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ただ今から、第一回教育に関する事務の点検・評価委員会を開会いたし

ます。 

まず、三田教育長より委員の皆様に委嘱状の交付をお願いいたします。

委嘱状、壷内明様。教育に関する事務の点検・評価委員会設置要綱の規定

に基づき、教育に関する事務の点検・評価委員を委嘱する。期間は平成２

８年１０月１３日から平成２９年３月３１日まで。平成２８年１０月１３

日、豊島区教育委員会。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

委嘱状、工藤豊太様。内容は、以下同文でございます。平成２８年１０

月１３日、豊島区教育委員会。よろしくお願いいたします。 

委嘱状、和田健男様。内容は、以下同文でございます。平成２８年１０

月１３日、豊島区教育委員会。よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。それでは、これより委員長を選出して頂きま

す。 

委員長は委員の互選となっておりますので、委員の皆様よろしくお願いい

たします。 

壷内委員を推薦いたします。 

それでは、壷内委員に委員長をお願いするということで、委員の皆様よ

ろしいでしょうか。 

はい。 

ありがとうございます。それでは、委員長席のほうにご移動をお願いい

たします。それでは壷内委員長よろしくお願いいたします。 

では、委員長職務代理者の指名をさせて頂きます。例年ですと、委員長

からご指名を頂いておりますが、いかがいたしましょうか。 

委員長職務代理者には工藤委員をお願いしたいと思います。 

ありがとうございます。工藤委員いかがでしょうか。 

はい。かしこまりました。 

ありがとうございます。工藤委員よろしくお願いいたします。 

それでは教育に関する事務の点検・評価委員会の開会にあたりまして、壷

内委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

皆様、こんにちは。平成２８年度がスタートして半年ということで、各

事業も順調にスタートを切っていることかと思います。皆様から推挙を頂

きました、壷内でございます。よろしくお願いいたします。 

ありがとうございます。それでは委員の皆様からも一言ずつご挨拶を頂

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

こんにちは。今年度も委員長の職務代理者ということで、豊島区の教育

の一環を評価できるということで、しっかりと務めたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

こんにちは。今年度も地域の人間として思い・考えを述べさせて頂きた

いと思います。よろしくお願いいたします。 



兒玉参事 

三田教育長 

ありがとうございました。ここで、三田教育長よりご挨拶を申しあげま

す。 

委員の皆様、こんにちは。今期も快く委員をお引き受け頂きましてあり

がとうございます。 

壷内先生には昨年度から委員長をお引き受け頂きありがとうございま

す。 

本年度は特に課題に挙げております小学校の外国語教育というのは、文部

科学省の先般の学習指導要領の改訂で、今後は小学校５・６年生に英語教

育、英語活動から英語教育にし、３・４年生に英語活動をするということ

であります。本区は既に幼稚園から小学校６年生まで一貫して英語活動を

実施してきましたので、あまり大きな混乱もなくクリアできると思います。

ただ、今度は評価をしなければならないということから、これまでのＡＬ

Ｔだけサポートで良いのか。教材も学習資料から教科書になります。私達

が今まで作成してきた、文部科学省のたたき台にもなったテキストも改訂

をしていく必要があるのではないかという流れの中で、今の時点での点検・

評価ということを考えて頂ければと思います。中間的な評価を頂いた上で

今後に備えてまいりたいと思っております。 

続きまして不登校対策としまして、これも本区は学力と共に、非常に力

を入れてきた内容です。一作年からスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）

を導入して持ち時数を増やしてきました。来年度は今回の評価に基づいて

ＳＳＷの常勤化を果たして行きたいと思っております。職員定数にカウン

トされるので、財政当局や定数管理の部署から嫌われる事業かもしれませ

ん。しかし子供達にとっては、こうした専門職に救われるケースが本当に

増えてきていることがあります。こうした子供達にスポットをあてていく

事業でございますので、是非こちらも、点検・評価を基に大きな一歩が進

められるようにしたいというのが私共の願いであります。 

それから通学路における防犯カメラですが、東京都とも連携しながら子

供の通学路の安全確保をしていくということですが、併せて本区で進めて

おりますインターナショナルセーフスクール、これは総合教育会議の中で

現在２校が認証取得し、今年１１月にプラス２校、合計４校が動いており

ます。やはり安心・安全というものは２０２０年の東京オリンピック・パ

ラリンピックを前にして、益々、副都心としての安全機能を高めていく。

そういった中では、学校が安全な場所でなければならない。非常に重要な

意味・内容を持っていると思っております。毎日のように子供達が登下校

の時に、不審者・交通事故などの危険にさらされて生活していますので、

これは息の抜けない大事な安全対策の一環でございまして、ぜひそうした

角度からも私どもの置かれている状況と問題点を点検と評価をして頂い

て、次のステップの指針として行きたいと思っております。資料番号４の

放課後子ども教室事業ですが、本区は今年の池袋本町小学校の完成を持っ

て全部の小学校にスキップ及び学童保育を校内に設置しました。それを活

性化させるチームリーダーとして放課後子ども対策委員を展開しておりま
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す。コーディネーターとしての役割を果たしています。今、コミュニティ

スクールと盛んに言われておりますが、そうした内容を持っている側面と、

放課後の子供をいかに学校の敷地の中で一元的に安全対策も含めて責任を

持って管理していくのか。という面からも非常に東京都の所管からも、文

部科学省からも注目されている事業であります。先進を行っていると評価

を得ていますが、一層子供達の生活を充実させる。私共としても学力向上

の一環としても家庭学習がなかなか定着しない中で、学習だけの偏重では

いけないわけですが、やはりスキップにいる中での自主学習にどのように

取り組むかということも一つの課題と思っております。そういったことも

含めて点検と評価を頂ければと思います。 

最後は学校施設の環境改善交付金の事業であります。今年の総合教育会

議の中で、区長からトイレの洋式化をスピーディに実施して欲しいといわ

れております。教育委員会では、小・中学校の校長会、またＰＴＡ連合会

からもそれぞれ、トイレを何とかして欲しいとの積年の要望でありました。

当初５年がかりとの提案をしたのですが、区長からは「それでは遅い。今

の時代はスピード感が大事。小学校に入学した子供が５年生にならないと

完成しないのは問題だ。」ということで、３年間で洋式化させるという計画

を実行中でありますし、先般ご見学頂きました小・中連携校、１２月竣工、

１月に開校します池袋第三小学校も新しく改築し、学校の個性を生かしな

がら地域とマッチングした学校が出来上がってまいります。 

さらには、巣鴨北中学校が来年の４月には旧朝日中学校の仮校舎に引越

しをしまして、改築が始まります。現在基本設計がほぼ出来上がってまい

りました。着実に学校改築も進めております。これは国からも東京都から

も大きな補助が出ております。そうした物について適正な使われ方をして

いるのか、といった所も含めまして評価を頂ければと思います。細かな話

をさせて頂きましたが、私も教育長就任して２期８年目になります。今年

度を一つの区切りとしたい事もあり、皆様のお手元に「教育ビジョン」と

合わせて今年度の「豊島の教育」を配布させて頂きました。こちらは見て

頂いても判りますように、従来のものと、全く中身が違っております。見

ただけで読みたくなるような内容を狙って作成しました。見える化、デー

タ化する、そして体系化することをモットーにし、教育部総がかりで内容

について整理をしました。区民に見える教育委員会、発信する教育委員会

の姿を内外に明らかにしていく、そういった試みもしております。そうし

たものを資料としながらご指導頂ければと思います。是非とも、よろしく

お願い申し上げます。 

ありがとうございました。 

それでは教育委員会の部課長を紹介させていただきます。天貝教育部長

でございます。 

よろしくお願いいたします。 

木山学務課長でございます。 

よろしくお願いいたします。 
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尾崎学校施設課長でございます。 

よろしくお願いいたします。 

加藤指導課長でございます。 

よろしくお願いいたします。 

齊藤統括指導主事でございます。 

よろしくお願いいたします。 

細山統括指導主事でございます。 

よろしくお願いいたします。 

鮫島教育センター所長でございます。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

庶務課長の兒玉です。よろしくお願いいたします。 

それではこれより議事に入らさせて頂きますので、進行を壷内委員長にお

願いいたします。 

議事の第１としまして教育に関する事務の点検・評価の実施案について

ご説明をよろしくお願いいたします。 

資料番号１「教育に関する事務の点検・評価の実施について」をお取り

あげください。 

【資料１の説明】 

ありがとうございました。今説明がありましたが、特に何かありますで

しょうか。では、次に議事２の平成２７年度の教育に関する事務の点検・

評価後の取り組みについてご説明をお願いいたします。 

【資料２：インターナショナルセーフスクール】 

【資料２：学校図書館司書の活用】 

【資料２：読書環境の整備】 

【資料２：幼・小・中一貫教育連携プログラムの開発】 

【資料２：区立幼稚園の預かり保育等の保育サービス内容の充実】 

ありがとうございます。それでは続きまして平成２８年度の教育に関す

る事務の点検・評価の対象事業（案）について各課より説明をお願いいた

します。 

【資料３－１：小学校外国語活動の充実について】

ありがとうございました。続きまして鮫島センター長より不登校対策、ス

クールソーシャルワーカー事業の充実についてのご説明をお願いいたします。

【資料３－２：不登校対策】

ありがとうございました。続きまして学務課長の方から、通学路における

防犯カメラの概要についてご説明をお願いいたします。

【資料３－３：通学路における防犯カメラの概要】

ありがとうございます。続きまして兒玉参事の方から、放課後子ども教室

の実施についてご説明をお願いいたします。

【資料３－４：放課後子ども教室の実施について】

ありがとうございます。続きまして学校施設課長の方からお願いいたしま

す。
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【資料３－５：学校施設環境改善交付金対象事業】

ありがとうございました。今年度評価対象とする事業について、各課の

方から説明頂きました。委員の皆様今年度はこれらの事業を評価対象とす

ることでよろしいでしょうか。 

はい。 

はい。 

ありがとうございました。では今年度の評価対象は、今各課の方からご

説明頂きました事業内容について行いたいと思います。ぜひ、よろしくお

願いいたします。 

それでは、議事の第４、平成２８年度学校視察の実施について、説明よろ

しくお願いいたします。 

視察につきましては、１１月２日、午後１時から５時までの間に池袋本

町小・中連携校の視察と南池袋小学校の放課後子ども教室の視察を予定し

ております。小・中連携校につきましては、国庫補助金の学校改築と校庭

改修の内容、また、職員室で確認できる最新型の防犯カメラも設置してあ

ります。子どもスキップも運営しておりますので、そちらもご覧頂きたい

と考えております。南池袋小学校では、放課後子ども教室を、スキップと

連携して地域の方々が実際にコーディネーターとして、茶道教室を開いて

おります。地域コーディネーターより実際にご説明をして頂ける日程が調

整できましたので、この内容で委員の皆様にご視察頂きたいと考えてござ

います。よろしくお願い申し上げます。 

ありがとうございました。１１月２日午後１時から５時ということで、

視察の方は、皆様よろしいでしょうか。 

はい。 

はい。 

ありがとうございます。議事の第５ですが、今後の日程確認について、

説明をよろしくお願いいたします。 

【資料４：今後のスケジュールについて】

第４回は１２月の中旬となっておりますが、日程が決まり次第、ご報告

申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 

ありがとうございました。今後の日程ということで、２回目が１１月２

日、３回目が１１月１８日、最終回である第４回が１２月の中旬頃という

ことで、委員の皆様と調整をするということでよろしいでしょうか。 

全体を通して、ご質問、その他ございますでしょうか。 

今後の評価対象となる事業についてのご説明を頂き、ありがとうござい

ました。 

詳細に関しては、視察と第３回での具体的な説明と、兒玉参事よりご説

明がありましたが、少ない回数の中でしっかりとした評価をして行かなけ

れば、評価イコール区民の皆様に伝わっていくものと思います。どうして

も教育というのは、子供の姿と、先生方の一生懸命な姿という情感的なこ

とに往々にして左右されることが多いですが、事務的な評価となると数的



壷内委員長 

和田委員 

壷内委員長 

なものと、そこに対しての課題を明示していかなければ、次の発展が得ら

れないかと考えております。今の段階でもかなり数的な資料は出ておりま

すが、より詳しい、公表できる範囲で提示して頂けると、よりクリアにな

るかと思いますので、よろしくお願いいたします。ポイントとしては、人

的な配置が今回はかなり盛り込まれております。当然それに対しての予算

に関係するあたりは、非常に今後の点検・評価で焦点が当たってくるとこ

ろとなりますので、ご説明を頂きたいと思います。また、防犯カメラの設

置ですが、様々な事件が起きる中で防犯カメラから解決の糸口が見つかる

ということで、今一番活用されているのが、コンビニの防犯カメラが多い

ようです。事件がおきるとコンビニのカメラから周辺道路の状況を調べる

と。 

警察との連携がどの程度かはわかりませんが、今後、教育的な通学路の防

犯ということに対して、今度は一般通行人も全て写っていることになりま

すので、その辺りの開示可能なのか、ケース拠るものなのか、そういった

ことが大きな問題になるのかと、今日は設置する方向での説明を頂きまし

たので、ガードがかかる部分、かからない部分、そういった辺りもご説明

頂いて、論議ができると良いかと思っております。 

ありがとうございます。 

今年は評価内容が盛り沢山と感じました。特に不登校対策、防犯カメラ、

放課後子ども教室、この辺りは子供達の放課後の生活、安全・安心にかな

り係わってくる項目だと思っております。 

工藤先生からも防犯カメラについてお話がありましたが、町会と設置場

所について検討をし、町会独自のカメラと、今回のカメラとかなり充実し

たのではないかと思っております。もう少し各町会に、カメラの設置場所

等についての情報提供が必要ではないかと思いつつ説明を聞いておりまし

た。また、今回には関係ない話かもしれませんが、ＡＥＤの設置場所につ

いても保護者に周知していく時代が来ているのではないでしょうかと感じ

ております。以上でございます。 

ありがとうございました。 

以上を持ちまして、第１回教育に関する事務の点検・評価委員会を閉会

いたします。皆様ありがとうございました。 

――― 閉 会 ――― 


