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令和元年 教育委員会第18回定例会 会議録 

 

  日 時  令和元年10月23日（水）        午後３時00分～午後３時16分 

  場 所  教育委員会室 

 

議事日程 

第 １ 報告 

    【学務課】 

    （１）令和元年度 千代田区学校保健大会開催について 

    【指導課】 

    （１）いじめ、不登校、適応指導教室の状況（令和元年９月末） 

第 ２ 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（11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（10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 

 

 欠席委員（０名） 

 

 欠席職員（１名） 
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 子ども支援課長  新井 玉江 

 

 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。皆さんこんにちは。それでは、教育委員会

の定例会を開会したいと思います。 

 まずは、開会に先立ちまして、傍聴がございました場合には傍聴を許可す

ることといたしますので、まずはご了承ください。 

 本日、教育委員さんの欠席はございません。 

 今回の署名委員は、中川委員にお願いをいたします。 

中 川 委 員  はい。 

坂田教育長  よろしくお願いいたします。 

 

◎日程第１ 報告 

     学務課 

     （１）令和元年度 千代田区学校保健大会開催について 

     指導課 

     （１）いじめ、不登校、適応指導教室の状況（令和元年９月末） 

     

坂田教育長   それでは、早速でございますけれども、本日の日程に入ります。 

 まずは、令和元年度の千代田区学校保健大会の開催についてということ

で、学務課からの報告事項でございます。よろしくお願いします。 

学 務 課 長  それでは、お手元の資料をご覧ください。今年度の学校保健大会の概要が

固まりましたので、ご案内申し上げます。 

 日程ですけれども、11月16日土曜日、時間が午後２時から４時の間で開催

いたします。 

 会場は、例年と同じで、いきいきプラザ一番町の地下にありますカスケー

ドホールになります。 

 参加者はご覧のとおりで、大会次第ですけれども、最初に来賓のご挨拶を

受けまして、その後に表彰式、学校保健功労者の表彰が５名、対象となりま

すので、表彰を行います。 

 その後、今回、メーンになります研究発表でございまして、今回は栄養教

諭・学校栄養職員部会の発表になります。 

 中身につきましては、学校給食に関する食品ロスですとか標準献立を採用

しました学校の献立についての説明がございます。 

 その後、質疑応答を受けまして、閉会となります。 

 土曜日でございますけれども、教育委員の皆様にはご案内をお渡ししてい

ますけれども、ぜひご出席をお願い申し上げます。 
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 説明は以上です。 

坂田教育長   はい。ありがとうございました。 

 今年度の学校保健大会ということでございます。また出席へのお時間の許

す限りご出席賜ればと思います。よろしくお願いします。 

 何かご質問、ご意見ございましたら、どうぞ。よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 （な し） 

坂田教育長  はい。それでは、そういうことでございますので、ひとつよろしくお願い

します。 

 引き続きまして、報告事項でございます。指導課からの報告、いじめ、不

登校、適応指導教室の状況でございます。 

主任指導主事  では、今月、９月時点でのいじめ、不登校、適応指導教室の状況について

ご報告をさせていただきます。 

 ６年生で１件、５年生で新規に１名の報告が上がっております。合計とし

ては先月と変わらず、17件となっております。１件解消のため、10件、今年

度の累計は27件というふうになっております。 

 また、不登校者数ですが、前回のご報告から４名増えております。４年生

で１名、５年生で１名、中学２年生で１名、中学３年生で１名増えて、51名

となっております。今回増えた４名のうち２名につきましては、昨年度も不

登校として報告された児童・生徒でございます。 

 最後に適応指導教室の利用状況についてです。７月の利用状況としては６

名ございましたが、１名、５年児童が学校復帰を果たしまして、９月の時点

での利用者数は５名というふうになっております。 

 私からの報告は以上です。 

坂田教育長   はい。９月末の状況でございます。何かご質問、ご意見等ございましたら

お願いします。 

 金丸委員、お願いします。 

金 丸 委 員  この表を見ますと、いじめ報告の４年生の２が、ちょうど今月不登校者２

に、数字的に一致している。それから、同じく５年生の６名、いじめ報告数

の６件に対して、不登校者数の６が一致している。これは関連していると見

たほうがいいのでしょうか。それは全く別だというふうに考えたほうがいい

のでしょうか。 

坂田教育長  お願いします。 

主任指導主事  数字としては、今ご指摘いただきましたように、同じ２名となっておりま

すが、それぞれ、こちらいじめ報告数としてご報告いただいている児童と不

登校者数として報告いただいている児童については、別でございます。 

金 丸 委 員  はい。ありがとうございます。 

坂田教育長   はい。ほかにございますでしょうか。 

 51名。はい。よろしいですか。 

 金丸委員。 
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金 丸 委 員   もう一点だけ。その不登校者数の51名というのは、割合的に考えた場合

に、千代田区の全生徒数に対する51名の割合で見たときに、例えば東京都の

割合と比べて、多いのか少ないのかというのはわかるのでしょうか。 

主任指導主事  すみません。パーセンテージとして、ちょっとまだ今すぐに、私の手元に

ご報告できず持っていませんが、次回までにこちらのほう、割合も調べてお

きたいと思います。ありがとうございます。 

金 丸 委 員   お願いします。 

坂田教育長   はい。それでは、その点はお願いをします。 

 ほかにございますか、お気づき。長﨑委員、よろしいですか。 

長 﨑 委 員  はい。 

坂田教育長  はい。それでは、こういう状況でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 報告事項は以上です。 

 

◎日程第２ 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（11月５日号）掲載事項 

 

坂田教育長  その他案件に参ります。 

 まず、総務課からの２件の報告です。よろしくお願いします。 

子ども総務課長  それでは、予定表のほうから確認をさせていただきます。 

 本日、教育委員会ということでございまして、26日、道徳授業公開講座が

千代田小学校。 

 それから、第14回ちよだジュニア文学賞授賞式が住友商事神保町ビルで行

われます。 

 それから27日日曜日は、ポニー乗馬会ということで、青少年委員の主催の

行事がございます。 

 10月28日、指導課訪問。お茶の水小学校。それから、10月30日、指導課訪

問。麹町小学校。 

 それから、１日ですけれども、九段中等教育学校海外研修旅行ということ

で、11月４日までの予定でございます。 

 それから、11月３日になりまして、千代田区立中学校生徒海外交流教育の

受入ということで、イギリスのほうから生徒さんたちが東京に到着するとい

うことです。そして、翌日11月５日ですけれども、16時から海外交流教育の

歓迎レセプションということで、区民ホールで行います。ご出席のほうをよ

ろしくお願いいたします。 

 それから、裏面、２ページ目に参りまして、10日の日には、同じく青少年

委員でひがた探検隊がございます。 

 それから、11月12日は教育委員会です。 
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 13日、指導課訪問で、右側のほうに記載が漏れておりますけれども、千代

田幼稚園のほうで行われます。 

 それから、11月14日、同じく指導課訪問。九段中等教育学校ということで

す。 

 それから、11月16日、先ほど学務課長のほうからご報告させていただきま

したけれども、カスケードホールで学校保健大会があります。教育委員の皆

様にもできればご出席をお願いしたいということでございます。 

 それから、11月18日、和泉小学校で指導課訪問ということでございます。 

 行事予定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。 

 この時期、先週で一応運動会も終わって、これから文化祭とか、さまざま

秋の行事があります。いろいろご足労をおかけしますが、ひとつよろしくお

願いいたします。 

 それで、26日は中学校の文化祭が２つ入っていまして、もうお声がけいた

だいていると思います。あわせて、そのジュニア文学賞のほうも教育委員さ

んの出席を求められておるということでございまして、ひとつよろしくお願

いします。 

 ほかに、何か、こういうことがあるのではないかというようなことで、お

気づきの点がございましたらよろしくお願いします。 

金 丸 委 員  委員会が終わってからでいいのですけれども、この前の幼稚園の親子運動

会に関して、私も一生懸命移動したのですが、４園しか移動できなくて、最

後の１園はメダルを授与する式だけを見てきたという、非常に寂しい状況な

ので、場合によっては今度の中学校の２つの文化祭、どうも、ある程度手分

けしなければいけないのではないかということで、終わった後ご相談させて

ください。 

坂田教育長   そうですね。はい。承知しました。 

 そうですね、私も幼稚園の運動会、一通り回るということでしたが、番町

が最後で、行ったときにはもう全て終わっていました。後片づけに入ってい

るというような状況でございましたので、ちょっとそこら辺も手分けをしな

いといかんなという気もします。わかりました。先ほどのご提案を後で整理

したいと思います。 

 ほかにお気づきの点がございましたらお願いいたします。よろしいです

か。 

 （な し） 

坂田教育長  はい。 

 それでは、続きまして広報千代田の掲載事項ですね。お願いします。 

子ども総務課長  はい。それでは、広報掲載事項、11月５日号です。 

 １番目、最初のところで前回の教育委員会のときにもご報告をさせていた

だいておりますけれども、令和２年度の区立保育園・こども園・幼保一体施

設の入園児募集を行います。 
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 それから、２番目として、こちらも前回ご報告させていただいております

けれども、12月29日、30日の、年末保育の申し込みの受付ということでござ

います。 

 それで、３番、４番、５番は、行事予定表にも一部ありますけれども、児

童館等の秋の行事。それから、以降は、文化振興課、それから生涯学習・ス

ポーツ課の秋の行事の告知という形になっております。 

 それで、一番最後の面に関しては、オリンピック・パラリンピックの気運

醸成も含めて、世界の方々との運動会であったり、大学やスポーツセンター

によるアスリートの直接指導など、来年の東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けた気運醸成ということで事業を進め、23番目、一番下ですけれど

も、これまでの事業報告もさせていただくというふうな形での広報掲載の予

定となっております。 

 以上です。 

坂田教育長   はい。ということでございます。広報掲載事項の予定です。 

 何かお気づきの点がございましたらお願いいたします。よろしいでしょう

か。 

 （な し） 

坂田教育長  はい。それでは、本日、議題として予定をしておりました案件につきまし

ては以上でございます。 

 それでは、教育委員さんから何か情報提供がございましたらお願いいたし

ます。よろしいでしょうか。 

 指導課長 

指 導 課 長  すみません。先ほどの不登校の出現率について、ちょっと今、ざっと調べ

てみたのですが、比較しているのは全国の問題行動・不登校等調整と指導結

果というもので比較しています。 

 それで、今現在、千代田区においては、小学校は、不登校の出現率は

0.57、主に、平成29年度の東京都が0.56だったのですね。全国的には0.54。

30、31とだんだん上がってきている傾向にありますので、今のところ、読み

になってしまいますけれども、全国並みに小学校の場合は増えてきている推

移があるというふうに捉えられます。 

 中学校の場合は、平成28年、29年と、全国は出現率が３を超えます。今の

ところ2.26ですので、おさまっているとは言えますが、これもまだ年度の途

中ですので、今後どうなっていくのかなということで、平年並みの推移と。

昨年度と比べての数の上では、さほど変わっていないか、むしろ若干、２年

生が増えている傾向にはありますので、注意が必要だと思いますが、出現率

の面ではそういう形になっています。 

金 丸 委 員  ありがとうございます。 

坂田教育長  はい。ほかにございますか。 

 （な し） 
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坂田教育長  はい。 

 それでは、本日の教育委員会定例会は、これで閉会といたします。どうも

ありがとうございました。 

 


