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千馬委員長） 

 皆様こんにちは。ただいまから、第１２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、菅谷委員と嶋田委員です。よろしくお願いします。なお、今、お話がありま

したように傍聴者はおりませんので、案件の順番通りに進行させていただきます。 

（１）第５２号議案 幼稚園教育職員の管理職手当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） 

幼稚園教職員の給与に関する条例の改正に伴って、規則を一部改正するとのことです。

この件について、ご質問やご意見はございますか。 

三田教育長） 

補足ですが、公務員は賃金に関して争議権がありません。組合などが交渉することはあ

りますが、人事院勧告に基づいて賃金が決められており、今回も東京都からの通知があっ

たため規則を改正するということです。日本は少子高齢化社会が年々進行しています。バ

ブル期以降、給与の引き下げもありましたし、ここ最近の若手教員、つまり高齢者の生活

を支えている方々の給与は低いまま推移しています。その若手の給与を少し上向きに傾斜

させて、ベテラン層の給与を少し下げるということだと考えています。幼稚園だけでなく、

他の管理職の給与も見直されることになるかもしれませんが、今回は幼稚園の管理職に関

する人事院勧告があったということです。 

それから、これは資料に関する要望なのですが、数字の桁を右にそろえた資料の作成を

お願いします。よろしくお願いします。 

千馬委員長） 

 補足していただきましたが、この件についてはよろしいですか。 

（委員全員異議なし 第５２号議案了承） 

（２）第５３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 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 雑司が谷の鬼子母神御会式万灯練供養についての説明をいただいて、これを登録候補物

件とするという案が出されました。この件について、何かご質問はございますか。 

三田教育長） 

 法明寺が区民に溶け込んできたという経過がわかりました。法明寺は千登世橋中学校や

南池袋小学校との関係も深いですし、すすきみみずくの民謡を地域の方とともに伝承して

いこうという取り組みを始めていますし、地域の文化財に対して多大な貢献をされていま

す。文化財係長もずっと調査をして記録を積み重ねてきましたが、宗教行事を文化財とし

て認めるのかという点が難しいなと感じます。しかし、地域との関係などについて、よく

議論して判断しなければいけないような客観的事実や経緯があります。この案件を文化財

に指定することになった場合、文化財の専門家としてはどのような意見がでると考えられ
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ますか。 

教育総務課文化財係長） 

 文化財を登録あるいは指定という形で保護した場合、無形文化財の場合は形が変わって

いきますし、これも行列を幾つもの講で構成していくという形なので、少しずつ変わって

いかざるを得ないということが議論されると思います。高齢化社会といわれていますし、

新しい世代でどのように組織されるかで変わってしまい、保護の対象とするのは非常に難

しいのではないかということもいえます。ですが、この決定に関しては文化庁の指針もあ

りまして、変化する部分を認めながら伝統的な部分を保っていく、後世に伝えていくとい

うことを担保できるのであれば、文化財として保護していく対象になるといわれています。 

今回の案件は、昔ながらの形を守っていくのだというところと、時代に応じて色々なス

タイルを反映させていきたいというところの両面を持ち合わせております。自治体が保護

の対象とするということであれば、その辺りのバランスを取りながら、江戸時代から続く

伝統行事の一つとして後世に伝えていくことができると考えていますので、連合会の人た

ちと連絡をとりながら保護に努めていきたいと考えています。 

菅谷委員） 

 御会式は豊島区の行事としても非常に有名ですが、地域の小学校・中学校の子どもたち

は、将来は地域の一員として継承していく側となると思います。現在、地域の学校では、

御会式についての説明や取組みを行っていますか。例えば、歴史は浅いですが、大塚の阿

波踊りでは、近隣の巣鴨小学校の子どもたちが参加しています。地元と非常に結びついた

活動をされているのです。いかがでしょうか。 

教育総務課文化財係長） 

 地域の年中行事ですが、宗教的な要素もありますので、学校がクラブ活動のように参加

する生徒を集めることは難しいと思います。ですが、実際に、講の中のいくつかは、小学

校・中学校の同窓生が集まって構成されていたり、ＰＴＡが講を作ったりという学校単位

のものもあります。そういった意味では、学校を中心としたコミュニティとして、お祭り

に参加しながら伝統行事を残しているということになると思います。 

三田教育長） 

 学校のコミュニティを中心に組織された講もあるということで、そこも文化的な価値を

高める要素になると思います。今、文化財をどのように学校教育に生かしていくかという

ことも議論されていますし、豊島ふるさと教育プログラムについても検討中ですし、教材

化するという視点も考えなければいけないと思います。 

例えば、獅子舞ですが、公立中学校で獅子舞の活動がなくなってしまって、私立の学校

がなんとか継承していったので、今は文化財にも指定されて、長崎小学校での活動があり

ます。校長先生が運動会や地域の行事などで獅子舞を取り入れようということで活動が復

活したという経緯があるのです。今回の件は、宗教的な要素があるために学校が率先して

指導するというのは難しいかもしれませんが、町会やＰＴＡの方も参加していますし、雑
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司が谷地域の学校として地域性を大切にしていったほうが良いのではないかと私は思いま

す。文化財に指定されれば、文化の継承という意味でも少し行動しやすくなると思います

し、教材化や教育活動に取り入れるということも検討していきやすくなるのではないでし

ょうか。 

文化財係長） 

 雑司が谷の御会式は江戸時代から続く年中行事でして、特におもしろいのは纏の振り方

です。纏というのは、恐らく、江戸の火消し文化が祭りを通じて日蓮宗の行事と融合して

今の形になっています。ある程度の形態の変化が伺えますし、豊島区は江戸時代には郊外

の地域であるにもかかわらず、江戸の街角の文化が入っているという特色もあります。そ

ういった貴重な文化の継承・保護をしていきたいと思いますし、地域の子どもたちにとっ

ても興味のある部分になってくると思いますので、教育指導課と連携を図りながら、学校

教育での活用方法についても検討していきたいと考えています。 

三田教育長） 

 江戸の火消しというのは、江戸の文化の中でも重要だと思います。火消しは、火事にな

ったら命をかけて消火活動に当たり、粋やいなせという江戸の文化の象徴になっています。

密集した都会の中で、お互いに譲り合ったり助け合ったりということが江戸の町人にとっ

て非常に格好良い文化であり、この祭りもそういった風土の中で生まれたものだと思いま

す。残念ながら、今は人のためにという格好良い生き方をすることで、いじめの対象にな

ったり、ダサイとかと言われてしまうこともあるような時代です。文化に対する受け止め

方が変わってきてしまっています。本質的な江戸の文化を受け継いでいくことができるよ

うに、子どもたちにしっかりと伝えていく必要があると思います。教育として大事なこと

だと考えています。 

千馬委員長） 

 今回の案件が承認されれば、豊島区で３つ目だという説明がありましたが、あとの２つ

は何ですか。 

文化財係長） 

 一つは、今、教育長の話にもありました獅子舞で、長崎神社の春の祭礼の中で舞われる

長崎獅子舞というものです。１人立ち３匹獅子舞という真ん中に本殿を持って１人が立っ

て、それに向かって３匹の獅子が舞うというものがよく見られる獅子舞の形なのですが、

豊島区の場合は獅子舞では唯一４匹の獅子が踊るという特色のある獅子舞です。東京都教

育委員会も非常に関心をもっておりまして、きちんと継承してほしいという意見もありま

した。後継者の育成が難しい問題となっていますが、教育委員会でも全面的にバックアッ

プをして今後も継承に努めていきたいと思っております。 

 もう一つは、冨士元囃子という祭囃子です。長崎神社の宮司が兼帯する浅間神社が豊島

区の高松にあります。そこに豊島長崎富士塚という国の重要有形民俗文化財がありまして、

そこの講元の方が明治時代に始めた祭囃子でございます。江戸の神田囃子の流れをくむも
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ので、「民俗芸能ｉｎとしま」でも上演されます。保存組織の方を中心に、次の世代も順

調に育っていますが、お祭りとしての形が少し寂しくなってきているような状況です。神

輿を先導するために、昭和９年に山車というものができたのですが、現在はその山車の引

き手がおらず、軽トラックの後ろで演奏しながら神輿を先導するという状態となっていま

す。お囃し自体は継承できるのですが、それが活躍する場であるお祭りが少し寂しくなっ

ているということです。文化財として、その雰囲気も継承していく必要があると考えてい

ますので、そういった課題を含めて保存に努めていきたいと思っています。 

千馬委員長） 

 わかりました。 

では、この件については、他に何もなければ承認ということでよろしいですか。 

（委員全員異議なし 第５３号議案了承） 

（３）第５４号議案 園長代理について 

＜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５４号議案了承） 

（４）協議事項第１号 平成２５年度卒業式祝辞の内容について 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 児童・生徒に励みあるいは夢を与えるような方々を４名、候補として説明をいただきま

した。児童・生徒に伝えるにあたって、この方が望ましいのではないかというご意見はあ

りますか。 

菅谷委員） 

 ４つの案の中から２つ選ぶということですよね。 

千馬委員長） 

 そうです。 

菅谷委員） 

 卒業生に夢とか希望を与えたり、これからの人生の中で積極的に生きていこうという思

いを抱かせたりという話が良いと思います。自分の生活とかけ離れている夢は、興味を持

って聞けないと思います。佐藤さんの話は、積極的に生きていて、生き方が非常に魅力的

だと思います。小学校と中学校で違いがあると思いますし、他の候補も素晴らしい話です

が、頑張ればできるのだということを伝えた方が良いのではないかと感じました。 

千馬委員長） 

 嶋田委員、いかがですか。 

嶋田委員） 

 私も佐藤さんの生き方は素晴らしいと思います。私の中での第一候補です。オリンピッ
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クの招致のときもとても落ちついていらっしゃいました。自分の人生を受けとめて、どう

したいのかということを自分なりにもっているなと感じました。これから色々な困難に立

ち向かわなければいけないかもしれないけれども、そういうときには力いっぱい考えて立

ち向かうのだという良いメッセージになるのではないかと思います。小学校でも中学校で

もふさわしいと思います。 

 それから、中学生には、科学技術の話も良いなと思いました。田中選手のお話は一番わ

かりやすいと思いますが、メジャーリーグのお金の話も話題になっているのがちょっと気

になります。 

千馬委員長） 

私も佐藤さんのお話は良いと思います。 

教育長はいかがでしょうか。 

三田教育長） 

 子どもたちに贈る大切なメッセージということで、話題のとり方は毎年慎重に行ってい

ます。これらの話題をどのような意味を込めて文章にするかでも違ってきます。菅谷委員

もおっしゃったように、こういう立派な人になりましょうという文章では、自分とは関係

ないなと感じてしまうかもしれません。それから、オリンピックという明るい話題はある

のですが、都の不祥事もありましたし、少し混沌としていると思うので、やはり、個人の

生き方という部分を取り上げた方が良いなと思います。 

 佐藤さんの話はとても良いと思います。どういう文章にするかによりますが、他の候補

だと少し難しいかなという気がします。小・中学校でそれぞれ違った話題が良いと思うの

で、他にも何か話題はないかを考えたいです。 

千馬委員長） 

 では、教育委員として取り上げるのならば候補Ａの内容が良いということで、次回は、

文章でお示しいただいて、それについてもご意見を述べさせていただくということでお願

いします。 

（委員全員異議なし 協議事項了承） 

（５）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） 

（６）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） 



 6 

（７）報告事項第３号 平成２５年度 昇任選考の結果について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 平成２５年度昇任選考の結果について、報告をいただきましたが、委員の先生、ご質問

がございましたらお願いいたします。 

三田教育長） 

 教育施策を推進する上で、管理職の役割は非常に重要です。主幹教諭を目指す人がとて

も少なくなっていて、ミドルリーダーが足りない状況です。小学校は副校長の人数がかな

り少なくなってきています。豊島区では、毎年、受験者の半分が第１次試験に合格して、

そのうちの半分、つまり受験した人の４分の１ぐらいが合格しております。かつては合格

者がゼロというときもあったのですが、相当力を入れて指導した成果だと思います。です

が、まだまだ人材が足りない状況が続きますし、今後、さらに指導を強化していかなけれ

ばいけないと考えています。今年は、委員長と共に教員研修にも参加しましたが、教務主

任や生活指導主任の研修などでも講話をする機会を設けていかなくてはいけないと考えて

います。大変な状況ですので、委員の先生方のお力をお借りすることもあるかもしれませ

んが、今後も人材育成に努めていきたいです。 

嶋田委員） 

 主幹教諭の選考の申込みが少ないという状況の分析をしていると思うのですが、学校現

場の現状と申込みが少ない理由についてもご説明いただきたいと思います。 

教育指導課長） 

 主幹教諭の位置づけとしては、副校長の補佐、教職員への指導・助言ということで、主

任教諭と主幹教諭では壁があるように思います。 

先生方の中には、生涯一教員として進みたいという方がおります。特に、若手教員は、

教師になりたい、子どもたちに教えたいという理由で教員になり、管理職になりたいので

教員になったということではありません。そういったこともあり、目指す者が少なくなっ

ているのだと思います。また、他の職種もそうだとは思いますが、学校の業務が非常に複

雑で多様化している中で、大きな責任を担うということに二の足を踏んでいるというのも

理由の一つです。 

 ですが、学校が変わるには、管理職が変わらなければいけません。主幹層の役割は非常

に大きいです。主幹教諭がどういう働きをするかによって、学校の雰囲気ががらっと変わ

ってきますので、今後、その辺りを先生方に啓発していきたいと考えています。自分の教

育実践をしっかりと子どもたちに根づかせたい、学校の先生をやっていきたいということ

であれば、自分で力をつけて、主幹教諭や管理職を目指していくことが、まさに教員にな

ったときの初志を貫徹することにつながるのだということを、先生方の力もお借りしなが

ら意識啓発していきたいと思っています。また、大変能力のある女性教員が多いと思いま

す。男女の区分けはしてはいけないことですが、子育てや家庭の事情等で、主幹教諭まで
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踏み出せないという女性もかなりいらっしゃいます。女性の管理職や在籍する学校の教員

の協力を得ながら、ご自身の才能・能力を生かしていただくことが学校にとっていかに大

事かということをお伝えし、説得していきたいと思います。 

三田教育長） 

 来年度、能代市の派遣団を編成するに当たっては、こういう人こそ主幹にしたいと思う

人を推薦したいですね。授業改善をするためには、ミドルリーダーや管理職の力が大きく

影響します。能代市との教育連携は、他区も注目していますし、人材育成戦略としてきち

んと進めていきたいと思います。 

嶋田委員） 

 余談になるかもしれませんが、大学の卒業生たちの意見を聞いていると、一教員であっ

ても管理職になっても忙しい、だったらずっと子どもたちと接していられるほうをとりた

いという気持ちがとても強いように感じます。教員養成のときの学生たちの姿と、現場に

入った後に教育委員会から見た姿とのすり合わせが必要ではないかと思います。そういっ

たデータを分析するとヒントになるかもしれません。 

教育指導課長） 

 教員養成の段階で、教員になった後のキャリア形成について学ぶ機会はあまりないとい

うのが現状だと思います。教員になって、子どもたちが変わっていく姿を見ていく中で、

管理職の果たす役割がいかに大きいかというのを肌で実感すると思います。今、東京都教

育委員会では、３０歳前半くらいの方を対象に、管理職養成という講座を設置しています

し、若いうちからの人材育成に力を入れています。大学で教員を目指すという段階から、

この先の人生設計にこういう道もあるのだとか、あるいはこういう役割を果たさなければ

いけないのだということを教育委員会として発信できれば、それは大変有効だと考えてい

ます。 

三田教育長） 

 教師には３つのスタイルがあると言われています。一教員でいたい方、子どもたちとず

っと接していくというのも魅力的です。それから、行政職に入って研究を究めてスペシャ

リストになりたいという方、管理職としてゼネラリストで総合的に教育に携わりたいとい

う方がいます。 

 学校現場で教えられることもありますが、そうでないものもあると思います。今の制度

の中で問題と感じるのは、教員として学校現場を経験した人が、自分の力や問題意識を高

めたいといったときに、もう一度大学で学んだり、学びたいという気持ちをフォローする

研修体系ができていないことです。もちろん、現場で問題意識を醸成させていくというこ

ともとても大事だと思いますが、学びを深めるために、管理職としての人材を育てるため

に、教育委員会が教職大学院に推薦できると良いなと思っています。豊島区では、能代市

派遣研修への推薦という方法で学びを深めていただいていますが、そういった活動が必要

だと思います。 
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嶋田委員） 

教員になって数年たってから、もう一回大学院に行ける制度があるのですか。 

教育指導課長） 

 豊島区独自ではなく、東京都のほうで教職大学院の受け入れをしています。ですが、人

数が限られていまして、都で数名しか入れません。期間も１年ということで、長い間学校

をあけることになってしまいます。 

嶋田委員） 

 倍率がとても高いということですね。 

教育指導課長） 

 はい。とても高いです。 

嶋田委員） 

 教員が勉強できる制度をきちんと保障していけると良いですね。１年以上同僚に負担を

かけるという意識で、なかなか踏み込めないということもあると思います。また、現場に

戻ったときに、学んだことをまとめることができる制度を保障していないと、通常の業務

に加えてまとめをするというのも大変だと思います。大阪府などでは、休職して勉強する

方がいますが、戻ってきてから大変だという話を聞きました。 

菅谷委員） 

 若手の教員の力を伸ばすというのはとても難しいです。医学の世界も同じような問題を

抱えていまして、医者になってから研究をする人が昔に比べて減ってしまいました。専門

医制度があるので、すぐに開業することが可能になったことも理由のひとつです。各大学

も非常に苦労していて、大学院で学ばないとこの資格は取れないというように考えてきて

います。学びが浅い分、育てるのが大変になってきているという状況です。この問題は、

教育や医学という専門的な分野でなく、社会全体でそういう傾向にあるようで、卒業して

就職しても３年間で３０％が辞めてしまうという状態です。ですが、教育や医学の場合は、

自分の目標がはっきりしていると思うのです。大学へ行ったときには、すでに、将来は教

育現場で働くという目標があり、子どもたちを教育したいというのが一番の目標だと思い

ます。組織を作るときに、個々の教員の働く意欲をどのように与えるかというのは難しい

問題で、現場なら意欲的だという人もいれば、管理側なら意欲的だという人もいると思い

ます。人材を見極めて、管理に興味のある先生が管理職を希望したいと感じられるような

体制や制度が必要だと思います。 

千馬委員長） 

研修についてのご意見が出ていますので、どこかに反映するということを検討していた

だいて、今後も人材育成に努めていただきたいと思います。 

では、昇任選考結果の情報提供については、よろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（８）その他 
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（午後４時３０分 閉会） 

 

 


