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千馬委員長） 

 それでは、皆様こんにちは。ただいまから第５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、渡邉委員、菅谷委員です。よろしくお願いいたします。傍聴の方がお

りますので、人事案件から先に進めさせていただきます。ご承知おきください。 

（１）第２２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２２号議案了承） 

（２）第２３号議案 非常勤・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２３号議案了承） 

（３）報告事項第３号 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 報告事項了承） 

（４）報告事項第２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） 

（５）第２１号議案 豊島区立学校衛生委員会の委員等の選任について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 この件について、何かご意見等ございますか。 

小林委員） 

 別表２の１番についてですが、学校衛生管理者という方がおりますが、衛生管理者と学

校衛生管理者はどう違うのですか。 

教育指導課長） 

 この学校衛生管理者というのは、各学校の校長が務めるものです。自校の衛生管理につ

いては、最終的には学校長が責任を負います。各学校の責任者ということで学校衛生管理
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者という名前をつけております。巣鴨北中学校長は衛生管理者と記載しておりますが、こ

ちらは区内全体の２３小学校と８中学校を総括的に見ていく役職ということで衛生管理者

と記載しております。 

 全ての学校で、学校長を学校衛生管理者として委任しています。中でも小学校の代表が

目白小学校、中学校の代表が千登世橋中学校の各校長先生です。代表の校長先生には、衛

生委員会にメンバーとして加わっていただき、会議を開催しております。 

千馬委員長） 

 学校衛生管理者は、全ての校長先生が該当するという認識でよろしいですね。衛生管理

者は、保健体育の免許を有する巣鴨北中学校の校長先生が担当しているということです。 

菅谷委員） 

 衛生管理ということで、学校薬剤師のお仕事と重なる部分があると思うのですが、この

委員会の中で、学校薬剤師の実際の活動に関与できる部分はあるのですか。 

教育指導課長） 

 学校衛生委員会には、産業医の方がお一人含まれています。あわせて、各学校の衛生管

理につきましては、校長が学校薬剤師や校医の方と連携を図りながら、自校の衛生管理に

ついての様々な取組みを続けています。 

渡邉委員） 

 別表１の朋有小学校ですが、教諭という方がおりますが、この先生は何か資格をお持ち

なのですか。 

教育指導課長） 

 衛生推進者につきましては、業務を担当するために必要な能力を有することが認められ

る者という規定がございます。各学校の校長が資格、能力があると認めた者について推薦

しています。朋有小学校のこの教諭は保健主任を務めております。 

千馬委員長） 

 すると、高松小学校の主任教諭も保健主任ですか。 

教育指導課長） 

 そうです。 

三田教育長） 

 補足ですが、衛生管理については、校長の権限と責任において進められているのですが、

使用者側のほうからも公平に意見を聞き、衛生管理に反映していくということで設置され

た組織です。それぞれ代表者から構成されているということでご理解いただきたいと思い

ます。 

 この組織は、学校の意見を反映したものであってほしいと思っています。立場、見方が

違って、同じ事象でも様々な受けとめ方があると思いますが、心配しているのは、個人の

主義主張を持ち込まれてしまうと設置の目的に反してしまうと思います。ルールをわきま

えて進めていただきたいと思います。教育委員会としては、衛生管理上の改善ができるも
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のについては、しっかりと受けとめて改善していきたいと考えていますので、運営上の配

慮をお願いしたいと思います。 

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 第２１号議案了承） 

（６）報告事項第１号 平成２５年４月１日・４月７日現在 児童・生徒数及び学級数 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

児童・生徒数についての説明がありましたが、委員の先生方ご質問はございますか。 

中学校で学級数が一つ増えているということですか。 

学校運営課長） 

 いいえ、中学校の特別支援の固定学級が１学級増えているということです。 

三田教育長） 

 この書式は、都教委に報告する定型のものです。教育委員会では、報告を受けるときに、

比較データがないとわからないです。見える化ができていないですし、前年度のデータを

記載する等の一工夫をしていただけると今の説明がよりよくわかると感じました。 

それから、今年度は、小学校７，１９４名と中学校は２，６６５名で、今までは小・中

学校合わせて１万人弱でしたが、若干、子どもの数が減っているという現状です。ところ

が、学級数は増えています。３５人学級になり、学級数が増えているので教員も増えてい

ます。 

４月４日付で豊島区の人口はついに２７万人になり、微増ですが着実に人口が増えると

いう傾向です。ファミリー世帯層向けのマンションが増え、再開発地区も含めて高層化が

非常に進んでいて、人口が都心に復活してきているという傾向です。東日本大震災以後の

動きを見ても、豊島区の岩盤は地震に強いということもわかり、高層住宅が増えています。

児童・生徒数は、今後増えてくるのではないかと考えられます。児童・生徒数にあわせた

予算を決めていかなければいけないので、このデータは、全ての基になっています。 

小林委員） 

私もこれは教育の方向性を決める基礎データだと思います。小学校合計でも、中学校合

計でもよいので、趨勢データが欲しいです。どのように子どもの数が変わり、児童の数が

変わっているか、生徒の数が変わっているかということを見ながら、将来的にどうなって

いくのかが、教育を考えていくときに重要だと思います。総数で構わないので、推移を示

していただけると良いと思います。 

学校運営課長） 

 ご指摘ありがとうございます。子どもたちの数がどのように変化していくかということ

は、必要なクラス数を確保するということからも大変重要なことです。事務局としては、

人口推計ということで、５年後を見据えながら子どもたちの人口を追っています。 
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 今年は、前年と比較してほぼ同じような軌道で推移しました。来年も大体同じ規模だと

考えられます。そして、再来年になると、毎年１００名程度ずつ増えていくと考えていま

す。住民基本台帳から、ゼロ歳から５歳までの子どもが区内にどれだけ住んでいるのかと

いうデータを入手し、それに基づいて、人口推計を作成しています。５年先の予測がつけ

られるような状況になっておりますので、将来の必要なクラス数の確保や備品等の環境整

備も予算に計上して用意しております。 

千馬委員長） 

一つ質問なのですが、中学校の特別支援学級が一つ増えたということですが、現場の対

応はスムーズに進められたのですか。 

学校運営課） 

 現場での対応ですので、詳しく把握できていませんが、クラス数の編成については特に

問題なく進めることができました。 

菅谷委員） 

 児童・生徒が増えるという見通しは、日本全体の出生数が減っていることを考えるとと

ても良いことだと思います。恐らく、人数が減ってしまうと、ＰＴＡの活動も難しくなる

と思います。 

また、医者として、豊島区ではお産ができる施設が非常に少ないです。子どもが増える

という見通しですが、一方では出産する場所の数が非常に少ないということで、ファミリ

ー世帯向けのマンションといいましても、子どもがいる世帯や子どもがほしいと考える世

帯は少ないのではないかと感じます。 

学校運営課長） 

 あくまでもデータだけでの判断なので恐縮ですが、子どもが増えてきている学区域があ

ります。朋有小学校、池袋第三小学校、南池袋小学校が特に１００人を超えるくらいの増

加傾向にあります。共通するのは都心部、池袋の商業圏に接するような高層のビルがある

学区域です。そういったところにファミリー層が転入してきているということが推測され

ます。 

千馬委員長） 

 他に何もなければ、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） 

（７）報告事項第４号 「いじめ根絶・体罰によらない学校づくりについて（通達）」の

実施状況について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 教育指導課長から速報の情報提供ということで、小学校２３校、中学校８校の状況を教

えていただきました。実施済みという答えが結構ありましたが、ご質問はありますか。 

渡邉委員） 
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 小学校１９校、中学校６校が児童・生徒に対して周知済ということですが、インパクト

がないなという感想です。区内３１校を一斉にやるべきではないかなと感じました。また、

既に新学期が始まってから２週間たっているのに周知していないというのは、学校側がそ

れほど重視していないのではないかと感じます。 

 最低でも１週間のうちに子どもたちにもきちんと伝えたほうがよかったのではないかと

思います。中学校では、小学校から中学校へ上がって、入学してからしばらくはガイダン

スをする期間があったと思いますし、その間に子どもたちにも説明すべきだと感じました。

各学校に対して、「いつまでに」という指示をしたのですか。 

教育指導課長） 

 児童・生徒の周知が終わっていない学校があるということは、大変、残念な状況である

と思います。各学校に、速やかに児童・生徒の周知を行うようにと指示をしておりますの

で、完全に周知が終わったとことをしっかりと見届けて、その上で改めてご報告をしたい

と考えます。 

千馬委員長） 

 速報値の状況だと、児童・生徒への周知が弱いという指摘がありました。今後の追跡の

結果もご報告いただきたいと思います。 

渡邉委員） 

今のお話にあわせて、ある中学校で入学式が始まってから２週間以内に学年内でいじめ

ではないのかという疑わしい事例があったそうです。それに関しては、すぐに学校の先生

が対応し、本人たちもじゃれている感覚だったとのことで大きく発展はしていないです。

ですが、その学校で周知がされていたかがわからないので何とも言えませんが、もし周知

していなかったと考えると、入学してすぐに周知するべきなのかなと感じました。 

教育指導課長） 

 いじめの問題は、どこの学校でもどの学級でも起こり得る問題であるという意識を持っ

た上で、子どもたちをしっかり見守り、適切な指導をしていくことが大切だと感じていま

す。一過性のものではなく、長期にわたって指導を継続していきたいと考えています。 

三田教育長） 

 東京都の体罰の調査速報値で、１５５件の体罰の事案が報告されました。学校数で１２

２校、これは都下の小中学校、特別支援学校、都立高校を含めた数字です。教員や指導者

の暴力によって、歯を折ってしまうとか、骨折させてしまったという事例もありますし、

中にはいじめを促進するような発言、言葉による体罰をした教員がいたとの報告もありま

す。ひどい事案は東京都教育委員会の中で議論になり、学校名を公表することになりまし

た。調査は、公表するために実施したわけではないという議論もありましたが、体罰につ

いて容認するようなことがあってはいけないということで進められています。 

学校で差し迫った事案が発生した場合は、大阪の高校の事例でわかるように全国の教育

を揺るがす問題に発展してしまいます。教育に携わる者が、自分の問題として捉えている
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かどうかが問われていると思います。教員である以上は、指導方法について自ら振り返っ

て、改めるべきは改めていかなくてはなりません。体罰は法で禁止されています。法を犯

してまで指導をしなくてはいけない現実があるのか、教師の力量が問われています。 

いじめの問題についても体罰の問題について、教育委員会でも問題提起をして、様々な

取組みを実施しています。油断したらどこかで問題が出てくるような現状です。学校現場

では、いじめが発覚した場合は、即対応し、大きな問題に発展しないよう努力しています。

体罰については、教員の指導を徹底しています。体罰が発覚したら、これまでの豊島区の

学校教育の積み重ねが簡単に崩れてしまいます。信頼関係はとても重要であり、学校現場

でも緊張感を持つように指導しております。 

千馬委員長） 

 ほかによろしいですか。 

菅谷委員） 

 １５５件というのは体罰の件数ですね。豊島区では０件ということで、良い結果がでた

なと感じました。一方で、いじめの問題は、全国のほとんどの学校でいじめが存在すると

いうことを聞いたことがあります。いじめの問題の現状はどうでしょうか。 

教育指導課長） 

 平成２４年１２月のいじめの件数は、小学校が７４件、中学校が１６件、合計９０件で

す。平成２４年７月の段階では、小学校が４１件、中学校が１２件で、７月の段階に比べ

ると小・中学校で合計３７件も増えております。これは、教員がアンテナをより高くして

子どもたちをしっかりと見ていく中で、子どもにとって精神的に大きなストレスがかかっ

ているのではないかという細かな部分まで見た上で、数字に表れているということだと思

います。そして、その１件１件を丁寧に指導し、保護者とも連絡をとったり、学級の指導、

学年集団の指導をして、対応しています。 

 体罰は、子どもたちに直接アンケート調査をとり、全教員への聞き取り調査を行い、小

学校、中学校ともに０件という結果となりました。 

三田教育長） 

 体罰の問題について、０件というのは努力の表れだと感じています。ハイパーＱ‐Ｕを

使っている千登世橋中学校では、問題が発生してもすぐ解決するという仕組みづくりがで

きていますし、人間関係についていつも先生方がアンテナを高くして見守っています。そ

の結果、大きな問題に発展する前に行動することができていると感じます。いじめについ

ても、０件という学校もあるので、どうしていじめ０件なのか、件数の多い学校はどうし

て件数が多いのかという比較検討をして対応していきたいと考えています。 

統計の２枚目を見ていただきたいのですが、体罰の有無の報告についてです。小学校が

２８人、中学校が９３人、高等学校が３３人、特別支援学校が１人、合計で１５５人の教

員ないし指導者が体罰をしたという報告です。学校数でいうと、合計で１２２校とありま

す。中でも（４）に傷害を負わせた事案が出ていますが、あざや内出血、鼻血、骨折させ
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てしまうという事案も挙がっており、東京都教育委員会は学校名を出すという厳しい対応

をすると考えているとのことです。 

厳しい対応をしなくてはいけないと思いますが、本区でも子どもが暴れて先生が制止し

たところ、先生がけがをしたケースがありますし、先生が指導できないような状態になっ

てはいけないと考えています。懲戒や指導は徹底し、あまりにも子どもが暴力的な行動に

出た場合は、出席停止も含めて考えていかなくてはいけないと感じています。ですが、や

はり体罰は絶対しないということで、どんな行動が体罰なのかということを把握し、組織

的に対応し、緊張感を持って取り組む必要があると思います。 

それから、体罰調査委員会による原因背景の究明ということで、第三者機関をつくると

いうことが東京都教育委員会から提案されているということをお伝えしておきたいと思い

ます。以上です。 

千馬委員長） 

教育長から情報提供ということで資料を添付していただきました。この件でご質問はあ

りますか。 

ここに書いてある内容がこれからの教育委員会に影響を与えると思いました。教育指導

課に質問なのですが、実施状況について、報告の一番下に上記以外のその他ですが、特徴

的な取組みの情報はあるのですか。 

教育指導課長） 

 周知の方法ですが、保護者会を開いて保護者会の中で周知をしたり、地域や町会関係者

等にも学校だよりとあわせて宣言文を送付した学校、入学式の学校長式辞の中で宣言文に

ついてふれた学校もあります。 

渡邉委員） 

 保護者に対する周知ですが、入学式だけでなく、その後の全校保護者会にも来ない保護

者が多いのが現状です。ＰＴＡ会長と話す機会があったのですが、クラブや塾の行事には

積極的なのに学校の保護者会となると参加しない方が多いと感じているようです。情報を

発信するためにも、保護者の意識を高めるための取組みが重要だと感じました。 

三田教育長） 

 保護者の価値観や仕事も多様化していて、難しい点だと思います。学校便りでメッセー

ジを届けるためには、子どもたちにこの便りの大切なポイントはここだよと説明して、家

の人にも説明するよう子どもたちに託すことも重要です。教員に工夫を凝らした方法をと

るように指導していきたいと思います。 

千馬委員長） 

 この報告は速報ということですので、まとまりましたらまた議論をするということでよ

ろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（８）その他 
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（午後４時４５分 閉会） 


