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平成28年１月野田市教育委員会会議録 

◇日  時 平成28年１月20日（水）午後１時30分開会 午後2時10分閉会 

◇場  所 野田市役所 本庁舎 議会棟４階 委員会室 

◇出席委員 東條三枝子教育長 高橋保教育委員 伊藤稔教育委員 飯田芳彦教育委員 

      永瀬大教育委員 

◇説明職員 釜田正雄生涯学習部長 杉山一男生涯学習部次長（兼）教育総務課長 伊藤公夫

生涯学習部参事（兼）社会教育課長 横島司社会体育課長 上原定夫青少年課長 

相島一美文化センター長 寺田幸生興風図書館長 長谷川昌男学校教育部長 桑

原辰夫学校教育部次長（兼）指導課長 長妻美孝学校教育部参事（兼）学校教育

課長      

 

◇書  記 松田隆教育総務課長補佐 

 

◇付議事件 

   なし 

 

◇教育長の報告事項 

・教育総務課 

   （１）「教育委員会の点検・評価」時点修正について 

   （２）平成27年第４回市議会定例報告について 

   （３）平成27年度耐震改修工事関連の進捗状況について 

・社会教育課 

   （１）成人式の実施報告について 

・社会体育課 

   （１）第92回東京箱根間往復大学駅伝競走の結果について 

・青少年課 

   （１）オープンサタデークラブ「クラブフェスタ2016」の開催について 

・学校教育課 

   （１）平成28年度学級編制について 

・指導課 

   （１）第２回いじめ実態調査のその後の状況について 

   （２）小中学校の卒業式参加計画について 
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◎東條教育長 

   ただいまから、平成28年１月教育委員会定例会を開会いたします。 

   傍聴人は、いないということでよろしいですね。 

   それでは、会議を始めます。 

   本日の会議録署名委員を飯田委員にお願いいたします。 

   会議録承認の件に入ります。 

   平成27年12月定例会の会議録につきまして確認をお願いいたします。 

   ご異議ございませんでしょうか。 

◎全委員 

（異議なし） 

◎東條教育長 

   異議なしということで、平成27年12月定例会の会議録につきましては承認いたします。 

   本日の議案審議はございませんので、直ちに教育長の報告事項に入ります。 

   報告事項に対する質問につきましては、報告事項の説明終了後に一括してお受けしたい

と思います。 

   それでは、最初に教育総務課からお願いいたします。 

   教育総務課長。 

◎杉山教育総務課長 

   教育総務課から３件、それから、１件追加させていただきまして、４件ご報告させてい

ただきます。 

   まず１件目、「教育委員会の点検・評価」の時点修正についてでございますが、失礼い

たします、資料の訂正をお願いいたします。 

   ３ページ、３段目の四角の中でございます。左右反映いたしましたが、繁栄になってし

まっていますので、文言を反映したのほうに直していただけたらと思います。大変失礼い

たしました。 

   それでは、ご報告申し上げます。 

   点検・評価につきましては、12月の定例会でお配りし、さらに本日、12月31日時点での

時点修正を加えたものをお配りしてございます。 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の２に基づき、本日午前中開催の行政

改革推進委員会にお諮りいたしました。その結果、延べ12人の委員さんからご意見、ご要

望等を頂戴いたしましたので、まず概略を報告いたしますが、私どもの作成しました点

検・評価に反映する、あるいは修正するというような意見は頂戴いたしておりません。 

   まず、目標１の部分でございます。 

   目標１の部分で、生ごみの機械につきまして、子供たちのごみの環境意識を高めていく

ためには、すぐ直して、早急に修理していくべきでしょうというご要望をいただいており

ます。 

   これにつきましては、今般の財政的な、私ども、エアコンを設置する等の財政的なその

背景の中で、いろいろな今、事業選択をしているところでございまして、その範囲の中で

優先順位をつけさせていただいて、事業をさせていただくようなことで、今のところは考

えております。 

   それから、同じく目標１の中で、日帰り教育相談、それから、いじめの件数の内容につ

いてのご質問を頂戴しています。 

   それから、いじめ防止ということで、お二人にちょっといただきましたが、後で学校教
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育部長のほうから補足の説明をさせてもらいますが、子供たちが自分たちでできるような

いじめ防止の対策を講じたほうがいいのではないかというようなご意見、要望をいただき

ましたので、それに関しましては、学校教育部長のほうからご説明をさせていだきます。 

   それから、土曜日のオープンサタデークラブ、それから土曜事業についてのご質問を頂

戴しております。 

   それから、目標２のほうに入ります。 

   生涯学習ボランティア養成講座についてのご意見で、ボランティアを補充する意味でも、

また新たに、いろんなところで再募集をかけたほうがよろしいのではないかというような

ご意見を頂戴しております。 

   それから、児童・生徒の読書状況についての質問をいただきまして、読書は大変大切な

ことであるから、読書普及活動を推進したほうがいいというようなご意見をいただきまし

た。 

   それから、目標３、今般の小学生の挨拶がとてもよくできているというお褒めの言葉を

頂戴しております。 

   それから、こどもまつりの実施方法について、地域団体、それから地域の現状等を加味

しながら、実施したほうがよろしいのではないかというようなご意見を頂戴いたしました。 

   それから、まめメールにつきまして、不審者情報をいろいろいただいておるが、それに

ついてのフォローの情報があったら大変ありがたいというようなご要望を頂戴しておりま

す。 

   それでは、まず、いじめのことに関しての補足説明を学校教育部長のほうからいたしま

す。 

◎東條教育長 

   学校教育部長。 

◎長谷川学校教育部長 

   いじめ防止対策の推進に関係しまして、２点ご質問をいただいている点がありました。 

   今ありましたように、１点は、子供たち自らがいじめ防止を企画していったらどうなの

かという点、もう１点は、ノルウェーの教育を例にあげて、子供たちが立候補でいじめを

なくすような組織をつくり、それがいじめ解決に働いていってはいかがか、生徒自身がい

じめ防止に参加するような仕組みをつくってはどうだろうかというようなご質問でござい

ました。 

   こちらのほうといたしましては、学級活動で学級ごとにいじめ防止、仲のよいクラスづ

くりということをやっていること、それから、生徒会等でも、そういったものに対して取

り組みを行っていることを回答させていただいたところです。 

   この件に関しては以上です。 

◎杉山教育総務課長 

   それでは、続きまして第２項目、平成27年第４回市議会定例会の報告をさせていただき

ます。 

   平成27年第４回野田市議会定例会における市政一般報告及び一般質問の概要についてま

とめたものを、教育長の報告事項として、今回資料として提出させていただいております。 

   ６ページをご覧ください。 

   平成27年第４回野田市議会定例会は、12月２日から12月21日までの会期で開催されまし

た。 

   まず、市長の市政一般報告につきましては、こちらの一覧のとおりでございまして、コ
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ウノトリから始まりまして、寄附について、18項目、この一連の内容のものを資料として

添付させていただいております。 

   一般質問につきましては、12月10日から11日、14日の３日間で15名の議員から質問があ

り、そのうち、関連のある６議員の答弁について、その概要を添付させていただいており

ます。 

   教育委員会関係の提出議案といたしましては、議案第７号として、都市公園設置及び管

理に関する条例の一部改正、議案第８号として、総合公園の指定管理者の指定、議案第９

号として、文化会館、野田公民館及び中央コミュニティ会館の指定管理者の指定について、

予算関連といたしまして、平成27年度一般会計補正予算を提案させていただいております。 

   補正予算の主な内容は、教育総務課の学校施設等環境改善交付金の増額補正、社会体育

課の関宿総合公園ロールブラインド修繕工事の工事請負費を補正させていただいておりま

す。 

   それから、議案第18号といたしまして、川間公民館新築工事請負契約の締結についてを

提案させていただきました。 

   いずれも原案どおり可決されたところです。 

   続きまして、３番目の報告でございます。耐震改修工事の進捗状況でございます。 

   12月の定例会に引き続きまして、今年度実施している耐震補強工事７棟、天井改修工事

３棟及び非構造部材改築改修工事の状況についてご報告いたします。 

   12月21日完成期限の木間ケ瀬小学校の耐震補強工事が完成しましたので、ほぼ耐震補強

工事に関しては終了いたすような状況でございます。 

   なお、中央小の耐震補強工事につきましては、新たにアスベスト除去工事が発生したた

め、契約変更、それから履行期限の変更などの手続を、今進めさせていただいておるとこ

ろでございます。 

   非構造部材の天井撤去工事につきましては、関宿小体育館、第一中武道場が終了して、

みずき小学校体育館は２月に完了する予定でございます。また、照明撤去工事につきまし

ては、順次工事を進めており、年度内の完成を目指して進めてまいります。 

   以上でございます。 

   それから、追加の報告といたしまして、今週の月曜日に雪が大変降りましたので、それ

の施設関係の被害状況、それから、学校の運営に対する影響につきましては、学校教育部

長のほうからまた追加で、この後報告させていただきます。 

   施設関係につきましては、やはり雪が積もった関係で、枝折れ、倒木の被害が若干出て

おります。岩木小学校で、枝が折れた関係で、１枚ガラス窓が割れたという被害が生じま

した。それから、関宿中央小学校で、割合太い幹ですけれども、やはり楠が裂けたような

形で倒れたという実態がございました。その他、一中を初め何カ所か、倒木というより枝

割れの被害がございましたが、そのまま撤去するという形で進めさせていただいておりま

す。 

   生涯学習の施設に関しましては、山崎貝塚でやはり枝折れが発生いたしまして、その部

分が道路にはみ出てしまいましたので、敷地内へ運び込んだというような作業をやらせて

いただきました。 

   あと、七光台小学校のキュービクルの中に、ちょっと雪解けの水が浸入しまして、一時

電圧低下という状況になりまして、警報機の警告灯が鳴るというような状況が発生いたし

ました。キュービクルのドア、扉を全開いたしまして、空気を入れて自然乾燥させて、と

りあえず原状復帰という形で、今のところ、運営には支障なく動いております。ただ、一
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部、警告灯が点灯したままになっておりますので、数日様子を見た上で、警告灯のほうの

異常であれば、またそれについては修繕するような、今運びになっております。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   学校教育部長。 

◎長谷川学校教育部長 

   教育課程の変更についてでございますが、小学校で雪の影響により11校が休校いたしま

した。また、小学校で７学校、中学校で２校、時間をおくらせて登校するような状況で対

応させていただきました。 

   以上です。 

◎杉山教育総務課長 

   以上、教育総務課関連の報告を終わらせていただきます。 

◎東條教育長 

   続いて、社会教育課からお願いします。 

   社会教育課長。 

◎伊藤社会教育課長 

   平成28年野田市成人式についてご報告申し上げます。 

   資料は24ページになります。 

   野田市成人式は、文化会館を会場に１月11日に開催いたしました。本年の該当者数は

1,564名で、参加者数は男性562名、女性542名の1,104名で、出席率は70.6％となり、前年

の出席率と比較し2.9ポイントの増となっております。 

   今回の実行委員の企画は、恩師からのビデオレターで、会場内から歓声が上がっていま

した。 

   式典中、一部の新成人がクラッカーや笛を鳴らす場面がありましたが、大きな混乱もな

く、無事に式典を終了させることができました。 

   臨時駐車場であった千秋社の駐車場が今年から使用できなくなったことから、新たに臨

時駐車場として、キッコーマン柳沢寮跡地、東葛飾研修所、江戸川河川事務所を臨時駐車

場として確保いたしました。駐車場の混乱を避けるために、新成人には案内状で通知し、

市役所入り口の他に案内看板を設置するとともに、警備員や職員を配置し対応いたしまし

た。当日は、臨時駐車場の利用者が少なかったこともありますが、市役所・文化センター

駐車場を含め、特に問題はございませんでした。 

   当日は、教育委員会職員を初め、交通指導員、青少年補導員、手話通訳、写真撮影、着

物着つけボランティア団体の方々のご協力をいただきました。改めまして、関係者の皆様

のご協力に対しましてお礼を申し上げます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   続いて、社会体育課からお願いします。 

   社会体育課長。 

◎横島社会体育課長 

   社会体育課からご報告させていただきます。 

   １月２日及び３日に開催されました第92回東京箱根間往復大学駅伝競走大会に出場しま

した野田市立中学校、野田市内高校出身の選手の結果について、ご報告いたします。 

   資料25ページをごらんください。 
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   今大会には３人の選手がエントリーされましたが、そのうち、野田第一中学校出身の武

田凜太郎さん、西武台千葉高等学校出身の岩間俊友さん、この２名が出場し、チームの入

賞に貢献を果たしました。 

   なお、次のＰ26、27に全出場校の結果表も添付させていただきましたので、ごらんいた

だきたいと思います。 

   報告は以上でございます。 

◎東條教育長 

   続いて、青少年課からお願いします。 

   青少年課長。 

◎上原青少年課長 

   それでは、青少年課より、オープンサタデークラブ「クラブフェスタ2016」の開催につ

いて、１点ご報告させていただきます。 

   報告事項の28ページをごらんいただきたいと思います。 

   27年度のオープンサタデークラブにつきましては、残すところ３回となってまいりまし

たが、来る２月19日金曜日から２月21日日曜日の３日間、文科系のクラブを中心に、市民

会館において「クラブフェスタ2016」を開催いたします。児童・生徒たちが１年行ってき

ました活動成果の発表や作品の展示等及びクラブ紹介をしようとするものでございまして、

作品展示の部では９講座、発表の部では２講座の参加となっております。 

   子供たちに配付しましたチラシを参考資料としてご覧いただきました。時間がございま

したら、ぜひご来場をお待ちしております。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   次に、学校教育課からお願いします。 

   学校教育課長。 

◎長妻学校教育課長 

   それでは、学校教育課より、平成28年度の学級編制についてと、資料等はございません

が、追加の内容で１点、報告をさせていただきたいと思います。 

   まず、資料の30ページをごらんいただければと思います。 

   平成28年度の学級編制についてでございます。資料の数字につきましては、昨年の12月

21日現在の児童・生徒数に伴う学級数、職員数となっております。 

   まず、学級数についてですが、国・県の編制基準により、小学校１年生、２年生、中学

校１年生が35人学級、その他の学年が38人学級での編制での数字となっております。 

   28年度の児童・生徒数ですが、今年の５月５日と比較しますと、通常学級、特別支援学

級合わせまして小学校が8,305人で、前年度比81人の減になってございます。中学校のほ

うは3,957人で、41人の減となっております。 

   次に、学級数についてですが、通常学級数は小学校で280学級で、今年度比４学級の減、

中学校は119学級で、今年度比５学級の減が見込まれております。また、特別支援学級の

学級数につきましては、小学校では28学級で２学級の減、中学校では18学級で、逆に３学

級の増となっております。 

   これに伴いまして、教職員の人事異動の概要についてご説明申し上げます。 

   現状におきましては、加配教員という特別に配置される教員数が確定しておりませんの

で、あくまでも想定での数値となります。加配というふうに呼ばせていただいて、表でい

いますと、例えば長期研修生から、その他の言語等のところの数字について、一応加配と
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いうような扱いで、ここでは述べさせていただきたいと思います。 

   小学校を説明させていただきます。現状、今年度の職員数と比べて49人の加員、職員が

多くいる状況になってございます。ただし、今年度と同様の41人程度の加配配置があれば、

27年度を見ていただいて、長研が１とか大学院研修生が１、少人数が15と、こういった数

が、41名の加配があれば、逆に８人の加員となります。あと、ここに数字ありませんが、

今年度、定年退職者が18人おりますので、逆に10人の欠員、教員が足りなくなるという状

況が見込まれてまいります。この数につきましては、原則、新規採用教職員で補充する予

定でございます。 

   同様に中学校なんですが、現状では16人の加員、職員が足りない状況となっております。

今年度と同様に17人程度の加配配置があれば１人の欠員となりまして、さらに定年退職が

13人おりますので、現状では14人の欠員ということになっております。この欠員分も原則、

新規採用教職員で補充する形になるかというふうに思っております。 

   今後、新たな退職者、あと市外異動者等も含まれるところから、新規採用教職員数は昨

年度、小学校28、中学校20の計48人入れさせていただきましたので、同様に人数が配置で

きるのではないかなというふうに推察しているところでございます。 

   28年度の学級編制については以上でございます。 

   もう１点、追加内容でございます。資料はありません。 

   本日、中央小学校の校長より、インフルエンザによる学級閉鎖について、今年度初の報

告がございました。該当は１年１組になります。インフルエンザ並びに風邪の症状で、31

名の在籍中６名の欠席報告がありました。そのため、学校医の指導によりまして、あす21

日から23日までの３日間の学級閉鎖をする予定でございます。 

   関係機関等からも、インフルエンザの流行につきましては注意喚起の情報をいただいて

おりますので、今回の報告を受けまして、各学校に指導・連絡等を強化し、広がっていか

ないよう十分配慮してまいりたいと思います。追加報告は以上でございます。 

  ◎東條教育長 

   次に、指導課からお願いします。 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   指導課の事業につきまして、本日配付させていただきました資料から２点ご報告いたし

ます。 

   １点目の、第２回いじめ実態調査のその後の状況についてご説明いたします。 

   本日お配りしました資料をご覧ください。 

   11月に調査をし、全体でいじめと認知した件数が481件ございました。その後、追跡調

査を実施した結果、小学校93.4％、中学校76.9％、全体で92.1％の解消率でございました。

先週からは、一定の解消が図られたが継続支援中、解消に向けて取り組み中の37件につい

て、担当者と主事が学校を訪問し、聞き取り調査を始めております。 

   聞き取りの際に、今回のアンケート調査で上がってきていない児童・生徒でも気になる

子がいないかを各学校に聞き取り、アンケート調査による対応を補うように努めておりま

す。 

   なお、他校に転校した事案が１件あります。学校と教育委員会で連絡をとりながら、解

消に向けて取り組んでおりましたが、保護者の希望で市内の小学校へ転校しております。 

   また、深刻な事案として小学校で１件上がっております案件は、10月の教育委員会議定

例会でご報告いたしました案件で、在籍している６年生の学級が落ちつかないことが原因
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の一つであり、指導課からも指導主事を学校へ派遣したり、スクールサポーターを配置し

たりして対応しております。また、学校では、進学先の中学校で中学生の生活の様子を録

画したＶＴＲを見せて目標を持たせたり、保護者会を開き、保護者が来校して授業参観し

たりと、学校と家庭が連携しながら取り組んでおります。 

   現在、当該児童は放課後に登校しており、学級も少しずつ落ちついてまいりました。今

後も引き続き注視してまいります。 

   ２点目でございます。 

   平成27年度の卒業式参加計画につきまして、資料のとおり計画させていただいておりま

す。今年度末で退職する校長が、資料にあるとおり31校中11名となり、来年度は約３分の

１の校長が入れ替わり、数年で現在の校長のほとんどが退職する状況になっております。 

   管理職の大量退職への対応といたしまして、来年度からは新任校長と新任教頭の研修会

を、県教育委員会の研修会以外に市独自に開くことにしております。 

   卒業式に向けて、委員の皆様にはお忙しい中を大変申しわけありませんが、よろしくお

願いいたします。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   この際、報告事項が他にございましたら、お願いいたします。 

   ございませんでしょうか。 

   それでは、ただいま報告のありました報告案件につきまして、ご質問等ありましたら、

お願いいたします。 

   いかがでしょうか。 

   高橋委員、お願いします。 

◎高橋委員 

   点検・評価の項目の中にある項目でもって、誠に申し訳ありません、現状を教えていた

だきたい。 

   それは何かというと、目標１の確かな学力の向上の中で、「学習機会の充実」という項

立ての中で、家庭学習の工夫、改善と定着を図るものとあるわけですが、これは非常に私

も大事だろうと、学習の習慣化というのは非常に大事で、身につけさせたい習慣だなと思

っているんですが、毎年この項目が上がってきているんですが、現状がどういうふうにな

っているのか。その辺のところが、教育委員会のほうで把握されている限りで構いません

ので、現状を教えていただければありがたいなというふうに思います。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   家庭学習の取り組みについてでございますが、今回報告書にありますとおり、教育委員

会のほうから、家庭向け、それから教員向けの、学習の手引と申しましょうか、配付させ

ていただいておりますが、それ以外に、現状の学校の実態を調査しております。 

   ６月時点の事になりますが、まず、家庭学習に取り組む時間を各学校で指導しているか

ということに関して申し上げますと、31校中30校が指導している。残り１校につきまして

は、既に子供たちがきちんとやっているので、特に必要なしという判断で、やっていない

ということでございまして、どの学校も家庭学習に対する取り組みの指導を行っておると

いうことになっております。 

   また、学校独自で家庭学習の手引を配付し、それをもとに子供たちへの指導も行ってお
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ります。一例を申し上げますと、家庭学習の手引を使って勉強することの例示、やり方を

学級で指導したりしている小学校があったり、それから中学校ですと、担任が家庭学習帳

を点検して、学習時間の目標を設定して委員会活動で調査したり、全校集会で校長から家

庭学習の基本やノートの書き方を指導したり、校長面接で具体的に指導しているというこ

ともございます。 

   各学校で家庭学習の指導を積極的に行っているというふうに判断しておりますが、特に

小学校では20校中12校が、いわゆる宿題ではなくて、自主的な家庭学習を奨励するように

努めておるということでございます。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   ただいまの状況でございますが、高橋委員、他に。 

   お願いします。 

◎高橋委員 

   ありがとうございました。 

   各校で、いろんな形で指導していただいているということでございますが、内容はとも

かくとして、時間的なもの、そういったものの目安を、各校で恐らく示されているんじゃ

ないのかなというふうに思うんですが。 

   私も現役時代、非常に家庭学習への取り組みの指導がうまい教員がいまして、その教員

をうまく利用できなかったというか、言葉は悪いんですが、利用というのは余りいい言葉

じゃないのかもしれません。その教員を活用できなかったということが、反省点として今

も持っているんですが、恐らく市内の小学校、中学校の担任の先生の中には、そういう非

常に指導のうまい先生もいらっしゃるかなと。まして、今、新採の先生方がたくさん入っ

てきていますので、そういう意味での、そういう先生方の力を借りるというのが、非常に

有効じゃないのかなというふうに思うものですから、ぜひそういう取り組みというよりも、

各校にそういう先生がいらっしゃれば、ご指導いただくというような形の投げかけをして

いただけないものかなということで、ご要望させていただきます。 

   以上です。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   ありがとうございました。 

   今のご意見を参考にさせていただいて、そのような形をとらせていただければと思って

おります。 

   また、時間についても各学校、指導しておりますが、概ねでございますが、小学校の場

合は、学年掛ける10分程度を目安として指導しているところが多くございます。中学校に

なりますと、これはやはりテスト前とテスト前ではない期間とで、若干時間に違いがある

ようでございますので、一概に何分というわけにはいかないかなというふうに思っており

ます。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   他にいかがでしょうか。 

   飯田委員。 

◎飯田委員 
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   ３点ほどお願いします。 

   まず、１点目なんですが、これはいじめ実態調査の中の１ページなんですが、一番下段

で、「継続的かつ深刻ないじめの件数」というのが１件計上してございます。これ、わか

らないので教えていただきたいんですけれども。 

   あと、いじめに関してなんですが、解消したにもかかわらず、また再現があるものがあ

るかどうか、それが２点目です。そして、あるのであれば、その加害といいますか、した

ほうの児童・生徒さんに、どのような指導が行われているか。 

   ３点目です。前回の委員会、定例会以降、委員会のほうに、いじめに起因すると思われ

る相談事があったか否か。あったのであれば、それの進捗状況について、３点お願いしま

す。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   資料にございます、先ほど申し上げました継続かつ深刻ないじめの内容でございますが、

小学校６年生の段階で、クラスが落ちつかないがために、それに対して、集中的に色々と

言われたりしておりまして、それが当初、４年生で転入してきたこともあって、４年生の

ときから少しずつあったものが、６年生になって最終的にいじめをおこしたのかなという

ふうに捉えております。 

   当初から、学校のほうも登校できるように、色々とやっておりましたけれども、一時的

には、やはり学校に来れなくなっております。一番最初、今回の６年のきっかけになりま

したのは、首にちょっとひもをかけられて、それをすっと引いたことで若干跡がついたと

いうことが一つきっかけになって、今回のことがおこっておりますが、それにつきまして

は、それを行いました子供と保護者は当然謝罪し、それについては了解を得ておるのでご

ざいますけれども、やはりそれがきっかけになって、なかなか来れなくなったというのが

きっかけでございました。 

   現状は、先ほど申し上げましたとおり、何とか教室に入りたいということに向けて、少

しずつ取り組んでおりますし、学校のほうも受け入れ態勢を整えるようにしております。

今週中に一度、学校の管理職や養護教諭、もちろん担任も含めて、それと母親とで、今後

３月までの状況をどうしていこうかという話し合いを持ち、今後は１週間に１回程度その

話し合いを持ちながら、復帰のほうに向けて取り組んでいきたいというふうに報告を受け

ております。 

   それから、２点目でございます。 

   １回目の調査と２回目の調査のときの事でございますが、恐らくと言ったら変な言い方

でございますが、１回目でいじめがあった事で、一度は解消されたが、また２回目の調査

の中で上がってきたという例は、各学校ともあるというふうに考えております。ただ、解

消率を見ていただければおわかりのとおり、軽微なものがあって、学校で指導することに

よって、ほとんどが解消されるのでございますが、残っている。その残っているものが、

果たして１回目からの継続かどうかというところは、現在聞き取り調査中でございますの

で、その報告を待たなければならないかなというふうに思っております。 

   委員会の相談のことでございますが、これにつきましては、現在のところございません。 

   以上でございます。 

◎東條教育長 

   飯田委員。 
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◎飯田委員 

   ありがとうございました。 

   ２点目の関係につきましては、やはり深刻な事にならない、要するに、何を申し上げた

いかといいますと、常に加害者は一定で被害者がかわるとか、そういったことも十分あり

得るだろうと考えておりまして、そういったことに関して、少し注意を払っていただきな

がら、次回ご報告をいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

◎東條教育長 

   ありがとうございました。 

   他にいかがでしょうか。 

   伊藤委員。 

◎伊藤委員 

   先ほどの事業評価報告の安全安心な学校づくりのところで、スクールサポートカウンセ

ラーとスクールサポーターの方々の活躍、主な成果のところで、小学校３校46日、中学校

２校98日に配置しましたということですけれども、これは、大体等分で小学校でいくと、

３で割ると十二、三日とか、中学校ですと四十何日、重点的にそこに配置されて、いろん

な生徒の問題行動に対応していると。逆に、他のところには、そういう要請がないと派遣

されないというか、そういう配置の仕方なんでしょうか。 

◎東條教育長 

   指導課長。 

◎桑原指導課長 

   スクールサポーター、スクールサポートカウンセラーは、３人１組といいますか、３人

でやっております。その関係で、全部の小・中学校に配置という訳には、なかなか難しい

面があるかと思っております。従いまして、先ほど申し上げましたとおり、学級が落ちつ

かないところとか、そういったところが出てきたときに、そこに重点的に配置してサポー

トしていくと。それによって学級を落ちつかせていくというためのスクールサポーター、

スクールサポートカウンセラーでございまして、従いまして、何日ごとに次の学校と、そ

ういうことではなくて、必要なところに、そういう形はしていただいております。 

   以上でございます。 

◎伊藤委員 

   ありがとうございました。 

   そうすると、数的には、小学校20校あって３校、あるいは中学10校で２校ですから、大

方落ちついていて、余り出番がないというのは、むしろいいことだなというふうに思った

んです、落ちついているほうかなと。 

   どうもありがとうございました。 

◎東條教育長 

   ありがとうございました。 

   他にいかがでしょうか。 

   高橋委員。 

◎高橋委員 

   質問ではございません。 

   点検評価を読ませていただいた感想なんですが、非常に各課、前向きに取り組まれてい

るなということを読みながら感じました。非常にありがたいなと思いますし、ぜひまた今

後とも、また前向きに取り組んでいただきたいなと思います。 
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   その中で、特に安全安心な学校づくりの中で、今年度、教職員の不祥事が発生して、そ

の根絶に向かって、学校教育課だより、「ＴＥＡＭのだ」ですか、そういうものを発行さ

れたというようなことも書かれていました。 

   効果がある、ないは、これはやってみないとわからないところがありますので、そうい

う意味での積極的な姿勢、これはすばらしいなというふうに思います。また、今、その後

不祥事がないということは、効果があったというふうに言えるかと思いますが、あと今年

度も２カ月ちょっとありますので、またいろいろな取り組みをしながら、若い先生が多く

なっていますので、ぜひご指導のほうをよろしくお願いしたいというふうに思うところで

ございます。 

   以上、感想を申し上げました。 

◎東條教育長 

   ありがとうございました。 

   では、他にないようでございますが、よろしいでございましょうか。 

   それでは、以上で教育長の報告事項を終了させていただきます。ありがとうございまし

た。 

   では、以上で本日の教育委員会定例会を閉会といたします。 
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