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千馬委員長） 

それでは、ただいまから第９回教育委員会定例会を開催いたします。本日の署名委員は、

渡邉委員、菅谷委員でございます。また、公務のため、教育長、教育総務部長、教育総務

課長が午後３時半から１時間程度離席しますがご了承ください。 

傍聴の方がおりますので人事案件を最後にまとめて、図書館課の案件から始めたいと思

います。 

（１）報告事項第１号 巣鴨図書館の大規模改修工事に伴う休館について 

＜図書館課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

改修工事に伴い、平成２６年２月３日から平成２７年３月まで休館するということです。

臨時の窓口も設けられるということですが、委員の先生方、ご質問等ございますか。 

菅谷委員） 

 前回のご説明のときに、周辺の区民の方への周知がうまくいっていないというお話があ

りましたが、課題は解決されたのでしょうか。 

図書館課長） 

 現在も交渉中です。工事を実施しなければいけない事情もありますので、そろそろ工期

を決めて進めていかなくてはいけません。それまでに解決しなければいけないと考えてお

ります。 

千馬委員長） 

 それでは、報告事項第１号については、了承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） 

（２）第４１号議案 教育委員会会議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） 

教育委員会定例会が第２火曜日から第２水曜日に改めるという議案です。臨時会のほう

もこれにあわせて水曜日ということですが、ご質問やご意見はありますか。 

特になければ、教育委員全員が承認ということで、よろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 第４１号議案了承） 

（３）第４２号議案 豊島区文化財の登録について＜諮問＞ 

＜教育総務課長、教育総務課文化財係長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 無形文化財保持者ということで２名の職人を推薦しているということですが、この件に

ついて何かご質問はありますか。 

三田教育長） 

 このような技術は、後継者がいないことが大変深刻な課題となっております。技術の保

持者をつないでいくためには、文化財の登録をするなどして記録したり、技術を第三者に
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伝承していくということに力を入れていかなければいけないと思っております。文化継承

の担い手の育成は、とても重要なことと考えておりますので、提案のとおり文化財保護審

議会で検討したいと考えております。よろしくお願いします。 

渡邉委員） 

 最近は科学技術や工業技術の進化により、機械で作られた物であふれています。子ども

たちも手作りの温かみを感じる機会がどんどん失われていますので、技術を次世代に残し

ていくということは本当に大切なことだと思います。是非、文化財に登録していただいて、

技術がきちんと伝わっていくことを願っております。ましてや豊島区でつくられた技法と

いうお話もありましたので、豊島区の文化財として登録するにふさわしいものだと思いま

す。 

菅谷委員） 

 伝統技術は、必ず伝承していくべきものだと思っています。 

少し気になったのは、このような工芸品が公開されているのかということです。豊島区

の貴重な人材が作られた工芸品ですので、区民も見ることができるような展示会があると

良いと思います。実施しているのでしょうか。 

教育総務課文化財係長） 

 こちらの２名は、豊島区の伝統工芸保存会という団体に所属しております。その団体が

生活産業プラザで定期的に展示会を開催しており、区民の方も見ることができます。また、

区としましても、ものづくりメッセや伝統工芸展という伝統工芸の展示会を開催しており

ます。 

 なお、豊島区教育委員会で無形文化財に登録をすることが決定されますと、教育委員会

でも学校や社会教育関係のイベントなどで紹介していくこともできます。より多くの方に

ご覧いただくことになると思いますので、そういった意味でも文化財に登録することが重

要であると考えております。 

菅谷委員） 

 文化財に登録するだけでは意味がないと思います。伝承していくためには、区民に広く

知っていただいて、文化財について理解していただかないといけないと思います。是非、

展示会等の機会をなるべくたくさん設けていただきたいです。 

千馬委員長） 

 広報等でも周知していくとよいですね。 

三田教育長） 

 こういった製品は、しっかり管理されていれば１００年くらい変わらない姿で残ると思

います。職人さんがプライドを持って作った作品です。プロとして仕事にかける心意気は

近代的な大量生産では見られない文化です。文化財に登録することによって、子どもたち

に伝承していきたいと考えております。 

千馬委員長） 
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 文化財に登録することによって教育的な効果も広がると受けとめていますので、私から

も是非このお二人を認定していただきたいと思います。 

 鼈甲細工も銀器も後継者はいらっしゃらないのですか。 

教育総務課文化財係長） 

銀器制作は、後継者がおりません。また、東京都では数名おりますが、区内では銀器の

製作をしているのもこの方だけです。 

鼈甲細工も江戸鼈甲の職人は東京都に数名おりますが、区内ではこの方だけです。この

方は、新しい作品を作るなど、都内でもトップクラスの職人です。現在、お孫さんが修行

中ということですので、師匠からのお墨つきを得られれば、引き続き認定保持者として活

動していただき、文化が継承されていくのではないかと思います。 

千馬委員長） 

 わかりました。 

 それでは、この件は了承するということでよろしいですか。 

（委員全員異議なし 第４２号議案了承） 

（４）第４３号議案 豊島区指定有形文化財（建造物）の現状変更許可申請について＜諮

問＞ 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 改修工事の目的が耐震補強工事と施設公開のための改修工事であり、現況の良さを最大

限損なわない工事方法であるとのことです。ご質問やご意見はありますか。 

三田教育長） 

教育委員が代がわりして、現委員は旧鈴木邸を実際にご覧になっておりません。決定ま

でに現地を視察する機会を設けていただきたいと思います。 

鈴木邸の保護については、現在は文化商工部で管理しています。審査や文化財の識見に

関することを教育委員会が担当しています。貴重な文化財を公開していくという話がでて、

公開に耐えられるような保存をしていかなくてはいけないということで、今回、ご提案さ

せていただきました。戦前にフランスに留学されて、大事な書籍を船便の火災で焼失して

しまったという反省から、書斎は、当時は大変めずらしい鉄筋コンクリートで作られてい

ます。２階に上ると鉄筋が見えて、美観的にも素晴しいです。天井から床の書棚、机は真

四角の大きな一枚板の木、回転椅子に座りながら本に囲まれてすごしていたのだなと想像

できます。フランス文学の内容もさることながら、理想を求めた書斎であり、建物として

の価値も高いものがあります。良さをそのまま残して、区民の皆さんに公開できるように

補強工事を進めていきたいと考えています。 

千馬委員長） 

 公開するということでより良い保存ができるようにということと、現況の良さを損なわ

ないようにということですが、是非、視察をお願いしたいと思います。 
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教育総務課文化財係長） 

 申し訳ありません。今回の教育委員会で諮問をご了承いただきますと、９月１７日の文

化財保護審議会で諮問させていただきます。そこで答申を得た上で、９月２７日の教育委

員会で、決定するかどうかのご審議をいただきたいと考えております。２７日の教育委員

会の前に視察の機会を設けるよう検討したいと思います。 

千馬委員長） 

 よろしくお願いします。 

 それでは、次回、視察をした上で審議したいと思います。今回の議案は了承ということ

でよろしいですか。 

（委員全員異議なし 第４３号議案了承） 

（５）報告事項第２号 「豊島区教育ビジョン２０１０ 豊島区教育振興基本計画」改定

に係るアンケート調査について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 大きな変更点としては、隣接校選択制に関する設問については、新設の設問が四つ追加

されているという説明をいただきました。ご意見等ありますか。 

菅谷委員） 

 アンケートがこれだけ分厚いと、全て答えてもらえないかなと思うのですが、回収率は

どのくらいを想定しているのですか。 

教育総務課長） 

 前回の回答率は８割です。町会長や民生・児童委員からの回答が約６割で一番低いです。

例えば、アンケートの対象となった中学２年生の保護者の方ですと、回収率は８割を超え

ています。また、お渡ししましたアンケートですが、色分けされていると思います。これ

に全て答えるわけではなく、保護者用や各団体用のアンケートとなっており、それぞれ１

冊に答えることになります。 

渡邉委員） 

 隣接校選択に伴う設問の１５の１番と２番を読んだ人は、理解できるのかなと思いまし

た。１番は、選択校と指定校では、どちらが家から近いですかという単純な質問で、２番

は迎えに行く人がどちらのほうが行きやすいですかという意味でしょうか。勤め先と選択

校が近いので、迎えに行きやすいという回答を想定していると思うのですが、同じような

質問だと捉えられてしまうように感じます。 

学校運営課長） 

 ご指摘のとおり、特に小学生の場合は、職場と近いので車で迎えにくるようなご家庭も

あります。 

教育総務部長） 

 設問１４の１番で災害時に実際に学校に迎えに行く人はどなたですかと聞いています。
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ここで、ご両親や祖父母や近所の人をご回答いただきます。ご両親が行くのであれば、職

場から近い等の理由があると思いますし、祖父母や知り合いの方が選択校の近くにお住ま

いで、いざとなったら駆けつけていただけるということもあると思います。この流れを受

けてご回答いただければ、意図するところが理解していただけると考えております。 

渡邉委員） 

 きちんと読んでいれば十分に理解できる内容ですが、設問１４で回答したことが設問１

５につながるというのもわかりにくいと感じました。 

三田教育長） 

 町会や議会からは、自分の地域以外の学校に通うのはどうかと思うというご意見もあり

ますが、子どもや家族にとってはどうなのかを考えなければいけないと思います。ビジョ

ンの改定にあわせて隣接校選択制を再評価し、正確な情報を得ていきたいと考えており、

少し細かな調査内容となっておりますが、ご了承願いたいと思います。 

 区民の方が利用していて不便だと感じていることは改善していかなくてはいけませんし、

評価の高いものについては一層充実させていかなくてはいけないと考えております。また、

教育ビジョン２０１０の中には書いていない能代市との教育連携等の新しい展開も評価し

た基礎資料になるということでご理解いただければと思います。 

 データのまとめはいつ頃までに行う予定ですか。 

教育総務課長） 

 データのまとめは、１１月までには全て終わりたいと思っています。１月には報告書の

ような形で案を作っていきたいと考えています。年明けの第１回豊島区議会定例会で報告

したいと考えています。 

菅谷委員） 

 設問の最後にご要望等はありますかという抽象的な設問がありますが、前回のアンケー

トの際には、この設問で積極的なご意見はありましたか。 

教育総務課長） 

 申し訳ありません。手持ちの資料がないので、次回、まとめてご報告したいと思います。 

三田教育長） 

私は前回のアンケートにも携わりましたが、様々な考え方が様々な立場から出てきてい

たという印象が残っております。無理難題というご意見は余りなかったように思います。

豊島区の教育関係者が温かい目で教育を見てくださっているなと感じましたし、豊島区の

良い風土を感じました。 

菅谷委員） 

 この設問を見て、小中一貫校等についてのご意見がでてくるかなと感じました。今、他

区でも取り入れているところがありますが、そういった新しい選択肢を区民の方が求めて

いるのかということを知りたいと思います。過去のものも見てみたいのでよろしくお願い

します。 
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三田教育長） 

文部科学省に教育特区の承認を得て、小中一貫校を導入している区も確かにありますが、

豊島区では小中一貫教育連携プログラムを実施しています。小中一貫校ではカリキュラム

が４、３、２年と分かれていて、現在の小学校６年間、中学校３年間とは違うものとなっ

ています。教科書や教員の配置も従来と違いますので、果たしてうまくいくのかと個人的

には疑問です。現在、他区では小中一貫校のモデル校があり、接続が本当に上手くいくの

かを見てからでないと導入は難しいと考えています。豊島区で実施するのは小中一貫教育

連携プログラムで、子どもの学びの接続を重視する取組みです。これも接続を重視する新

しい取組みですが、そういった新しい取組みを支えていくためにもアンケートを活用して

きたいと考えています。 

千馬委員長） 

 私が現場にいるときに、教育ビジョン２０１０の作成に関わらせていただきました。地

域の方や保護者、学校で働く教員にとっても方向性を見据える良い資料になっておりまし

た。教育ビジョンを打ち出す重要性はとても大きいです。アンケート結果を十分に反映し

ていただきたいと思います。 

 他にご意見がなければ、了承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） 

（６）報告事項第５号 いじめ対策基本法について 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

教育長が公務のためここで一度退席します。 

それでは、ただいま統括指導主事のほうからいじめ防止対策推進法案について、情報提

供がありました。こちらは、豊島区が独自で作られた資料ですか。 

統括指導主事） 

 資料１については、教育指導課でいじめ対策基本法を調査研究して、概要版としてまと

めたものです。文部科学省も東京都教育委員会も概要版を作成していますが、こちらの資

料は、豊島区教育委員会の資料ということで作成しています。 

千馬委員長） 

委員の皆様、いかがでしょうか。 

渡邉委員） 

 いじめやいじめと疑わしき状況に対応する場合、今まではその行為に対して様々な対応

方法を見定めていたと思いますが、法律のとおり行動しなければいけないということです

か。法律のとおり行動するためには、具体的な基準を作らないと、法律に沿った行為をし

ているということを確認できなくなってしまうのではないでしょうか。文部科学省からも

そういった指導があったのでしょうか。 

統括指導主事） 
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ご指摘のとおりです。現在、協議会が開かれておりますので、方針について報告がある

のではないかと期待しています。 

現在のいじめ問題への対応としましては、国が実施する問題行動調査を毎年行っており

ますし、東京都が実施する取組み状況の調査を年３回、実態調査を年２回行っております。

併せて、豊島区も年３回の実態調査を行っていますので、非常にきめ細かい調査となって

おり、いじめが継続しているのかどうかを確認することができます。学校も危機感をもっ

て対応していますので、早期発見、早期解決に結びついていると考えています。 

渡邉委員） 

 非常に細やかな対応ができていると感じていますが、そういう対応がこの法律に基づい

た活動であるということを事務局も学校も保護者も確認できるようにする必要があると思

います。例えば、このアンケートは法律に基づいて行っていると積極的に発信したほうが

効果もあるのかなと思います。今までもアンケート等を実施していますが、それも今後は

この法律に基づいて実施しているということを主張したほうが良いと思います。 

統括指導主事） 

 法律に関するものは、校長会等で周知していくことを考えております。現在も実施して

いるものを法律に基づいて実施することになりますし、新しい組織を作るとか新たな取り

組みを始めるということになった場合は、校長会等で協議しながら取り組んでいきたいと

考えております。法律で定められた行動であるということが教員の意識を高めるという意

味では、非常に有効だと考えておりますし、より効果的に実施できるよう検討していきま

す。 

渡邉委員） 

よろしくお願いします。 

また、この法律でいじめの定義がなされていますが、ご説明にもありましたようにいじ

めの定義は推移していくものだと思います。社会的にもいじめって何かという理解が足り

ていない部分があると思います。可能であれば、法律ではいじめはこのように定義されて

いて、豊島区ではこういったことをいじめだと考えているということをわかりやすく説明

していただきたいです。図等で示すことができればさらに良いと思います。保護者も理解

できるようなものを示して、精度を高めていただきたいと思います。 

統括指導主事） 

 検討していきたいと思います。 

千馬委員長） 

豊島区でもすでに様々な取組みを実施していますし、もちろん全国的にも取り組んでい

ると思いますが、多少温度差があって捉え方の差もあると思います。推進状況も違う中で

法律を作る意味として、当たり前に取り組むべきことであると踏まえた上で、区として質

の高い取組みを推進していく必要があるのかなと感じました。豊島区でも豊島区なりの概

要を作成したということでこれを周知して、これからの進捗状況や成果が出ることを期待
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したいと思います。 

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） 

（７）報告事項第６号 平成２５年度秋の豊島区交通安全運動推進要綱 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 この件について、ご意見等ございますか。 

菅谷委員） 

 車の運転は免許証がないと無理ですが、歩行者や自転車はそういったものがありせん。

学校等でルールを指導していると思いますが、具体的に交通ルールに関する取組みにはど

のようなものがありますか。 

統括指導主事） 

毎月安全指導を行うということをカリキュラムに位置づけておりますので、全学校で実

施しています。交通事故は、子どもたちが遭遇しやすい事故の一つです。区も東京都も自

転車の安全な乗り方等の冊子を出しておりますので、それらを活用して授業を行っており

ます。 

それから、自転車の免許証の発行についても、各学校でＰＴＡと協力しながら実施して

います。法的な拘束はありませんが、課題をクリアして免許証を持ったということの意識

が生まれるため、ルールを守ろうという意識を高めるのに効果的だと考えております。朋

有小学校では、セーフスクールの認証を受け、１年生のときに免許証を取得し、隔年で講

習と実技講習を行って、６年間継続して実施しています。子どもたちに自転車のマナーや

操作技術を向上させるための取組みです。１月には朋有小学校の研究発表会があり、そう

いった機会に、他の学校にも取組みを広げるという動きもあります。 

菅谷委員） 

 小学生は自転車で歩道を走っても良いことになっていますが、たまにすごい勢いで歩道

を走っていく子どもを見ます。目の悪い人や視野の悪い人にとっては、自転車が突然目の

前に出てきたように感じますし、とても危ないです。歩行者と同じところを走りますから

乗り方のルールをきちんと守らなければいけません。各学校で指導しているということで

すが、それは具体的にどのような指導をしているのでしょうか。 

渡邉委員） 

 ＰＴＡとして指導にも携わっていたのでお答えします。小学校の場合、親子交通安全教

室を開いていて、自転車の免許証を発行しています。最近では１回きりではなく、次の年

にもその免許を持ってきてもらい、裏面に判を押して継続していることを表したりしてい

ます。警察等にもご協力をいただいて、校庭に道路を想定した状況や危険な箇所も実際に

作っていただきます。例えば、トラックを校庭に止めて、トラックの向こう側の交差点が

見えにくいから一時停止をしなければいけないと教えたり、踏切があってその前で降りて
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手で押して渡ろうと教えたり、傘を差したまま走ったらこんなにも危ないということを実

演していただいたりしました。年に一度ですが、子どもたちも一生懸命取組み、保護者も

見ているので色々と考える機会になると思います。 

 子どもの自転車の乗り方は、保護者に問題があるケースも多いです。子どもは自転車で

並走してはいけないと教わっていますので、街中で前後に連なって走っているのをよく見

ます。親が先に走って子どもがそれについていく場合、子どもが急いでしまって車が来て

いるのに気付かずに事故になってしまったというケースもあります。そういった意味では、

親が交通安全というのをきちんと理解する必要があるなと感じます。小学生や高齢者は歩

道を自転車で走ってもよいことになっていますが、自転車は軽車両であり、責任があると

いうことを保護者がもっと自覚する必要があります。学校ではそういったことは絶対教え

ていますし、それを子どもたちが継続して守れないということであれば大人の意識の低さ

が問題だと考えています。保護者だけでなく地域の大人も対象となってくると思います。

教育委員会では保護者に伝えていくことはできると思いますが、もっとたくさんの人に呼

び掛けていく必要があると思います。ＰＴＡ連合会とも協力して、情報を発信していただ

きたいと思います。 

菅谷委員） 

委員のお話を伺って、学校での取組みは力をいれているのだなと感じました。小学生の

ときにルールを教えておかないと、中学生になると乗り方が確立されてしまいます。今後

ともよろしくお願いいたします。また、交通安全週間のときに、町会がテントを張って交

通安全に関する取組みを実施していますが、安全に関する意識は高いとは言えません。大

人に対する啓発という意味では、私ももっとやり方があるなと感じていますので、教育委

員会の所管ではないかもしれませんが是非協力をお願いしたいと思います。 

統括指導主事） 

 事務局としましても大人への啓発は大変重要であると考えています。地域の方や保護者

についてはＰＴＡ連合会と力を合わせて啓発活動に努めていきます。また、地域の方が交

差点にテントを張って見守り活動を実施していますが、私が副校長として現場にいたとき

に全てのテントを回って挨拶をする中で、子どもたちが声をかけてくれたとか、声をかけ

たという地域の方が多かったです。それが重要だと思いました。登校のときに声をかけて

あげるだけでも子どもたちの意識は変わると考えています。気を付けてねと言われると安

全に歩こうとすると思います。地域の方や学校関係者にそういった声かけの重要性も伝え

ていきたいと思います。 

千馬委員長） 

 交通事故防止の基本について確認していただきましたが、今後ともお願いしたいと思い

ます。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） 

（８）報告事項第７号 平成２５年度全国学力学習状況調査の結果について 
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＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 全国学力学習状況調査の進捗について情報提供ということですが、豊島区の子どもたち

も頑張っているなという印象です。委員の先生方、ご質問等ありますか。 

渡邉委員） 

 点数が低かった子どもたちの比率は全国平均と比べるといかがでしょうか。１８問中、

１、２問しか解けなかった子どももいると思います。 

教育指導課長） 

 教科によって差はありますが、小学校の算数では、１問も正解できなかった子どもの割

合は全国平均並みですが、１問しか正解できなかったという割合は全国よりも低くなって

います。全ての教科が同じ傾向というわけではありませんが、そのような結果もでており

ます。 

渡邉委員） 

 小学校の国語はかなり良い結果だというお話がありましたが、中学校の受験を考えてい

る子どもはだんだんと学力が上がってきますし、学力の高い子どもが増えたことで平均点

が良くなっていると思いました。学校も苦労している点だと思いますが、学力の低い子ど

もたちの学習意欲をどのように向上させるかということがやはり重要です。今後ともお願

いします。 

教育指導課長） 

 現在、各学校に教育フォーラムでの講演や教育専門監の授業を見て、２学期からどんな

授業をしていこうか、どんな授業をさせていこうかというアンケート調査を行っています。

このフォーラムの成果を把握すると同時に、必要な指導や良い指導は何かということにつ

いて考える機会になると考えています。 

千馬委員長） 

 菅谷委員も何かご意見やご感想はありますか。 

菅谷委員） 

この成績を見て頑張っているなという印象を受けました。Ｂ問題は応用ということでど

うしても点数が低くなってしまうと思いますが、Ｂ問題対策というのもされているのです

か。 

統括指導主事） 

 全国的にＢ問題のほうが得点も正解率も低くなっており、全国的な課題だと考えていま

す。第１位の秋田県と比較すると、豊島区はＢ問題を苦手としていると言えます。応用問

題は身につけた知識をどのように活用するかということになりますので、基礎基本を高め

る必要があると考えております。豊島区では、区独自の学力調査も実施しておりますので、

子ども一人ひとりの学力の詳細を把握できます。ある部分が身に付いてないなと感じたら、

個別指導や授業の中で注目するという工夫ができますし、そのように活用するようにと学
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校にはお願いしています。夏には各学校にヒアリングを実施しており、学力調査の活用が

不十分の場合は指導して、改善に向けて計画を修正してもらった上で２学期に挑んでおり

ます。毎年実施しておりますし、その繰り返しが重要だと考えています。 

千馬委員長） 

 力を発揮できない子どもをいかに救うかというのが重要だと思います。目に見えて学力

が伸びる子どももいる反面、一生懸命努力してもなかなか伸びない子どももいます。今回

の結果は良い結果であると思いますが、そういった子どもがいるということを各学校がも

う一回しっかりと受けとめて頑張っていただきたいと思います。そうするとさらに良くな

ると思いますので、学校への指導をお願いします。 

統括指導主事） 

東京都の学力調査では、学力の二極化ということがはっきりと表れている学校もありま

す。そういった学校は伸び悩んでいる子どもの正答率を上げることが、学校全体の学力を

上げることになると思います。 

具体的な指導方法として、授業に集中できなかったり、学力が伸び悩んでいる子どもに

対しては映像で示して行う授業が有効だと考えられています。ある学校では、習熟度別で

クラス分けをして授業を実施し、そういった子どもたちのクラスではＩＣＴを積極的に活

用したりしています。 

千馬委員長） 

 そういった対応に今後も力を入れていただくということで、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） 

（９）報告事項第８号 夏季休業中の児童・生徒の活躍について 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

本日は実際に各大会に出場した生徒がいらしているということで、後ほど場所を移動し

てお祝いの言葉を送りたいと思います。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） 

（１０）報告事項第１０号 教育に関する事務の点検・評価委員会報告書（案）について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

５ページを見ますと、総合評価はとても良いですね。芝生の維持管理は、課題があると

いう評価をいただいていますが、確かにそのような課題があることは事実だと思いました。

委員の先生方、ご意見等ありますか。 

よろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

千馬委員長） 
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以上で、人事案件以外のものが終わりました。 

では、少し中断します。場所を移動して、関東大会や全国大会に出場した子どもたちに

お祝いの言葉を送りたいと思います。再開後に人事案件を行います。 

＜一時中断＞ 

千馬委員長） 

再開します。 

７年後には東京でオリンピックもありますし、豊島区からオリンピック選手がでるかも

しれませんね。今後の活躍に期待しています。委員の皆様から何もなければ次の案件に進

みたいと思います。 

（委員全員異議なし） 

（１１）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） 

（１２）報告事項第４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） 

（１３）報告事項第９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） 

（１４）その他 

（午後５時００分 閉会） 


