
第７回教育委員会臨時会議事要録 

詳細―教育総務部教育総務課 電話０３－３９８１－１１４１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
教育委員会臨時会 

事務局（担当課） 教育総務部教育総務課 

開催日時 平成２５年６月２４日 午後２時００分 

開催場所 教育委員会室 

出席者 

委

員 

千馬 英雄（委員長）、渡邉 靖彦（委員長職務代理者） 

小林 麻理、菅谷 眞、三田 一則（教育長） 

そ

の

他 

教育総務部長、教育総務課長、学校運営課長、学校施設課長、教育指導課長、

統括指導主事、教育センター所長、教育指導課指導主事 

事

務

局 

教育総務課庶務係長、教育総務課庶務係主事 

公開の可否 一部公開  傍聴人   ０  人 

非公開・一部公開

の場合は、その理

由 

第３４号議案及び報告事項第１号並びに報告事項第３号については、人事案件

のため非公開とする。報告事項第７号については、個人情報に関する案件のた

め非公開とする。 

 

会議次第 

 

１．第３４号議案  豊島区立幼稚園教育職員の採用について 

２．第３５号議案  豊島区立学校の管理運営に関する規則の一部改正につい

て 

３．報告事項第１号 臨時職員の任免 

４．報告事項第２号 環状第５の１号線道路工事に係る千登世橋中学校の校庭

改修について 

５．報告事項第３号 校長の職務代理について 

６．報告事項第４号 平成２４年度 豊島区立学校・園における学校評価結果

の概要について 

７．報告事項第５号 平成２４年度 豊島区立学校卒業生進路先一覧について

８．報告事項第６号 平成２５年度 教育に関する事務の点検・評価の実施に

ついて 

９．報告事項第７号 各小中学校における生活指導の課題について 

10．報告事項第８号 幼児教育相談の実施について 

11．その他 

 

 



 1

千馬委員長） 

 それでは、ただいまから、第７回教育委員会臨時会を開会いたします。署名委員は、小

林委員と菅谷委員です。人事案件は最後にまとめて行いたいと思います。 

（委員全員了承） 

（１）第３５号議案 豊島区立学校の管理運営に関する規則の一部改正について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 指導教諭や栄養教諭に関することを追加するための改正です。委員の先生方、ご質問等

はありますか。 

小林委員） 

 第７条の他の部分はどのようなことが書かれているのですか。 

三田教育長） 

 画面上に第７条の全文が出ていますが、要は、校長や副校長の補佐等をするミドルリー

ダーとして働く主幹教諭や栄養教諭等を定めたものです。そこに、指導教諭や栄養教諭に

ついての文章を追加します。 

 指導室課長会等でも詳細を議論されていると思います。教育長会でも話がありましたが、

学校に、指導職として、専門的に自分の学校の研究や教員を指導する立場のものを付けよ

うということになりました。本区は統括指導主事も含めて５人の指導主事がいますが、各

学校の研究会を全て細かに指導することは難しいです。積極的に指導を専門とする職層を

置いていこうという考えで、東京都教育委員会が決定し、今年度から試験を実施して来年

度から任用していくために規則を改正します。 

菅谷委員） 

 この職は各学校に一人くらい付くのですか。 

教育指導課長） 

 指導教諭につきましては、向こう５年間で定員を充足していく予定で、最終的には東京

都の全小中学校で３４０名となります。今年度は近隣５区と調整し、本区からの指導教諭

の推薦枠は、小学校２名、中学校１名です。 

 主幹教諭は、各校に２名か３名おります。東京都の小中学校は約２，０００校です。つ

まり４，０００名程度の主幹教諭がおります。指導教諭は最大でも３４０名ということで、

非常に少な人数となります。 

菅谷委員） 

 栄養教諭も各校に配置されるわけではないのですか。 

教育指導課長） 

平成２０年度に食育推進モデル地区事業という東京都のモデル事業がありました。この

年に豊島区、練馬区、杉並区、町田市、都全体、計５名の栄養教諭が配置されたという経

緯がございます。本区では、平成２０年度から栄養教諭が１名、池袋中学校に配置されま
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した。 

菅谷委員） 

 今後も１名の栄養教諭が豊島区全体の食育を推進していくということですか。 

教育指導課長） 

 基本的には、所属校における食育指導を中心にご担当いただきますが、現在も区全体の

食育の向上にも目を配り、ご活躍いただいております。 

三田教育長） 

 栄養職員の配置についてですが、都費の栄養職員は２校に１人の配置と定められていま

す。本区の場合、残りの学校には、区の非常勤職員ということで配置しています。栄養教

諭は、栄養士の資格と食育に関する授業ができる教諭としての資質が必要なことから、教

材の開発や指導法の開発をし、実際に自分の経験を区内に広げるために活躍してほしいと

思います。 

千馬委員長） 

 主幹教諭は、免許更新の免除申請ができると思いますが、指導教諭の場合はどうですか。 

教育指導課長） 

 現在、東京都で要綱等を作成中です。わかり次第ご報告したいと思います。 

千馬委員長） 

 わかりました。他によろしいですか。それでは、この件につきましては、ご了解いただ

けますでしょうか。 

（委員全員異議なし 第３０号議案了承） 

（２）報告事項第２号 環状第５の１号線道路工事に係る千登世橋中学校の校庭改修につ

いて 

＜学校施設課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 委員の先生方、何かご意見はございますか。 

菅谷委員） 

 今までの保護者への説明で、何かご意見はありましたか。 

学校施設課長） 

 緑が増え、緑被率も２０％増加しますので、大変好評です。反対する保護者の方はいま

せんでしたが、工事期間中の安全対策はしっかりするようにというご要望は承りました。 

三田教育長） 

東京都に何度も交渉し、この案となりました。粘り強く交渉を続けた成果だと思います。

学校も保護者も納得いただける形となり、安心しております。ビオトープの水が枯れるな

ど問題の多い部分だったので、抜本的な工事とビオトープの整備もでき、本区として嬉し

い限りです。近隣の住民側への説明は、区の土木課や都市計画課が中心となって、住民説

明会を何度も実施しています。学校の近くなので、排気ガス等を心配する声もありました
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が、東京都がしっかりと調査をしてデータを公表し、ご納得いただけることになりました。 

小林委員） 

 この工事に関係して、授業が今までどおりに実施できないということはあるのですか。 

学校施設課長） 

 ６メートル幅の仮囲いができますので、野球等のスポーツは多少影響を受けると思いま

す。運動場全体を使うサッカーなども今と全く同じようにはできません。サッカーや野球

は少し影響がでますが、テニスはコートを移設して３面確保します。体育の授業は工夫し、

問題なく行えるということです。 

千馬委員長） 

 工事範囲にトラックの一部がかかっているので、陸上競技も工夫して行わないといけな

いのですか。 

学校施設課長） 

 その通りです。工事範囲に入っていない部分を活用し、工夫する必要があります。 

千馬委員長） 

 中学校の陸上は、専門的なところまで授業で教えると思いますが、トラックが変則な形

になっても大丈夫なのですね。 

学校施設課長） 

 問題があるという報告は受けておりません。東京都と学校と何度も調整しておりますが、

学校が工夫して授業をすることで対応するとのことです。対応可能と判断しています。 

千馬委員長） 

 わかりました。 

三田教育長） 

 日程についてですが、工事終了が今年度末ということになるということですが、２月ご

ろに目白ロードレースがあります。今までは、千登世橋中学校を拠点にして実施していま

したが、工事の影響が残るのではないでしょうか。主催者との調整は大丈夫ですか。 

学校施設課長） 

 工事は順調に行けば２月中に終わります。目白ロードレースの際は、走るところを確保

して、仮設の通路を設ける予定です。不備のないよう主催者ともよく調整したいと思いま

す。 

千馬委員長） 

 他にいかがでしょうか。それでは、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） 

（３）報告事項第４号 平成２４年度豊島区立学校・園における学校評価結果の概要につ

いて 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 
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委員の先生方、何かご質問はありますか。 

小林委員） 

２つあります。まず、この自己評価の方法を伺いたいです。 

それから、この尺度は何かということを確認したいです。共通の尺度があって、それに

基づき全ての学校が判断するのだと思いますが、いかがでしょうか。上がった学校、下が

った学校がありますが、尺度が設定されていないと相対的なものになってしまいます。そ

れぞれの学校の評価は、比較しても大丈夫なのでしょうか。 

教育指導課長） 

 まず、第１点目の自己評価の方法についてです。各学校で、児童生徒へのアンケートと

保護者へのアンケートをして調査します。このアンケートの結果を自己評価の非常に大き

な要素としています。あわせて、学校の職員にも、学校経営方針がどれだけ具現化できた

かについて、聞き取りや自己評価を行います。それらを総合的に勘案して、各学校が自己

評価をしています。 

２点目の尺度についてです。例えば、「確かな学力」という項目で、区独自の学力調査

で達成率何％以上ならば評価は４であるという基準については、教育指導課では、提示し

ておりません。各学校のこれまでの教育活動の経緯を勘案して、各学校が校長の学校経営

方針をどれだけ具現化できたのかという自己評価になっております。この数値を単純に比

較して、学校間で序列をつけることはできないのが現状です。「豊かな人間性」という項

目も、何をもって豊かな人間性と判断するのかは学校によって様々です。例えば、アンケ

ート項目の中で、お友達に親切な言葉をかけてあげることができるという調査項目を設け、

人間性の育成について評価をしている学校もありますし、道徳の時間の満足度等をもって

評価をしている学校もあります。 

この学校評価の目的は、自校の教育内容の改善ということに重きを置いており、校長や

職員が自校をどのように見ているか、判断しているのか、そして、それに基づいてどのよ

うな改善をしていくのかということがこの評価の目的となっております。 

小林委員） 

 いわゆる顧客調査、サービスを受けている側からの評価をベースにしているという理解

でよろしいですか。 

教育指導課長） 

 ベースにあるのは子どもたちや保護者の声ですが、教育をしている側の教員や校長と副

校長が子どもたちの様子を見て総合的に評価しています。 

三田教育長） 

 委員ご指摘のとおりだと思います。校内の教職員が行う内部評価は、教育指導課長が言

うように、校長先生が学校経営に資するために実施していますが、尺度がないと各学校で

基準が曖昧になってしまいます。 

私が学校長だったときは、子どもの満足度調査と保護者の期待度を活用して内部評価を
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していました。子どもが満足していて、学校に来て楽しく学習したり、生活したりしてい

るということが大切だと考えていたためです。保護者からのご意見も、テストの点が上が

ったかとか、いじめはないかということについて、保護者から見てどうだったかというも

のです。子どもを通して学校を見ていただきました。 

尺度を決めた方が毎年同じ目線からなので、効果もわかりやすいと思います。委員から

もご意見をいただきましたので、来年度は仕組みづくりをしっかりして実施したいと思い

ます。 

小林委員） 

 教育長のおっしゃるとおりで、一定の客観性がないと信頼性もなくなってしまいます。

子どもの満足度や保護者の期待などの一定の基準があれば良いと思います。例えば、アメ

リカの自治体は、様々な行政サービスについての満足度調査を実施しています。５０万人

超のところで１万人超くらいサンプルをとって、５年平均でどのくらい満足度が改善した

のか、１０年平均でどのぐらい改善したのかということを調査します。そのサービスを受

けた人の意見で全体を評価するのは、とても信頼性のある方法だと思います。各学校、各

先生の励みにもつながると思います。現在の方法は、その評価が妥当かどうかもわかりま

せん。評価して、そのフィードバックがあるような方法に改めていただきたいと思います。 

教育指導課長） 

 委員からのご指摘はその通りだと感じました。地域の方や保護者にアピールできるよう

な評価、教員のやりがいが増していくような評価のあり方について、校長会とも相談しな

がら検討していきたいと思います。 

千馬委員長） 

 では、学校経営に資するための正当な評価をするために工夫していただきたいと思いま

す。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） 

（４）報告事項第５号 平成２４年度豊島区立学校卒業生進路先一覧について 

＜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） 

 ここに記載されている以外の都立高校に進学した方はいないのですか。 

教育指導課長） 

 申し訳ありません。進学者の多い上位５校を載せております。これ以外にも多くの都立

高校へ進学しています。 

菅谷委員） 

 わかりました。 

小林委員） 
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 この傾向は、例年同じような傾向と考えてよろしいですか。 

教育指導課長） 

 この割合につきましては、景気の動向によって若干の変動が見られますが、概ね、例年

と同じような傾向です。 

三田教育長） 

 中学校の進路ですが、全高校名をご報告していただきたいと思います。 

 また、進路先が未決定の子どもが６名おります。非常に少ない数字だと感じています。

教育委員会としては、家庭の事情で困っているのか、学習環境が整わなかったのか、子ど

もの精神的なものが問題なのかをきちんと調査して対応していくことも考えています。そ

の詳細についてもご説明いただきたいです。 

教育指導課長） 

 進路が未決定の生徒６名のうち、家庭の経済状況で、本当は進学したいができないとい

う子どもはおりません。６名のうち１人は、次年度にもう１回受験すると明確に意思表示

をしています。それから、就職を希望している人が２人、今後の進路を様々な角度から検

討している方が２人です。残りの１人は、自分の進路先について明確な意思表示ができな

い状況で、思い悩んでおります。教育センターで不登校対策に力を入れて取り組んでいま

すが、一旦不登校になってしまうと将来の進路先を自分の意思で決めることができない、

考えることができないという状況です。教育センターで行われている不登校対策は、今後

の進路がなかなか決められない子どもにとって、一つの大きな支援になると考えておりま

す。 

三田教育長） 

 本区では、不登校の子どもたちのキャリア教育にとても力を入れています。私が指導室

長だった頃から不登校の子どもたちが学習できるようにパソコンを使って先生とやりとり

をしたり、最近ではタブレットを使った授業も検討していますので、不登校の子どもたち

の学習にも反映できたらよいなと思っております。もちろん、子どもたちは学校で勉強し

たいと思いますし、人間関係がつらくて行けないのであればそういった問題を解決する手

伝いをしていきたいと考えています。 

教育センター所長） 

 ６名の進路先が未定ということについては、大変心を痛めております。この６名の中に

は、スクールソーシャルワーカーが関わった生徒が２名おります。この２名ですが、スク

ールソーシャルワーカーを導入した時期が進路先を決定する時期にとても近くて、色々と

話しましたが、進路先の決定には至りませんでした。 

 今年度は、４月の終わりから３年生の生徒を中心に不登校対策を進めております。進路

先未決定ということがないように教育指導課と連携をとりながら進めていきたいと思いま

す。タブレットを導入するということについても、予算の関係もありますのですぐにとい

うことは難しいですが、学校運営課とも協力して検討していきたいと思います。 
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小林委員） 

 大学でも授業時間に関わりなく、アクセスして授業を受けることができます。豊島区で

はＩＣＴ機器の先進的な取組みを進めているので、不登校対策にタブレットを導入するの

は非常に良いと思います。不登校の子どもたちはそれぞれ複雑な状況にあるのだと思いま

すが、学習したい気持ちや進路の悩みを解消するために、ＩＣＴ機器を活用する必要があ

ると思います。クラスの授業を撮影して、それを配信することもできますし、活用してい

ただきたいと思います。 

教育指導課長） 

 学習コンテンツを今後充実させていきたいと思います。今の子どもたちはＩＣＴ機器に

日頃から慣れ親しんでいますので、興味・関心をも持って自学自習ができると思います。

学校も家庭訪問を繰り返すことで人間関係をつないで、課題を解決していくことが前提で

すが、学校運営課とも連携して、着実に研究を進めていきたいと思います。 

三田教育長） 

 不登校の子どもだけでなく、けがや病気になった子どもたちのためにも活用できると思

います。様々な子どもがいるので、どうやってその子どもの能力を引き出していくのかと

いう仕組みづくりが必要だと考えています。 

千馬委員長） 

 教育指導課長は他地区の校長等を経験されていると思いますが、他区ではどのような状

況でしたか。 

教育指導課長） 

 正直に申し上げますと、区全体で６名という数字は大変少ないと思います。都立高校の

入試が難しくなって、希望している高校に行けないという子どもが多くなっていることも

進路先未決定の原因です。他区では、そういったケースも含めて、もう少し多かったよう

に思います。 

千馬委員長） 

わかりました。 

この６名については、これからもケアしていく必要があると思います。工夫して、新し

い取組みを取り入れてゼロ件を目指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） 

（５）報告事項第６号 平成２５年度教育に関する事務の点検・評価の実施について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

何かご質問はありますか。 

小林委員） 

 以前の評価表と比べるととても良くなったと思いますが、一点変えるともっと良くなる
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と思います。施策名があって、その目的と内容があり、その施策を構成する事業と取組み

が記載されています。総合評価シートの中に、施策を構成する事業で何を達成するのかと

いう目標を書くと良いと思います。それぞれの事業を実施することによって、都市型環境

教育の推進という目的が達成されるかどうかをこのシートだけで見ることができます。こ

の施策自体の定量的な目標値があって、それがそれぞれの事業がどのような目標を持って、

どのように達成されるのかというところまでできるとさらに良いのですが、この施策を始

める段階で目標値の設定がなければ難しいと思います。 

教育総務課長） 

 貴重なご意見ありがとうございます。総合評価シートについては、そのように変更した

いと思います。 

千馬委員長） 

 私も大変わかりやすくなったという印象を受けました。委員からのご指摘を反映させて

いただきたいと思います。 

 以上で、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） 

（６）報告事項第８号 幼児教育相談の実施について 

＜教育センター所長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 この件について、何かご意見等はありますか。 

菅谷委員） 

 実際にこの相談を受けられる方は、何名くらいいるのですか。 

教育センター所長） 

 申し込みはこれから受けることになっております。先週の金曜日に、各幼稚園にこの文

書を配布し、園長先生やスクールカウンセラーから保護者に対して具体的な説明があり、

これから申し込みが始まります。 

 園長先生には、５月のプロジェクト会議が始まったときから実施することを明言してお

りますし、スクールカウンセラーも保護者の皆様に対応しておりますので、今週から申し

込みがくるのではないかと思います。 

三田教育長） 

 補足ですが、文部科学省が特別支援を要する子どもの出現率について、１０年前に調査

したときと比べて増加していると発表しています。発達障害の子どもたちが増えていて、

就学相談をしてもなかなかご理解をいただけないケースも増えています。通常学級に通っ

て、人間関係等が上手くいかないケースが増えており、心を痛めているという状況です。 

 幼稚園でも、先生が専門的な立場で見て、３園合わせて３０人くらいの特別支援を要す

る子どもたちがいるとのことです。幼稚園の機能も上手くまわらなくなってしまうのでは

ないかということをどの園も危惧しています。幼児期から就園の相談を受けて、適正就
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園・就学につながっていくような指導をしていく必要があると考えています。 

 限られた私立幼稚園では特別支援を要する子どもの受け入れ人数を決めています。公立

の幼稚園は受け入れ人数に限度がないのが現状です。私立幼稚園の方にも受け入れ人数の

増加を検討していただかなければ、公立幼稚園だけではいずれ対応できなくなります。私

立幼稚園とも協議していきたいと思っています。 

千馬委員長） 

 委員の先生方、この件はよろしいでしょうか。今年度からプロジェクトを実施するとい

うことで、試みの一つということでご理解いただけたらと思います。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（７）報告事項第７号 各小中学校における生活指導の課題について 

三田教育長） 

 この案件は、かなり具体的な校名と児童生徒の氏名等が出てまいります。「地方教育行

政の組織及び運営に関する法律」の第１３条第６項に、出席委員の３分の２以上の多数で

可決したときは、これを公開しないことができるとありますので、この規定に基づいて、

この案件を非公開としたく、お諮りいただければと思います。 

千馬委員長） 

 委員長としましても地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第１３条第６項の規定

により、本件を非公開とさせていただきたいと思いますが、委員の皆様いかがでしょうか。 

 （委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

 それでは、報告事項第７号は非公開といたします。よろしくお願いいたします。 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

個人情報に関する案件のため非公開 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（８）第３４号議案 豊島区立幼稚園教育職員の採用について 

＜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３４号議案了承） 

（９）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） 

（１０）報告事項第３号 校長の職務代理について 
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＜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） 

（１１）その他 

（午後５時００分 閉会） 


