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公開の可否 一部公開  傍聴人  １ 人 

非公開・一部公開

の場合は、その理

由 

第４７号議案及び第４８号議案並びに第４９号議案については、人事案件のた

め非公開とする。 

 

会議次第 

 

１ 第４７号議案  臨時職員の任免 

２ 第４８号議案  臨時職員の任免 

３ 第４９号議案  臨時職員の任免 

４ 第５０号議案  区立学校の廃止及び設置等について 

５ 報告事項第１号 東京文化財ウィークへの参加について 

６ 報告事項第２号 区立幼稚園の応募数・在籍数 

７ 報告事項第３号 平成２５年度読書フェスタの開催について 

８ 報告事項第４号  台風２６号の被害状況について 

９ その他 
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千馬委員長） 

ただいまから、第１０回教育委員会臨時会を開催いたします。本日の署名委員は、菅谷

委員と嶋田委員です。先程お話がありましたように、今日は傍聴者がいるということで、

人事案件を先に進めたいと思います。なお、教育長が公務のため途中で一時退席するとの

ことです。 

（委員全員了承） 

（１）第４７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４７号議案了承） 

 

（２）第４８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４８号議案了承） 

（３）第４９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４９号議案了承） 

（４）第５０号議案 区立学校の廃止及び設置等について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 区立学校の統合と改築工事のために条例を一部改正するとのことです。委員の先生方で、

統合と改築工事についてご質問はありますか。 

三田教育長） 

これは条例案件なので、打ち合わせの段階で話題になっていたこと、疑問や意見として

出されていることについても丁寧に説明いただきたいと思います。 

まず、池袋第二小学校と文成小学校を統合して、連携校を作っていくプロセスの中で、

どういう問題点があって、それに対して教育委員会としてどういう方針で臨んでいるのか

ということをきちんと説明していただきたいです。 

 それから、池袋第三小学校の方はあまり問題が出ていないと思いますが、目白小学校は

子どもたちの待機場所の課題が出ていたと思います。そういった課題への対策についても

説明していただきたいと思います。 
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千馬委員長） 

 それでは、統合における経緯等について学校施設課長からご説明いただきたいと思いま

す。 

学校施設課長） 

 初めに、池袋第二小学校と文成小学校の統合についてですが、適正配置の計画に基づい

て実施しました。この計画の中では 後の小学校の統合となります。統合するということ

については、地域の方々に事前にご説明して、ご理解いただいております。昨年の５月に

池袋第二小学校、文成小学校、統合推進協議会を立ち上げました。この委員は地元の町会

長、育成委員会の委員長、両小学校のＰＴＡ会長、同窓会の会長、そういった地域の方々

が委員となって、統合に向けて検討してきました。教育委員会でもご報告申し上げました

が、池袋本町小学校という新しい学校の名前も校章も地域の皆様から公募して、委員会で

検討して決定しました。現在、校歌を検討していただいておりまして、作詞は公募で決ま

り、作曲は両方の学校の音楽の先生が担当します。次回の開催は１２月ですので、年明け

に発表して統合推進協議会の中で正式に決定したいと考えています。今後は、両校の閉校

式と池袋本町小学校の開校式を予定しておりますので、それに向けて地域の皆様と協議し

ながら進めていく予定です。 

 また、統合校は小中連携校となります。これは小中一貫校ではなく、小学校と中学校を

一つの校舎にして、小学校と中学校の９年間の学びの連続性を重視した学校です。小学校

から中学校にスムーズに移行できるように、小中併設型の学校設計を進めているところで

す。学びの連続性を重視して、学力の向上、体力の向上、中１ギャップの解消、不登校や

いじめの問題を解決するという目的があります。地域の方などに指摘されてきた内容につ

いてですが、池袋中学校の学区域の中には、池袋第一小学校があります。池袋第一小学校

の校舎は少し離れたところにありますが、池袋本町小学校と同様に、池袋中学校に通うこ

とになります。物理的に離れている学校は同様に小中連携ができるのかというご質問があ

りました。これにつきましては、豊島区では今、小中連携プログラムを策定しておりまし

て、豊島区の全ての学区域で、小学校と中学校が連携して、児童・生徒や先生方の交流や

連携を深めております。今までどおり池袋第一小学校も公平に小中連携を進めていきます。

小中連携校の校舎の中には、１階部分に普通教室が３教室分くらいの大きさの多目的室を

造っています。池袋第一小学校、池袋本町小学校、池袋中学校の児童・生徒の方が交流で

きるようなスペースですので、プロジェクターを使って発表したり、一緒に学んだりする

ことが可能です。その旨を地域説明会の中で丁寧にご説明させていただきまして、今はそ

のようなご指摘をいただくことはありません。その他で小中連携校の建設にあたりご意見

をいただいたのは、地域開放施設の充実や機能性、防災機能の向上、近隣の道路や日当た

りについてです。池袋中学校は約１万平米のグラウンドができて、豊島区では初めての公

式のサッカー場が整備されますし、地域開放施設を１階部分に集約して使いやすいように

設計しています。防災機能もこれまで以上に充実したものを整備します。校舎の北側部分
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は染井吉野の桜並木を整備しますし、今までは緊急車両が通れなかった道を緊急車両の通

れる道幅に整備しますので、地域の皆様から大変ご好評をいただいております。 

 それから、池袋第三小学校についてです。こちらのほうも順調に計画を進めておりまし

て、池袋第三小学校は、豊島区の２３校の中で３番目に小さい敷地ということもあり、改

築を考える会の皆様からは校庭を広くとってほしいという要望をいただきました。校庭を

大きくすることはもちろん、今の学校は延べ床面積が約４，０００平米ですが、こちらも

６，７００平米くらいとれる設計を計画しています。さらに、広くなった校庭の両サイド

に、観覧席を設けます。２階の普通教室のバルコニーの幅が広く、さらに校庭の両脇の階

段から上れるようになっていて、運動会のときはそこを観覧席として活用できます。また、

４階建ての校舎となりますので、近隣にお住まいの方々に配慮して、２階、３階、４階と

圧迫感がないように段々になっています。段になっている部分には、みどり豊かな植栽を

しますので、地域の方々からもご好評をいただいています。 

 後に、目白小学校ですが、目白小学校は地域の方々のご意見を十分に取り入れて改築

を計画しています。今までは校舎の裏側と言われていた北側の部分もみどり豊かにして、

校舎もみどりのカーテンをつけて、みどり豊かな学校というコンセプトで計画して参りま

した。このコンセプトが、小中連携校や池袋第三小学校の設計につながっております。目

白小学校の校舎も大変ご好評いただいております。ですが、課題として、仮校舎までの距

離が少し遠いということがあります。旧真和中を仮校舎として、工事中の目白小学校と隣

にある川村学園の間にバス乗り場を設けまして、スクールバスで通っています。バス乗り

場は８メートルほどの広さで、鎖のチェーンで区分しまして、１年生から４年生までの児

童が毎日通っています。並んで待っていますし、ＰＴＡの方も安全のためについていただ

いていますし、教育委員会でも安全誘導員を配置して、安全を確保しています。大雨など

の天候が荒れたときに屋根のついた駐輪所に一時的に避難するのですが、それは校舎の敷

地の中にありまして、工事が進みますとその場所も使えなくなりますし、場所を移しても

さらに工事が進むとそこも確保できなくなってしまいます。議会や地域の方々からもご要

望いただいていますので、それについては今検討しているところです。どうしても場所が

ないとなった場合は、隣の川村学園の敷地を一時的にお借りできないかというご相談もし

たいと考えております。 

 長くなりましたが、以上でございます。 

千馬委員長） 

 学校施設課長から、統合に関しては、校歌や名称等も含めて学校の顔になる部分が順調

に推移していること、校舎併設型連携校となる池袋中学校・池袋本町小学校と池袋第一小

学校との関わりについてのご説明がありました。そして、各校の課題についてもご説明い

ただきましたが、委員の先生方で、ご質問はございますか。 

菅谷委員） 

 私は委員になって日が浅いのでお聞きしたいのですが、児童の数が減ってきたことが原
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因で統合の計画がスタートしたのですか。 

学校施設課長） 

 その通りです。平成１４年、今から１１年前に、豊島区立学校の適正規模に関する審議

会というものがあり、その中で、少子化のため各学校の学年が１クラスという状況を課題

として検討しました。児童・生徒が少ないということは、ずっと同じクラス、同じメンバ

ーで学年が上がっていくことになりますので、教育活動に支障が生じるのではないかとい

うご指摘もあり、平成９年に第一次整備計画を作りました。その後、平成２０年に第二次

整備計画を作り、整備を進めております。これまで小学校は６校閉校、中学校は５校閉校

となり、合計で１１校がこの１５年の間に閉校しました。 

菅谷委員） 

 わかりました。 

統合すると、通学路の問題もあると思います。通学時間や交通事情など問題は様々だと

思いますが、そのあたりのご意見はでていますか。 

学校運営課長） 

 通学路につきましては、主に池袋第二小学校の児童たちが影響を受けます。ＰＴＡ、学

校、教育委員会とで、通学路の変更については、綿密な打ち合わせを行いました。実際に

歩いてみて、危険箇所を抽出して、通学路を検討しているところです。危険個所には誘導

員を設置しておりますが、そういった方々の増員についても検討しております。 

渡邉委員） 

私も池袋第一小学校の元ＰＴＡ会長として、結構早い時期からその辺の経緯を説明して

いただいて承知していましたし、地域の人々の直接的なご意見も聞いております。文成小

学校と池袋第二小学校は児童が少なく、１学級の学年ばかりなので６年間ずっと同じクラ

スで課題も多いという状況でした。そういう意味でも適正な統合だと理解しています。説

明の段階では、池袋第一小学校だけが中学校との接続が上手くいかないのではないかとい

う指摘もありましたが、小中連携は校舎ができたからやるのではなく、すでに保護者、先

生、児童・生徒の交流をしていますし、継続していますので、そういった心配もないと理

解しています。実際に、中学生には池袋第一小学校の出身者がいますし、池袋第一小学校

出身だからといって、差別するということはありえないと思います。 

小中連携校として職員室を共有するということで、先生たちの授業改革ができますし、

池袋中学校はとても良い中学校になるのではないかと期待しています。離れていても、併

設されていてもそれは変わりません。豊島区内で併設校を造るのは、敷地の関係からこの

１校だけということで、とても良い立地条件で恵まれているなと感じます。他の地域の

方々から池袋本町地区だけずるいというような話も聞きませんし、他の地域の方々も受け

入れているのかなと思っています。中学校の先生が小学校の子どもたちのことを知ってい

て、小学校の情報もはいってくるということで、小中連携は中１ギャップの解消に効果的

だと思います。 
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三田教育長） 

 渡邉委員から地域や保護者の立場からご意見をいただきました。地域の方々も我々と同

じ考えを持っていると思うと安心です。議会の中でも特定の政党から差別ではないかと問

われますが、全ての学校で連携プログラムに取り組んでいますし、子どもたちの体力が低

下している中で、広い校庭を造ろうとすることは差別なのでしょうか。全校で連携プログ

ラムを実施していますが、その中でもモデル校を作って取り組んでいくことが差別なのか、

教育委員会の考え方を教育指導課長よりお話しいただきたいと思います。 

教育指導課長） 

 それぞれの学校には地域性というものがありますし、様々な条件があります。そういっ

たものを 大限に活用して、教育環境を整えていくというのが原則だと思っています。全

ての学校で、全く同じ条件で環境を整えるというのは、不可能であると考えています。校

舎が併設されていることを活かして、池袋本町小学校と池袋中学校の連携は、他の学校を

リードするような教育実践を生み出していく、あるいはそういったカリキュラムを開発し

て他の学校に広げていくということが、豊島区全体の教育レベルを高めていくことになる

と考えています。全て同じ条件の学校ばかりだと、各学校の良い特色を取り入れることが

できなくなりますので、子どもたちが不利益を被るのではないかと思います。学校の特色

を活かして、情報共有していくことが大切です。池袋本町地区の取組みは、豊島区の子ど

もたち全員にとってプラスになると考えています。 

三田教育長） 

 統合したら学校の数が減ります。来年度は文成小学校を仮校舎として活用して、その後

はどうなるかという課題がでます。議会でも地域の避難所の数が減ってしまうために統合

に反対だというご意見をいただきました。避難するスペースの問題や仮設のトイレの問題、

そのあたりを地域の人たちにどのように説明していくかというのは、教育委員会として大

事な視点だと思いますので、詳しくご説明いただきたいです。 

学校施設課長） 

学校の数が少なくなると救援センターとしての機能はどうなるのかというご質問が実際

にありました。その際には、今の防災機能よりもさらに充実した救援センターとして整備

するということを説明してきました。 

具体的には、新しい池袋中学校のグラウンドは、１万平米を超える広いグラウンドです。

そこにクラブハウスを造ります。クラブハウスは会議室もトイレもあり、第二次の避難場

所として活用できます。校庭には、下水管に直結しているマンホールトイレがあります。

マンホールトイレの水は、雨水やプールの水が使えますので、衛生面で非常に優れたトイ

レです。東日本大震災のとき、トイレがなくて体を壊してしまい、高齢者の方が死に至る

という悲惨な出来事があったと聞いていますので、校庭を改修したときには、必ず防災用

のトイレを作っています。それから、池袋本町地域は木造密集地域ですので、１万平米の

広いグラウンドそのものが防火の役割を果たします。学校の周りには、樹木もたくさん植
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えますので、防火林としての役割も果たします。平時にはこのグラウンドを活用して、大

規模な防災訓練ができますし、地域の防災活動の拠点になります。また一方で、校舎にも

９００トンの雨水を溜め込む貯水槽を設けます。台風等で大雨が降ったときにも一時的に

水を溜め込んで地域の水害を防ぐ役割もあります。校舎建設予定地の現池袋第二小学校の

前は少し坂になっており、たびたび浸水の被害があるということで、この設備は地域の

方々からも大変喜ばれています。それから、体育館も既存校は冷暖房設備がありませんが、

新しい校舎には冷暖房を入れますので、電気さえ通えば避難所としても快適に過ごすこと

ができます。震災後７２時間を超えると急に生存率が低くなると言われていますので、７

２時間の非常電源設備を整え、７２時間分の電気を確保しています。そういった様々な設

備を入れていますので、救援センターとしての役割は高まります。丁寧に説明し、ご理解

いただいているところでございます。 

三田教育長） 

今日的な一貫教育は、中高一貫校がでてきて、学力向上や理数系の特色を持たせた学習

をして都内でも人気が集まってというのが始まりです。それから小中一貫校が始まりまし

たが、一貫校か一貫校でないかでカリキュラムが変わってきます。義務教育９年間を４年、

３年、２年と分けて、カリキュラムを独自に作成します。従来の６年、３年の義務教育の

方法は、国の学習指導要領に基づいて教育課程を組んでいますが、特別な子どもだけカリ

キュラム別に組んで効果の検証も曖昧ですし、義務教育の本質はどこの学校に行ってもど

この地域に住んでいても一定の水準の教育を受けられるということだと考えています。そ

ういう中で、本区が目指すのは、義務教育の本質に則りながらも中１ギャップの問題や学

びの接続の問題を解消していくことです。他区から転校してくる子どももいますし、豊島

区から転校していく子どももいます。カリキュラムを組み替えてしまうと、そういう子ど

もたちに対応できなくなってしまう恐れもあります。今後も小中連携プログラムをより一

層強化していきたいと思っています。 

教育総務部長） 

 先程の説明の補足です。池袋本町小学校の平成２６年４月時点で想定する生徒数は約４

８０名で、学級数は１６クラスを予定しております。現在、池袋第二小学校は単学級です

が、文成小学校は 近学区域内に中高層の建物ができてきて、３００人を超える子どもた

ちが通っています。教室の確保は重要な課題でしたが、約５千万円かけて改修しておりま

すので、１８クラスまで対応できる造りになっています。１１月にも保護者会を実施する

予定ですが、保護者の方がご安心できるように説明したいと思います。以上です。 

千馬委員長） 

 ありがとうございます。教育長から小中一貫校と併設型の連携校の違いを説明していた

だきました。また、教育総務部長からは池袋本町小学校の来年度の見込みの入学人数とク

ラス数を情報提供していただきました。委員の先生方、他に何かご質問はございますか。 

渡邉委員） 
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 小中一貫校と誤解されてしまうことが幾つかあったようですし、私も知り合いからいた

だいたご意見の中に誤解があったのでこの場でお伝えしたいと思います。例えば、豊島区

の小中連携校のことを小学生と中学生が休み時間一緒に遊ぶとか、一緒に授業をするとか、

給食を食べるというように思っている方がいます。ですが、小学校と中学校は授業の長さ

も違いますし、給食の時間も違います。建物としては一つかもしれませんが、きちんと区

切られています。今の時点で誤解が多いと、実際に校舎に移ったときに再度説明するのに

苦労すると思います。子どもたちが実際にどのように授業を受けるとか、子どもたちにと

ってプラスになる点をきちんと説明したほうが良いなと思いました。 

学校施設課長） 

 渡邉委員のお話にもあったように、小学校と中学校では棟が違います。動線は全く別で、

小学生は１階の昇降口から入って、中学生は小学生用の昇降口横に階段があり、その階段

を上って２階が中学生用の昇降口になっています。普通教室と特別教室も別々です。です

が、小中連携校の良さとして、８教室分の広い図書館を設けます。ここは、小中共有スペ

ースです。その図書室には、ＩＣＴを整備して、メディアセンターとして使用できるよう

にします。調べ学習や発表の場としても使えます。また、先生方の職員室を小中学校共有

で使用します。小学校の先生と中学校の先生が同じスペースですので、すぐ隣で何をして

いるかが見えますし、情報共有ができます。 

嶋田委員） 

 教育長のお話の中で接続という言葉がでましたが、それが一番大事な観点であると思い

ます。接続させるかという観点では、小中学校だけではなくて、幼稚園も含めた、幼小中

の連携を考えていくこともこれからは大切だと思います。３月に卒業した大学生も接続期

というキーワードで卒論を書いていましたし、接続ということが教育において重要視され

ています。接続が上手く行くかどうかは、先生たちが接続というキーワードをどのように

受けとめているかが重要だと思います。 

教育指導課長） 

 教員側の接続の問題は、小学校の先生と中学校の先生の文化の違いと言われていますが、

小学校は学級担任制で朝から晩まで子どもたちを見て、中学校は教科担任制で、教員集団

が組織的に子どもたちを指導していく体制です。学級担任制も良い点が多々ありますが、

小学校でも教員集団が学年集団を見守るという部分も必要ですし、そういう点は中学校の

ほうが優れている部分もあると思います。放課後も小学校の場合は様々な研究会等を頻繁

に行って、先生たち同士でお互いの授業の質を高め合っていきますし、中学校の場合は部

活等で子どもたちと関わります。小中学校の文化の違いをなくそうということではなく、

お互いの良さを取り入れていくことで、小学生も中学校に馴染みやすくなるのではないか

と考えています。 

千馬委員長） 

 私も職員室の共有化には特に注目しています。私は、管理職で３年ほど小中併設校に勤



 8

務したことがありまして、職員室は一緒に使っていました。職員室が一緒ということのメ

リットは大変大きいので、ぜひそれを自校の財産として、他の学校にも発信していただき

たいと思います。 

 １つだけ追加で説明していただきたいことがあるのですが、嶋田委員も就任したばかり

ですので、池袋本町小学校という校名になった経緯をお願いします。 

学校施設課長） 

 地域の皆様から公募で、様々なご意見をいただきました。２校のそれぞれの校章をとっ

て柏桜小学校や、豊島小学校、きずな小学校というのも出ました。ですが 終的に、池袋

本町という学校の建っている地名から池袋本町小学校となりました。どこにあるかわかる

ような校名のほうが良いという理由からです。地域の方が考え、地域の方で組織する改築

を考える会で決定しました。皆さん納得して決まりましたので、本当に良い名前がついた

なと思っています。 

千馬委員長） 

ありがとうございます。では、池袋第三小学校と目白小学校について、ご質問やご意見

はございますか。 

池袋第三小学校の改築のほうは特に大きな問題点はないということですが、目白小学校

はスクールバスの問題があります。池袋第三小学校が改築に入ったときに、通学路につい

ては大丈夫ですか。 

学校運営課長） 

 池袋第三小学校は、現在の目白小学校を仮校舎として使用します。すると、線路を越え

て仮校舎に通学することになり、大きな環境の変化がございます。通学路を設定する際に、

どこの踏切を通学路とするか、配置する通学案内員の数等、ＰＴＡと学校と教育委員会で

協議を重ねているところです。 

千馬委員長） 

 池袋第三小学校も目白小学校も子どもたちの安全については、確実に取り組んでいただ

きたい点です。よろしくお願いします。 

渡邉委員） 

 踏切の危険性についてですが、豊島区には踏切が多く、通学路に指定されている箇所も

いくつかあります。小学生はきちんと交通ルールを守りますが、ルールを守らない大人が

多いように思います。誘導員も大人を制止できないと思いますし、そうなると、子どもた

ちも時には大人の真似をしてしまうと思います。教育委員会の所管ではないかもしれませ

んが、警察署や交通対策課などと連携して、子どもたちだけでなく、大人も含めて、地域

の一員として交通ルールを守るように働きかけていただきたいと思います。区全体で子ど

もの安全を見守っていく体制を作っていただきたいです。 

三田教育長） 

 保護者の方が一番心配するところだと思います。通学路に関する様々な問題は、警察に
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もご協力いただいています。近年、大人の踏切事故も増えていますし、警察に相談したり、

地域の人たちもご理解いただいたり、教育委員会事務局が連携して計画的に進めていきた

いと思います。 

学校運営課長） 

 これまでもＰＴＡや学校と協力し、踏切の場所を実際に見て、綿密に調査をしておりま

す。保護者の方の中には、西武線の踏切の開く時間帯なども綿密に調査してくれた方がお

りまして、その辺のデータも活用して、現在、協議をしています。子どもたちの安全とい

うことで、地域の皆様のご理解がいただけるように、さらに綿密に協議していきたいと考

えています。 

菅谷委員） 

 池袋第三小学校に行ったときに、開かずの踏切と呼ばれているような踏切もあり、通学

が大変だなと感じたのですが、踏切を通らない通学路にしようという意見もありますか。 

学校運営課長） 

 仮校舎に移りますと、踏切を渡らなければいけないという児童が多くなります。山手通

りのほうを迂回するような通学路もありますが、多くの児童は踏切を利用することになり

ます。 

菅谷委員） 

 迂回するルートと開かずの踏切のあるルートと、そんなに差がでないようなケースもあ

ると思います。可能ならばそういったルートも検証していただきたいと思います。 

三田教育長） 

 実質通学時間がわかると良いですね。歩いたほうが健康に良いです。 

千馬委員長） 

菅谷委員のご意見も含めて、検討していただきたいと思います。他によろしいですか。 

それでは、第５０号議案は全員了承ということでよろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 第５０号議案了承） 

千馬委員長） 

 教育長が公務のため一時退席しますが、次の説明をお願いします。 

（５）報告事項第１号 東京文化財ウィークへの参加について 

 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

東京文化財ウィーク２０１３での豊島区としての事業を説明いただきましたが、委員の

先生で何かご質問はありますか。 

渡邉委員） 

 説明を聞いた感想になりますが、教育委員会で何度か教育現場での活用をご検討いただ

きたいという話をしたと思いますが、区役所のロビーなどの誰でも行けるところにも展示
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していただいて、より多くの方に豊島区の文化を伝えていただきたいと思います。 

嶋田委員） 

 もう終わってしまったということですが、民俗芸能ｉｎとしまでは、豊島区の小学生が

子ども狂言をするということで、教育にも大きく関わることだと思います。教育委員会と

としまみらい文化財団との接続はもう少し上手くできるのではないかと思いますので、今

後の協力体制について検討いただきたいと思います。 

教育総務課文化財係長） 

豊島子ども狂言教室は今年から始まりましたが、民俗芸能ｉｎとしまのときに長崎小学

校の児童が長崎獅子舞を演じてきました。民俗芸能は後継者の育成が非常に大切であり、

長崎獅子舞を上演する機会がお祭りのときくらいしかないというのもありまして、民俗芸

能ｉｎとしまを目指して練習することで後継者の育成につながればと考えております。無

形民俗文化財に対して、教育委員会は、文化財を保護するという立場でどのような手伝い

ができるかというのは、積年の課題になっております。昨年くらいから長崎獅子舞の継承

団体となる長崎神社獅子連と連絡を密にして、後継者の育成を図るために教育委員会に何

ができるかということについて協議を重ねています。あわせて、としまみらい文化財団と

も演目の情報提供など、文化財の保護につながるように協力していきたいと思います。 

千馬委員長） 

 私のほうからも１点、お願いがあるのですが、これから行われる行事については広報活

動をして既に浸透していると思いますが、児童・生徒、先生方にも興味のある方がいると

思います。学校に対して、改めて周知徹底していただきたいと思います。 

教育総務課文化財係長） 

 興味のある先生が児童・生徒を連れて見学にくるということがあるかもしれませんし、

潜在的な関心を喚起するという意味でも学校に対して周知していきたいと考えております。 

千馬委員長） 

 では、報告事項第１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） 

（６）報告事項第２号 区立幼稚園の応募数・在籍数について 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 区立幼稚園の応募数と在籍数について、２６年度の説明をいただきました。委員の先生

方で何かご質問はございますか。 

 今年度は抽選はなかったのですか。 

学校運営課長） 

 はい。 

菅谷委員） 

 豊島区は保育園に通われる方が昔から多いように感じます。豊島区内の私立幼稚園も園
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児数が減っているのではないでしょうか。区立幼稚園がどれくらい地域から求められてい

るのか、どんなふうに評価されているのかという部分を教えていただきたいです。 

学校運営課長） 

 区立幼稚園３園に対する評価ですが、預かり保育が始まったということで、保護者の方

もお仕事や上のお子さんの学校行事への参加や親の介護などに時間を充てることができ、

ご好評いただいています。５年前に在籍数がかなり少なくなりましたが、区立幼稚園に対

するニーズやあり方などを検討しまして、預かり保育を導入し、園児の人数も増加したと

いう経緯がございます。私立幼稚園につきましては、１年前のデータで恐縮ですが、ここ

数年園児が減っているという状況です。今、幼稚園を取り巻く環境が国の施策などにより、

大きく変化する準備段階にあると考えております。 

菅谷委員） 

 わかりました。 

千馬委員長） 

 それでは、この件につい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） 

（７）報告事項第３号 平成２５年度読書フェスタの開催について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

今、ご説明いただきましたが、読書フェスタを開催して生徒の活躍の場を設けていると

いうことです。この件について、何かありますか。 

何年度から始まって、現在、どのような位置付けにあり、どの程度効果がでているのか

ということについてもご説明いただきたいと思います。 

教育指導課長） 

 読書フェスタは平成２１年度から実施しており、今年で５回目になります。効果ですが、

各小中学校にかなり根づいてきておりまして、読書カードの作成については、各学校で夏

休みの宿題にして、子どもたちがお気に入りの本を読んで、その内容等について、簡単な

絵とともに本の紹介文をカードにします。子どもたちにも定着してきており、毎年力作が

教育委員会のほうに届いています。本年度から学校図書館司書を全校に配置しましたが、

各学校の学校図書館も充実してきております。読書フェスタを目標にして、子どもたちが

学校図書館で読書活動に取り組んでいる実態もありますので、そういった相乗効果もある

と言えると思います。 

千馬委員長） 

 ありがとうございます。私も読書フェスタは大きな役割を持っているように思います。

渡邉委員） 

 読書カードは夏休みの宿題として定着はしていると思います。ですが、この宿題は国語

の宿題なのか、美術の宿題なのか曖昧だと感じます。絵を一生懸命書いてくる子どもも多
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いと思いますし、子どもたちにしてみれば何が命題として与えられていて、何をクリアす

れば達成感が得られるのかが分かりにくいと思います。初めの頃は、とにかく本に親しん

でほしいということで、自分が読んで良いと感じた本をみんなにも紹介するという雰囲気

でした。この間、中学校を訪問した際に、各クラスに読書カードが貼ってありましたが、

同じような題名も結構ありました。提出したカードをきちんと評価するというフォローを

学校で行う必要があると思いました。本の感想として、子どもたちが感じたことを、文章

的にこうやって表現したらもっとこの本の良さが伝わるよとか、こうしたほうが良いよね

というフォローをしなければいけないと思います。本を読んで、感想文を書いて、賞をと

った子どもだけが評価されるのではなく、感想文についての評価をしていただきたいと思

います。字数の制限もある程度は必要だと思いますが、３枚は書かなければいけないとい

う制限があって、２枚しか書いていないけれどとても内容が良い場合もあるのではないで

しょうか。先生方には、そのような子どもたちの思いを大切にした指導をしていただきた

いと思いますし、そのほうが子どもたちももっと本を楽しめると思います。 

教育指導課長） 

 渡邉委員のおっしゃるとおりで、感想文を出して集めて終わりというような指導につい

ては、私も危惧しております。区の中学校の国語部会では、読書感想文を集めて良い作品

を選び、 終的に冊子にしてまとめています。労力をかけて取り組んでおりますが、それ

を子どもたちにどう還元していくかという部分については、少し課題があると感じていま

す。その作成した文集を活用して、どのような授業ができるのかというところも研究して

いくように働きかけて、指導方法の研究・改善に努めていきたいと思います。 

千馬委員長） 

 良く書けているものについては、各学校で活用も可能だと思いますし、効果的だと思い

ます。指導をよろしくお願いします。 

菅谷委員） 

学校図書館の利用度が上がると、読書力が上がり、読書をする子どもが増えると言われ

ています。読書はあまり強制されるものでもないと思いますが、読み取る力、内容をどう

やって読み取るかという力が身につきます。読む本がおもしろくないと読み取る力はなか

なか身につかないですし、おもしろくないと読むのを止めてしまうこともあります。そう

いった力を身に付けさせるためにも、子どもたちの読書の習慣と、授業での指導がうまく

結びつかなければいけないと思います。 

この事業を評価するには、平成２１年から子どもたちの読書の習慣の変化をデータにし

て分析していく必要があると思いますが、そういったデータを調査していますか。 

また、小学校と中学校では内容が違ってくると思いますが、この読書フェスタの評価方

法、各学校でどのように評価しているのですか。 

教育指導課長） 

 学校でどれだけ活用が進んでいるかということですが、一つのデータとしましては、平
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成２３年度に４校に図書館司書を配置し、この４校については２２年度と比較しますと、

貸し出しの本の冊数が１．５倍になっています。それから、２４年度には新規で１３校に

図書館司書を配置しまして、２３年度と比較すると貸し出しの冊数が２．４倍になってい

るというデータもあります。今年は３１校全てに図書館司書を配置して、現在、貸し出し

の冊数等を集計しております。毎年、１０月や１１月は貸出冊数が多いので、１年取り組

んだ結果が出るのを楽しみにしています。図書館司書が入ったことで、ブックトーク、つ

まり本の紹介を子どもたちにしたり、国語や理科や社会等の授業の際に学校図書館で調べ

学習をするという学校も増えています。調べ学習の際には、学校図書館司書が一緒に入っ

て、子どもたちがどんな本を選ぼうとしているのか、選びたいのか、必要なのかというこ

とをアドバイスしたりもしています。また、学校図書館司書が勤務している日に、放課後

に保護者の方に来ていただいて、保護者にも本を選ぶときのアドバイスを実施しています。

各学校で工夫をして取り組みを進めているところです。 

 調べ学習を楽しみに感じている子どもが増えているということで、読書をする子どもが

増えていると聞いております。その辺りの成果を年度末にまたご報告できればと考えてい

ます。 

菅谷委員） 

貸し出し量が増えているということで、成果が上がっていると思いました。 

学校図書館の色々な使い方があるようですが、児童・生徒が使いやすいように図書を配

置したりするなどの取組みもお願いします。 

千馬委員長） 

子どもたちの興味・関心を高めるような学校図書館を目指してご指導いただきたいと思

います。 

嶋田委員は、大学で読書の大切さについても色々とお感じになっている面もあると思い

ます。何かご感想等ありますか。 

嶋田委員） 

 今年迎えた教育学科の第１期生には、まずは本を読んでほしいという思いがあったので、

大学の教員が読んでほしい本をリスト集にして配付しました。図書費も潤沢で、日本だけ

でなく海外の雑誌も購入でき、教材研究も進みますし、学生の勉強も進んでいると感じま

した。本を読むことは非常に大切だと思います。豊島区の図書を購入する費用はどのくら

いあるのでしょうか。 

渡邉委員） 

 図書に関する費用の問題ですが、学校の図書は古いものが多いと思います。人気な本は

ぼろぼろになっているものもありますし、補修すればもっと借りていくのではないかなと

感じます。図書館司書が入ってからは図書の整備を進めていますが、人材が足りないとい

うことで、ほとんどの小学校で保護者が読み聞かせとあわせて本の補修を手伝っています。

新しい本を買うよりも補修したほうが安いと思いますが、補修テープがなかったり、補修
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の材料を買うお金の問題があります。区の図書館とも連携して、何か対策が打てたら良い

なと思います。 

あと、借りたきり返さない子どももいるということです。教育委員会では、なくなった

本の数は把握しているのでしょうか。公共財ですから、子どもにも借りたらきちんと返し

ましょうという指導が必要だと思いますが、保護者が知らなかったり、知っていてもそう

いった指導をしない方も中にはいるかもしれません。学校が指導しきれない部分もあるか

と思いますが、そういった対策はしていますか。 

学校運営課長） 

 まず、図書の補修関係の費用という項目では、予算化はしていません。図書費につきま

しては、小学校で平均１００万円、中学校で平均１５０万円、２３区でも４位くらいの予

算を確保しています。財政難の中ですけれども、図書経費については、ここ数年維持され

ています。図書の補習関係の費用は、学校に配付している予算の中から出しています。紙

を買ったりという学校の様々な支払いを学校配付予算の中から出していますので、図書の

補修費用に充てた金額というのは把握しきれていませんが、各学校で必要に応じて購入し

ています。 

 それから、蔵書の数、廃棄した図書、寄贈された図書の冊数については、記録していま

すが、未返却の図書の詳しいデータは把握しきれていません。図書館司書と学校と連携し

て、その辺りの把握と指導についても検討していきたいと思います。 

千馬委員長） 

 図書費の予算は２３区内でも良い方だということで、あとは学校の図書の管理が重要に

なってくると思います。渡邉委員が言ったように、子どもの関心を高めるには、ある程度

の新しい本や綺麗な本が必要だと思いますので、その辺りの整備についてもお願いしたい

と思います。 

 それでは、この件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） 

（８）報告事項第４号 台風２６号の被害状況について 

＜学校施設課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 すでに対応をしているということですが、教育活動に支障がでているのですか。 

学校施設課長） 

 教育活動には一切支障は出ておりません。 

千馬委員長） 

 委員の先生方、いかがでしょうか。 

嶋田委員） 

 参考までに教えていただきたいのですが、台風２６号のときには休校の処置は前日の何

時頃にあったのですか。 
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教育指導課長） 

 教育委員会からの指示につきましては、前日１５日の朝９時半に、基本的には始業時間

を２時間から３時間程度遅らせるなどの措置により、子どもたちの安全を確保するように

通知しております。１日休校という学校はありません。台風当日の１６日の１１時くらい

には風も収まりましたので、子どもたちに被害はありませんでした。 

嶋田委員） 

 各学校内で始業時間を遅らせて、その時点から授業が行われたということですか。 

教育指導課長） 

 その通りでございます。 

千馬委員長） 

 ２時間目に繰り下げるとか、３時間目とか、それは学校によって違うということですか。 

教育指導課長） 

 各学校によって違います。小学校１校で平常どおり授業を行った学校もございましたが、

子ども１人だけ家に置いておくわけにはいかないということで、朝一緒に学校に連れてく

るご家庭も多いためです。そういったご家庭の多い地域の学校は、ご家庭の判断で遅れて

登校する場合も欠席や遅刻扱いにはしておりません。朝から学校に来た場合でも通常どお

りの授業はなかなかできませんが、学校で安全を確保したという状況です。 

千馬委員長） 

 通学路の安全も含めて、始業時間を繰り下げることによって事故等が防げたと考えてよ

いのですか。 

教育指導課長） 

 今回の台風への対応につきましては、２、３時間遅らせるという対応で、子どもたちの

安全が確保できたと考えております。 

菅谷委員） 

 台風２６号は１０年に一度の台風と言われていましたし、被害が出るのもわかりますが、

今までもこういう雨漏り等の被害は出ているのですか。 

学校施設課長） 

 古い建物、例えば池袋中学校は度々雨漏りしまして、その都度直しております。雨漏り

はどこが原因かを特定するのが非常に困難でして、屋上防水等の対応もしていますが、あ

る箇所を直しても、直してないところからまた雨漏りするという現状です。大雨が降りま

すと雨漏りしてしまいますが、教育活動に支障が生じる程の大きな被害はこれまでも出て

おりません。 

千馬委員長） 

 私も現場にいた頃、雨漏りしている学校がありました。授業に差し触りがないにしても、

子どもが滑ってしまう等の安全面の問題があります。大雨が降った翌朝は、先生方と見回

りをするなどして対応していましたが、雨漏りした際には安全面についても対応をお願い
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します。 

渡邉委員） 

 西池袋中学校は新しい学校ですが、排水詰まりということで設計上の問題は大丈夫です

か。 

学校施設課長） 

 新しい学校で起きたということで私どもも大変驚きました。施設課の技術職員、排水業

者にも連絡して、緊急に調べました。１時間に１００ミリ以上降っても排水能力はありま

すし、排水溝には逆流防止装置という逆流してきたらそれを止めるというような装置もつ

いています。その装置も正常に機能しておりまして、逆流してきたというようなこともあ

りませんでした。配水管の中に細長い管を入れて中を調べ、配水管のつまりもありません

でした。ですが、中庭に排水溝がありますので、校庭からの木の葉や砂が風雨により入っ

てくるのと、屋上の一部の排水が中庭に集まるようになっておりまして、屋上からの木の

葉や砂が一気に入ったようです。排水溝の入り口自体が枯れ葉等で詰まっており、それを

取ったらすぐに流れていったということです。想像以上の大雨で枯れ葉や砂が溜まってし

まったということで、構造上の欠陥ではありません。特に大雨が降る前と後で清掃・点検

を徹底するようにと学校にはお願いしました。迫ってきている台風２７号の対策としては、

副校長先生が一晩泊まって見回りをするということになっております。現在はフラットな

排水溝ですが、今後、このような風雨にも耐えられるように鳥かご型の網を設置して、木

の葉が溜まったとしても上の部分から排水できるような対策をとります。 

千馬委員長） 

 台風２７号に備えて、網を設置したということですか。 

学校施設課長） 

 現在、作っているところです。台風２７号につきましては、副校長先生の見回りと、排

水溝の蓋をとって対応したいと考えております。この排水溝は、通常よりも太い直径１５

センチの大きさなので、木の葉や砂程度でしたら流れる大きさになっており、下水管にも

直結しておりますので一時的に取っても問題ないということです。鳥かご型の網は特注で

して、作成が間に合えば、そちらを設置して対応いたします。 

渡邉委員） 

 床の一部張り替えということで、予算を使ってしまうということには変わりありません。

今回の台風はとてもすごかったので想定外ということはわかります。屋上の排水を集める

ということでしたら、ある程度の水が溜まっても大丈夫な構造が望ましいと思いますが、

きちんと対応策をとって、今後はこのようなことがないようにお願いしたいと思います。 

千馬委員長） 

 台風２７号の対応についてもよろしくお願いします。 

 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） 
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（９）その他 

（午後４時３０分 閉会） 

 

 

 


