場合、配膳のところでチェックして、教室に行ったところで先生がチェックし

て、子ども自身がチェックするという体制を説明しました。学校としては、配膳でのチェ

ックを徹底した上で、先生や子どもたちが何重にもチェックすることとしています。また、

先生方も、必ず献立の除去食や代替食についてチェックするようにしております。 
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東京都の通達は、役割分担を明確にしたり、フローチャートを作るという内容で、対応

が十分ではない学校があることを想定した内容だと思います。豊島区では、抑制効果があ

る組織体制はもちろん、緊急時のエピペンの使い方についての講演会や実演会をしていま

す。今後も先生方に十分理解していただけるよう努めていきたいと思います。 

三田教育長） 

 現状も体制が整っているとのことですが、今後も研修や講演会をして、各学校での体制

を確認すると思います。発生してはいけないことですが、他の子どもの給食を食べてしま

ったりする例もあります。発生してしまったときでも、迅速に対応すれば子どもの命を救

うことができます。そういう気持ちで動いていただきたいと思います。 

 また、今は対象者がいない学校もあります。来年の４月になったら対象者が入学してく

ることも考えられますし、対象児童・生徒がいない学校も準備として組織づくりをしてい

ただきたいと思います。 

学校運営課長） 

 研修等の実施状況、組織の状況、緊急時の対応について、各学校の状況を把握していき

たいと考えております。また、今回の東京都のマニュアルや文部科学省監修のガイドライ

ンを基に、各学校はいま一度、対応等について考えていただきいと思っています。 

 現在、対象となる子どもがいない学校についても、対象となる児童・生徒が入学すると

きは、入学時に保護者と学校との綿密な打ち合わせをすることとしていますし、今実際に

予防のための取組みをしている学校の情報を提供していきたいと思います。 

渡邉委員） 

 頭で理解していてもいざというときに動けないものだと思います。防災訓練でもそうで

すが、シミュレーションをしていると、万が一のときにも素早い対応ができると思います。

実際にエピペンを打ってみる研修はとても重要だと思います。 

学校運営課長） 

 各学校単位で校長会があります。そこの場でも、シミュレーションの大切さを周知して

いきたいと思います。 

菅谷委員） 

このマニュアルはわかりやすくて良いと思います。ですが、渡邉委員も言うように実際

に起こったときには慌ててしまいます。医師会では、一人で対応することは避けなくては

いけないという意見が多いです。一人で患者の対応をして、病院も探すということはでき

ません。誰かが患者の対応をして、誰かが近くの医師会の会員の先生や病院に電話をして、

他にも子どもたちや保護者への対応もあると思います。何人も集まると、パニックも少し

おさまると思います。マニュアルにも書いてありますが、一人ではなく、他の先生と協力

することが大切です。誰がどこまでやるべきなのかは、細かいところですが、これは日頃

の訓練をして身に付けるものだと思います。医療の現場では、万が一の場合を考えて、誰

がどのように動くのかが考えられていて対応しています。 
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それから、アナフィラキシーなのかどうかという判断は先生では難しいです。エピペン

を使わなくてはいけないのかという判断を求められています。本当に使ってもいいのかと

いう気持ちがあると行動に移す勇気がでないというところは、講演会でも話があったと思

います。 

学校運営課長） 

 緊急の場面での対応は、非常に難しいと思います。７月の講演会のとき、マニュアルに

も色々な症状が出ておりますが、服薬しているようなら薬を飲ませ、それでも症状がおさ

まらなければ迷わずにエピペンを打つという話もありました。先程お話にもあったように、

現場を経験した先生の講演では、打たずに時間が流れるよりも、迷ったときは打ったほう

が良いという話もありました。そういった先生のお話を研修等で聞いていると、そうなん

だという気持ちになりますし、実際に遭遇したときも対応できるという気持ちになります。

先生方のお話は非常に貴重で重要なものだと感じております。 

千馬委員長） 

 対応が遅れないように、シミュレーションをして早めの対応ができるようにお願いしま

す。 

 他によろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（９）報告事項第５号 平成２５年度 校長選考、教育管理職選考、４級職選考、主任教

諭選考の有資格者及び申込者の状況について 

＜教育導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 委員の皆様、ご意見等ありますか。 

三田教育長） 

 補足です。全都的に見ると、校長よりも副校長のなり手が非常に少ないこと、行政経験

を積んで昇進するＡ選考を受験する教員が極端に少ないことが言えます。この背景には、

管理職の多忙感や責任感が重く、魅力がそれを超えることができないということがあると

思います。また、教員の平均年齢が小学校は３９歳、中学校でも４３歳という状況です。

管理職試験の受験資格がある教員自体が少ないという状況です。今までは、応募者がたく

さんいて倍率の高い管理職選考でしたが、対象教員が少ないということは、倍率が低いも

のになってしまいます。管理職の質も下がってしまうのではないかと懸念されます。 

 これらの問題をどのように解決していくかが重要です。豊島区では、能代市への派遣を

する教員については、人材育成の点から選考しました。経験を積んでいただきたいという

思いがあります。指導教諭や主幹教諭になって、学校経営を支えていくような人材に育っ

てほしいと考えています。教育フォーラムで、能代市の教育専門監が示範授業を行ったの

も全ての教員が学んでほしいという思いからです。今後も研修や能代市との連携を通じて、

教員を育成していきたいと考えております。 



 6

千馬委員長） 

 では、私から質問なのですが、Ｃ選考は有資格者がいるのに申し込みがゼロとなってい

ます。何か原因があるのでしょうか。 

教育指導課長） 

 Ｃ選考は、５０歳以上で５８歳未満の者で、現に主幹教諭または指導教諭で、主幹教諭

の場合は３年以上の経験がある者に受験資格があります。今の条件を満たす者は、小学校

に５名、中学校に３名おります。恐らく、各学校の校長先生が対象者とお話をしたが事情

があって駄目だった、あるいは校長先生が推薦するには資質が足りないと判断して申込み

がなかったということだと思います。 

千馬委員長） 

 わかりました。 

それから、６番の主任教諭選考ですが、例年、これくらいの人数ですか。 

学校指導課長） 

 昨年度の受験者は、小学校が１８名、中学校が８名です。この中から、小学校は１４名、

中学校は７名が合格しています。今年度と概ね同じ数字です。 

菅谷委員） 

 様々な選考方法がありますが、校長先生になるにはこの選考に受かっていかないといけ

ないわけですよね。希望者自体が少なくなっているということですが、今後、校長先生が

足りないということもあるのではないでしょうか。あるいは、校長先生にふさわしい人が

なかなか見つからないということもあるのではないでしょうか。もちろん、豊島区だけで

なく、東京都全体で同じような傾向だと思います。具体的な対策としてとしては、何かあ

るのでしょうか。 

教育指導課長） 

 先生のご指摘のとおりで、東京都でも小学校の副校長の配置ができない学校がでてくる

のではないかと懸念しております。東京都から各区市へ、受験者を探すようにという連絡

もありました。今のところ未配置校はありませんが、東京都では、将来的に管理職となる

だけの力を身に付けさせるために、３０代前半からの学校マネジメント研修やリーダー研

修を新設して、研修を計画的に進めてきた者については論文等を免除するという取組みを

しています。しかも、自区で育てた教員については、その区で副校長として任用できるよ

うにしようという制度も検討しております。 

 教育長からもお話がありましたが、本区では、本区を担う管理職や授業の中核となる先

生方を能代市の派遣等を通じて計画的に育成しております。 

三田教育長） 

 若い人たちに頑張ってもらいたいと思っています。 

千馬委員長） 

 では、この件はよろしいですか。 
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（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（１０）報告事項第６号 平成２４年度 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関

する調査の結果について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 平成２４年度の暴力行為やいじめ、不登校について説明がありましたが、何か質問等は

ありますか。 

菅谷委員） 

 不登校になる原因についてですが、いじめられて不登校になる場合と、中には精神疾患

等で不登校になる場合もあると思います。病気で不登校になっている子どももこの中に含

まれていますか。 

教育指導課長） 

 いじめ等の友人関係をめぐるトラブルをきっかけとして不登校に陥る場合、あるいは、

情緒的な混乱、本人の心理的な問題、親子関係等、不登校になった原因についても調査し

ました。複数回答ですので、いじめだけが原因の場合もあれば、他の要因も重なっている

ケースもあります。 

菅谷委員） 

 不登校になった人が、卒業してからどのような道筋をたどったのかというのも重要だと

思います。テストや受験で挫折や失敗をしてもまた挑戦できる社会なのかということです。 

教育指導課長） 

不登校の子どもたちの多くが高校を受験します。不登校の子どもたちのために、内申書

の点数ではなく、論文と面接等によって入試選抜を行う都立高校も増えてきています。ま

た、私立高校や定時制の高校という選択肢もありますので、教育委員会としてもバックア

ップや手助けをしていきたいと考えております。 

ですが、不登校の子どもたちを積極的に入学させる都立高校は大変狭き門であり、倍率

が５から６倍という状況ですし、不登校だったことが将来の進路選択の幅を狭めているの

が現実です。 

教育センター所長） 

 教育センターには、ゆずの木教室という適応指導教室があります。昨年度は、中学３年

生が１０名ほどおりまして、１名を除き全員高校に入学しました。その１名は、どうして

も就職したいという意思があり、就職という進路を選択しました。先程、教育指導課長か

らお話のあったとおり、チャレンジスクールという都立高校があります。倍率は高いです

が、昨年度はゆずの木教室に通っていたほとんどの子どもたちが合格しました。また、他

にも都立高校の定時制へ３名が通っております。不登校にならずに元気で通っていて、こ

の夏休み中も元気な顔を見せてくれました。学校と教育センターが連携して、進学のバッ

クアップも含めた不登校対策をとっていきたいと思います。 



 8

菅谷委員） 

 様々な取組みがあって良いと思いました。ですが、現在、不登校の子どもたちが本当に

安心できるためには、中学校を卒業して高校に入学して終わりではなく、その後の活動に

ついても把握できるととても良いと思います。不登校だった子どもたちも元気に高校に通

っているということは、学校が好きなのに学校に行けなかったということです。不登校に

なる原因として、いじめ以外にも大きなものはあるのでしょうか。 

教育指導課長） 

 不登校になってしまった児童・生徒一人ひとりに、こちらでは把握しきれない辛いこと

があったと思います。原因の一つには、学校の指導の問題があります。いじめ等の生徒間

のトラブルに速やかに対応できずに、傷口を大きくしてしまったということもあるかと思

いますし、中学生という一番多感な時期を迎えた子どもたちに適切な支援を差し伸べてあ

げられなかったということもあると思います。 

また、情緒的な面では、例えば、小学校で発達障害が見られるが何とか学校に通えてい

た子どもが、中学生になって友達同士でのやりとりが厳しくなり、いじめや生徒間のトラ

ブルにつながることがあります。このように発達障害を起因として不登校に陥ってしまう

子どももおりますし、課題は様々です。教員が一人ひとりにしっかりと目くばりをして、

一人ひとりにあった対策を立てていかなくてはいけないと考えております。 

それから、高校では元気に通学しているという報告がありましたが、これは子どもたち

自身が成長したということもあると思います。不登校になってしまった期間にその子なり

に将来のことをじっくりと考えて、将来の夢をある程度見定めることができたため、目標

をもって高校に通っている子どもたちもいると思います。 

渡邉委員） 

 暴力行為やいじめについてですが、小学校での加害者や被害者が一旦はおさまったのに、

中学校でまた発生してしまうというケースは多いのでしょうか。 

教育指導課長） 

 本日の結果には反映されておりませんが、児童・生徒の名前等も把握しておりますので、

小学校から中学校で関連しているケース等を調べて報告したいと思います。 

渡邉委員） 

 お願いします。 

千馬委員長） 

 私が現場にいたころに感じたのは、初期対応の大切さです。校長先生以下、全ての教員

がいじめについて考えて、精一杯対応していると思いますが、初期対応の大切さを改めて

見直して頑張っていただきたいと思います。 

 それでは、他になければ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） 

（１１）報告事項第７号 体罰に係る実態把握（第２次報告）の結果について 
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＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 文部科学省の体罰の実態把握について、説明をいただきました。委員の先生方、ご質問

はありますか。 

渡邉委員） 

 ②の発生件数について質問ですが、発生件数とは体罰を行った先生の数という解釈でよ

ろしいですか。 

教育指導課長） 

 そういった件数でございます。 

千馬委員長） 

 他にいかがでしょうか。 

三田教育長） 

教員が子どもに体罰を加えている、教員以外の大人が児童生徒に体罰を加えているとい

うことについて、徹底的に社会全体で戒めていく必要があると私は思います。今回のこの

データでは、処分件数や処分の軽重もわからないものです。犯罪と言えるようなケースは

焦点化して、どのように戒めていくのかを考えていかなければいけないと思います。それ

から、問題になった大阪市を見ると件数がとても多く、体罰を容認する風土が根付いてし

まっているのかなという印象を受けました。 

今回、豊島区ではゼロ件という結果でしたが、努力の結果であると同時に、今後もこう

いった風土を根付かせていきたいと考えているので、打てる手はしっかり打っていきたい

と考えています。 

千馬委員長） 

 スポーツ関係で、勝利至上主義の結果が体罰となってしまうケースが多いと思います。

確かに勝つことも大切ですが、それが体罰に結び付くというしがらみを吹っ切っていく良

い機会だと思います。今後、文部科学省や東京都がこの結果を受けて、色々と計画してい

くと思います。その際は、学校への周知等をよろしくお願いします。 

 渡邉委員、いかがでしょうか。 

渡邉委員） 

 ４ページに発生学校数と発生件数とありますが、１校で複数の体罰があるというのが実

態です。教育長のお話にもあったように、地域の風土がこの数値から読み取れるのかなと

感じました。部活動では、勝ちたい、勝たせたい気持ちもわかりますが、スポーツの楽し

みをみんなで分かち合っていくことが大きな目標だと思います。子どもたちが共通の感覚

を持って楽しみを生みだし、スポーツの良さに気付かせることが第一であるということを

指導者もしっかりと理解していただきたいと思います。豊島区内でも、部活動や地域のス

ポーツクラブの関係者には、もう一度周知していただきたいと思います。 

千馬委員長） 
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 菅谷委員も何かありますか。 

菅谷委員） 

 体罰は部活動等のスポーツの関係で多く見られるものだと思います。体育系の部活での

体罰を抽出できれば、傾向等もつかむことができると思いますが、そういう分析もされて

いるのですか。 

教育指導課長） 

 今回の文部科学省の発表の中では、部活において発生した件数を集計しています。全て

の資料は３０ページほどありますので、本日は一部抜粋ということで資料をお持ちしまし

た。後ほど、お渡しいたします。 

千馬委員長） 

 この結果を受けて、文部科学省から何か発表があると思います。その際には、また報告

していただきたいと思います。 

 それでは、報告事項第７号につきましては、よろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（１２）報告事項第８号 スクールソーシャルワーカー活用事業実施状況について（平成

２５年４月～７月） 

＜教育センター所長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 委員の先生で、ご質問等ありますか。 

三田教育長） 

 今年から東京都がスクールカウンセラーを全校配置しました。今までは区の指導の下に、

スクールカウンセラーがいて、学校とスクールソーシャルワーカーとの間で効果的に働い

ていただいていました。今年から配置されたスクールカウンセラーへの指示等については、

学校長に権限があるのですか。ベテランのスクールカウンセラーと、東京都の新しいスク

ールカウンセラーとの連携の状況についてもご説明いただいきたいです。 

教育指導課長） 

 ご指摘のように本年度から東京都のスクールカウンセラーが小・中全校に配置されまし

た。校長先生は自校の子どもたちに、スクールカウンセラーをつないでいくということで

今は手いっぱいというのが現状だと思います。学校と他の機関との連携については、教育

センターが学校に積極的に働きかけていることで関係が成り立っていると感じています。 

三田教育長） 

 教育指導課長や教育センター所長から、学校に配置されているスクールカウンセラーに

対して指導や指示はできるのですか。 

教育指導課長） 

 できます。 

三田教育長） 
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 例えば、ケース会議、定期的なものも臨時的なものも出席するように指示できるのです

か。ケース会議だけでなく、ケーススタディーをやるような研修会も重要です。東京都の

採用ですが、区の取組みと大きく関わってきますので、そのあたりをどのようにお考えで

すか。 

教育センター所長） 

 学校で開くケース会議には、実際にこれまで関わったケースが多いことから、教育セン

ターの相談員（臨床心理士）が同席しております。教育センターの相談員は、学校からの

ニーズも高いです。そのため、各学校に東京都のスクールカウンセラーが配置になってい

ますが、東京都のスクールカウンセラーと区の心理相談員が協力して、子どもたちの課題

に対応していくというのが実態です。 

また、不登校対策会議を実施するときには、教育センターのこれまで学校に関わった心

理相談員が必ず同席し、東京都のスクールカウンセラーにも同席を求めております。です

ので、不登校対策会議を申請する日程については、必要な条件として、東京都のスクール

カウンセラーが出席できること、管理職が出席できること、養護教諭が出席できること、

子どもの担任も出席できることが挙げられます。３日くらい候補日を出して、その中で、

教育センターの相談員等が出席できる日程で実施しています。 

教育センターは学校から心理相談員を引きあげてしまいましたが、教育センターには学

校からの相談案件が非常に増えております。そういった意味では、学校とのつながりは薄

くなったというよりも、ますます強くなっているかと思います。学校からは、区のスクー

ルカウンセラーのほうが親身になってくれたという意見もありますが、東京都のスクール

カウンセラーも現場に慣れていけば少しずつ親身な相談ができるようになると思います。

教育センターとしても、何かあった場合には、人材を派遣できる体制を整えております。 

三田教育長） 

指導系統や指揮系統については、はっきりさせておかないといけないと思います。東京

都からスクールカウンセラーが配置されたから、区のスクールカウンセラーの人件費はも

ういらないということではないと思います。仕組みが複雑になって指揮系統とシステムを

確保していかなければいけませんし、幼稚園での特別支援に関する取組みも進めていると

ころです。スクールカウンセラーが入ってくれて状況が好転しているケースがたくさんあ

ると、園長先生からも報告されています。スクールソーシャルワーカーとスクールカウン

セラーの役割や機動性をリンクさせて、良い貢献ができるようにお願いしたいと思います。 

菅谷委員） 

 家庭環境についての相談が多いと感じますが、備考の中で関係機関でも協議・連携をし

ているとありますが、関係機関とは具体的にどの機関ですか。 

教育センター所長） 

 関係機関は、主に東京都の児童相談所、東部子ども家庭支援センター、医療機関の３つ

です。東部子ども家庭支援センターは、豊島区の子どもの虐待等の問題を扱うところです。



 12

医療機関も子どもの発達障害や保護者が精神的な病を抱えているケースのときに連携して

います。 

菅谷委員） 

家庭環境の問題は、スクールソーシャルワーカーの方だけでは対応し切れないものです。

３つの関係機関の連携を相当強くしていかないと難しいと思います。スクールソーシャル

ワーカーが各機関との懸け橋の役割を担っているのかなと感じます。 

以前、精神科の学校医と家庭を直接結びつけるという取組みをしている自治体もありま

したが、精神科の先生に話すのは敷居が高いと感じている方が多いのか、ほとんど相談が

なかったとのことです。それに比べると、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーという身近な存在が対応することが、効果的に働いているのだと思います。 

千馬委員長） 

学校がスクールソーシャルワーカーに全て任せてしまうということは、あってはならな

いと思います。私は、学校や教員の役割も大きいと思います。学校は、自校の問題につい

て、責任をもって対応していただきたいと思います。 

 では、この件はよろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（１３）報告事項第９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） 

（１４）報告事項第１０号 いじめの実態及び対応状況把握のための調査（案）について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 東京都のいじめの実態把握の調査について、教育委員に情報提供ということでの報告で

す。明日の校長会で学校にも報告されるそうです。学校への報告とその後の取組み等につ

いては、何かありましたら、また情報提供していただくということで、委員の皆様、よろ

しいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（１５）その他 

（午後４時４０分 閉会） 


