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令和元年 教育委員会第11回定例会 会議録 

 

  日 時  令和元年６月25日（火）        午後３時00分～午後３時30分 

  場 所  教育委員会室 

 

議事日程 

第 １ 議案 

    【子育て推進課】 

    （１）議案第13号「千代田区子ども・子育て会議委員の任命」 

第 ２ 報告 

    【子ども総務課】 

（１）令和元年第２回区議会定例会の報告 

【指導課】 

（１）いじめ、不登校、適応指導教室の状況報告 

第 ３ その他 

    【子ども総務課】 

    （１）教育委員会行事予定表 

    （２）広報千代田（７月５日号）掲載事項 

 

 出席委員（５名） 

 教育長  坂田 融朗 

 教育長職務代理者  中川 典子 

 教育委員  金丸 精孝 

 教育委員  長﨑 夢地 

 教育委員  俣野 幸昭 

 

 出席職員（11名） 

 子ども部長  大矢 栄一 

 教育担当部長  村木 久人 

 子ども総務課長事務取扱 

 子ども部参事 
 恩田 浩行 

 副参事（特命担当）  大塚 光夫 

 子ども支援課長  新井 玉江 

 子育て推進課長  中根 昌宏 

 児童・家庭支援センター所長  安田 昌一 

 子ども施設課長  小池 正敏 

 学務課長  纓片 淳一 

 指導課長  佐藤 友信 

 主任指導主事  佐藤 達哉 
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 欠席委員（０名） 

 

 欠席職員（０名） 

 

 書記（２名） 

 総務係長  村松 紀彦 

 総務係員  橋本  悠 

 

坂田教育長   それでは、定刻になりました。第11回の定例会を開催させていただきま

す。 

 まず、開会に先立ちまして、通例ではございますけれども、傍聴申請があ

りました場合には、許可をするということでございます。ご了承ください。 

 それでは、ただいまから令和元年教育委員会第11回定例会を開会いたしま

す。 

 本日の出席は全員でございます。 

 今回の署名委員は、俣野委員にお願いいたします。よろしくお願いしま

す。 

 

◎日程第１ 議案 

     子育て推進課 

     （１）議案第13号「千代田区子ども・子育て会議委員の任命」 

     

坂田教育長  それでは、日程第１、議案に入ります。 

 議案第13号、千代田区子ども・子育て会議委員の任命についてということ

でございます。 

 子育て推進課長。 

子育て推進課長  議案第13号、子ども・子育て会議委員の任命について提案します。 

 今般、行政の枠として、子ども支援課長と児童・家庭支援センター所長が

この子ども・子育て会議の委員になっているんですけれども、人事異動によ

り変わりましたので、改めて任命をしたいという提案内容でございます。 

 そもそもこの子ども・子育て会議でございますけれども、子ども・子育て

支援法で、保育園の需給の計画あるいは学童保育の需給の計画を定めるとき

に、自治体の中でこういう合議体をつくって、そこで話し合って決めなさい

というものでございます。 

 昨年度は２回開催いたしました。今年の春ぐらいにお渡ししたニーズ調

査、子どもの保護者のニーズ調査を、昨年度はこの子ども・子育て会議の中

で議論しております。そして今年度は、そのニーズ調査と今後の千代田区内

の人口動向を見据えまして、保育園を今後５カ年どういう数で整備してい

く、あるいは学童保育をどうしていくという計画を策定しまして、この子ど
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も・子育て会議で諮って決定していく予定になっております。 

 以上です。 

坂田教育長  はい。ありがとうございました。という会議体でございます。 

 議案は、構成員が行政の委員ですので、異動に伴って新しく変わりました

という内容でございます。 

 何かご質問ございましたら。 

 俣野委員。 

俣 野 委 員  この委員の方々、この新井さんと安田さんが変わったこと以外は、去年と

一緒ということですか。 

坂田教育長  推進課長。 

子育て推進課長  従来の委員の方は、引き続きお願いしております。 

俣 野 委 員  あと、公募委員は、どんな要件で選任されるのでしょう。 

坂田教育長  推進課長。 

子育て推進課長  公募委員につきましては、なりたいという方を公募しました。保育に関す

る意見等を、800字程度の作文だったと思いますけれども、提出いただきま

して、この子育て会議委員になったときにどういうことをやりたいかという

ようなことを書いていただいて、書類を審査して、その中から選任したとい

う形です。 

俣 野 委 員  ありがとうございました。 

坂田教育長  はい。 

 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

 （な し） 

坂田教育長  はい。それでは、一応、これ、異動に伴っての委員の変更ですが、議案で

ございますので、採決をさせていただきます。 

 議案第13号に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （賛成者挙手） 

坂田教育長  はい。賛成全員ですので、ご承認いただきました。ありがとうございまし

た。 

 

◎日程第２ 報告 

     子ども総務課 

（１）令和元年第２回区議会定例会の報告 

指導課 

（１）いじめ、不登校、適応指導教室の状況報告 

 

坂田教育長   それでは、日程の第２、報告事項に入ります。 

 報告事項は、令和元年第２回区議会定例会についてということで、子ども

総務課長からご報告をお願いします。 

子ども総務課長  はい。それでは、令和元年第２回区議会定例会のご報告をさせていただき

ます。 
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 お手元の資料でございますけれども、まず、区長の招集挨拶でございま

す。 

 こちらのほうは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会につい

てということで、平成から令和への時代の移り変わりとともに、オリンピッ

ク・パラリンピックの大会について、区長のほうでレガシー等を残していく

という方向性で招集挨拶をしております。後ほど、お時間のあるときにお目

通しいただければと思います。 

坂田教育長   はい。今般の第２回定例会の区長招集挨拶の内容でございます。間近に迫

りました東京オリンピック・パラリンピック、ここに向けての区長としての

決意表明といったことを、今般は挨拶の中に入れているということでござい

ます。 

 基本は、共生社会、多様性。そして、今般のオリンピック・パラリンピッ

ク、これは一つ、大きな、今後のレガシーとして残せるかどうかの最大の眼

目だということでございます。 

子ども総務課長  引き続き、代表質問のほうは、自民党、共産党それから公明党から質問が

ございます。 

 教育委員会関係でございますと、はやお議員の２番目の（３）のところ

で、障害児保育の課題と新設保育所併設の必要性というものが出ておりま

す。 

 それから、共産党の木村議員からは、「消費税増税に伴う「緩和策」はさ

らなる格差を広げる。今回の幼児教育・保育無償化に対して待機児童を増や

し、保育の質を低下させるのでは、との不安の声もある。この声にどう応え

るか、無償化は認可保育所の整備や保育士の労働条件の改善等と一体ですす

めるべきではないか」という質問が出されております。 

 それから、公明党の米田議員からは、「通学、登園、散歩ルート等の安全

確保について」ということで、先月の滋賀県の大津市交差点での事故を受け

て、あるいは川崎での死傷事件もございましたので、「今回の事故、事件を

受け区としてどのように受け止め今後どのような対応をしていくのか、基本

的な考え方を伺う」ということ。「これまでも事件、事故が起こるごとに対

策をしてきたが、今一度通学路、散歩ルート等安全対策を講じるべきと考え

る」ということで、区の見解をただしているというふうな質問でございま

す。 

 それから、一般質問につきまして、教育委員会関係の６番目です。長谷川

議員から、「幼児・児童への人権教育について」、それから「障害児ケアプ

ランの拡充」についてという事項で質問がございました。 

 それから、９番目、岩佐議員からは、「幼児教育・保育無償化の影響と、

保育の質の担保について」ということで、そういった事項での質問がござい

ました。 

 さらに、もう一枚めくっていただきまして、11番、牛尾議員からは、「子

どもが思い切り遊べる公園や遊び場の整備や確保について」の質問、それか
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ら「保育園等の散歩ルートの安全確保を求めて」という形で質問がございま

した。 

 最後に、12番ですけれども、岩田議員から、「学校における様々な問題に

ついて」ということで質問がございまして、以上が発言の通告のあらましで

ございます。 

 それから、もう1部、資料をつくらせていただいておりますけども、「令

和元年第２回区議会定例会 教育委員会関係質問・答弁概要」ということ

で、こちらが、今触れました質問に関しての趣旨と、それから答弁について

詳細を記したものでございます。 

 概略は以上でございます。 

坂田教育長   はい。今回の定例会に当たっての代表質問、一般質問の概略でございま

す。 

 子ども部、教育委員会に対しては、やはり昨今、車が子どもの列に突っ込

むような話が連鎖的に起きており、そういう安全・安心、これはもう一回再

確認しなきゃいかんということでのご指摘、そして殺傷事件もありましたけ

ども、そういったことへの安全・安心の確保ということが大きなテーマでし

た。 

 もう一つは、無償化の話です。これは国の制度ですが、これは地方にどう

影響を及ぼすのかということ。もちろん無償そのものはいいことかもしれま

せんけれども、それによる影響ですね。質は担保できるのかということから

始まって、やっぱり事務、自治体の事務が相当煩雑になるんじゃないかとい

うご心配も含めて、広範にわたってご質問がございました。 

 中身につきましては、後ほどまたお目通しいただいて、後日でもいろいろ

ご指摘いただければと思います。 

 何かお気づきの点があれば。 

 金丸委員。 

金 丸 委 員  子どもの安全の問題で、実はガードレールをつけたから安全というわけで

は、どうも事故の実態を見ると、つながりがないような気がするんですね。

そういう意味では、通学路に関してもう一度見直して、場合によってはそこ

を時間帯で車を通さないというようなことは可能なのかどうかということ

も、あわせて検討する必要があるんじゃないかというふうに思っています。 

坂田教育長   はい。ありがとうございます。 

 今回は、安全にというか、歩道上にきちっと整然と歩いていても車が突っ

込んでしまうようなケースでしたね。ただ、ガードレールも必要性はあるん

だろうと思います。子どもが滞留するようなところ、待つところは、やはり

そういうガードレールとか、突っ込んでくるようなことを防げるような形で

の待ち方というのがあると思います。安全なところに立って、子どもがバス

を待つとか歩くとかということは必要があるだろうと思っております。 

 ただ、そうはいっても、防ぎ切れるものでもないですね。昨今は公園の中

まで、砂場まで突っ込んでくるような状況ですから、何とも言いようがない
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んですが。 

 そういうことで、いろいろと工夫しながら、警察そして道路管理者と、こ

れからも協議をさせていただきたいと思っています。 

 どういうところが危険箇所か、どういうところが危ないなと、大人の目線

でも子どもの目線でも思っているのかということは、保育園も幼稚園も含め

て、学校も含めて、全部調査をしましたんで、再点検したいというふうに思

っております。よろしくお願いします。 

 ほかにお気づきのことがございましたらどうぞ。 

 （な し） 

坂田教育長   続きまして、報告の２つ目、いじめ、不登校、適応指導教室の状況報告で

す。 

 佐藤主任。 

主任指導主事  ５月末時点での報告をさせていただきます。 

 いじめの報告数といたしましては、４年生、６年生、中学１年生でそれぞ

れ１名ずつ増加しておりまして、合計13名。そして、今年度に入っての解消

数は、先月はございません。また未解消のものを合わせて、現在累計で21名

となっております。 

 不登校者数につきましては、先月はまだ１カ月、30日経過していなかった

ので、報告として上がっていませんでしたが、今月新たに12名、不登校者数

として報告を受けております。人数としましては、小学校３年生が２名、５

年生が１名、６年生が２名、中学２年生が２名、中学３年生が３名、中等４

年生が２名と、合計12名となっております。 

 適応指導教室の利用状況につきましては、今年度３名、また新たに今、把

握しているところでは、さらにもう１名増えそうだというところも、こちら

としては把握しているところでございます。 

 不登校等について、また今後も増えてくることも予想されますので、今年

度は、昨年度以上に積極的にスクールソーシャルワーカー等に、また学校訪

問等をしてもらうなどして適宜連携をとりながら、現在進めております校内

委員会等にも参加し、その中で情報を収集して、またさらに不登校対策に生

かせないかというところで、取り組んでいるところです。 

 また、白鳥教室等のリーフレットについても、今年度少し内容を、またデ

ザイン等を若干変えまして、より見やすい内容に変えさせていただいて、周

知をしているところです。 

 報告については以上です。 

坂田教育長   はい。ありがとうございました。という状況でございます。 

 ご質問がありましたらお願いいたします。 

 金丸委員。 

金 丸 委 員  質問ではなく、お願いというべきかと思うんですけど、これはこれで非常

によくわかりやすくなってきていいと思っているんですけど。できればこの

中で、特にいじめ問題に関しては、これから危なさそう、さらにひどい状態
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になりそうな案件があったり、もしくはそれ自身は大したことはないんだけ

れども、保護者との対応で学校は非常に苦慮するような可能性が高いものに

ついては、具体的にこう、お話をいただけるとありがたいなというふうには

思っています。 

坂田教育長   はい。 

 主任。 

主任指導主事  はい。ありがとうございます。やはり、重大事態に発展しないのが一番で

ございますが、そういったものに発展しそうなものであるとか、また保護者

対応等について、やはり各学校等も細心の注意を払っているところです。そ

ういったところで苦慮する場面も見受けられますので、今年度から導入した

スクールロイヤー等の先生方のお力をお借りすることも含めて、検討してま

いりたいと思います。 

坂田教育長   はい。よろしいでしょうか、金丸委員。 

金 丸 委 員  はい。 

坂田教育長   はい。それでは、この報告事項については終了いたします。 

 

◎日程第３ その他 

     子ども総務課 

     （１）教育委員会行事予定表 

     （２）広報千代田（７月５日号）掲載事項 

      

坂田教育長   それでは、日程の第３、その他事項に参ります。 

 教育委員会の行事予定、そして広報千代田掲載事項を、あわせてお願いい

たします。 

子ども総務課長  教育委員会行事予定表でございます。 

 本日、教育委員会ということで、前回の教育委員会の中で、教育委員の皆

様に出席していただく行事というんですか、について、もう少し詳細にとい

うお話がございましたので、指導課訪問についても予定表の中につけ加えさ

せていただいて、明日６月26日、それから裏面になりますけれども、７月８

日、10日、それから７月17日ですね、そういった形で指導課訪問を入れさせ

ていただいております。 

 それから、１枚目に戻っていただきまして、７月４日、音楽鑑賞教室とい

うことで、小学校５年生対象に行われるものですけれども、東京芸術劇場と

いうところで１時半からということで、お時間がございましたらご出席のほ

うをお願いしたいと思っております。 

 行事予定表につきましては以上でございます。 

 それから、７月５日号の広報千代田でございます。 

 こちらのほうは、子育て推進課のほうから、子ども関係の手当の現況届の

提出ということで、受給されている方に届出の依頼をするということでござ

います。 
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 それ以外は、季節的に夏休みに入りますので、夏休みのイベントというん

ですか、特別な催し物を、子どもたちに向けて、児童・家庭支援センター、

各児童館等でございますけども、そちらのほうで実施されているという形に

なります。 

 それから、18番のほうで、学務課のほうからは、区立小学校入学予定者の

指定校変更の相談ということで、特別な事情がある場合に、通学区域でない

学校に変更する旨の相談を受け付けるという告知でございます。 

 それから、文化、スポーツ関係は、例年の行事ということで、掲載をさせ

ていただく予定です。 

 広報原稿については以上です。 

坂田教育長   はい。ということで、行事予定と、あと広報の内容なんですが。 

 何かお気づきの点。 

 長﨑委員。 

長 﨑 委 員  音楽鑑賞教室なんですけど、昨年とか、多分６年生が対象だったと思うん

ですが、今年度から５年生に変更になっていますか。 

主任指導主事  いえ、なっていないです。 

長 﨑 委 員  ６年生ですよね。 

主任指導主事  はい。 

長 﨑 委 員  これ、「５年生対象」となっているので。 

主任指導主事  あ、失礼しました。申しわけありません。 

坂田教育長  ありがとうございます。 

 ほかにお気づきの点、あるいはご指摘いただければと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 （ な し ） 

坂田教育長   なるほど。それでは、それも含めて確定したところで、ちょっと、直近で

お知らせいただければと思いますんで、よろしくお願いしますと。 

 それでは、以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。本日

の定例会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 


