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会議次第 

 

１． （選挙）    豊島区教育委員会委員長の選挙 

２． 第６号議案   臨時職員の任免 

３． 第７号議案   臨時職員の任免 

４． 第８号議案   臨時職員の任免 

５． 第９号議案   平成２５年度教育目標について 

６． 報告事項第１号 臨時職員の任免 

７． 報告事項第２号 平成２４年度学力向上シンポジウムの結果について 

８． 報告事項第３号 小学校における暴力による体罰実態把握について 

９．その他 
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千馬委員） 

それでは、第３回教育委員会臨時会を開催いたします。廣田委員長につきましては、平

成２５年２月２４日付でご退任されたため、委員長職務代理者である私が司会を務めさせ

ていただきます。署名委員は小林委員と渡邉委員です。本日は傍聴の方がおりますので、

人事案件を先に済ませたいと思います。 

（委員全員了承） 

千馬委員） 

では、第１議案の豊島区教育委員会委員長の選挙について、こちらから進めさせていた

だきます。なお、平成２５年２月１５日の第１回豊島区議会本会議におきまして、豊島区

教育委員に菅谷眞氏が選任同意されました。本日９時４５分、豊島区長より任命発令があ

りましたことをご報告申し上げます。ご挨拶は後ほどお願いしたいと思います。 

（１）（選挙） 豊島区教育委員会委員長の選挙 

千馬委員） 

冒頭にお知らせしましたとおり廣田委員長が平成２５年２月２４日で教育委員の任期終

了となりましたので、改めて教育委員長の指定を行います。 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員） 

豊島区教育委員会の会議規則に従って選挙を行うという説明がありました。本日から平

成２６年２月２４日までが任期となります。 

それでは、選挙の方法についてお諮りいたします。委員の皆様に、異議がないときは指

名推選の方式を用いることができます。いかがいたしましょうか。 

渡邉委員） 

指名推選の方法がよろしいかと思います。 

千馬委員） 

よろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員） 

では、指名推選の方法を用いることといたします。 

それでは、委員長の推薦をお願いいたします。 

渡邉委員） 

委員長に千馬委員を推薦させていただきたいと思います。 

千馬委員は校長先生の経験も豊かですし、１年間、委員長職務代理者として委員会でご

活躍いただきました。また、指導力もある方なので推薦させていただきます。 

千馬委員） 

ただいま渡邉委員より、委員長は私、千馬ということで推薦がありましたが、このこと

についてお諮りいたします。いかがでしょうか。 
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（委員全員異議なし） 

千馬委員） 

それでは、全員の同意が得られたということで、委員長に私、千馬が就任いたします。 

次に、委員長職務代理者が委員長に選任されましたので、新たに委員長職務代理者を指

定いたします。 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

それでは、委員長職務代理者の指定を行います。 

指定の方法は、豊島区教育委員会会議規則により委員長選挙を準用するとのことです。

いかがでしょうか。 

小林委員） 

指名推選の方法がよいと思います。 

千馬委員） 

いかがでしょか。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

では、指名推選の方法を用いることにいたします。委員長職務代理者の推薦をお願いい

たします。 

小林委員） 

渡邉委員を推薦いたします。渡邉委員は、ＰＴＡ会長をお務めになられ、教育環境につ

いてとても深い知見を有していますので、推薦いたします。 

千馬委員長） 

ただいま小林委員より、委員長職務代理者は渡邉委員を推薦するとのご発言がありまし

た。渡邉委員に委員長職務代理者をお願いするということでよろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

全員異議なしということで、渡邉委員を委員長職務代理者に指定いたします。 

次に、議席についてお諮りいたします。事務局案をお示しいただけたらと思います。 

教育総務課長） 

現在の委員長の席と教育長の席は固定させていただきたいと思います。また、小林委員

の座っている席は、次回から委員長職務代理者の席とさせていただきたいと思います。理

由は、委員長と委員長職務代理者の席が近づいているほうが良いのではないかということ

です。そして、小林委員の席は、現在の委員長職務代理者の席に移り、菅谷委員は現在お

座りいただいている席というのが事務局の案です。 

千馬委員長） 

事務局からの案のとおりでよろしいでしょうか。 
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（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

それでは、次回から、議席はこのように変更するということで、よろしくお願いします。 

選挙は終了しましたが、ここで私、委員長、それから委員長職務代理者と菅谷委員から

ご挨拶させていただきたいと思います。 

ただいま委員に指名していただいた千馬と申します。１年間、教育委員を務めて、この

仕事の重要さや重みを感じています。私からは３点、お話させていただきます。まず、私

自身、約４０年間教育に関わる仕事をさせていただいています。その経験を活かして、こ

れからの教育現場、特に教育の実情をしっかり見据えながら、この仕事に取り組んでいき

たいと考えています。２点目に、前廣田委員長をはじめ、歴代の教育委員の方々の成果を

しっかり踏まえながら、５人で英知を結集して、その情報等をしっかり発信していく教育

委員会にしていきたいと考えています。３点目に、現在、教育ビジョン２０１０が見直さ

れていますが、今後の教育に必要である重要な事業を見据えながら、三田教育長をはじめ、

教育委員会事務局の方々と協力・連携しながら、頑張ってまいりたいと思っています。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

次に渡邉委員、お願いします。 

渡邉委員） 

委員長職務代理者に推薦していただきました渡邉と申します。１年間、委員の仕事をさ

せていただいて、最近マスコミ等で教育委員会は形だけの組織ではないのかと言われてい

ますが、豊島区教育委員会には全く当てはまらないと感じています。成果を上げている委

員会の活動を経験させていただいて、本当に身が引き締まる思いです。ＰＴＡの代表を経

験してきたということで推薦していただいたと思うのですが、学力向上シンポジウムでも

お話のあったように家庭の重要さについて、教育委員会からも発信していく必要性がある

と思います。教育委員として、ＰＴＡの会長を始めとした保護者に、直接お伝えする機会

も多いと思いますので、皆様の一員として恥じないような活動をしていきたいと思います。

今後ともよろしくお願いします。 

千馬委員長） 

菅谷委員、お願いいたします。 

菅谷委員） 

このたび区議会でお認めいただき、先ほど区長から発令を受けました菅谷と申します。

私は医師会に所属しており、医師会の中でも特に学校保健関係に携わってきました。学校

と関わってきましたので、教育問題についても自分なりに関心があり、随分前になります

けども小学校ＰＴＡ連合会の副会長を１年間経験しました。そういった経験を思い出しな

がら、皆さんと一緒に教育委員の仕事を務めさせていただきたいと思います。 

今日の教育委員会が初めての行事となりますので、抱負も十分に言えないのですが、皆

さまからいろいろ教えていただきながら、責任を全うしたいと思います。よろしくお願い
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いたします。 

千馬委員長） 

ありがとうございました。選挙につきましてはこれで終わりにして、次に移りたいと思

います。傍聴の関係で、人事案件から進めさせていただきます。 

（２）第６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６号議案了承） 

（３）第７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７号議案了承） 

（４）第８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８号議案了承） 

（５）報告事項第１号 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 報告事項了承） 

（６）第９号議案 平成２５年度教育目標について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

教育目標は、各学校の校長の教育を推進する上で大変重要です。少し時間をとりながら、

ページごとに区切って進めさせていただきたいと思っております。ご協力お願いします。 

まず、教育目標の１ページですが、知識基盤社会という言葉を追加したということです

が、補足や質問はありますか。 

小林委員） 

基本的なことを質問させていただきます。これは豊島区教育委員会の教育目標ですが、

国の教育目標等の政策的な大きな目標と関連して、このように設定されたという理解でよ

ろしいですか。 

それから、知識基盤社会という言葉の意味についてですが、知識基盤社会という言葉は、



 5

２ページ以降の重点目標のどこを指しているのですか。アウトプットが知識基盤社会だと

して、それを達成するための重点目標だと思います。どこに知識基盤社会という意味が含

まれているのですか。 

三田教育長） 

教育課程の編成上、豊島区教育委員会の計画目標に基づいて各学校の経営方針や教育目

標を決めています。豊島区の教育目標は、国や東京都の教育目標を踏まえ策定しているも

のです。これは本日案として提案しておりますので、委員の皆様のご意見をいただき、次

回で正式に決定したいと考えています。 

教育ビジョンを作るときに日本の教育の現状を分析して、知識基盤社会の実態について

も分析しました。ですが、知識基盤社会という言葉は、改めて見てみると教育目標の中に

位置づいていませんでした。国際化や情報化という社会の変化に対応していくことは示さ

れていましたが、知識が非常に基盤になってくるということを明言したほうが良いという

ことで追加させていただきました。以前から知識基盤社会については、議論していました

が言葉として入っていなかったため、追加したということです。重点課題の学力向上の部

分、また、確かな学力やＩＣＴの部分も知識基盤社会の内容に対応したものになると思い

ますし、子どもたちの読書の力が落ちているということで、豊島区では図書館課の活動も

含めて、読書力を高めるための取組みをやってきています。この文章全体が言葉の意味と

整合していると理解しています。 

それから、教育委員会の目標と区の行政目標との関係については、区で未来戦略プラン

を毎年策定しており、その中で教育の重点課題も示されています。 

小林委員） 

知識基盤社会という言葉は、教育長が説明されたような意味を持つ非常に重要な言葉だ

と思います。それぞれの学校のリーダーである校長先生が、この言葉が具体的に何を意味

しているのかを共有する必要があります。そして、重点目標に記載されていることを実践

することで知識基盤社会が構築されるということを共有していかなければいけないと思い

ます。 

この重点目標を定めてから１年経ちました。行動すべきことと目標が書いてあるので、

達成したことを測定して、それが何に結びついたのかということを指標化できます。せっ

かく文章化したものがあるのであれば、指標を作成し、大きな目標の達成と関連づけてい

けば、とてもすばらしいものになるのではないかと思いました。 

三田教育長） 

教育ビジョン２０１０の中では、全ての事業で、何をもってその目標が達成できたとす

るのかという指標を立てています。そのさらに細かい内容がこの教育目標になっていると

思いますので、その目標指標がどのように達成しているのかという評価をして、外部委員

による評価をして、目標や成果の見える化を目指したいと考えています。 

千馬委員長） 
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他に、今の１ページについて質問はありませんか。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

次に、２ページで何かご質問はありますか。重点目標に入っていきます。 

三田教育長） 

補足させていただきます。１番の人権教育及び人間教育の推進については、いじめによ

る自殺や体罰による自殺が大きな問題になっている中で、人権尊重教育の理念の次に、命

を大切にすることという内容を入れた方が良いと考え、②番に入れました。③番のいじめ

に関する内容の中に、体罰の根絶や学校や教育センター等における相談・対応の充実とい

う言葉を盛り込み、②番と連動させました。④番は、社会性の育成に関することですが、

子どもたちが社会性を身につけることは、確かな学力とともに教育の大きな目標だと思い

ます。社会性の育成は、人間教育の重要な課題ですので、文言を付け足しました。 

それから、２番の確かな学力の定着と豊かな個性の伸長については、学習状況調査や能

代市との教育連携で、新しい課題が明確になり、昨年よりも一歩前進させた教育目標に変

えるために、文言を付け足しました。⑦番の就学相談の充実では、学校・家庭が相互に障

害のある子どもたちを理解する教育を積極的に推進するという文言があります。相互に連

携しなければ解決できない問題ですので、豊島区教育委員会は保護者の意見や考え方も十

分聞き、学校の考えも理解して、子どものために力になるということをここで示しました。

⑧番は、実態に即して預かり保育という言葉を付け足しました。⑩番も環境教育の指針を

明文化、⑪番も情報化ビジョンに基づく考え方を具体化したということです。 

４番の安全・安心な教育環境の整備充実というところでは、ＷＨＯセーフコミュニティ

を認証取得したので、これを広げていくという新たな方針を追加しました。それに関連し

て③番では、子どもが自らの命を自らで守るという考えのもとに防災教育を進めています

ので、そういった内容を示しています。 

５番の文化・スポーツ・健康に関する教育の推進についてですが、①番の読書活動につ

いては相当力を入れていますし、平成２５年度からは、全小学校に学校図書館司書を配置

することになりました。その内容にふさわしい文言に切り変えました。③番の食の安全で

は、放射能対応やアレルギー対応の課題がありますので、食の安全という文言を追加しま

した。④番は、竹岡健康学園の閉園に伴うことですので、今年度の新たな課題として付け

加えました。 

千馬委員長） 

２ページから５ページまで、重点目標についての説明を補足していただきました。 

現在課題になっているいじめや体罰の問題も含めて、現状をより精査した形で文言が追

加されていると私は捉えたのですが、委員の先生方、いかがでしょうか。 

菅谷委員） 

この重点目標は、保護者にはどのように伝わっていくのですか。保護者の方は学校に何
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を期待するかという中で、子どもの学力の向上への期待度が高いように思います。ですか

ら、重点目標の内容について、家庭にも理解してもらう必要があると思います。 

教育総務課長） 

区の定める教育目標ですので、区の教育委員会がどのようなことを重点に考えていくか

を示しています。保護者にどう伝えていくのかについては、教育委員会のホームページ等

にも掲載しますし、各学校の教育課程の編成はこの教育目標に基づいて実施されています。

それぞれの学校の地域性や諸条件を踏まえて、教育目標はさらに具体化されます。 

千馬委員長） 

区の教育目標は、校長先生が学校の教育目標なり教育課程を作るときに、とても大事に

なってきます。保護者にも各学校で説明があると思いますし、区の教育目標は生きるとい

うことでご理解いただいてよいと思います。 

他にいかがでしょうか。 

渡邉委員） 

２ページ目の１番の④番ですが、「進んで社会に貢献しようとするなど社会性の育成を

図る」という言葉は、２４年度では「進んで社会に貢献しようとする心の育成を図る」と

なっています。確かにこれは素晴しいことですが、大人でもなかなか進んで社会に貢献で

きない方がいますし、一般的な社会性、つまりみんなが認識しているような社会性という

言葉の意味で、子どもたちの育成を図っていくという意味で考えてよいのですか。 

自分の行動が他人のためになるのかをきちんと理解した上で、それを行動に移せるかど

うかという意味での社会性を推進していっていただきたいと思います。きちんと挨拶がで

きることは、社会性の基本になっていくと思います。どこの学校でも目標では挨拶につい

て触れていると思いますが、学校によって差があると思います。 

三田教育長） 

社会性は、とても大切な言葉だと思っています。調査の結果、分かっているのは家庭環

境の違いが学力の二極化にも関連しているということです。例えば、家庭に本を読む雰囲

気があるという環境で育った子どもと、テレビやゲームばかりしている環境で育った子ど

もでは違ってくるのではないかということです。テストの点数だけではなく、行動にまで

課題がでてくるケースもあります。ですから、やはり高い学力を目指すためには、社会性

が大切なのです。確かな学力と社会性は関連してくると考えています。 

リーダーシップを発揮したり、思いやったり、助け合ったり、そういうことができる力

は、震災後、本区の中でも小学生や中学生にみられます。被災地支援などをきっかけに、

人とつながっていくという社会性を、子どもたちが実践を通じて少しずつ構築し始めてい

ます。本区でも教え合ったり助け合ったりして、授業中、学習しています。能代市では、

学力の高い子どもが他の友達を教えたりして、学力の引き上げや学び合いが始まって、そ

の子ども同士の学び合いが切磋琢磨して、学力が高まってきました。私は、学びの中にも

社会性があり、それぞれの子どもたちの得意なことが人の役に立ち、頑張ることができる、
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そういうことを認める学校教育が社会性の育成につながるものと思います。豊島区の教育

の特色として重要な言葉だと思います。 

小林委員） 

２番の②で、平成２４年度の教育目標では「授業改善推進プラン」という言葉が入って

います。平成２５年度ではその言葉がなくなっていますが、何故ですか。 

教育指導課長） 

端的に言うと、一つステップアップした状態だと考えています。授業改善推進プランの

取組みは、平成２１年から始まりましたが、当初、その取組みは必ずしも全校に徹底され

ているものではなく、区独自の学力調査の結果を十分に生かしたものでもなかったと感じ

ています。ですが、３年かけて、毎年春先に区独自の学力調査で小学３年生以上の児童と

生徒を対象に学力を測定し、全学年の学力の達成状況を測定しました。それに基づいて、

１学期の実践や夏休みで授業改善推進プランをより充実したものにしていきましょうとい

うのがこの３年間の取組みです。その結果、取組みが形になって基盤ができましたので、

次の段階として、授業改善を当たり前のように推進していきましょう、Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａの

マネジメントサイクルを使って進めていきましょうという機運が生まれています。単にプ

ランを作成するというところから、授業改善を推進するということにステップアップした

と捉えていただきたいと思います。 

小林委員） 

わかりました。 

能代市との教育連携による成果は大変重要だと思います。教育連携が生きるのは、各学

校の先生が、積極的に能動的に目標を達成できる仕組みが構築され、制度化されていれば、

先生もアクティブに対応できると思います。各学校の先生単位の行動については考えられ

ていますか。 

教育指導課長） 

能代市へ派遣された教員が学んできたことがありますが、それをどのように浸透させる

かは、今後の課題だと考えています。区内だけでなく、能代市の授業を見て、良いものを

学んでいきましょう、そして足りないものがあったらそれを謙虚に学んでいく姿勢を区内

の全域の学校に対して広めていく必要があります。それは、教育委員会としての使命です

し、派遣交流に臨んだ教員たちのミッションでもあると思います。 

三田教育長） 

能代市と連携する中で見えてきたことがあります。家庭学習が非常に重要であることと、

授業で展開しなければいけない問題解決的な学習の実践がまだ足りないということです。

学力シンポジウムのときも先生や保護者が約６００名も集まりました。皆さんの熱意が伝

わりましたし、２５年度は、豊島区の教育環境、体制をさらに良く変えていかなくてはい

けないと考えています。 

千馬委員長） 
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では、４ページと５ページでご質問はありますか。 

インターナショナルセーフスクールの認証に関する部分が追加されたとことも含めて、

現状を組み込んでいると感じますね。 

菅谷委員） 

竹岡健康学園の閉園についてですが、閉園後、竹岡健康学園に在園している児童を問題

なく受け入れられるのですか。 

教育総務課長） 

現在は１３名在園しています。閉園後は、原則、各児童の原籍校に戻ることになります。

そのときに健康課題が解決していれば問題はないのですが、解決していない状態で原籍校

に移る児童もいると想定しています。原籍校の校長先生をトップとしたチームを作って、

細かい指導や健康教育を充実させていくこと、それからスクールソーシャルワーカーを活

用して子どもたちが問題を抱えていないかチェックする体制等をとっていきたいと考えて

います。 

菅谷委員） 

保護者の方は、了承されているのですか。 

教育総務課長） 

保護者の方を対象にした説明会で、閉園することはやむを得ないと説明しました。誠心

誠意対応していくということで、閉園することについては、概ね、保護者の皆様に納得し

ていただいています。 

小林委員） 

４ページの４番の①、２文目の「また」のところですが、教育目標はそれぞれの学校の

プランに反映させるものだと理解しています。この部分の書きぶりだけが「取組の成果を

全校に広め」と書いてあり、豊島区教育委員会が主になって広めていくというふうに読め

ます。小学校のすばらしい取組みをみんなで共有していくという観点で書き方を工夫して

いただきたいです。与えられるものではなく、自分たちも積極的に共有していくという姿

勢を大切にするというニュアンスを取り入れたほうが良いと思いました。 

千馬委員長） 

例えば、データをもとに見える化を図り、子どもは子ども、教師は教師でそれぞれが考

えて、自分たちの課題を自分たちで考えることができるような内容ということですね。ト

ップダウン式の書き方を改めるということで、いかがでしょうか。 

教育総務課長） 

文言等につきまして、今のご意見を検討いたします。 

千馬委員長） 

他に何かありますか。では、このページについては少し検討し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） 
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千馬委員長） 

それでは、平成２５年度教育目標につきましては、これをベースに進めていただくとい

うことでよろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 第９号議案了承） 

（７）報告事項第２号 平成２４年度 学力向上シンポジウムの結果について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

肯定的な評価をいただいたということですが、ご質問はありますか。 

渡邉委員） 

保護者の方、ＰＴＡ会長からもとても良かったというご意見をいただきました。先程、

説明にもありましたが、シンポジウムのときに、朝ご飯を食べさせること、洗濯、寝かせ

ること、あとは全部学校に任せなさいというお話がありました。そういうふうに言ってい

ただけると、親もやることをきちんとやらないといけないねという話しもでていました。

そういうきっかけをいただけることは、とても良いことだと思います。 

それから、先生と保護者の信頼関係はとても重要だと思います。様々な行事等を通して、

さらに強固なものにしていっていただければ、あまり学校教育に関心のない保護者の気持

ちも少しは変わっていくと思います。今後も続けていただきたいと思います。 

三田教育長） 

先々週、東京都教育委員会の職員とお話をする機会があったのですが、豊島区の学力向

上の進め方は東京都も非常に注目をしているとのことです。どのように学力低下の課題を

乗り切っていくのかという点の一つの指標として、優れたモデルから学んでいくことが私

は大切だと思います。テストの平均点を全部公表することで、学力の向上を目指すという

考えもあるようですが、平均点というのは子どもや学校の努力ののりしろが見えません。

そのようなデータをどのように表現しても意味がないと思います。地区によっては、過去

問題に何回も取り組むことで学力向上を目指すところもありますが、理解させずに反復練

習を繰り返しても力にはならないと思います。 

今年もシンポジウムでは、能代市に派遣された教員の方々も良いことを言っていました

し、とても参考になったと思います。 

千馬委員長） 

この結果がこれからの豊島区の教育に良い影響を与えていくということで、ぜひ続けて

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 報告事項了承） 

（８）報告事項第３号 小学校における暴力による体罰実態把握について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 
 小学校における体罰の実態調査について説明がありましたが、ご質問等ありますか。 
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菅谷委員） 
 学校ではないですが、よく小学生が学校以外の活動でスポーツをしています。その中で

も体罰の可能性はあると思うのですが、そちらの調査もされているのですか。 
教育指導課長） 
 今回の調査は学校の中の状況を把握するという目的で実施しています。地域のスポーツ

活動は含まれていません。区として「虐待と暴力のないまちづくり宣言」をしていますし、

教育委員会あるいは区として、今後の調査ではそういった活動も含めることを十分に検討

していく必要があると考えています。 
小林委員） 
 「保護者の皆さまへ」のところで、相談の方法として電話番号が記載されています。こ

れで十分なのでしょうか。校長先生と教育センター所長の電話番号が書かれていますが、

本人への連絡が可能なのでしょうか。連絡が確実に取れるように、連絡方法を増やした方

が良いと思います。 
教育指導課長） 
 その通りだと思います。今回の調査については、このような形式で進めさせていただい

たという報告です。大阪市の高校で発生したような体罰の事案がはたして小学校で発生す

るのかという疑問もありますが、この機会に改めて調査をすることには意義があると考え

ています。今回は、もし体罰の実態がある場合は速やかに報告してくださいという内容の

調査です。菅谷委員からもありましたが、小学校でも様々な場面で発生する可能性があり

ますし、今はなくても半年後や一年後に大阪市と同じような事案がどこかで起きないとは

限りません。この取組みは継続して実施するものになっていくと思います。その中で、ご

指摘していただいたように、連絡方法を検討していく必要があると思います。 
渡邉委員） 
 調査の回答書が添付されていますが、教育委員会にはこの様式だけが報告されるのです

か。体罰の実態が有りか無しかだけで示されています。有りの場合は調査をすると思うの

ですが、無しの場合はどうするのですか。 
教育指導課長） 
 ご指摘の部分は非常に重要であると思います。単に有るか無いかを問うているかのよう

な報告書ですが、発見されたときにはまず電話でご一報くださいとお願いしています。も

しそういった事実があった場合、その可能性があると感じるものがあった場合は、学校と

教育委員会が一緒になって対応していく必要があると考えています。この書式は東京都に

提出する書式です。 
渡邉委員） 
 アンケートだけでは実態が見えてこない可能性があります。例えば、抜き打ちで学校を

訪問することで発覚したりするかもしれません。問題が起きる前に防げるものを見逃して

しまう可能性もあるのではないでしょうか。 
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教育指導課長） 
 今回はこの件について迅速に掌握する必要がありましたので、この形式で報告いたしま

す。各学校で取ったアンケートの詳細について教育指導課にて確認していきます。中学校

ではいくつか配慮を要する事例があり、その生徒の周辺を含めて情報を集めなくてはいけ

ないものもありました。それらについては、教育指導課できちんと把握していきますし、

長期的な事例となりそうなものは時間をかけて指導していったり、生活指導主任会等で取

り上げたりすることも考えています。 
三田教育長） 
この調査について、中学校の校長先生に事前の説明をしました。その際に、先生に対す

る調査と子どもに対する調査の結果が一致して、間違いなく精神的または肉体的な暴力行

為であると認められるものは教育委員会に報告できますが、子どもが教育的な指導を受け

入れることができなかった場合や先生が誤解されてしまう指導をしたかもしれないという

ような場合には、それは必ずしも体罰といえるのかというご意見がありました。しかし、

先生と子どもで調査結果が合わない事例は、調査が甘いのか、指導に何か課題があるのだ

と思います。ですから、そういった事例もきちんと教育委員会に報告することをお願いし

ました。そして、そういった事例に対しては、その後どのように調査・指導して、その結

果どうなったかを報告するようにお願いしました。これは、中学校だけでなく小学校の校

長先生にも同じようにお願いしました。 
今週から小学校は調査が始まっていますが、中学校はすでに調査が終わりました。中学

校の校長先生に今回の調査の感想を伺ったところ、結果的には体罰と認められるものは無

いということですが、生徒からこれは体罰に当たるのかという意見が出たケースが何件か

あったそうです。そして、先生にもこういう意見があったと伝えて、先生がどういうつも

りでそういう指導をしたのかを確認しました。その先生の説明を聞いて、生徒も自分の行

為に対して先生から叱責されたのだときちんと理解したという報告がありました。このよ

うにケーススタディとして対応し、今後も指導を継続していきます。 
 私は、この件を単に東京都に報告するだけではいけないと考えています。暴力による指

導をなくすために攻めの対応をしていく必要があると思います。そこで教育委員会として

議決したいという主旨の提案なのですが、１点目に、豊島区は暴力による指導はしないと

いう宣言をするというのはいかがでしょう。各学校が「本校は暴力による指導はしません。

人間としての信頼関係に基づく指導、子どもと心を向かい合わせて指導していきます。」

と宣言するべきだと思います。この調査の結果がどういう結果であろうと、学校の基本的

なスタンスとしてもつべきであると思いますし、提案していきたいと思います。 
 また、第２点目に各校長先生におかれましては、年度当初に学校経営方針を作りますが、

その中にもいじめと体罰をしないということを盛り込んで、児童・生徒や保護者にも分か

るように説明していただきたいのです。風通しを良くして、この学校ではそういったこと

は許されないと、校長先生は方針を整備していく必要があると思います。これが２点目で
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す。 
 ３点目に、新規採用の先生には研修を実施していますが、豊島区に異動してくる先生を

含めた全ての先生に、いじめや体罰の防止の方針をきちんと周知していただきたいです。

併せて宣誓をしてもらいたいのです。学校教育法にも体罰の禁止と書かれていますし、法

の精神を守ってもらいたいと思います。そういったことを基に、豊島の教員ミニマムや豊

島の子七か条を活用して、豊島の先生の方向性をきちんと示していただきたいと思います。 
教育指導課長） 
 教育長から３点のご提案がありました。暴力による指導をしない宣言を各学校で実施、

経営方針の中でそういったことを示して保護者にも周知していくこと、異動者を含めた全

ての先生たちに豊島区の方針について知っていただき宣誓していただくというご提案でし

た。一つひとつが重要な意味をもっていると思いますので、是非すべての項目について実

現していくべきだと考えています。 
 今回の調査の背景について、一点だけ補足をさせていただきたいと思います。今回の調

査は一過性のものではいけないということを申し上げましたが、他区の体罰の例では、事

件を起こしているのは２０代の教員に多いという実態です。教員として赴任した１校目の

学校で体罰はしないということを学び、２校目でも、毎年、毎週でも、体罰を起こさない

ということについてしっかりと自分に言い聞かせ、周りの先生も含めてみんなで確認して

いくことが重要だと思いますので、教育長からのご提案を実施する方向で進めさせていた

だきたいと思います。 
千馬委員長） 
事実に基づいた丁寧な対応を前提とした実態調査にするということですので、教育長か

らの３点の提案も決定することを加え、この調査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） 

千馬委員長） 
 では、今後もそのような視点でよろしくお願いしたいと思います。 
以上で本日の案件が全て終了いたしました。 

（９）その他 

（午後４時 閉会） 

 


