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の場合は、その理

由 

報告事項第１号については、人事案件のため非公開とする。 

 

会議次第 

 

【視察】旧鈴木邸の現状視察（午後１時３０分から午後２時３０分） 

１ 第４６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＜決定＞ 

２ 報告事項第１号 臨時職員の任免 

３ 報告事項第２号 平成２５年度小学校入学相談会・中学校説明会の開催結

果について 

４ 報告事項第３号 行政情報公開請求について 

５ 報告事項第４号 平成２５年度としま教育フォーラムの結果について 

６ 報告事項第５号 いじめ防止対策推進法の対応について 

７ 報告事項第６号 区立幼稚園特別支援事業の中間報告 

８ 報告事項第７号  朋有小学校の校庭改修について 

９ その他 
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千馬委員長） 

 ただいまから、第１０回教育委員会定例会を開催いたします。署名委員は、渡邉委員と

嶋田委員です。よろしくお願いします。本日、傍聴の方がおられますので、案件の順番を

変更して進行いたします。 

（委員全員了承） 

（１）第４６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 

＜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） 

先程、見学をさせていただきました旧鈴木邸を記念館として保存し、活用していく上で

の現状の変更許可ということです。実際に現場を見てそれぞれ説明を受けましたが、各委

員、いかがでしたでしょうか。渡邉委員から何かありますか。 

渡邉委員） 

本日、実際の建物を見させていただきましたが、豊島区内では珍しい昔懐かしい建物で

した。自分たちの祖父母はこんな家に住んでいたのかなと想像しましたし、大変価値の高

いものであると思いました。そういった文化財は、飾られているだけでなくて、一般に公

開して見ていただいて当然だと思います。例えば、子どもたちの学習の一助にもなると思

いますし、必要な手を加えるのは当然のことだと思いました。古い建物ですから、耐震構

造に関してはかなり気を使わなければいけないものだと思います。ふすまだったところが

壁になってしまうというのは、残念ですが仕方ないのかなと思いました。ですが、昔風の

スイッチがついていたりして、とても貴重だなと思いましたので、できる限りそのまま残

していただきたいのと、外してしまっても横に飾っておくなどしていただきたいなと思い

ました。文化的な価値をそのまま残すためにご配慮いただきたいと思います。 

千馬委員長） 

菅谷委員はいかがでしょうか。 

菅谷委員） 

非常に古い建物だと感じました。豊島区は戦争のときに被害を受けている場所なので、

区内ではとても珍しいです。非常に貴重なものだと思いますが、耐震工事をして保存して

いくことも重要ですので、是非進めていただきたいと思います。 

一般公開にあたり、鈴木先生のお名前を付けた記念館であるとするならば、鈴木先生の

業績を伝える必要があると思います。中を見させていただいて、そういった整備がまだ進

んでいないのかなと感じましたので、建物だけでなく展示品にもご配慮いただきたいと思

いました。 

千馬委員長） 

建物だけが公開の対象ではないと考えてもよろしいですか。 

教育総務課文化財係長） 

鈴木信太郎記念館という名前を付ける以上は、フランス文学研究の草分け的存在である
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鈴木信太郎先生の業績についても書斎を使って展示紹介していきたいと考えております。

鈴木信太郎先生のフランス文学関係の蔵書のほとんどは、信太郎先生の次男であり、同じ

くフランス文学者であった鈴木道彦さんが勤めていらっしゃった獨協大学に寄贈されてい

ます。ですので、獨協大学との協定を組み、資料の貸借やレプリカを作成して業績を紹介

していきたいと考えています。それから、信太郎先生の長男である鈴木成文さんは、戦後、

住宅建築計画学の第一人者であり、住宅事情について語るときには欠くことのできない方

です。こちらもあわせて業績を紹介していくよう計画しております。 

千馬委員長）） 

わかりました。 

嶋田委員、何かありますか。 

嶋田委員） 

現地で大変丁寧に説明していただきましたし、図面でもよくわかりましたので、現状変

更には賛成です。その上で、１点だけ確認させていただきたいのですが、あそこの立地の

条件では、バリアフリーは難しいということですよね。 

教育総務課文化財係長） 

 保管準備を所管している文化デザイン課でも頭を悩ませているところです。昔の建物で

すので、バリアフリーにするのは難しいです。また、道路と面しているところの条件が悪

く、車での来館も難しいということです。公開施設として課題は多いですが、車椅子を用

意するなどの人的な対応をとりたいと考えています。大谷石の階段の東側、裏口のほうに

真っすぐな階段がありますので、そこにリフトかスロープを付けて、なるべくバリアフリ

ーに近い形にしたいと考えています。 

 それから、前面道路が２項道路といいまして、建て替えをする際には拡幅をしないとい

けない道路です。この道路が区のものになりましたら、大工事を実施して道路を引っ込め

るという案もでております。なるべく多くの方に見てもらいたいという思いがありますの

で、その工事の際にバリアフリーについても検討するという案もあります。 

嶋田委員） 

 ぜひご検討をお願いします。 

 管理者がない状態で置いておくよりは、近隣の方々にとってもありがたいことだと思い

ますので、進めていただきたいと思いました。 

千馬委員長） 

 教育長からも何かありますか。 

三田教育長） 

 私は何度も足を運んで見ているのですが、以前よりも空気がこもっているなと感じたの

で風を取り入れるような管理ができるとよくなるなと感じました。 

 それから、鈴木信太郎邸を公開するにあたり、フランス文学の業績や日本の伝統的な家

屋であるということはもちろんですが、書庫も含めた書斎のエリアは空襲を免れたという
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歴史的な情報も伝えていけたらなと思います。豊島区はどのあたりに空襲を受けたのか、

その中でどういう風にして残ったのかということを展示すれば、子どもたちが見たときに

学習の効果もあると思います。また、これから仕様計画を作成すると思いますが、鈴木信

太郎氏は詩を作ったり、絵を描いたりもします。多面的にも高度な教養をお持ちだった方

だと思います。フランス文学者として、一知識人として、当時を生き抜いた人の様々な問

題意識は、我々にとっても参考になると思いますので、そこもよく調査していただきたい

と思います。公開内容も他課の所管かもしれませんが、そういった歴史的な内容は文化財

として盛り込む必要があると思いますので、よろしくお願いします。 

 区の歴史の中でどういうふうに評価していくかということも重要です。例えば、自由学

園は、大正デモクラシーの中で起こった新興教育の流れがあります。そして、東京大学や

立教大学に関係して、豊島区周辺に知識人が多くお住まいでした。アトリエ村など、豊島

区の歴史として評価されていますが、豊島区が知識人に対してどういう役割を果たしてい

ったのかという考察をそろそろしていかなければいけないのではないかと思いました。日

本の教育史を考えていく上でも、豊島区のそういった風土が影響を与えていると思います

し、教育の原理として今につながっていると思います。豊島区にはそういった財産がある

ということを誇りにして、教育に携わる必要があると考えておりますので、研究を深めて

いただきたいと思います。 

教育総務課文化財係長） 

 教育長からご指摘のありました鈴木信太郎邸を区の歴史の中でどういうふうに評価して

いくかについてですが、文化財係だけではなく、文化デザイン課でも鈴木氏が何故その場

所を選んだのかということを研究しています。豊島区の歴史的な特性の深い部分までは、

まだまだ解明されていないことが多いですが、これを契機としまして、より深く考察して

いきたいと考えております。 

三田教育長） 

 台東区でも文化を活用したまちづくりを進めており、台東区を歩くとどこでも歴史の道

標が見えるようになっていますが、その辺りはまだ豊島区では遅れているなと感じていま

す。豊島区の文化財も素材は良いと思います。教育委員会だけではありませんが、区長部

局とも協力して、そういった文化財をどのように整備していくのかというのはとても大事

だと思います。 

 例えば、台東の谷中や池之端の周りは、一流の文学者が住んでいたり、芸大に通って自

分の腕を磨いていた方が多いです。岡倉天心の屋敷跡もあり、そういう素材を生かしてま

ちづくりを進めています。それに日頃から子どもたちが触れていて、郷土の誇りや郷土の

歴史を学び、自国の歴史をきちんと語って、将来海外に行っても外国の文化も尊重できる

人物に育つと思います。同一性と異質性の理解は社会教育の中でも大きなテーマとなって

います。同じ文化も違う文化も尊重できる人物になるために、身近な豊島区の文化で学ん

でいってほしいなと考えています。文化をアピールするような取組みをしていきたいと思
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います。 

千馬委員長） 

 私も視察をした感想を述べたいと思います。視察をして、基本的には文化財の価値を損

なうことはないと判断しました。特に古い民家のほうは、一般の方が来られても安全を担

保できるのではないかと思います。基本的には賛成です。 

 ですが、３点の要望があります。まず、案内していただいたときに、戦争で歪んだ鉄骨

がありました。大変貴重なものだと感じました。これは、展示のときに示してあげて、子

どもたちや一般の方にも公開していくべきだと思いました。 

 ２点目に、当面は一般公開ということでお考えかと思いますが、学校教育の場で活用し

ていただきたいと思いました。古い民家にあったかるたなども非常に価値のある文化財だ

と思います。ぜひご検討願います。 

 後に、入口付近の石垣ですが、砕けているところもあったので少し危ないかなと思い

ました。危険ということであれば補強していただきたいです。 

教育総務課文化財係長） 

今ご指摘いただいた３点につきまして、簡単にご回答いたします。 

まず、鉄骨の件ですが、２階には原則として一般の方は入場できません。ですが、鉄骨

が空襲の熱で曲がったというのは、教育長のお話にもあったように空襲をくぐり抜けた貴

重なものですので、ガイドツアーを企画して、その中でご案内していきたいと文化デザイ

ン課のほうでも企画しているようです。 

 それから、学校教育での活用についてですが、文化デザイン課主催の会議に教育総務課

長と私の２名が出席しています。文化デザイン課も教育委員会事務局がどのように活用し

たいと考えているのかという部分を考慮してくれています。教育委員会事務局としての提

案を踏まえた上で、公開計画を立てておりますので、会議では活用方法などを提案してい

きたいと思います。 

後の石垣、大谷石につきましては、建築の専門家と構造の専門家の方に見ていただき、

きちんとした積み方をしており、問題ないということになりました。火をかぶっているた

め表面がぼろぼろとこぼれ落ちますが、崩落の心配は当面はないということで、急いで積

み直す必要はないということでした。ですが、大谷石は非常にもろく風化が早いものです。

こちらも道路等の工事の際には、工事を検討していくこともあるかと思います。 

千馬委員長） 

 様々なご意見をいただきましたが、いかがでしょうか。全員一致ということで、第４６

号議案を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４６号議案了承） 

（２）報告事項第２号 平成２５年度小学校入学相談会・中学校説明会の開催結果につい

て 

＜学校運営課長 資料説明＞ 
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千馬委員長） 

区立学校の信頼と理解を高めることを目的として行われた説明会です。参加者数は昨年

よりも増えているということです。委員の先生方で何かご質問はありますか。 

渡邉委員） 

小学校の個別相談件数ですが、放課後事業についてという項目があります。近年の家庭

の事情的にも学童クラブ等に関する質問が多いと思います。どのような手続きをすれば入

れるのとかという手続的な相談なのか、内容的な相談なのかを教えていただきたいです。 

それから、中学校のほうでは、中学校生活についての相談があったということですが、

漠然としているなと感じました。これは、子どもが中学校に行ったら小学生とはどういう

ところが違ってくるのか、そういった子どもの心の変化に対しての不安等の相談でしょう

か。 

学校運営課長） 

 放課後事業については、制度や手続き、実際にどういう活動が行われているのかという

様々な質問がでたようです。 

 そして、中学校生活については、人間関係で問題が生じた際に逃げ場があるのかどうか、

いじめについて、高校受験の状況や進路指導について、部活動の参加率はどうか、そうい

った質問をまとめて中学校生活としています。 

渡邉委員） 

 小学校の放課後事業は、子ども課との兼ね合いもあると思います。保護者には結構混同

されている部分があって、学校での活動というと基本的には全ての責任を校長先生が負っ

ていることもあるので、子どもスキップが子ども課所管であるということは理解しづらい

部分です。丁寧に説明していかないと、運営に支障がでる恐れもあるのでよろしくお願い

します。校庭開放とスキップの連携がとれていない学校もあるのではないでしょうか。 

 中学校のほうは、いじめについて気にされている保護者の方がやはりいるのですね。関

心の強い部分だと思います。豊島区では学校も一生懸命取り組んでいますし、どちらかと

いうと中学生になって保護者と子どもの関わり方がどう変わって、どのように接していけ

ばよいのかということを周知していただきたいと思います。これは様々な機会で丁寧に説

明していけたら良いなと思います。 

学校運営課長） 

 放課後事業につきましては、子ども課と連携を密にしまして、学校の先生方にも共通の

認識を持っていただくように取り組んでいきたいと考えています。 

 そして、いじめなどの相談については、教育センターから専門の相談員を派遣して、対

応していただいている状況でございます。こちらを今後も継続して実施するとともに、保

護者への情報提供等も実施していきたいと考えています。 

菅谷委員） 

 小学校の保護者が８００人ということですが、資料配付の数と違うのはご両親でいらし
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ているご家庭があったということでしょうか。 

学校運営課長） 

 ご指摘のとおりです。お父さん、お母さん、まだ小学校に上がっていないお子さんと一

緒に来ていただいたケースもありまして、その場合には資料を１セットということでご了

承いただいて配布しました。 

菅谷委員） 

 兄弟が既に小学生や中学生になっているというご家庭はあまり来ない傾向にありますか。 

学校運営課長） 

 例えば、お兄さんがすでに小学校に入学しており、下のお子さんが入学するという場合

でもご来場いただいています。 

菅谷委員） 

 相談ということで、保護者が学校にどういうものを求めているのかを捉える一つの機会

だと思います。今回の相談の内容で、保護者は学校に何を期待していると捉えましたか。 

学校運営課長） 

私が受けた相談では、隣接校制度についてのご質問が多かったです。隣接校選択制の需

要が高いなと感じました。関連しているかはわかりませんが、各学校で成績の良い部活動

やアレルギーの対応も質問がありました。 

補足ですが、この説明会は公会堂と文化ホールで豊島区の公立学校の良さを説明させて

いただき、それを聞いていただいた上で、疑問があったり、個別のご相談がある方は、区

民センターの個別のお部屋で話を聞かせていただくという方法で実施しております。終了

後にアンケートも実施していますが、運営方法については好評でございます。 

教育総務部長） 

 この入学相談会・説明会は、平成１４年度から始まりました。平成１３年度に隣接校選

択制を始め、学校を選ぶに当たって、選ぶための判断材料が必要であるということで、入

学予定の児童・生徒とその保護者に情報提供する場の一つとして始まりました。実施方法

も検討しまして、特別区の中でもこのような方法で実施しているのは豊島区だけだと思い

ます。この入学相談会・説明会と連動して、９月に学校参観週間を位置付けています。以

前は、学校参観週間の設定も学校によってばらばらでしたが、説明会の後でもう少し聞き

たいことがあるといった場合には、先生が相談にのり、細かな対応をとれるようにと考え

ました。保護者は、子どもの入学にあたって具体的な不安もあれば、漠然とした不安もあ

ると思います。何度も相談できて、不安を少しでも取り除いて、安心して学校に来てもら

いたいという思いで実施しております。 

菅谷委員） 

 豊島区では能代市との教育連携もしていますし、素晴らしい取組みが多いと思います。

積極的に豊島区の教育をＰＲしていく場としても活用していただけたらより良いと思いま

す。 
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嶋田委員） 

 実施の目的など、かなり具体的にわかってきたのですが、就学援助や特別支援教育につ

いて相談のある保護者の方は、たくさんの不安を抱えていると思います。こういう相談会

の後に引き続きケアできるシステムはできているのでしょうか。それから、具体的な事例

であがりませんでしたので比較的少ないのかなと思ったのですが、経済的な問題があって

不安があるという方はいましたか。 

学校運営課長） 

 経済的な問題で就学が困難な方への支援についてのお問い合わせは数件ありました。そ

れほど多くはありません。就学援助やその他の相談もお電話等で直接相談を受け付けてお

ります。隣接校選択に関しても窓口や電話での相談も受け付けておりますし、チラシ等で

も情報を提供しております。隣接校選択制は抽選漏れした場合等に指定校変更の制度もあ

りますので、そういった情報をあわせて提供しています。 

嶋田委員） 

 それはチラシで情報提供するのですか。 

学校運営課長） 

 説明書やチラシなどを封筒に入れて配付しております。それを見ていただいて、疑問が

ありましたらお電話くださいとご案内しております。 

嶋田委員） 

 幼稚園から小学校、小学校から中学校へ校種が変わるときに、物品の購入も多いと思い

ますし、保護者としては、どのくらいの費用がかかるのかが不安だと思います。今回の説

明会ではそういったことも詳しくお伝えしたのでしょうか。保護者間ですでに情報を得て

いるケースが多いですか。 

学校運営課長） 

 今回の説明会ではお伝えしておりませんし、個別の相談も受けておりません。保護者間

である程度は話がでていると思いますし、学校の参観週間で説明したり、２月くらいに実

施する保護者の説明会で入学時に必要な経費や給食費等についても具体的に情報提供して

おります。 

嶋田委員） 

 わかりました。ありがとうございました。 

三田教育長） 

部長からも説明がありましたが、学校説明会を実施し感触としては、参加者も増えてい

ますし、内容も充実してきていて良い評価を得ています。この説明会は、開かれた学校づ

くりをテーマに開催しています。隣接校選択制等の制度を説明する機会でもあり、学校が

どういう教育活動をやっているかというコンプライアンスを重視し取り組んでいます。こ

の全体説明会とは別に、入学説明会を各学校で実施しておりますし、参観週間には入学す

る前にどんな学校なのかを見ることができます。隣接校選択制も指定校変更もそういった
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学校の現状を見て判断して、家庭の理由があったり、学校に魅力を感じたりした結果、申

請しようというご家庭が増えています。それに伴い、相談件数も増えてきています。評価

され、相談の場を必要としているご家庭が増えてきたということで、次年度は改善したり

増員したりする必要があるのかということも検討していただきたいと思います。 

 アンケートを実施して、隣接校選択制に関する検討をしてきました。朝日小学校や長崎

小学校の入学者が減少したことで、議会等でご意見をいただいたこともあります。小規模

校の支援をして、長崎小学校はここ数年子どもの数が増えていますし、朝日小学校も増加

に転じてきています。反対の声もありますが、理解が浸透してきていると感じています。

朝日小学校の場合は、隣接校選択制よりも１７号線を挟んでの通学のあり方を見直す必要

があると考えています。まち全体の問題です。大きな道路を挟んだ通学方法を避けて、仰

高小や清和小に通う子どもたちが多いのです。隣接校選択制を実施することでご家庭も選

択肢が広がっていると思いますし、需要があるからこそ制度についてきちんと説明してい

かなければなりません。次年度もより良い説明会にしてください。 

千馬委員長） 

 私も豊島区で校長として働いておりましたが、豊島区の説明会は丁寧で、効果が２つあ

ると感じていました。まず、校長として采配していく上で、非常に気になっていたのが、

風評の評価です。それに対して、こういう説明会で自校に入りたいという保護者、また自

校が不安だという保護者と直接お話しできて、私自身効果的に活用しておりました。また、

そのやりとりを通して、保護者から学校への要望がストレートに入ってきます。先程も教

育長が言っていましたが、開かれた学校というテーマにぴったりだと思いました。私自身

も開かれた学校にしたいという思いがありましたし、保護者の要望を生かしていくのが校

長の役割であると思っていましたので、とても良い機会だと思います。 

 同時に、次年度に向けて、説明会の課題をきちんと把握して、改善して、次年度に生か

していただきたきたいと思います。これは要望です。よろしくお願いします。 

学校運営課長） 

 委員の皆様からご意見をいただき、また、保護者の方からアンケートもとっていますの

で、分析して次年度に生かし、今年以上に充実した説明会にしてきたいと考えております。 

千馬委員長） 

よろしくお願いしたいと思います。 

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） 

（３）報告事項第３号 行政情報公開請求について 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 二つの公開請求があったということですが、何かご質問ございますか。 

菅谷委員） 
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 この公開請求の理由に、公共施設におけるエネルギーコストの調査分析と書いてありま

すが、この請求者の方は学校以外の公共施設についても同じような請求をされているので

すか。 

学校運営課長） 

 学校以外に請求されているかどうかという点は、こちらでは把握していません。 

菅谷委員） 

 学校だけ請求しているとすると、エネルギーコストの調査分析というのは他に意図があ

るのかなと思います。 

学校運営課長） 

 純粋に調査分析をしたいということかもしれませんし、得た資料を分析した上で学校に

対して何かご提案をしたいのかもしれません。そこは、提供されていないのでわかりませ

ん。 

千馬委員長） 

 公開の方法で写しの交付とありますが、コピーをお渡しするのですか。 

学校運営課長） 

 そうです。お渡しするということです。 

三田教育長） 

 例えば、喘息の児童・生徒の人数となると、基本的に学校の情報といっても、件数の少

ないものはすぐに特定できてしまうと思います。それは個人情報を守るためにも問題があ

るのではないかと思いますが、情報公開制度の意向が強く、優先されてしまいます。今日

の新聞にも、渋谷区は、何万ページにも及ぶような資料請求を意図的にやる団体があり、

そういった公開請求を断るという条例改正をしたと載っていました。情報公開制度にブレ

ーキをかけるのではないかという世論も多いですが、どういう意図であろうが求められた

ら公開するということになると現場では頭を悩ませています。個人情報以外は、原則公開

するということで、課題はありますがご理解いただければと思います。 

千馬委員長） 

 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４号 平成２５年度としま教育フォーラムの結果について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 この件について、ご感想でも結構ですが、何か一言お願いします 渡邉委員からお願い

します。 

渡邉委員） 

 グラフがあるのですけれども、小学校と中学校が一緒になっています。別々に集計した

ものはありますか。 
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教育指導課長） 

 小・中学校別々で集計できますので、集計してまたご報告します。 

渡邉委員） 

 教育専門監は小学生を対象に授業をしたので、小学校の先生にはとても響いたと思いま

す。フォーラムの後、お会いした先生からも良かったという感想を聞きましたし、保護者

からもすごいという声を聞きました。この資料に載っているような感想が多く、効果的だ

ったなと感じています。中学校の先生はどうだったのかなと気になっています。先日ある

中学校の土曜公開授業に行って、授業を拝見させていただいたら、さっそく教育専門監の

授業をベースに取り組んでいるなと思えるような授業を幾つか拝見しました。早速活かし

ている学校もあると感じて、大変良いことだと思っています。 

 先生方のアンケートの中でも家庭学習についてという項目がありましたし、家庭がどの

ように子どもたちに学びの喜びや楽しみとかを感じさせてあげられるかは、学校にとって

も重要になってきます。全ての保護者が自主的に動くということは余り期待できないと思

いますし、何らかの情報提供やアクションを起こして、家庭学習の取組みを啓発していか

なければなりません。能代市との教育連携が実を結ぶように、保護者への情報提供を徹底

していただきたいと思います。 

教育指導課長） 

 中学校で今回の示範授業を基に授業を工夫しているというのは、大変嬉しい報告である

と思いました。全国の中学校では今でも知識を一方的に伝える授業を実施している傾向が

あると思います。ですが、中学校においても子どもたちの思考力を高めるためには、小学

校の先生が普段から実施している授業づくりがとても役に立ちますし、中学校の先生にこ

そ小学校の授業を見てもらいたいという願いがあります。小・中連携という視点でも、

小・中学校の垣根を越えて、子どもたちにとってわかりやすい授業、思考力を高めるよう

な授業を豊島区全体で作っていきたいと考えています。 

 保護者をどのように巻きこんでいくかというのは大きな課題だと感じていますので、情

報提供に努めていきたいと思います。 

千馬委員長） 

 教育フォーラムは、アンケートを実施して終了ではありません。先生方の意識の掘り起

こしをすると大きな成果につながると思います。教師は教える専門家であり、他の先生方

から教えていただきながら、自分ならどうするのかを考えていきます。今回の取組みは、

自己変革の機会になったのではないかと捉えています。非常に有効に働くと思いますので、

今後もよろしくお願いします。 

 他の委員の皆様、ご感想でも結構ですのでいかがでしょうか。 

菅谷委員） 

 教育フォーラムの結果のまとめを拝見して、先生方も私が感じたことと同じような印象

を持たれたのだなと感じています。私も教育専門監の授業は、非常に印象に残りました。
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先日、私が小学生のときの担任の先生が１００歳で亡くなり、２０名くらい集まって偲ぶ

会をしたのですが、授業で何を教わったかはほとんど覚えていないという話がでました。

怒られたことなどは印象に残っていて話もでてきましたが、小学生が覚えているのはそう

いったことくらいです。私自身も高校の一部の先生の授業は印象に残っていますが、小学

校のときの授業はあまり覚えていませんし、子どもたちは意識して授業を聞いているわけ

ではないので、印象を持たせるというのはとても難しいことだと思いました。ですが、教

育専門監の授業を見た感想として、子どもたちの印象に残るものになるのではないかなと

感じました。その日の授業の目的を示して授業をやるというのはとても大事だと思います

し、豊島区にもそうやって授業をしている先生はいらっしゃると思いますが、教育専門監

の授業は目的が非常にはっきりしていて、子どもたちもああいう風に言われるとわかりや

すいと思いますし、教育フォーラムを通じて豊島区の先生方が学ぶ良い機会になったと思

います。 

渡邉委員も言われましたが、保護者も能代市との教育連携に巻き込んでいくのはとても

重要だと思います。一般区民や保護者の参加は１５人と少なかったようなので、次にこう

いう機会があるのでしたら保護者にも声をかけてもらって、積極的に参加していただくと

良いと思います。 

千馬委員長） 

 嶋田委員は委員就任前ですので教育フォーラムには参加できませんでしたが、何かあり

ますか。 

嶋田委員） 

 実際に拝見できませんでしたが、教員にアンケートに答えてもらうということ自体が、

自分の授業を見詰め直す良いきっかけになっていると思うので、上手く機能していくので

はないかなと感じています。フィードバックの仕方はとても大切です。教育フォーラムが

あり、校長ヒアリングあり、この結果が学校全体に反映されていきますが、学校がどのよ

うに変わっていくのかを期待したいと思います。 

千馬委員長） 

 ありがとうございます。 

 教育長からも何かありますか。 

三田教育長） 

 せっかくの機会なので、少し裏話をさせていただきたいと思います。私は豊島区教育長

として５年目になるのですが、全教員の前に直接メッセージを伝えたというのは初めての

ことです。校長会等では話をさせていただいているのですが、全教員を前にするというこ

とは意外とありません。私が豊島区の課題だと感じていることを直接伝えることができま

した。アンケートも参加した全ての教員から提出していただきました。お互いの考えのや

り取りができてとても良い機会だったと思っています。 

 また、保護者についてのご意見をいただいていますが、会場の大きさの関係からＰＴＡ
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の代表者のみの参加となっております。今回の会場は豊島公会堂でしたが、ここは新庁舎

の建設とあわせて、現公会堂を新ホールとして改築することを予定しております。ホール

は今よりも大きくなりまして、１,３５０人収容予定ですので、保護者の席も確保できる

のではないかと考えております。それから、豊島区内の６大学とも連携しておりますので、

大学生も招待できれば良いなと思っています。今後の検討課題です。 

 全校の校長先生と幹部職員と一緒にヒアリングを実施しましたが、教育フォーラムの直

後で良い時期に実施できました。職員の意識が高いうちに、授業が本当に変わってきてい

るのか、問題解決学習が主流になってきているか、能代に行く教員が豊島区の課題を把握

した上で、聞いてきたものや感じてきたものを課題解決のために活用するという意気込み

の確認、管理職だけではなくて先生方一人ひとりの意識を高めていきたいという思いから

ヒアリングを行いました。教育にはつらいこともあるかもしれませんが、先生方が教えて

良かったなと思えれば頑張れると考えています。そういった教育活動ができるように、ヒ

アリングの結果を現場に反映させていただきたいと考えています。 

 それから、教育フォーラムは、私のプレゼンテーションも、教育専門監の講演も授業も

記録して映像化したものを活用していただきたいと思い、各学校に配付します。しっかり

と環境を整えていきたいと思います。 

千馬委員長） 

 ありがとうございます。それでは、この件については、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） 

（５）報告事項第５号 いじめ防止対策推進法の対応について 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 いじめ防止対策推進法を受けて、どのように対応していくかという案を示していただき

ました。今後も随時情報提供があると思いますが、この件について、ご意見等ありますか。 

三田教育長） 

 いじめの加害者を出席停止にするというような方針を掲げた自治体もありますが、出席

停止という措置ができる体制にあるのか、それだけの決断ができるのか、システム化でき

るのかと私は考えています。豊島区では、いじめが起きないような予防策をしっかりとっ

て、いじめが起きてもすぐに手を打って、それが大きくならないようなリスクマネジメン

トを素早く行うことを校長会等で周知しています。いじめの問題はあるということを前提

に、子どもたちに被害が及ばないような取組みを進めていきたいと思います。 

千馬委員長） 

 方針の策定委員会ですが、校長先生の協力を得る方向だということで説明されていまし

たが、この情報は校長会にもいずれ提供していくのですか。 

統括指導主事） 
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 その通りです。いじめの防止ということで、実際に陣頭指揮に当たっているのは校長先

生方です。校長先生からもご意見をいただきながら、実効性のある方針ということを策定

していかなければいけないと考えています。情報提供はもちろん、一緒に作っていくとい

う姿勢を大切にしていきたいと思います。 

千馬委員長） 

 わかりました。よろしくお願いしたいと思います。 

 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） 

（６）報告事項第６号 区立幼稚園特別支援事業の中間報告 

＜教育センター所長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 特別支援事業中間報告ということで、情報提供も含めた説明をいただきました。委員の

先生方で質問はございますか。 

菅谷委員） 

 教育委員会は区立幼稚園を所管していますが、保育園に通っている子どもが多いと思い

ます。保育園でも特別な支援が必要な子どもは増加傾向にあるのですか。 

教育総務部長） 

 所管課は子ども家庭部の保育園課でして、１学級当たり定員は２名として、人的な措置

もとって対応しています。ですが、保育園も区立幼稚園と同じようにそういった子どもた

ちは増加傾向であり、対応しきれなくなってきているとも聞いております。 

菅谷委員） 

 区立幼稚園、私立幼稚園、保育園の子どもたちが区立小学校にやってきます。中長期的

な課題として、私立幼稚園や保育園も含めた適切な接続を図る体制づくりが必要であると

資料にも書いてありますし、その通りだと思います。この体制づくりについて、関係機関

と具体的に検討するような場はあるのですか。 

教育総務部長） 

 保育園課、子育て支援課、西部家庭支援センターと教育委員会が一緒になって、特別支

援が必要なお子さんに対して、今後どうしていくのか、主に支援のサポート事業の拡充に

ついて検討する機会があります。ですが、支援や施策の具体策としては、教育委員会とし

て教育センターで相談支援事業を一つ拡充しますし、そういった課題意識は子ども家庭部

でも持っていますので、子ども家庭部のほうでも支援や施策の拡充を検討しております。 

千馬委員長） 

 今年度からスタートした事業ですので、丁寧に中間報告をしていただきましたが、 終

的な報告もしていただけるということでよろしいですね。 

三田教育長） 

教育センターの職員も含めて、緻密なアクションプログラムに基づいて実施しました。
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懸案事項だったことを一つ一つ解決し、方向性が見えてきたかなと思っています。ですが、

小学校の特別支援を要するお子さんの発生率は３．４％くらいで、本区の幼稚園にはその

３倍くらいの割合で特別支援を要するお子さんがいます。私立幼稚園は入園を制限します

し、公立保育園も定員を設けています。そういった理由から特別支援を要するお子さんは

かなり増加しました。そのため今回のプロジェクトを立ち上げましたが、幼児の安全や幼

稚園の活動をサポートしていく上では、一定限の基準を設ける必要があるのではないかと

考えています。１学級２名以内という機械的な基準ではなく、他の幼児に危害を与えそう

になったりした場合、教室に入る時間を限定したり、お子さんのケースによって対応させ

ていただくという例外規定です。適応能力が身に付いてきたら教室での学習を増やしたり

するという柔軟性を持ちながら、対応していくことを検討したいと考えています。 

園長先生は事務職もしながら業務にあたっています。人事的な面でも厳しいと思います

ので、そういった面も検討してもらいたいと思います。また、認定こども園の成果や特別

支援教育に熱心な公立幼稚園の成果についても調査していただいて、体制を整えていただ

きたいと思います。そういった検討も含めて、 終的な報告をさせていただきたいと思い

ます。 

千馬委員長） 

新しい制度がスタートしたということで、ご報告を兼ねて説明していただきました。今

後の経過も報告していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

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） 

（７）報告事項第７号 朋有小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） 

 豊島区一押しの校庭ということで受けとめていますが、この件についてご意見等ござい

ますか。 

三田教育長） 

補足です。私が墨田区内の小学校校長だったときに、全国で初めての熱交換塗料を使っ

た校庭の施行に関わりました。中央区でも校長をして、そのときは屋上にビオトープを作

ったのですが、そのときの屋上にも熱交換塗料を使いまして、非常に暑かった３階の教室

の冷房効率が上がりました。屋上に使っても、断熱効果があるため、ヒートアイランド対

策には有効に働きます。説明にあったように、朋有小学校の校庭でセレモニーをしました

が、子どもたちは校庭に直接座って、熱くないと言っていました。校庭が熱いと風も温く

なるのですが、涼しい風も吹いておりまして、効果がでているなと感じました。 

千馬委員長） 

先日運動会を見に行き、校長先生と話したのですが、温暖化の影響もあって秋の運動会

の練習がきつくなるというお話がありました。こういう校庭にしてもらえれば効果が出る
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のかなと感じました。朋有小学校での効果を発信しながら、他の学校での利用も検討して

いただきたいと思います。 

他にご質問はございますか。 

菅谷委員） 

 この校庭は滑りやすさという面ではどうなのですか。 

学校施設課長） 

 滑りにくくなります。また、弾力性もあって走りやすい仕様になっています。 

千馬委員長） 

 鉄棒の下は柔らかいのですか。 

学校施設課長） 

 他の部分よりも柔らかくなっています。実際に触って確認しましたが、違いがはっきり

とわかります。 

千馬委員長） 

 では、安全性は担保できるということですね。 

学校施設課長） 

 はい。 

千馬委員長） 

それは良いことですね。 

この件について、他に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） 

（８）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） 

（９）その他 

（午後５時００分 閉会） 

 

 


