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会議次第 

 

１ 第４４号議案  豊島区文化財の登録について＜決定＞ 

２ 第４５号議案  臨時職員の任免 

３ 報告事項第１号 豊島区立小・中学校改築計画 第一次改訂（素案） 

４ 報告事項第２号 平成２５年度授業改善ヒアリングの結果について 

５ 報告事項第３号 能代市・豊島区子ども交流・いなか体験の実施について 

６ 報告事項第４号 平成２５年度９月１６日付教育管理職の異動について 

７ 報告事項第５号 能代市への教員派遣団について 

８ 報告事項第６号 学校ネットワーク及び校務支援システムの構築について 

９ 報告事項第７号  生活扶助基準の見直しに伴う平成２６年度の就学援助へ

の影響について 

10 報告事項第８号 竹岡健康学園跡地施設活用検討委員会報告 

11 その他 
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千馬委員長） 

 ただいまから第９回教育委員会臨時会を始めます。案件に入る前に教育総務課長からご

説明があります。 

教育総務課長） 

 平成２５年９月２０日付で発令を受け、本日の教育委員会から嶋田委員にご出席いただ

いております。座席は菅谷先生の隣ということで考えておりますが、いかがでしょうか。 

千馬委員長） 

 今のお席でよろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

 それでは、座席はこのようにお願いします。 

 では、嶋田委員からも一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

嶋田委員） 

 先週、区長から教育委員を拝命いたしまして、本日から皆様と一緒に会議に加わらせて

いただくことになりました嶋田由美と申します。一生懸命勉強して区のために務めてまい

りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

千馬委員長） 

 嶋田委員、ありがとうございました。 

それでは案件に入りたいと思います。なお、本日の署名委員は、渡邉委員、菅谷委員で

す。傍聴希望の方がおりますので、案件の順番を変えて進めたいと思います。また、学校

運営課長、学校施設課長、教育指導課長が公務の関係で途中からの出席となります。 

（委員全員了承） 

（１）第４５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４５号議案了承） 

（２）報告事項第４号 平成２５年度９月１６日付 教育管理職の異動について 

＜統括指導主事 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） 

（３）第４４号議案 豊島区文化財の登録について 

＜教育総務課長、教育総務課文化財係長、教育総務課文化財係学芸員 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 考古資料と工芸技術について、４点説明をいただきましたが、個々に審議をしてまいり
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たいと思います。 

 まず、染井遺跡のほうは、縄文土器と占領期の製品が出てきたことが特徴的なこととし

て挙げられていますが、この点につきまして何かご質問・ご意見はございますか。 

三田教育長） 

 染井遺跡の出土品については、これまで周辺の遺跡で出ているものと基本的に相違はな

いが、１２ページにあるようなメイド・イン・オキュパイド・ジャパンと書かれた特徴的

なものも出土したということですね。 

教育総務課文化財係学芸員） 

 その通りです。近世の段階のもの、あるいは近代の一部のものについては、今まで染井

遺跡の大名屋敷で発掘されていたものとかけ離れた性質のものではございません。 

三田教育長） 

わかりました。 

補足ですが、この藤堂家というのは大名屋敷で豊島区の中でも大きな大名です。元々は

九州の大名なので、貿易が盛んな博多ともつながっていました。日本の貿易とも大きく関

わっており、そういった品物が江戸屋敷から見つかるということは、歴史的にも価値があ

るということで大変貴重であると考えております。 

渡邉委員） 

日頃何気なく生活している豊島区内にも、貴重な文化財があるのだなということを改め

て感じました。こういった貴重なものは区民にもきちんと伝えていってほしいと思います。 

区民への周知活動という点では、小学校や中学校で、夏休みの宿題などで豊島区の歴史

を調べる機会もあると思います。そういうときにこういった文化財には目がいかないのが

現実です。鬼子母神や巣鴨の地蔵以外にも貴重な文化財がたくさん存在するのに、子ども

たちはほとんど知りません。弥生時代や縄文時代の物が豊島区でも発見されていることを

パンフレット等で周知すると、子どもの興味や研究心も豊かに育つと思います。 

教育総務課文化財係長） 

 普及啓発につきましては、文化財係としても方法を検討しています。今まで二つ折りの

簡易なリーフレットを発行していましたが、そこには埋蔵文化財の発掘調査については掲

載しておりませんでした。そこでそういった内容をまとめて、学校の副教材としても使え

るような資料を編集していきたいと考えています。まだ予算化できていませんので具体的

に進んでいませんが、そういったものを作成することを検討しています。 

三田教育長） 

 特別区で江戸時代の地層を多く有しているのは、新宿区や中央区や台東区などだと思い

ますが、豊島区も藤堂家という大きな大名屋敷を抱えており、歴史の発見という意味では

大きな役割があると思います。街道筋などの江戸時代の交通の発達と参勤交代がもたらし

た異文化によって、日本国内には様々な文化が生まれました。この文化財とインターネッ

トに掲載されるような有名な出土品を比較して、共通する点を探したり、どこから発祥し
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てどこに伝播されたのだろうということを考えていくととても奥が深いです。６年生では、

徳川幕府になって封建制度ができて参勤交代制度が生まれたということを学びますが、平

らな知識ではなく、出土品の中からもそういう推論ができるということを知ると面白さが

増すと思います。何のために歴史を学ぶのかをわからない子どもが増えていて、今そうい

った面白さを見出すことが重要視されています。学校で使える資料は、歴史とも結びつけ

て、子どもの疑問に寄り添ったものを専門家の立場からご案内いただければと思います。 

教育総務課文化財係長） 

 検討していきたいと思います。 

千馬委員長） 

 他によろしいですか。 

 それでは、次に学習院大学周辺の遺跡について、ご意見・ご質問はありますか。 

三田教育長） 

４年ほど前に、学習院大学の古代史の先生とともに文化財に関する講演を行いました。

皇太子殿下も聴講されておりました。豊島区に打製石器が出土したとの史実があり、しか

もそこに文化の拠点である学習院大学があるということは、とても価値のあることだと感

じました。以前も長崎地区にかまど付の竪穴住居跡が出てきましたし、大和朝廷の時代に

は開拓の民が同地区に入って農耕をしていたということが分かっています。すると、豊島

区は河川が隆起してできた大地と河川に囲まれた暮らしがあり、たくさんの人が住んで生

活をしていたということがわかります。これも子どもが歴史を学ぶときには非常に身近な

教材になると思います。 

千馬委員長） 

 旧石器時代のものが出土するのは、区内でもとても珍しいことですか。 

教育総務課文化財係学芸員） 

 旧石器時代の遺物は、染井遺跡や巣鴨遺跡のでも幾つか見つかっております。また、東

池袋遺跡、今はあうるすぽっとになっている再開発地区でも石器製作の跡が見つかってい

ます。ですが、これらの遺跡は第５層から第７層からの発見です。今回の学習院大学の発

見は、第２層からの発見です。この第２層に該当する時代は、鹿児島の姶良火山という大

きな火山が爆発し、地球全体が寒くなった時代です。火山灰が飛び、日が当たらなくなっ

て氷河期を迎えました。そういった時期に人間の生きた足跡があるという意味では、非常

に画期的な発見だと思います。 

嶋田委員） 

教育長のお話にもありましたが、先程、現物を見せていただいて、実際にこれを使った

人たちがいると思うと、とても興味が湧きました。文化財に登録してしまうと、貴重なも

のであるということで、保管しなければいけないという意識が強いと思います。ですが、

子どもたちに現物を見せて、そこから色々と学べるような機会をたくさん設けていただき

たいと思います。 
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教育総務課文化財係長） 

 単なる普及啓発ではなく、学校教育の中でいかに文化財を活用していくかということは、

文化財係の積年の課題であると考えております。先生方とも相談しまして、文化財係とし

て多くの子どもたちにそういった機会を設けることができるように提案させていただきた

いと思っています。 

三田教育長） 

今、教育指導課が中心となって、豊島ふるさと教育プログラムを開発しています。その

中で、例えば、新庁舎の屋上にできる豊島の森や豊島区の自然を活用した環境教育を検討

しています。新しいプログラムができるということは、理科や社会科の副読本などもプロ

グラムに対応させていかなければいけません。ですから、文化財に関する資料も豊島ふる

さと教育プログラムを検討していく上で、教材化を目指したり、嶋田委員からいただいた

ご意見のように遺物のイミテーションを作って、子どもたちの手に持ってもらって体験し

てもらったりすることは、とても良いことだと思います。教育総務課と教育指導課で連携

して、文化財を教育へ活かしていくよう検討していただきたいと思います。 

千馬委員長） 

では、考古資料の方はよろしいですか。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

続いて、無形文化財の登録理由と設定理由が少し変更になったという説明がありました

がこちらはいかがでしょうか。 

嶋田委員） 

 生年月日の記載のある方とない方がおりますが、何か理由があるのですか。 

教育総務課文化財係長） 

 申し訳ありません。資料のミスでございます。鼈甲細工の職人さんも生年月日を把握し

ておりますが、今手元に資料がありませんので、後ほど資料を差し替えて生年月日入りの

ものを保管いたします。 

千馬委員長） 

 この２名が正式に無形文化財として登録された場合、学校教育に関係する場面で人材の

紹介をする機会は予定していますか。 

教育総務課文化財係長） 

 豊島区には、伝統工芸保存会という団体がありまして、ものづくりメッセや伝統工芸展

を区と共同で開催してきた経緯がございます。これらのイベントを実施する際には、学校

にも広報していますし、クラス単位でイベントに訪れた例もあります。ですが、今までは

文化財に登録指定されていませんので、学校教育に直接反映することはありませんでした。

区の文化財として登録されますと、仕事風景を映像に記録して、その映像を学校でも活用

していただくことなどを検討しています。仕事場から運び出せない道具もあると思います
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ので、学校で実演というのは難しいと思いますが、工芸技術についても学校に紹介してい

きたいと考えています。 

千馬委員長） 

 大変有効であると思います。よろしくお願いします。 

菅谷委員） 

 新たに２名ということですが、過去に登録された方はいるのですか。 

教育総務課文化財係長） 

以前、浮世絵刷りの技術を持った方を無形文化財に登録しました。その方が第１号でし

たが、平成１１年にお亡くなりになり、それ以来は空白状態が続いています。現在は、無

形文化財はこの２名のみということになります。 

文化財係では、登録者が大変少ない現状ですので、工芸技術関係はもちろん、もう少し

広い視野を含めて無形文化財を保護していく必要があると考えています。多くの方にご理

解いただく必要があると思いますし、これは豊島区だけの課題ではありませんので、他区

の動向も把握して検討していきたいと考えています。 

三田教育長） 

 ものづくりメッセ等の機会に伝統工芸保存会の方々とお会いしてお話をすると、後継者

がいない、技術をつないでいくことができない、行政の協力が必要であるというご意見を

いただきます。手づくりの良さ、素晴らしさなど、匠が手がける価値ある伝統工芸を後世

に伝えていくためには、教育の力が不可欠だと考えています。私は新しい時代を拓くため

には過去を知らなければいけない、伝統や文化を大切にしていかなければいけないと思い

ます。教育委員会としてもバックアップしていきたいと思います。 

千馬委員長） 

 それでは、委員の皆様、この件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４４号議案了承） 

（４）報告事項第２号 平成２５年度 授業改善ヒアリングの結果について 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 各学校に対してヒアリングを行ったと報告がありましたが、教育指導課長、補足はあり

ますか。 

教育指導課長） 

 ヒアリングに出席して感じたことを発言させていただきます。他の自治体でも授業改善

推進プランを作りますが、作るだけで満足してしまったり、例年と同じような内容を提出

したり、一部の教員が作成したりということもあると聞いています。ですが、本区の場合、

主幹教諭が各教員に対して、課題は何か、区独自の調査に基づいて学習状況を把握したの

か、授業に問題点があるか等を聞き取り、それをまとめて各学校が真剣に作成したプラン

であると感じております。また、教育フォーラムを実施しましたが、教育長の講演や教育
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専門監の授業を見て、プランをもう一度練り直したという学校もありました。授業改善に

かける各校の思いが伝わるヒアリングでした。もちろん、熱意だけではいけませんし、今

後このプランがしっかりと遂行されていくのかを見定め、検証や指導をしていく必要があ

ると考えております。 

千馬委員長） 

 教育総務部長も出席したということですが、何かありますか。 

教育総務部長） 

 今年は区独自の学力調査を始めて４年目です。４年間のデータが蓄積されていますので、

学年の経年での変化を見ることができるようになりました。一人ひとりの子どもたちはも

ちろん、どの学年に課題があるのかということも把握できます。データで指摘すると、ヒ

アリングに出席した先生方はそれに対する対策を説明し、説得力がありました。データに

基づいた意見交換ができるので、学力調査の効果が表れてきたなと感じています。 

 それから、千登世橋中学校では、意識調査も実施しました。その結果、成績が下位層に

位置する子どもは、ＩＣＴ機器を活用することによって授業に興味が湧くという結果がで

て、先生方も改めてＩＣＴ機器を活用した授業の効果について考え、充実させていこうと

いう方針でした。教育委員会でもＩＣＴ機器の充実には力を入れており、効果をさらに発

揮するためにも、各学校にデータの整理をするように働きかけていきたいと思いました。 

千馬委員長） 

 説明やご感想をいただきましたが、豊島区の授業改善プランには３つの特徴があると感

じました。第一に、主幹教諭の目線を生かしながら、管理職の目線でのプランではなく、

先生方の目線を取り入れているということで、遂行力を重視しているということです。第

二に、経年の変化の分析をして学習の定着を図っていくことに努めているということです。

第三に、児童や生徒の声も生かしているということです。そのようなことを踏まえ、委員

の先生方でご質問・ご意見はございますか。 

渡邉委員） 

中学１年生は、小学６年生で学習した内容をテストしますよね。中学１年生の調査結果

は、小学校でも把握しているのですか。 

それから、２枚目の組織的な取組みで、問題解決型の授業を推進しているということで

すが、全ての教科で実施しているのでしょうか。 

また、家庭と連携して家庭学習を重視しているということですが、能代市の代表的な取

組みとして、是非豊島区でも根付いていけばよいなと思います。小学校は比較的推進しや

すいと思いますが、中学校では少し難しいのではないかという印象です。いかがでしょう

か。 

統括指導主事） 

 まず、中学１年生の調査についてですが、これは中学校での分析が主になります。子ど

もの実態を把握して、それを踏まえた上でどのような指導をしていくことが望ましいのか
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ということを判断する材料となります。実施日が４月であり、私立に進学してしまった生

徒もおりますので、小学校で活用するには不十分な内容であることから小学校との共有は

しておりません。 

 二点目の問題解決学習についてです。先生の指導のもと子どもが課題を見つけたり、作

ったりして、その課題を解決する学習方法です。国語と保健体育は、学習指導要領でも課

題を解決する学習と明記されており、問題解決型の学習になりますが、先生が主導してい

ます。他の教科では、ここ数年、子どもが問題を作って自ら解決する方法が注目されてき

ています。豊島区でもそういった意識が広がり、様々な教科で取り入れています。 

 三点目の、中学校での家庭学習についてですが、去年の能代市への派遣団も今年の派遣

団も家庭学習が重要であるということを述べています。私も今年度、能代市へ行き、中学

校の帰りの会で家庭学習ノートが各生徒に返却される場面を見ました。全ての子どもの机

の上に家庭学習ノートが置かれており、中学校でも可能だということを実感しました。高

校受験もありますし、学習する習慣を身に付けるという意味では、中学校でも推進してい

く必要があると考えています。１回目の派遣から約１年が経ちましたが、家庭学習の重要

性を各学校に周知し、徐々に広がってきているという印象です。今年度も教員派遣を実施

しておりますし、さらに各学校に広めていきたいと考えています。 

渡邉委員） 

 確かに、私立中学に進学する子どももいると思いますし、数校の小学校が１つの中学校

に進みますので、個々の学校に結果を示すのは難しいと思います。ですが、豊島区は小中

連携に力を入れていますし、中学校１年生の結果を小学校が知っておく必要があると思い

ますので、よろしくお願いします。 

統括指導主事） 

 委員ご指摘のとおりだと思っております。本区は中学校の学区に全て小学校の学区がき

ちんとはまっており、こういう区市は珍しく、恵まれた環境だと思います。他区では、あ

る小学校の子どもたちが、ＡとＢという中学校に分かれてしまうということもあります。

隣接校選択制による進学や私立に進学する子どもはいますが、子どもの学力の特徴は掴み

やすい体制であるといえます。小中学校の連携をさらに深めていけるよう情報提供してい

きたいと思います。 

三田教育長） 

今の渡邉委員のご指摘は、とても大事だと思います。こちらが各学校の授業改善プラン

の現物ですが、こんなに分厚くなります。こちらに指摘事項等を真っ赤になるくらい書き

込み、指導・助言をしました。中学校の成績に共通していることは、１年生の成績がガク

ッと下がり、２年生、３年生と上昇傾向であるということです。各学校の指導としては、

１年生や２年生の段階で学力の低い子どもたちに基礎を作り、３年生までに結果をだして、

受験につなげていきます。学力調査では、一人ひとりの学習履歴が把握できるので、小学

校と共有すべきだと私も思いました。中１ギャップの解消を目指し、そのような共有し合
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える環境をつくっていきたいと思います。 

菅谷委員） 

 授業改善プランは学校経営の中で も重要なものだと思います。学校だけでなく、教育

委員会にとってもとても重要なものです。小中学校で共有するというお話がありましたが、

保護者との共有もしているのですか。 

渡邉委員） 

 保護者には子どもの結果が渡されます。子どもが結果について話し、親がそれに反応す

るということはどこのご家庭でもあると思いますが、保護者同士で学力調査のことを話す

場面は、中学生ではあまりありません。小学校は、授業参観等でそのような話になるかも

しれません。能代市との連携などの事業を実施していますが、そこも保護者への情報提供

をもっと進めていけたらなと思っています。家庭教育の充実にもつながると思いますので、

是非、保護者への情報提供には力を入れていただきたいと思います。 

教育指導課長） 

 区独自の学力調査では、国の実施する学力調査と比べて大きく違うところがあります。

区の学力調査は、その結果をもとに一人ひとりの子どもがどんなところに力を入れて学習

していかなければいけないのか、学校には学校全体として弱いポイントと、こんなところ

に注意して指導していったほうが良いという非常に細かな分析を行い、その個票が届くよ

うになっております。子どもたち一人ひとりには、今後の学習の指針を配り、それを保護

者にも見てもらっています。テストの結果を保護者同士で共有することは、中学生では受

験等の絡みもあるので難しいと思いますが、中学生は自分の学習の質と学力をしっかりと

高めていくということが大切だと考えていますし、学校もそのような指導をしていく必要

があると考えています。 

 また、ある中学校では、学習のシラバスを冊子にして、それを保護者の方にお示しして、

合わせてその学習のポイントもお示ししています。中学校でも家庭を巻き込んで学力向上

を進めていくことを重要視しています。こういった良い取組みは全校に広げていきたいと

考えています。 

渡邉委員） 

 わかりました。よろしくお願いします。 

 国が学力調査をしないと発表した際に、区独自で調査してほしいとＰＴＡからも要望が

あったと思います。中学校では受験があるので、どの高校に進学できるレベルなのかとい

うことに関心があると思いますし、小学校は教えてもらった内容をどこまで理解している

のか関心があるというご家庭が多いと思います。そういう意味では、小学校と中学校で温

度差があると思いますが、当時もＰＴＡの間では区独自の学力調査をやってくれて良かっ

たという話がでて、今回のような結果を見ると本当に良かったなと感じています。 

三田教育長） 

 国の学力調査は、平均点を重視している傾向にあります。区独自の学力調査は、平均点
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の順位で一喜一憂するのではなく、一人ひとりの学力の傾向を把握することを重視してい

ます。その結果、国の学力調査で豊島区の小学校６年生は、国語のＡ問題とＢ問題、算数

のＡ問題とＢ問題ともに５位以内に入る成績です。中学校も１領域だけ８位、それ以外は

５位以内という成績がでています。このように豊島区は都内の平均点や全国の平均点と比

べても高い位置にありますが、学力の二極化の傾向はあります。平均点で見ると良いよう

に思いますが、学力の二極化は解決すべき問題です。 

小中学校の接続を工夫したり、家庭で予習・復習する自己学習を習慣づけることができ

ればこの問題も解決できるのではないかと考えています。ゲームや携帯電話の普及が、家

庭学習ができなくなってしまったひとつの理由だと思いますが、能代市では問題意識を持

って毎時間授業に挑んでいて、とても良い成績がでています。また、授業中に理解できな

かった子どもに対しての対応や指導方法を工夫していかなければいけません。これも二極

化の低い層の子どもたちにはＩＣＴ機器の活用が有効であるという結果がでていますので、

豊島区では力を入れて取り組んでおります。それから、人間関係も子どもたちの学力には

大きく関わってきますので、いじめ対策という意味も込めて、ハイパーＱＵを活用して調

査しています。問題を解決するためには時間がかかると思いますが、能代市との教育連携

など様々な取組みを継続して良い方向へ導いていきたいと思います。 

千馬委員長） 

 嶋田委員からも一言お願いします。 

嶋田委員） 

 感想ですが、先日、豊島区長さんから小中学校の成績が大変良かったと伺い、本日のご

説明でデータを分析してフィードバックした結果であるということが大きいのだと思いま

した。教育フォーラムの後に修正案を持ってきた学校があったことも、学校側が変わりた

いとか変わらなければと思っていることも結果に影響していると思います。今後も継続し

ていただけるということで、これからも楽しみに思います。 

 それから、家庭学習ノートを拝見したことがないので、ぜひ一度見せていただきたいな

と思います。家で子どもに勉強をさせなくてはいけないと思っていても、どういうふうに

子どもをサポートしたらいいかがわからないという保護者の方もいると思います。 近で

は、核家族が増えていることもありますし、家庭学習ノートを親と子のコミュニケーショ

ンのツールとして活用していただければ、より上手く機能していくのではないかと思いま

す。よろしくお願いします。 

千馬委員長） 

 後に私からも感想です。私も校長時代にこのヒアリングの場を非常に重要視していま

した。ヒアリングでは課題も指摘されますが、同時に成果も指摘していただき、自校の良

さを改めて感じ取れる良い機会でした。また、自己流の経営から脱皮できる貴重な機会で

す。学校は校長先生が責任を持ち、良いと思って取り組んでいることがありますが、他校

の情報もいただく中で改善していこうと思うこともあります。ヒアリングの機会を有効的
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に活用してください。 

また、豊島教員ミニマムで、子どもに学びがいを、教師に教えがいを、学校に元気をと

言っていますが、 終的にはこのヒアリングの効果が学校に元気を与えると思います。校

長先生にとっては厳しい内容だったかもしれませんが、学校を元気にしていくためにも質

の高いヒアリングをこれからも続けていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 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） 

（５）報告事項第３号 能代市・豊島区子ども交流・いなか体験の実施について 

＜統括指導主任 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 能代市との教育連携の一環として、子どもたちが交流する事業です。この件についてご

質問等ありますか。 

三田教育長） 

 補足させていただきます。この事業は能代市の協力もあって実現した事業です。各学校

を代表して２名ずつ、豊島区の代表として行きますので、楽しむだけではなく、問題意識

を持って参加してほしいと考えています。能代市は学力が高いだけでなく、地域の連携が

とても強いです。そして、ふるさと学習を推進し、ふるさとの伝統や文化を継承していく

ための授業を実施しています。農業や食文化や音楽等、ふるさとの文化は様々ですが子ど

もたちは横笛を吹くことができたりします。また、ロケット発射場もあり、 新鋭の科学

技術も見学できるということで、田舎ならではという面以外にも見所がたくさんあります。

都会では忘れてしまいそうな大事なものを能代市で感じて、自分たちの生活に役立てるこ

とがこの事業の趣旨だと考えています。 

千馬委員長） 

 委員の先生、ご質問は特にないでしょうか。 

それでは、この交流事業が成功するようによろしくお願いしたいと思います。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（６）報告事項第５号 能代市への教員派遣団について 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 昨年に引き続いて、１１月１４日から２日間、教員派遣団を派遣するということですが、

この件について何かありますか。 

渡邉委員） 

 昨年も先生たちの交流があり、先程の報告事項で子どもたちの交流というお話がありま

した。とても素晴らしいと思います。先日の教育フォーラム以来、ある校長先生からは保

護者向けの交流はないのかという話がありました。ＰＴＡの派遣というのは難しいかなと

思いますが、能代市のＰＴＡ会長はどのようにお考えかなと思いました。保護者同士が交
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流する場も機会があれば実現できれば良いなと思います。 

三田教育長） 

 区議会のある会派から家庭教育支援についての一般質問がありました。家庭学習につい

ては、教育委員会だけではなく、学習・スポーツ課と連携して取り組んでいます。幼稚園、

小・中学校の教員の研修、ＰＴＡを中心とした研修、家庭教育の研修と、３本立てで取り

組んでいます。教育委員会としても家庭学習に力を入れているケースをＰＴＡ研修で紹介

したり、講師を依頼することなどを検討します。教育総務課で実施していますので、よろ

しくお願いします。 

千馬委員長） 

 他に何かありますか。 

 それでは、能代の教員派遣団につきましては、この案のとおりに実施していただいて成

果を上げていただけたらと思います。よろしくお願します。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（７）報告事項第６号 学校ネットワーク及び校務支援システムの構築について 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 学校ネットワーク及び校務支援システムの構築について説明がありました。委員の先生

方、何かご意見やご質問はございますか。 

 他区ではすでに実施されていることで、豊島区はこれからということですか。 

三田教育長） 

 資料に不足があると思います。この資料では実施が遅れているように思えます。教育ビ

ジョン２０１０を作成したときには導入することを決定していましたが、庁舎の環境上不

可能でした。豊島区の個人情報の取り扱いはとても厳しいものとなっておりますし、そう

いった様々な課題があり、庁舎が移転する際には、システムが連動できるようにしたいと

いうことで話を進めてきました。庁舎の建築が始まりましたし、このシステム化をするた

めの高額な予算も準備しています。豊島区は、ＩＣＴ機器の導入とその活用にとても力を

入れておりますので、誤解のないように補足でした。 

教育総務部長） 

 教育長が申し上げたことに加えて、本区の校務用のパソコンは、買い取りしています。

本区のパソコンを導入した時期は、スクール・ニューディール政策という国が積極的に補

助金を出し、整備を進める自治体を募集していましたので、本区はそれを活用してＩＣＴ

機器を整備してネットワーク化を進めてきました。そのパソコンのＯＳのサポートが今年

度で終了し、セキュリティ上入れ替える必要があるので、この機会に環境も含めた整備を

進めていこうということです。 

渡邉委員） 

 ＸＰのパソコンを変えないといけない時期にきていて日本全体で大変な騒ぎになってい
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ますが、学校のネットワークと外部のネットワークをつないでいる部分は変更なしという

ことでしょうか。 

学校運営課長） 

 現在、学校の校務用パソコンは、学校がサーバーを所有しておりまして、学校内でネッ

トワークが組まれています。区の情報管理課のシステムは、外部業者のデータセンターを

活用しており、学校で使用しているものとは別物です。今回、学校の校務用パソコンを区

で使っているデータ線が利用できるように変更します。今までは、学校内だけだったつな

がりが、外部のデータセンターを活用することで学校間もつながります。活用方法は検討

中ですが、他の学校で活用している教材のやり取りや更新も可能になると思います。 

渡邉委員） 

 アカウントの契約もあるかと思うのですが、過去にＰＴＡ連合会でもパソコンを使用で

きたら便利だという話がありました。そういったことが実現する可能性はありますか。 

学校運営課長） 

 今回の変更は、職員室や学校教室などに置かれているパソコンについてです。あくまで

入れ替えということですので、追加配置は検討しておりません。 

教育総務部長） 

 学校ネットワークは、行政が所有するサーバーです。民間の建物でサーバーを保管する

ことを考えておりますが、たくさんの個人情報が含まれており、ＰＴＡが使用することは

課題が多いと考えています。学校でどうしてもパソコンを使用するという場合は、ご自宅

等で使用しているような持ち運びのできる無線ＬＡＮを活用するなどの方法をとっていた

だくことになります。 

渡邉委員） 

 個人情報の関係から難しいというのは当然のお話だと思います。電話回線も無いという

状況ですし、過去に要望がありましたので今後も要望があるかもしれません。教育委員会

としての方針を学校のほうに明確に示しておいていただきたいと思います。 

千馬委員長） 

 ＰＴＡに関する貴重な情報だと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、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） 

（８）報告事項第７号 生活扶助基準の見直しに伴う平成２６年度の就学援助への影響に

ついて 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 基準の見直しに伴って就学援助に影響があるということで、豊島区の対応について情報

提供いただきました。委員の先生方、何かありますか。 

三田教育長） 
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 補足です。子ども文教委員会の案件で、陳情事項にこのことが上がっています。複雑な

内容ですが、法律に基づいて検討してまいりたいと思っています。学校運営課長は２３区

の学務課長会に毎月出席していますが、そこで各区の動きを把握して、影響の出る子ども

についてはきちんと対応していきたいと考えています。豊島区の対応方法を積極的に提案

して、全体的にそういった行動がとれればと思います。東京都内でばらばらの動きをとる

のは不平等であると思いますので、今後も検討していきたいと思います。 

千馬委員長） 

 変更があった場合は、再度情報提供してくださいますようお願いします。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） 

（９）報告事項第１号 豊島区立小・中学校改築計画 第一次改定（素案） 

＜学校施設課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 豊島区立小・中学校の改築計画の第一次改定の案として、池袋第一小学校と千川中学校

の２校を改築するというご説明でした。ご質問やご意見はございますか。 

三田教育長） 

 これはあくまで素案ですので、今日決定するわけではありませんよね。 

学校施設課長） 

 今回は案としてのご報告です。 

三田教育長） 

 決定するときには、もう一度教育委員会に諮るということでよろしいですか。 

学校施設課長） 

 この後、パブリックコメントで区民のご意見を聞きまして、修正を加えた上で、３月に

は決定したいと考えております。 

三田教育長） 

 わかりました。 

改築計画についての補足をさせていただきます。学校改築をしてきた中で、要望があっ

た部分や良いと言われた点などの学んできた英知を全てこのプランの中に結集しました。

例えば、ＩＣＴ環境の整備も機器の投入だけではなく、学習センターという方式をとりた

いと考えています。図書館やパソコン室が学校の隅にあって休み時間に利用できないのは

いけないということで、学校の中心を学びの場として、学校図書館と情報化機能を合体し

ていつでも子どもたちが学べる環境をつくるというものです。パソコンは、無線ＬＡＮ化

を進めて、どこの教室でも必要に応じて活用できるように改善します。また、エコスクー

ルもエコだけではなくて四季を感じることのできる学校を目指しています。豊島区が発祥

の地であるソメイヨシノの文化を継承していく必要があると考えておりますので、そうい

ったことも学校で教育していきたいと考えています。 
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 改築にあたり、 初に作られた計画はシミュレーションが曖昧で、地形の問題や接続道

路の問題、住民への理解の問題等の様々な問題が出てきて計画どおりに進みませんでした。

今回の計画は、現実可能な２校であり、シミュレーションをした上で指定しました。特に、

池袋本町地区は、池二小と文成小が統合して移転します。そして池袋中学校と連携校とな

りますが、池袋中学校のブロックである池袋第一小学校だけ古いままであるということ、

学校自体も改築の時期であるということから優先させなければいけないと考えました。ま

た、仮校舎も近くにありますので計画的に工事できると判断しました。 

 本区で改築をするにあたり課題となるのは、仮校舎と改築費用の問題です。高額の財政

投資をしなければいけませんので、基金をどれだけ積み立てられるかという問題と同時に、

業者の入札が成立しない等の問題もあります。鉄骨等、建築資材の価格が上がったり、そ

ういう経済の面でも影響がでてきます。学校改築は、ある程度の能力を持った企業が入札

に加わらないと成立しません。今の状況で 大限配慮して予算を見積もったとしても様々

な要因の影響を受けます。計画を作ったとしても実施年度近くで変更することもないとは

言い切れません。経済状況等によっては変更もあり得るものであるということをご了承い

ただきたいです。 

千馬委員長） 

 補足にあったような状況を考慮した上で、二つの小中学校の案が出ているということで

す。今後、パブリックコメントを反映したものが図られるということで、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） 

千馬委員長） 

それでは、次の案件が 後になるのですが、ここで１０分間の休憩をとらせていただき

ます。よろしくお願いします。 

（休憩） 

千馬委員長） 

 それでは、案件のほうに入らせていただきます。 

（１０）報告事項第８号 竹岡健康学園跡地施設活用検討委員会報告 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 竹岡健康学園の跡施設活用について、ご説明をいただきました。５年間の暫定的な活用

ですが、校外学習施設という案が出されています。ご質問やご意見はありますか。 

三田教育長） 

 今は教育委員会の施設ですので、教育委員会で正式決定してから議会にも提出したいと

考えております。 

補足です。竹岡健康学園の児童が減少し、残る児童の健康課題も解決してきている中で、

原籍校での健康プログラムを充実させることで在園児童の不安を解消し、閉園するという
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ことが決定しました。閉園後の施設の活用方法として、今回報告させていただきましたが、

学習指導要領では自然体験活動の重要性を強調しています。しかしながら、本区は体験学

習の専用施設を持っていない特別区の中でも数少ない区の一つです。子どもの規模が少な

いということで、年間通しての利用が難しいために施設を有していません。６年生で立科、

４年生で秩父へ行きますので海との関わりが少ないと考えていました。この施設は、宿泊

は５０人が定員で、５０人を超える学級の受け入れが不可能であること、定員数を増やす

ためには億単位の費用がかかることもあり、宿泊での利用は難しいと判断し、日帰りで海

の活動をするとしたら３年生をプログラムの対象にしても良いのではないかという話もで

ました。費用のこともありますし、教育プログラムとしての具体的な活用方法は検討課題

ですが、平成２６年４月１日から教育委員会の所有物でなくなります。民間業者に売って

しまえば、区民へ還元できなくなりますので、５年間の暫定利用ということで、民間の活

用をしながら子どもたちのために少しでも活用していきたいと考えています。 

千馬委員長） 

 売却しないで区の財産として活用するということですが、渡邉委員、いかがでしょうか。 

渡邉委員） 

昔は臨海学校があって、海の活動も経験できましたが、今はそういった活動がありませ

ん。泊まりではないし、泳げないかもしれませんが、竹岡の周辺で海辺の生物について学

習できます。子どもたちには山も海も体験してもらいたいという思いがありましたので、

区の施設として活用できるのであればとても良い案だと思いました。 

竹岡の方で知り合いが田んぼをやっています。田んぼ等の自然も豊かですので、田植え

や稲刈りもできますよね。竹岡は幅広い活用ができると思いますので、非常に有効な自然

教育ができると思います。 

千馬委員長） 

 菅谷委員はどうでしょう。 

菅谷委員） 

 小学３年生で海での学習をするために活用するのは、非常に良いアイデアだと思います

が、年間を通じてどのくらい利用できるのかという点は課題だと思います。使用しない時

期はロケーションスタジオとして活用するとのことですが、具体的にはどのような活用を

するのでしょうか。 

教育総務課長） 

旧大明小学校はみらい館大明として、ＮＰＯ法人がロケーションスタジオとして活用し

ています。テレビドラマなどで授業風景が映されることがあると思いますが、そういうと

きに元々学校として使用していた建物を活かして撮影したりします。また、学校風の建物

を活かしたコスプレのイベント等も開催されているようで、学校というシチュエーション

は数も少なく、需要があるとのことです。今回、ロケーションスタジオとしての活用を持

ちかけてきた業者の経営者の方も田舎にある学校の建物だと需要が高いとおっしゃってい
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ました。 

三田教育長） 

 跡施設を売却した場合と工事で全改修する場合の費用の説明をお願いします。 

学校施設課長） 

大規模改修となると、旧館の内部改修をしなければいけません。旧館の骨組みは耐震工

事をしていますが内部は未改修です。あと、校舎棟と食堂棟を約４億５千万円かけて改修

し、平成元年に立てた新館も耐震工事が済んでいますが、体育館や寄宿舎棟のトイレ・お

風呂・空調等の改修が必要となり、トータルで６億円ほどの経費がかかると考えています。 

教育総務課長） 

 売った場合は、１㎡あたり１万円くらいと聞いています。竹岡健康学園は、約６千平方

メートルですので、売れたとしても土地だけで６千万円です。建物を更地にするとなると

その分の費用がかかります。今回、購入したいと手を挙げている社会福祉法人は、建物は

そのまま使いたいということですが、同じような施設を買い取った経験があるようで、そ

の施設は約１万８千平方メートルあり、４千万円ほどで買えたとおっしゃっていました。 

三田教育長） 

仮に６千万円で売れたとしても更地にするための費用が必要であるということ、区民が

活用できる施設として活用していきたいということから、売却するという案はないと考え

ています。民間業者で４月から運用していただけるところと考えた場合、 善の策である

と考えています。 

菅谷委員） 

 豊島区内の大学の部活動などでも活用できる可能性はあるのですか。区立学校だけでな

く、豊島区関係者へ施設の利用を促せると良いと思います。 

教育総務課長） 

 大学の部活動ですと宿泊となると思います。宿泊施設として活用する場合、改修の費用

等の課題がありますので、今後５年はあくまでも日帰り施設として活用していきたいと考

えています。その後、やはり宿泊施設として使用したいという需要が強い場合は、検討し

ていきたいと考えています。 

三田教育長） 

 先程の菅谷委員のご意見もそうですが、教育委員の先生から提案していただいた活用方

法は会議録にも残ります。私も今回の活用方法は挙がっている中の 善であると考えてい

ますが、もっと良い活用ができるのではないかと感じています。今回の案は、子どもたち

にも還元できるので良いと思いますが、スタジオとして貸し出し、運用していく資金を確

保していかなければいけないと考えています。 

それから、現在働いている教職員は異動しますが、教職員以外は契約が終了ということ

になります。非常勤職員などは単年度契約ですので問題はありませんが、調理の再任用職

員が１名おります。その方はもう１年、再任用の権利がありますので、その方が働くこと
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ができるように給食施設を活用したいと考えています。スタジオを利用する人たちにも食

事を提供することができます。 

千馬委員長） 

 嶋田委員は何かありますか。 

嶋田委員） 

 限られた制限の中で、多方面から検討されたプランであると理解しました。特に、竹岡

での自然体験のスケジュールも検討することができますし、現実的な見方ができて良かっ

たなと感じました。日帰りでも充実したプログラムができるようですので、例えば２日間

確保できれば春と秋のプログラムを作成して、自分たちで田植えしたものを自分たちで刈

り取るというのも教育的な意義があるかなと考えておりました。 

千馬委員長） 

 季節をまたいで２回利用できる可能性はあるのでしょうか。 

教育総務課長） 

 今後、この案で進めることが正式に決定した場合、業者との調整、学校や授業日数等の

調整をしてプログラムの内容を検討していきたいと考えています。 

千馬委員長） 

 学校からは２回実施したいという希望があるのでしょうか。教育委員会事務局としては

どのようにイメージされていますか。 

教育総務課長） 

 実施回数や内容につきましては今後の検討課題です。学校からの希望はまだ聞いており

ませんが、２回実施したいという希望があった場合は、学校と相談しながら検討していき

ます。 

千馬委員長） 

 わかりました。 

この案は５年間の暫定利用となっています。子どもたちが自然を体験できるプログラム

を実施することは、教育効果もあると思いますし、大賛成ですが、５年後に契約が終わっ

た場合、竹岡に行けなくなってしまった代の３年生はダメージを受けると思います。暫定

利用であるということを学校にきちんと示して、６年目は実施しない場合もあり得るとい

うことを含めて情報提供もしていただきたいと思います。 

三田教育長） 

 新教育課程の中で自然体験が重要視されています。今の校外活動には海での体験が含ま

れていませんので、この現状を改善するためにも良い機会だと考えています。この機会に

予算化したものは５年後に施設が使えなくなった場合も継続していきたいですし。せっか

く作りあげた人脈やプログラムを無駄にしないように、筋道を立てて教育課程に位置づけ

ていきたいと考えています。 

千馬委員長） 



 18

 安心しました。 

 各委員から出していただいたご意見についても今後の話し合いの中で検討していくとの

ことですので、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） 

（１１）その他 

（午後５時４０分 閉会） 


