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千馬委員長） 

 ただいまから第１１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菅谷

委員です。傍聴者が２名おりますので、案件の順番を変えて人事案件から進めさせていた

だきます。 

（委員全員了承） 

（１）報告事項第２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） 

（２）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） 

（３）報告事項第１号 平成２５年度教育委員会後援名義使用承認状況（第二四半期） 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 第二四半期分、７月１日から９月３０日までの承認状況についての説明をいただきまし

た。ご質問等ありますか。 

三田教育長） 

出された内容についての承認の権限を私に委任していただいていますので、承認結果の

ご報告となっています。各分野からバランス良く申請が出ていると思います。特に芸術文

化関係は、池袋が文化の拠点ということを活かしてのまちづくりを進めていますし、フェ

スティバル／トーキョーなどのイベントで芸術劇場やあうるすぽっとの利用も活発になっ

ています。学校教育もさることながら、家庭教育や青少年の健全育成も重要な課題だと考

えております。 

以前よりは良くなっていますが、まだ報告書を提出していない団体がいます。どのよう

な取組みをして、どの程度改善されているのかと改善されない原因は何なのかということ

について、説明していただきたいと思います。 

教育総務課長） 

 中には、単純に忘れていたという理由で提出していない団体もあります。そういった団

体には、連絡してすぐに提出していただいています。なかなか提出されない理由の一つに、

事業報告の際には会計の決算書が必要書類となっておりますので、年間を通して全ての事

業が終わってからでないと会計報告を出せないという団体がおります。提出が遅れる一番

大きな理由だと思います。報告書の提出は、期限になりましたら定期的に督促していると
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いうのが現状です。 

三田教育長） 

 決算書を理由に決算の時期にならないと出てこないというのは問題だと思います。事業

の決算額については確認していかなければいけないことだと思いますが、例えば、決算書

以外のものを提出してもらい、後から決算書を提出していただくということでもよいので

はないかと思います。主催者の都合でなかなか報告されないというのは、名義を出したこ

とに対する評価ができませんし、教育委員の先生方にそういう情報を提供するのは不十分

だと思います。要綱にもそのように記載したほうが、各団体の意識も高まると思います。 

教育総務課長） 

 要綱の改正等も含め、検討していきたいと思います。 

渡邉委員） 

 教育長の言う通りだと思いますし、こういった事業は事業ごとに予算化して行動してい

ると思います。他の事業もあわせた１年間の決算が終わらなければ報告できないというこ

とはないように思います。名義を使用しているわけですから、団体の全ての活動中心に考

えるのではなく、収支報告書は早期に提出していただくべきだと思います。 

教育総務課長） 

 各団体に対してそのように周知していきたいと思います。 

千馬委員長） 

 それでは、この件については、他の先生方、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年度読書フェスタの結果について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 読書フェスタの結果を説明いただきましたが、この件について何かありますか。 

私が参加した感想ですが、まず、教育指導課長がおっしゃったように５回目ということ

で定着してきているなと感じました。読書をする児童生徒が増えているということで良い

効果が表れていると思います。二つ目が高南小学校と千登世橋中学校の感想文の質が高い

なと感じました。特に千登世橋中学校の感想文は、高度な内容をきちんと整理して話して

いました。そして、三つ目に図書館司書の紹介と活躍の様子を実演していただきましたが、

図書館司書の様子を知ることができて良かったです。各学校に配置された図書館司書が、

それぞれ工夫を凝らして頑張っているなと印象に残りました。予算の面で課題があるかと

思いますが、ぜひ続けていただきたい事業です。 

三田教育長） 

 読書フェスタの当日、「はい」の場合は拍手してくださいと言って、冒頭に会場の子ど

もたちと保護者や関係者の皆さんに５つのことを聞きました。 

一つは、子どもたちが本を読むようになったという実感はあるかどうかです。二つ目に、
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良い感想文が多かったので、読書が子どもの心の糧になっているか、読書が活きていると

感じた方はいますかと尋ねました。三つ目に、本区は毎年、小・中学校にそれぞれ蔵書数

を増やすということで、小学校には１００万円、中学校には１２０万円の予算を配付して

いますが、それが効果をもたらしたと思う方はいますかと尋ねました。四つ目に、全校に

図書館司書を配置して良かったと思われる方はいますかと尋ね、五つ目に、子どもの図書

館の活用の仕方が変わってきたとお感じになっている方はいますかと尋ねました。全ての

質問に拍手が返ってきました。共感を得られているということで嬉しく思いましたが、今

後さらに学校図書館は変わっていくことを説明しました。学校図書館を情報センターとい

う位置付けにして、タブレット型のパソコンが入ってきて、校内は無線ＬＡＮが使えるよ

うになり、図書そのもののアナログ情報とパソコンのデジタルの情報を組み合わせて調べ

学習ができるようになること、そういった学校図書館の変化についてもお話ししました。 

 私が教育長になった当時、小学校が２０万円、中学校は３０万円程度の図書費でしたが、

今の予算編成にして継続していただいています。廃棄処分システムやバーコード化も進み、

図書が充実してきました。平成２１年度、大学生でも年間１０冊の本を読んでいませんで

した。小・中学校だけでなく、全ての教育機関の実態でした。そこから、豊島区の子ども

たちが一生懸命動いていて、変わってきています。各学校で温度差があるとか、学校図書

館司書だけでなく教員ももっと協力的になるとか、予算の問題等の課題はありますが、と

ても意義のある事業だと思います。 

千馬委員長） 

 図書館経営協議会の委員として図書館課の会議にも出席しているのですが、この間の会

議で中学生の図書の活用度が急激に増えたということが話題に出ました。図書館司書を配

置したことによって、様々な興味・関心が高まったのではないかということです。そうい

うものが定着していくことは、豊島区の子どもたちにとっても大変良いことだと思います。 

渡邉委員は学校現場に関わっておりましたが、学校図書館の今後や課題について、何か

ありますか。 

渡邉委員） 

一時期は、図書ボランティアの方にお願いしないと学校図書館の本が管理できないとい

う状況でした。たくさんの図書費で新しい本を買っても、どの古い本を捨てたらよいかわ

からないということもあったようです。図書館司書が入って、その管理ができるようにな

ったのはもちろん、図書館司書が良い本を子どもたちに紹介してくれます。図書ボランテ

ィアは保護者ですので、保護者から本の紹介というのはなかなかできない部分だと思いま

す。各学校でそういった図書の紹介文が掲示してありますが、ただ読みなさいというわけ

でなく、具体的にこの本のここが良いよと勧められると子どもたちも興味が湧くと思いま

す。先生方が一生懸命取り組める土壌が整ってきたと感じます。 

図書館司書は確実に効果を上げていると思いますが、常駐ではありません。そこを補う

意味で図書ボランティアがあって、保護者が協力できる体制もできています。保護者も学
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校に関わる喜びを知る貴重な機会ですので、たくさんの方に挑戦していただきたいと思っ

ています。 

三田教育長） 

図書館司書を学校に常駐させることはできないかというご意見をいただくこともありま

すが、渡邉委員がおっしゃるように、図書館司書のお手伝いとして保護者の方が学校に関

わることができますし、常駐でないからこそ、そういった積極的な経営ができると思いま

す。委員会活動等で本の貸し借りを管理したり、読み聞かせをしたり、好きな本を皆に知

らせようとしたり、子どもたちも積極的に動き始めます。豊島区よりも図書館司書のため

の予算を多く確保して、もっと配置している学校もあると思います。そういった自治体の

予算と効果の関係性を見ていただきたいと思います。保護者の方も関わっていただいて、

たくさんの関係者の力が発揮されて、読書フェスタでは成果を証明しています。学校も地

域の特色を活かした活動ができると思いますし、そういった意味でも効果的なのかなと感

じています。 

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） 

（５）報告事項第５号 平成２６年度豊島区教育委員会研究推進校及び研究奨励校の募集

について 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 平成２６年度の研究推進校と奨励校の募集について、豊島区の狙いも含めて説明いただ

きました。教育委員の先生方でご質問やご意見等ございましたらお願いいたします。 

菅谷委員） 

 研究推進校は２年間あったと思います。すると２年間の後半の１年は、新たな学校があ

るので全部で１０校ということですか。 

統括指導主事） 

 その通りです。研究奨励校は１カ年で５校、研究推進校は２カ年で５校です。研究推進

校は来年度分に重なりますので毎年１０校あり、研究奨励校とあわせると全部で１５校で

す。 

菅谷委員） 

 推進するテーマがあり、各学校で中心となって動いている先生がいると思います。そう

いった先生が２年間のうちに人事異動で違う学校にいってしまうということはないのです

か。 

統括指導主事） 

 そういう場合もありますが、１人の先生が推進しているのではなく、研究推進の委員会

を作って、組織単位で動かしております。中心となる研究主任の先生が異動してしまった
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としても、研究副主任がおりますので、研究は継続されます。 

菅谷委員） 

 わかりました。 

嶋田委員） 

 都市型環境教育の推進というテーマは、幼少期にこそ大切なものであると思います。幼

稚園は研究校の対象になっていないようですが、幼稚園でもテーマ性を持った研究をする

必要があるのではないでしょうか。 

統括指導主事） 

幼稚園の教育要領でも５つのテーマがあり、環境もその中に含まれておりますので大変

重要であると考えています。都市型環境教育の推進というテーマは、今回初めて研究のテ

ーマとして取り上げました。小学校や中学校での研究発表を通じて、その成果を幼稚園と

小・中学校で共有した上で、今度は幼稚園にも呼びかけていきたいと考えています。幼・

小・中という１１年間のスパンでとらえて、研究を推進することを前提に、まずは小・中

学校に募集をかけました。 

三田教育長） 

豊島区では、研究は負担になるからやりたくないという学校の姿勢を変えようと取組ん

できました。研究に積極的な学校は、子どもの学びも教師の指導のスタイルもとても整っ

ています。いわゆるモデルチェンジです。 

学校はどうしても目先のことを考えがちですが、生活指導をしなくてはいけないから研

究はできないという考えではいけません。研究の成果は生活指導にも活きてくると思いま

すので、生活指導に課題があるのであれば、研究を通して変えていくことが重要です。そ

ういう体制をつくろうと取り組んできました。研究を強制しても成果は上がらないと思い、

各学校に１年間の研究からアプローチするよう指導しました。１年間で先生方の意識が変

わって子どもの学びの質が変われば、次は２カ年の研究に挑戦したらどうかと勧め、着実

に成果をあげていると感じています。教育指導課もしっかりと学校支援をしていて、毎回

の研究発表がとても充実してきましたし、参観者も増えました。各ブロックで協力し合っ

て取り組んでいますし、若手の教員は良い授業を見ることによって自分の授業の改善を意

識すると思います。引き続き研究を推進していきたいと考えています。 

 一つ要望なのですが、探究力というキーワードが近年重要視されています。思考力・判

断力・表現力・探究力を育てることが研究の目的です。追加していただきたいと思います。 

統括指導主事） 

 学習指導要領が変わり、探究力は重要なキーワードになっています。募集の際には、そ

の部分をきちっと説明した上で応募していただくようにしたいと思います。 

 それから、今年の４月から始めたのですが、研究校の副校長を対象に、研究の進め方に

ついての研修会を開催しています。研究後には、研究の成果と課題をまとめますが、これ

が成果であるとしっかりと言えるようにベースになる調査を行った上で、数字の変化が見
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えるような形でお示ししたいと考えています。研究校の成果物の質も一層高まるように今

後も努めていきたいと思います。 

千馬委員長） 

 都市型環境教育の推進というテーマは今回が初めてということですが、小中一貫教育連

携プログラムの充実というテーマは前から進めているのでしょうか。 

統括指導主事） 

 前回の研究奨励校の募集の際のテーマは、幼小中一貫教育連携プログラムと教員ミニマ

ムの実践についてまとめていただくというものでした。小中一貫教育連携プログラムにつ

いては、現在３ブロックで研究を進めております。今年度末までに成果をまとめて、成果

を見える化して、発表いたします。 

千馬委員長） 

 ブロックは全部でいくつですか。 

統括指導主事） 

 全部で８ブロックです。そのうち３ブロックで取り組んでいます。 

千馬委員長） 

 今後の見通しとして、全てのブロックで研究を進めていくのでしょうか。 

統括指導主事） 

 各ブロックで研究が充実していて、応募の内容を見て精査した上で指定校を決めており

ますので、指定できるかどうかはそのテーマにもよります。ですが、事務局の希望として

は、委員長おっしゃるとおり、８ブロック全てに応募していただいて、研究に取り組んで

いただきたいという思いです。 

千馬委員長） 

 わかりました。 

 他にいかがでしょうか。 

渡邉委員） 

 研究校がすばらしい成果を上げてきているのは、研究発表会を拝見させていただいて知

っているのですが、その当時研究校に指定されていた学校の校長先生から予算的に厳しい

というお話を聞いたことがあります。講師の方に失礼な言い方になってしまいますが、講

師の謝金が上がってきていて、依頼したい講師の方を諦めて、別の方に依頼をしたと言っ

ていました。予算の範囲内の講師を選んだということです。効果的だと教育委員会が判断

した場合は、講師謝礼を少し多く与えることはできないのですか。 

統括指導主事） 

 ご指摘いただいた点については、課題であると感じております。ですが、今年度から全

ての学校の研究費用を増額しております。これは、学力や生活指導上の課題を全校体制で

解決していく組織をつくるために、各校で優れた講師を呼んで活発に研究していただきた

いためです。その上で、研究校の指定を受けた学校については、さらに講師の派遣料やま
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とめのリーフレットを作成する費用を上乗せしておりますので、ご理解いただきたい部分

でございます。 

渡邉委員） 

 それなら良いと思います。わかりました。 

千馬委員長） 

 では、他に特になければよろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（６）報告事項第６号 平成２５年度第５回中学生「東京駅伝」大会について 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 平成２５年度の第５回の東京駅伝について、豊島区は私立も含めて区全体で参加してい

るという特色があるとのことです。委員の先生方も都合がつけば激励していただきたいと

思います。質問はございますか。 

嶋田委員） 

 趣旨の３行目は第４回ではなく、第５回ですか。 

統括指導主事） 

 失礼いたしました。第５回です。 

菅谷委員） 

 応援に行くとするとスタジアムの中で応援するのですか。グラウンドを周回するのです

か。 

統括指導主事） 

 バトンタッチをする場所はスタジアムの中ですが、外に周回に出て、また戻ってきて中

でバトンタッチをします。大体１回１０分程度で戻ってきます。 

統括指導主事） 

 去年は、参加の保護者が若干増えたので、スタンドで応援をする方とコース上に出てコ

ース上で旗を振って応援をする保護者の方もおりました。 

三田教育長） 

 スタジアム内の大画面に今走っている映像が流れますので、応援できます。 

菅谷委員） 

 日程があえば応援に行ってみたいですね。 

千馬委員長） 

 それでは、時間がつけばということでぜひご協力をお願いします。 

 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） 

（７）報告事項第７号 目白小学校情緒障害等通級指導学級開設に伴う保護者の意向調査

結果について 
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＜教育センター長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 目白小学校に通級指導学級ができることに伴い、３つの学校の通級指導学級で継続や転

級の希望を聞いた調査です。この件についてご質問ございますか。 

三田教育長） 

補足です。通級指導学級へは、保護者が引率して子どもを通わせています。地域を均等

に分けて学級を設置する必要があるため、学校改築にあわせて目白小学校に設置すること

になりました。新しい学校で施設も整っているためもう少し希望が多いかと予測しており

ましたが、４月から現目白小学校で通級指導学級を開設しても、夏には新しい目白小学校

の校舎に通うということで保留の方や希望しない方が多くなりました。 

嶋田委員） 

 保護者としては、慣れた学校と友達と一緒に、というご意向も強いと思います。 

教育センター長） 

 嶋田委員がおっしゃるとおりで、個別の指導を受けておりますので、現在の学級の担任

の先生と児童、そして保護者の方の信頼関係ということからも今回のような結果がでてい

ると思います。教育長からご説明のあった理由も含め、新しい学級ができたからといって

すぐ変更する方はなかなかおりませんが、来年度も意向調査等を実施して丁寧に対応して

いきたいと思います。 

千馬委員長） 

 ２６年度の新入生もおりますし、目白小学校に通いたいという児童もでてくるかもしれ

ません。対応をお願いいたします。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） 

（８）報告事項第８号 能代市・豊島区子ども交流・いなか体験の報告について 

＜教育指導課長 教育指導課指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 能代市との交流についてご報告いただきました。この件についてご質問等ございますか。 

資料に新聞記事がついていますが地元の新聞記事ですか。 

教育指導課指導主事） 

 ２紙とも地元紙です。交流をした翌日、豊島区へ帰る日の朝刊に載っていたものをコピ

ーして持ってまいりました。 

千馬委員長） 

 １面に載っていまして、能代市でも注目されていることが伺えます。この体験学習は今

年が初めてですか。 

教育指導課指導主事） 

 初めてです。 

渡邉委員） 
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先生同士の教育連携は既に実施しており、いよいよ次のステップということで子どもた

ちが交流できたのは大変良いことだと思います。民泊ということで、お話を伺うまでは例

えばおじいちゃん、おばあちゃんが農家を営んでいるところへ泊まらせていただくという

レベルかと思っていましたが、３世代が一緒にお住まいでお子さんもいるご家庭というこ

とで子ども同士のつながりも深められ、とても価値のある体験だと思いました。 

豊島区でも何か良い経験ができないものかと思いましたが、豊島区で民泊するのは難し

いでしょうし、豊島区の子どもも集めて集団で宿泊するとか、子どもたちの気持ちときち

んとつながっていけるような取組みができれば良いなと思います。 

嶋田委員） 

 私も渡邉委員がおっしゃったように、能代市での民泊というのはとても意味があること

だと思いました。 

 能代市を訪問するにあたって、生徒に様々な指導をしたかと思います。私も大学で教え

ている学生に指導するのですが、教育実習の後にお礼の気持ちをきちんと伝えるというこ

とです。大学生でもそういったお礼が必要であるということを指導しなければいけないの

が現状です。そのあたりの指導も含めて能代市の訪問となると思いますが、実際にどのよ

うな指導をしたのでしょうか。 

教育指導課指導主事） 

 まず、参加の生徒が決まった段階で保護者の方も含めて事前説明会を実施しました。そ

の際に、民泊での約束事をお伝えしました。これは、巣鴨北中学校で実際に民泊を経験さ

せていたこともあり、その資料を基にして事前指導いたしました。能代市を訪問した事後

のことについてですが、これについてはこちらが心配するまでもなく、とても温かく迎え

ていただいたので、子どもたちもお礼の手紙を書きたいと言っておりました。また、東京

駅に迎えに来てくださった保護者の方からもお礼をしたいというご意見をいただきました。

実際にある１名の生徒のお母さんから電話をいただきまして、泊まらせていただいたご家

庭の住所と電話番号を教えてほしいという申し出もありました。生徒も保護者も感謝の気

持ちをもってそれぞれ対応していただいております。それから、帰りの新幹線で子どもた

ちがアンケートを記入しまして、能代市での体験に携わってくださった方々に、子どもた

ちのお礼も含めた気持ちをお伝えしました。 

教育指導課長） 

 補足です。今回、副校長先生２名と主任教諭も引率で加わっておりまして、子どもたち

は感謝の気持ちをしっかりともっているということですが、実際にどんなお礼をしたのか

ということを含めてしっかり把握していただき、最後まで指導を徹底していきたいと考え

ております。 

三田教育長） 

今回の事業は、能代市の教育委員会の所管ではなくて、市長部局の企画です。能代市長

さんは、子どもたちに様々な田舎体験をさせたいという強い思いがありまして、教育連携
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を結んでいる豊島区に一番にお声掛けしてくださいました。中学生が知らないところへ行

って、様々な人にお世話になり、どのような社会性が求められるのかを学ぶ良い機会だと

思います。 

豊島区がこれに応えるような受け入れをどうしたらできるのかは、考えていかなければ

いけない課題だと考えています。明日から能代市への教員派遣が始まり、私も同行します

ので、能代市の教育長とも相談をして、豊島区で何を学びたいかを聞き、豊島区ができる

受け入れ体制についても検討していきたいと思っています。豊島区と能代市では、都市化

された社会と、旧来からの農村地帯としての文化が色濃く残っている社会という違いがあ

ります。両親共働きの家庭や核家族化が進み、一家団欒というものが失われてきている中

で、当たり前のようにそれができ存在している能代市での体験はとても貴重だと思います。

家庭教育の課題解決のヒントも見つかるのではないでしょうか。豊島区だけが貴重な体験

をするのではなく、能代市にもお返しできるように検討していきたいと思います。 

千馬委員長） 

 能代市側からのお誘いもあり、実現した事業ということで、是非今後も良い交流ができ

ますように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） 

（９）報告事項第９号 今後の地方教育行政の在り方について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 この件は慎重に議論したいということですので、ここで１０分間休憩させていただきた

いと思います。よろしいですか。 

（委員全員了承） 

（１０分間 休憩） 

千馬委員長） 

 審議を再開いたします。 

 それでは、昨年から中央教育審議会の方針が示されていますが、具体的な概要が出てお

りますので、何かご意見等ございますか。 

三田教育長） 

補足です。資料の東京新聞の記事をご覧いただきたいと思います。本日の副校長会でも

これを取り上げたのですが、中央教育審議会の意見、首長側の意見としては権限移譲が必

要であると考えられています。大津市の教育委員会のいじめ問題の対応や課題を指摘して、

責任体制を明確にすべきだという主張です。それに対して教育委員会側は、政治的中立性

が担保できないという主張です。いじめの被害者の遺族からは、議論ばかりしているが、

首長に権限が委譲されれば改善されるのかというご意見もあったということです。 

現行の教育委員会制度は、合議制を基に意思決定をして執行するというものです。制度

が変わって、教育長が意思決定して、教育委員会はそれをチェックする機関だということ
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になると合議制を否定することになると思います。Ａ案でもＢ案でも問題なのは、政治的

中立性です。教育に政治的中立性を担保しなかったら、首長が教科書採択の権限をもって

いるということになるので、人によっては特定の政党の主義主張が反映されやすくなりま

す。また、首長が４年に１回の選挙で代わるたびにＡ社になったり、Ｂ社になったり、Ｃ

社になったりする恐れがあり、教育に一貫性がなくなってしまうのではないかという懸念

が残ります。 

 それから、全国の教育委員会の９割がこの意見に反対しています。現行維持を求めてい

るのです。全国の市町村教育委員会連合会や全国の教育委員会に聞いたところ、再び大津

市のいじめ問題と同じことを繰り返さぬように原因を究明することは必要ですが、首長に

権限を集中することでこの問題が解決できるとは思えないという主張をしています。逆に、

首長側の統計も載っていますが、中央教育審議会の考え方に賛成という首長は１３％にと

どまっています。ここまで反対が多いと、どこが、何のために望んだ意見なのかわかりま

せん。教育再生実行会議の答申は、すでに結論があって話が進んでいるように感じます。

大津市の事例を取り上げていますが、客観的な調査ができていないように思います。京都

市の市長のご意見も載っています。この方は、教育再生実行会議の委員ですが、元京都市

の教育長でもあり、教育は政治対立から距離を置くことが必要だと意見を述べています。

それと同時に、いじめ問題に迅速に対応できない教育委員会は直ちに改革すべきであると

いう考えです。この方は教育長時代のご経験から、教育は子どもたちの２０年、３０年後

の未来を見据えて動かなければいけないと言っています。慎重に考えなければいけないと

いうのは、私も同感でございます。 

教育の政治的中立性とは、校長先生や教育委員会の職員が首長の顔色に目をやるのでは

なく、堂々と子どもを見て教育を進められる環境を担保していることです。首長は４年に

１度選挙があるため、結果を急いだり、政治的パフォーマンスが行われ、学校教育にマイ

ナスの影響をもたらす恐れや首長が教育内容から校長人事まで関与できる道を開く恐れが

あります。ですが、中央教育審議会は、Ａ案とＢ案に絞っていて、いずれにしても首長へ

の権限移譲ということになります。 

非常に大きな転換期を迎えていると思います。今説明した様々な危惧されることについ

て、私どもは意見を整理し発信していかなければいけないと考えています。豊島区教育委

員会としての考え方を明確にしていかなければいけないと思います。本日は基本的な議論

でよいと思いますが、世の中の動きを委員の皆さんにもご理解していただきたいと思って

補足させていただきました。 

千馬委員長） 

 ありがとうございます。 

 嶋田委員が委員になってからこの話題を取り上げるのは初めてですので、私から経過に

ついてお話させていただくと、昨年来何度も教育委員会でこの話題について話し合いをし

ています。結論としては、確かに他の自治体で痛ましい事故があり、教育委員会の制度の
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中には課題があるけれども、現状の制度の中で解決していくことが可能である課題だと思

います。制度の改革については、どんどん進行しているようですが、何かご感想やご意見

があれば、豊島区教育委員会としての考えとして示していきたいと考えております。まず、

嶋田委員の新しい感覚で、教育委員会制度についてのご意見などがありましたらお聞かせ

ください。 

嶋田委員） 

 職業柄、大津市のいじめの件もそうですが、報道を見て関心をもっておりました。教育

長のおっしゃったとおり、大津の事例ばかりが取り上げられて、制度改正が急がれている

ように感じています。政治的中立性はきちんと担保しなければ子どもたちのためにならな

いと思うので、慎重に考えるべき問題であると思っております。 

千馬委員長） 

ありがとうございます。 

渡邉委員、いかがでしょうか。 

渡邉委員） 

 責任問題についての質問なのですが、資料には責任と権限の一致ということで例が載っ

ています。訴えを起こされたら、最終的に責任をとるのは首長と書いてありますが、行政

の場合は一個人が責任を負うことはあまりないように感じています。例えば、学校で問題

が起きたときに教育長や首長が個人的に責任を負うのかというとそうではなく、自治体と

して責任を負うことになると思いますし、首長だけ辞任したら問題が解決するというわけ

でもないと思います。株式会社で言えば、会社が訴えられれば、会社を執行している代表

取締役が訴訟の対象になりますが、代表取締役個人が弁償するのではなくて、敗訴すれば

会社が費用を負担します。代表取締役が権限を全部持っていたら会社で一切不祥事が起き

ないというわけではありませんし、個人としての責任というのも違う気がします。実際に

学校で問題が起きた場合は、校長先生も含め、責任問題が難しいように思いますので、対

応の仕方について教えていただきたいです。 

 感想としては、京都市長さんのご意見やこの新聞記事のように、もっと直ちに解決しな

くてはいけないことがたくさんあると思います。いじめに限らず、不登校や特別支援など、

権限の一致と言いますが、首長が細かく学校を把握していくことができるとは思えません。

教育は、何十年先の日本の国を支えてくれる子どもたちをどう育成していくかということ

です。選挙のたびに方針が変わったり、教科書が変わっていたら、１年生の時に教わった

ことと６年生のときに教わったことが違うなんてこともあるかもしれません。そういうこ

とが果たして子どもの教育と言えるのかと考えると、もう少し冷静に判断していただきた

いと思いました。 

教育総務部長） 

 責任と権限については、具体的なケースによると思います。例えば、学校で事故が起き

て子どもがけがをして救急車で運ばれたケースを考えた場合、それが学校の管理下で起き
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たものか、また管理外に起きたものかでも多少変わってきます。また、学校の施設そのも

のに瑕疵があって、それが原因でもし事故が生じた場合は、首長の責任が問われると思い

ます。ケースによって責任の所在は変わり、事例等を踏まえて学校や首長とも考え方の共

有をしていくように努めていきたいと思っております。 

 あと政治的な中立性の面からも、首長が変わることによって、例えば、独自に教員を採

用して育成するような方針が廃止されたり、大きな教育的な施策が転換するようなケース

も出てきます。本区の場合、国や都の情報を踏まえて教育ビジョンを作り、それに基づい

て施策を着実に実行していっております。教育ビジョンは１０年間の計画で、新たな技術

の導入など、先を見越して計画しているものです。首長と教育長との関係性によって、計

画が円滑に執行できるということが重要なポイントだと考えています。 

三田教育長） 

 地方自治体には学校の設置義務があります。その設置義務に基づき、首長が責任をとる

という考えもわかります。ですが、大津市のいじめの事件で首長は責任をとっていません。

指導内容について問題が生じたものについて、設置義務者が責任を負うかどうかというの

は、損害賠償請求を自治体が負うということで済んでしまいます。個人で責任をとること

はありませんので、責任の所在の一致と言っても意味がないように思います。現行制度で

もいじめの起こらない、いじめが起きても最小限の被害に止めている教育委員会はたくさ

んあります。大津市教育委員会の例は、報告、連絡、相談という組織のイロハができてい

なかったために問題が大きく発展していったのだと思います。守秘義務と説明責任を勘違

いしているような感じでした。 

大津市の事件の後、様々な機関からいじめについてのアンケートがきました。区長と教

育長宛にきているアンケートもありましたし、そういったアンケートには所管課の担当者

ではなく、区長と教育長として、それぞれ正々堂々と回答しました。首長は、議会の同意

を得て教育委員を任命しています。首長と教育長の意向が違うということはないと思いま

す。大津市の場合は、そもそもそこが違ったように思います。中央教育審議会はこの特殊

な大津市の例を挙げて制度改正を主張していますが、制度の問題ではなく、運営の問題で

あるということを考えていないように感じています。 

 もちろん、現行の制度が全て良いと言っているわけではなく、行政の職員が人事異動し

てしまうのは少し大変だなと感じています。事務局の管理職は３年くらいで代わりますが、

学校との付き合い方や教育についての知識も身についてきたころに異動となってしまいま

す。そういうところは区長とも協議して円滑に運営していきたいと考えています。 

教育は学校現場の声を聞かなくてはいけません。事務局に教育関係者が多すぎると議論

していたところもありましたが、教育委員会事務局で先生をしていたのは指導主事と指導

室長だけです。私は教員から教育長になりましたが、行政から教育長になる人もいます。

学校現場の意見を聞かずに行政の目線で事業を実施しても上手くいかないと思います。出

席停止処分もコミュニティースクールも実際にやってみて上手くいくのか疑問です。民間
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人の校長を入れるべきだとも議論されていましたが、大阪府の導入の例では、すぐ辞めた

り、トラブルを起こしたりという状況です。責任と権限というならば、２０年、３０年先

の教育の結果に責任をとるくらい熟考して取り組んでいただきたいと思っています。 

菅谷委員） 

今の教育長のお話に全面的に賛成です。豊島区では、区長と教育長の対立なんてありま

せんし、目指すところが一緒です。豊島区だけでなく、そういった自治体は多いと思いま

す。大津市の事件から教育委員会制度の見直しについてはスタートしていると思います。

大津市だけを取り上げすぎていますし、制度を変えたらいじめがなくなるとか対応が良く

なる保障はありません。一区民としての感想は、制度や首長の問題ではなく、いじめの加

害者に対する責任を指導していくべきではないかと思います。未成年の場合は罪になると

いう実感があまりないかもしれませんが、いじめの問題の責任は加害者が最も大きいので

はないでしょうか。もちろん指導する教員の責任も問われるのかもしれませんが、国民の

感情としては、加害者の罪や今後の指導をどうするかというところに注目すると思います。

事件があったときの首長が責任とって辞めますと言ってもそれでは話は終わらないだろう

と感じます。納得もいきません。いじめ問題で首長が辞めるというような責任のとり方を

すれば、地方行政そのものが成り立たないと思います。 

いじめの程度によりますが、いじめ自体は学校だけでなく、社会でも起こる問題ですし、

家庭教育の問題もあると思います。それを学校だけで食い止めるのは不可能だと思います

し、学校で起こるいじめだけがマスコミに取り上げられて批判されているというのも違う

なと感じています。ですが、大津市での事件については、私も図書を読んで勉強したので

すが、相当厳しいいじめであり、明らかにいじめという段階でした。いじめと喧嘩の区別

が曖昧で分かりにくいということで早期発見が難しいこともあるようですが、早く見つけ

て、早く対処することでいじめは完全には防げませんが、大きくしないようにするという

ことが大切だと考えています。私はそれ以外でいじめの問題を解決する方法は基本的には

ないと思っています。 

 ですから、制度を変えて問題を解決していくというのは違うと思いますし、制度が変わ

っていたら大津市の事例も上手くいっていたのかというと、そうではないと思うのです。

制度を変えるのは本当に慎重に考えなければいけないと思います。政治的中立性の問題も

あります。教育委員は教育の専門家ではないこと、常勤ではないため教育委員会そのもの

の仕事を十分できないということから批判の声があります。ですが、仕事を全て把握でき

ない環境にあるからこそ、一般国民の視点で行政をチェックできます。政策が間違ってい

るかというチェック機能です。現行の教育委員会でも、一般国民の視点で発言させていた

だいていますし、制度の変更が必要なのか私自身は非常に疑問に思っています。今の制度

でも十分に活用してうまくやっていけると感じています。 

三田教育長） 

教育委員は広い識見をお持ちの方で構成されています。教育委員を常勤化させることは
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同じ行政の職員となってしまいます。住民の視点から、それぞれの専門的な視点から、レ

ーマンコントロールを機能させることが非常に大切なのです。運営上の不十分さはあるか

もしれませんが、教育再生実行会議からのご意見には納得できない部分もありました。会

議録はホームページで公開されていますが、議論についてのご指摘もありました。 

それから、その他の部分で話そうと思っていたことですが、このまま続けさせていただ

いてよろしいですか。 

千馬委員長） 

 どうぞ。 

三田教育長） 

 毎月行っている校長会や副校長会で、教育委員会で決定されたことや今後の運営上の細

かな課題を説明しているのですが、その資料を皆様にもお配りしました。例えば、８月か

ら１０月にかけてのゲリラ豪雨や大型台風の襲来とその対策について、幼児や児童・生徒

の安全対策を第一で考えて課題を示したり、施設の安全管理として小さな雨漏りでも連絡

をしていただきたいと説明いたしました。それから、竹岡健康学園の閉園と今後の自然教

室設置として活用していくということ、能代市への教員派遣団の意義と内容、来年度はイ

ンターナショナルセーフスクールの取組みをもう１校増やしたいと考えているということ

をお伝えしました。本日の副校長会では、新庁舎にできるとしまの森づくりのプロジェク

トということで、豊島ふるさと学習プログラムの一環として、教育委員会と庁舎建設所管

課と連携してとしまの森づくりを進めていくということをお話しました。こういったこと

を教育長から情報提供しているのは、首長と同じ方向でできるからだと考えています。豊

島区長は、議会招集挨拶で必ず教育のことについて触れていますし、協力していただいて

います。教育委員会で話されたことは、各学校に対してこのような資料で説明されて、ご

意見をいただいたり、実際に取り組まれたりしています。 

千馬委員長） 

 教育行政の在り方について、報告事項ということで意見を述べさせていただきました。

私としましても豊島区ではいじめを防ぐという視点で緊張感を持って対応していると思い

ますし、これからも取り組んでいくわけですが、現行制度の中で十分にその機能を果たし

ていくことが大切だと思います。今後も情報が入ってくると思いますし、その都度議論し

ていくことが大切だと思いますので、今日のところはこれで終わりにさせていただきます。

ありがとうございました。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（１０）報告事項第１０号 平成２５年台風２６号による大島町災害のために旅行する職

員の服務の取扱いについて 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 東京都から、今回のケースでは配慮する必要があるという通知があったということです。
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よろしいですね。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（１１）報告事項第１１号 平成２６年度入学予定者隣接校選択制希望表集計結果につい

て 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 ２６年度の入学予定者と隣接校の希望申請についての説明をいただきました。何かご質

問はありますか。 

三田教育長） 

 要望です。表が見づらいので、グラフにしたり焦点化したりしていただきたいと思いま

す。例えば、私たちは小規模校対策を重点的に取り組んできまして、朝日小学校や長崎小

学校の生徒数も増えて、効果があったのだと思います。隣接校選択制によって小規模校が

でてきたわけではないと思いますし、保護者の方の多くは隣接校選択制を支持してくださ

っていると思います。そういった考察ができるようなまとめ方をしていただきたいです。 

菅谷委員） 

 どういったときに抽選するのですか。 

学校運営課長） 

隣接校選択制には各学校で受け入れ枠を設けています。仰高小学校は１０名、他の学校

は３５名の受け入れ枠があり、希望者がその人数を超えた場合は基本的に抽選ということ

になります。例えば、目白小学校は８７人の方が希望しておりますので抽選します。 

教育総務部長） 

隣接校選択制は、１０月末日が募集の締め切りになっており、１１月上旬にこの集計結

果をまとめて、教育長、担当の課長、職員を含めて抽選するかどうかの協議を実施してい

ます。今年度につきましては、先程課長から説明しましたように、小学校は仰高小学校と

目白小学校については抽選するという決定をさせていただきました。 

基本的な考え方でいえば、中学校は、駒込、巣鴨北、西池が３５人を超えていますが、

いずれの学校も他校を希望する生徒、つまり自校から出ていく生徒がおりますので、その

人数も考慮しました。各学校で受け入れできる教室数があるかどうかを十分に検討した結

果、対応できると判断しまして、中学校においては抽選は行わないという決定をさせてい

ただきました。 

菅谷委員） 

 抽選で外れた方は、指定校に通うことになるのですか。 

学校運営課長） 

 基本的には指定校に通うことになりますが、１２月の終わりから１月の初めにかけて、

指定校変更の受付をします。隣接校選択制の場合は理由を問いませんが、指定校変更の場

合は認めることができるような理由が必要になります。例えば、身体的な問題でより近い
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学校を希望される方や兄弟と同じ学校に通いたいという方、ご両親の職場が近い学校に通

いたいという方、理由はいくつかありますが、その理由を協議しまして指定校変更をお認

めする場合もあります。 

菅谷委員） 

 兄弟と違う学校になってしまうというケースもあり得るのですか。 

学校運営課長） 

 例えば、お兄さんが隣接校選択制度を利用して指定校以外の学校に通っていて、弟さん

が隣接校選択を希望して抽選から漏れてしまった場合、指定校変更で再度希望するケース

もございます。そういう場合は、そのときのご家庭の事情や要望を教育委員会で協議して

決定しています。ご兄弟がいる場合は、お認めする場合が多いです。 

三田教育長） 

 今後の要望なのですが、学校運営課で隣接校選択制を希望した理由を把握していると思

うので、それを活用していただきたいです。例えば、大きな道路を渡って通わなければい

けない指定校に行くよりも、車通りも少なくて安全な通学路であるこちらの学校に行くと

いうのは合理的な理由だと思います。指定校変更は、家庭的にも教育的にも様々な事由が

あり、可能な限りお認めしていきたいと考えています。ですが、お兄さんのときに隣接校

選択制度がとおり、弟もそちらの学校にいきたいという理由は、どんな場合でも配慮しな

くてはならない理由とそうでない理由にわけるのであれば、第二義的な理由だと思います。

申請理由の優先順位についても考察できるように、今までの具体例をまとめていただきた

いと思います。 

 また、隣接校選択制という権利は義務を伴うと考えています。地域の方からは、隣接校

選択制で、違う町会から来ているから保護者が協力的でないというご意見をいただくこと

があります。学校行事等を見に行きますと、町会などは関係なく、協力していただいてい

るように感じますが、そういったご意見もあります。実際に協力的でないのか、本当にそ

うならばどういった理由で隣接校選択制を申請したのかを把握する必要があると思います。

その学校を選んだからには、その学校と地域の築いてきた関係を壊してはいけないと感じ

ています。逆もそうで、指定校を変更したからといって、住んでいる地域と子どもの関わ

りがなくなったために協力的でなくなるということはあってはいけないと感じています。

地域の方の見守りというのは子どもたちの成長と大きく関わっています。この制度を実施

するにあったって、そういったことも啓発していくべきだと思いますので、よろしくお願

いします。 

千馬委員長） 

私も現場にいたものとして一言、この制度を継続していくには、魅力ある学校づくりを

さらに進めていかなければいけないと思います。学校の魅力というのは、保護者の方に伝

わりづらい部分だと思います。地域、保護者の方々と連携して、各学校でより一層、魅力

ある学校づくりに努めていただきたいと思います。 
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他にいかがでしょうか。 

嶋田委員） 

 受け入れ枠について教えていただきたいです。仰高小学校の１０名というのは教室の数

や敷地の広さといった物理的な問題だと思いますが、他の学校で、そこに居住している子

どもの人数に関係なく３５名と設定をしているのには理由があるのでしょうか。 

学校運営課長） 

 説明不足で申し訳ありません。小・中学校では、１クラスの人数が３５名となっていま

す。１クラス分の増加は可能な範囲であると考え、受け入れ枠と設定しています。 

嶋田委員） 

 そのような理由かと思ったのですが、元々子どもが少ない学校で、他から３５名が入学

を希望して、学校と地域で協力していくことができるのであれば、問題はないと思います。

ほとんどの子どもたちが指定校以外から通うケースもあり得ます。この制度ができたとき

に、多くの子どもたちが指定校以外から通うことになるようなケースは想定されていたの

ですか。 

学校運営課長） 

 実際に、他の学区からたくさんの子どもが通う学校、逆に他の学区に出ていってしまう

学校もあります。この制度発足の際に、概ね３５人、１クラス分の範囲であれば、学校の

特色も残せるだろうと判断したものだと考えています。 

 小規模校対策として、例えば、朝日小学校にはＩＣＴ機器を重点配備しました。他にも

トイレを改修したり、校庭を人工芝生化したり、近隣の幼稚園や保育園と交流をしたり、

地域の方の非常に熱心なバックアップも受けておりまして、地域と一緒に学校をアピール

しています。各学校が独自の教育をして、それを保護者の方にも感じていただいているの

ではないかと思っています。朝日小学校は、例年、３０人以上が他の学校を希望するとい

った状況でしたが、それも随分改善されてきたなと実感しています。 

嶋田委員） 

 わかりました。アンケート結果でもこの制度に反対の方がほとんどいないということで

すが、各学校の魅力があるからこそだと思います。今後もよろしくお願いします。 

三田教育長） 

豊島区には、大きな道路や線路がたくさんあります。この制度を実施する前に、指定校

に行くよりも別の学校に行った方が、通学路が安全だと思うという方がいました。もちろ

ん指定校変更でもでてくるのですが、どうしてもという声も強いですし、様々な形で教育

委員会に要望がきました。何か理由があるのであれば、もっと簡単にお認めしたいと思い、

隣接校選択制度が始まりました。可能な地域で学校を選べるこの制度は、質の高い教育を

求めることができますし、学校側も特色を出して良い教育をアピールして、成果が上がっ

ていると思います。この制度に反対する方の理由の一つに、長年豊島区にお住まいの方が

多いということが挙げられます。自分が通っていた学校に行かずに、他の地域の学校に行
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くということもありますし、昔から学校と地域が一体となって取り組んでいたのにという

お気持ちも確かにわかります。豊島区は地域コミュニティが活発で、それが学校をサポー

トしてくださってきたのだと思いますが、今は町会への参加者も少なくなってきている時

代です。学校との良い関係を守りながら、地域の声も反映していかなければいけないと考

えていますので、来年度の教育ビジョンの検討の際に、隣接校選択制度の運営についても

アンケート等を基に検討していきたいと考えています。 

千馬委員長） 

 それでは、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） 

（１２）報告事項第１２号 平成２５年度学校用務業務委託検証結果報告 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

委託業者は２社で、概ね良いという結果のご報告でした。委員の先生方、何かあります

か。 

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） 

（１３）その他 

（午後５時４０分 閉会） 


