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７月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２４年７月２０日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

百 瀨 委員長 

安 藤 委員長職務代理者 

木 下 委員 

御喜田 委員 

浦 上 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

植田教育次長・中山学校教育部長・田辺教育委員会事務局理事教

育政策課長事務取扱・松井生涯学習部次長・竹内生涯学習部次長

兼八尾図書館長・万代学校教育部次長兼学務給食課長・靍原学校

教育部次長兼指導課長・西崎教育人事課長・杉島生涯学習スポー

ツ課長・渞文化財課長・山下教育サポートセンター所長・福嶌人

権教育課長 

 

【百瀨委員長】 ただいまより７月定例教育委員会を開催いたします。本日の会議録署名

委員に安藤委員を指名したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 まず、６月定例教育委員会会議録の承認について審議いたします。委員

の皆様方、何かご質疑ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、６月定例会会議録について承認と

決しました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、次に委員長報告を私から行います。 

（委員長報告） 

６月25日（月） 

 

７月７日（土） 

７月11日（水） 

 

７月13日（金） 

午前11時から、国立大学法人大阪教育大学と教育委員との意見交換会

及び同大学の施設見学に出席。 

午後５時から、八尾美術展表彰式に出席。 

午後４時から、教育委員、校園長会役員及び事務局部長級職員との意

見交換会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

 

 



－2－ 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を浦上教育長よりお願いいたします。 

(教育長報告) 

６月23日（土） 

６月25日（月） 

 

６月29日（金） 

７月２日（月） 

 

 

７月３日（火） 

７月６日（金） 

７月８日（日） 

７月９日（月） 

７月11日（水） 

 

７月12日（木） 

 

 

７月13日（金） 

 

７月18日（水） 

 

午後２時から、青少年健全育成八尾市民大会に出席。 

午前11時から、国立大学法人大阪教育大学と教育委員との意見交換会

及び同大学の施設見学に出席。 

午前10時から、市議会６月定例会本会議（４日目）に出席。 

午前７時50分から、山本小学校における社会を明るくする運動に出

席。 

午前10時から、中河内地区人事協議会に出席。 

午前９時から、部長会及び人権施策推進本部会議に出席。 

午後３時から、府都市教育長協議会定例会に出席。 

午前10時から、常光寺三門保存修復工事の落慶式に出席。 

午後２時から、社会教育委員会議に出席。 

午後４時から、教育委員、校園長会役員及び事務局部長級職員との意

見交換会に出席。 

午前10時 30分から､交通事故をなくす運動八尾市推進本部総会に出

席。 

午後２時から、男女共同参画施策推進本部研修に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時から、市民表彰選考委員会に出席。 

午前10時30分から、教育委員会表彰審査会に出席。 

午後２時30分から、行政対象暴力対策連絡協議会定例会に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況について何かありま

したら、ご報告いただければと思います。何かございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 委員長と教育長から先ほどご報告されましたが、６月２５日

（月）午前１１時から、国立大学法人大阪教育大学と教育委員との意見交換会及び同大学

の施設見学に出席しました。木下委員のお世話により、学校施設を見学し、学科長に美術

棟、体育棟、音楽棟を案内していただきました。また、学長ともお会いして、八尾市との

連携をこれからより強めていきたいという意見もいただいておりますので、今後に期待し

たいと思います。 

 次に、７月１１日（水）午後４時から、教育委員、校園長会役員及び事務局部長級職員

との意見交換会に出席しました。昨年より出席者が多く、校園長から現状報告を受けて、

活発に意見交換することができたので、我々も共通認識を持つことができました。また、

今後に向けて一緒に取り組めることがあるかなと思いました。 

 次に、７月１４日（土）午前９時から午後５時３０分まで、市内中学校から４校が受講

した吹奏楽講習会に出席しました。講師の大阪フィルのメンバーと子どもたちが７月２２

日の音楽祭、８月のコンクールに向けて活発に取り組んでいました。 
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【御喜田委員】 先ほどもご報告がありましたように、６月２５日（月）午前１１時から、

国立大学法人大阪教育大学と教育委員との意見交換会及び同大学の施設見学に出席しまし

た。 

 また、７月１１日（水）午後４時から、教育委員、校園長会役員及び事務局部長級職員

との意見交換会に出席しました。 

 

【木下委員】 各委員からご報告がありましたように、６月２５日（月）に、委員全員で

大阪教育大学に来ていただきました。学長と案内した教員も、教育委員会に対しまして深

く感謝しております。大阪教育大学と八尾市、八尾市教育委員会は、既に地域連携を結ん

で協力させていただいておりますが、近年は特に体育や音楽等、子どもと一緒に学ぶプロ

ジェクトをたくさん立ち上げておりまして、そのご案内もできたことを喜んでおります。

またご活用いただきたいと思います。 

 次に、７月１１日（水）午後４時から、教育委員と校園長会役員及び事務局部長級職員

との意見交換会に出席しました。和やかに先生方の率直な意見を聞くことができたので、

大変ありがたかったです。 

 

【百瀨委員長】 校園長会役員との意見交換会では多くの課題等を聞かせていただきまし

たが、学校現場と話を詰めながら対応していただきたいと思います。 

 それでは、委員長報告及び教育長報告を含め、ただいまの報告について何かご質疑等ご

ざいませんか。 

ご質疑がなければ次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、審議事項に入ります。 

 

７月の議案 

議案第30号 

議案第31号 

議案第32号 

議案第33号 

議案第34号 

平成24年度教育委員会の点検及び評価に関する件 

平成25年度使用八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件 

平成25年度使用八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件 

視覚に障がいのある生徒に対する「点字教科書」の採択に関する件 

視覚に障がいのある児童・生徒に対する「拡大教科書」の採択に関する件 

 

【百瀨委員長】 議案第３０号「平成２４年度教育委員会の点検及び評価に関する件」に

ついて審議いたします。提案理由を田辺理事より説明願います。 

 

【田辺理事】 ただいま議題となりました議案第３０号「平成２４年度教育委員会の点検

及び評価に関する件」についてご説明いたします。 

 本件は教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第６号の規定により、委員会の議

決を求めるものでございます。 
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 提案の理由といたしましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１

項の規定に基づきまして、平成２３年度における本市教育委員会の権限に属する事務の管

理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これ

を議会に提出するとともに公表する必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 それでは別冊資料の１ページをお開き願います。 

 まず、「Ⅰ はじめに」では、点検・評価報告書の作成の趣旨や評価委員会、それから

ご助言いただきました学識経験者について記述しております。 

 次に、２ページからの「Ⅱ 教育委員会の活動状況」では、教育委員会の開催日、議案

及び報告案件を一覧にまとめております。 

 続きまして、資料の１０ページから１５ページの「Ⅲ 教育委員会事務局における主な

取組み」では、教育委員会事務局が所管している主な取組みの概要について記載しており

ます。 

 次に、１６ページからの「Ⅳ 教育委員会事務局の事務事業」では、各所属における事

務事業の平成２３年度実績を記載しております。１６、１７ページにつきましては、評価

表の見方について説明しており、１８ページから３７ページまでが評価の一覧表となりま

す。 

 最後に、３８ページからの「Ⅴ 点検及び評価に関する有識者からの助言」は、学識経

験者からの助言をまとめたものでございます。今回の点検・評価につきましては、昨年度

に続きまして、２名の学識経験者に依頼しており、武庫川女子大学文学部教授の西本望氏、

及び関西福祉科学大学健康福祉学部准教授の池上徹氏の両名から助言をいただいたもので

ございます。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたし

ます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

等ございませんか。 

 

【御喜田委員】 ２０ページの教職員資質向上推進事業の指標で、指導主事による指導を

受けた人数の平成２３年度実績が６名となっていますが、これは今までの実績から考えて

多いほうになるのでしょうか。それとも、少ないほうになるのでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 この６名につきましては、８９名の新任教職員の中で、学校か

ら特に授業の進め方等について課題が見られるので、もう少し育成が必要ではないかとい

うようなご意見があり、教育人事課の指導主事が中心となって指導助言を行った人数でご

ざいます。毎年、新任教職員の人数は１００名弱おりまして、そのうち５名から６名程度

は１年かけて助言を行っております。 

 

【御喜田委員】 この６名の先生については、担任も含めて今年度からどのような立場を

任っていますか。 
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【松井生涯学習部次長】 事務事業の概要に記載のとおり、「不適切である教諭等の態様

と区分を明確にし、資質向上を図る」ことが最終的な目標になり、１年ほどかけていろん

な指導助言をすることによって、すべての教員が２年目を迎えられるまでに資質が向上し

ております。したがいまして、改善が見られない場合は府教育委員会と連携して法に基づ

いて指導改善研修を行いますが、本市におきましてはそのような教員はおりません。 

担任を持っているかどうかについては各学校の状況によりますので、実際に担任を持っ

ていない教員もおりますが、しっかりと担任を持っている教員あるいは授業で子どもと接

している教員として育成は成功していると思っております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 事務事業については行政評価をそのまま導入されていますが、

妥当性、有効性、効率性、参画と協働のまちづくり推進度評価という４つの評価がすべて

この点検・評価に適合するのかどうかという疑問があります。また、前年度と比べてどう

なったのか、次年度に向けてどうしていくのかというところが少し見えにくいので、今後

の検討課題としてそのようなことも評価の中に足していただくとありがたいと思います。 

 最後に、学識経験者がいずれも良好ということを書かれていますが、評価の中にＣ評価

がありますので、その部分をもう少し具体的に示していただけると次年度の方向性が見え

るのではないかと思いました。 

 

【百瀨委員長】 指標と評価が適合していないのではないでしょうか。また、市民が見て

もわかりやすい評価にできないのでしょうか。 

 

【田辺理事】 行政評価については、点検・評価報告書としてまとめ上げた時に、事務事

業を評価する手法として行政評価を活用する方がわかりやすいのではないかということで

活用してまいりました。ただ、その後、評価と少し馴染みにくい指標が入っている部分も

ございますので、生涯学習・スポーツ振興計画及び教育振興計画を踏まえてどのような事

務事業を入れていくべきなのか、またその指標についても全体的なバランスを考慮しなが

ら改めて検討してまいりたいと考えております。今回は八尾市の行政評価を基本としてま

とめたものになりますので、ご理解いただきたいと考えております。 

 

【木下委員】 妥当性、有効性、効率性と参画と協働のまちづくり推進度評価のずれが全

体的に多いように思います。それぞれに理由があると思いますが、そこの整合性はどうな

るのでしょうか。妥当性、有効性、効率性の評価はよいけれど、まちづくり推進には役立

っていないような感じになると、非常に誤解を生むことになりますので、検討をお願いい

たします。 

 

【百瀨委員長】 この評価に関しましては、これまで八尾市教育重点目標を中心に評価し

てきたわけですが、本年度から八尾市教育振興計画の中で５年、１０年先を見据えて大事

な方針を示しております。また、生涯学習・スポーツ振興計画にも基本方針がありますの

で、これらの基本方針を踏まえて、指導助言等をいただいている有識者も含めて点検・評

価を変えていかなければならないと考えていますが、今後についてはどのように考えてい
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ますか。 

 

【田辺理事】 教育委員会としては、昨年度に教育振興計画を策定し、生涯学習・スポー

ツ振興計画、第２次図書館サービス計画もございますので、これまでの形ではなく、計画

に基づく点検・評価を組み込んでいきたいと考えております。そういう意味では、これま

での構成を継続するのではなく、計画に基づいて評価できるような点検・評価の方向性を

新たに検討していきたいと考えておりますので、評価委員を含めまして総合的に検討して

いきたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 教育委員会で策定した計画の進捗状況と併せて、評価をきちんと出せる

ように今後改めていきたいと考えています。 

 それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第３０号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第３０号「平成２４年度教育

委員会の点検及び評価に関する件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第３１号「平成２５年度使用八尾市立小学校教科用図書の採

択に関する件」、第３２号「平成２５年度使用八尾市立中学校教科用図書の採択に関する

件」、第３３号「視覚に障がいのある生徒に対する「点字教科書」の採択に関する件」及

び第３４号「視覚に障がいのある児童・生徒に対する「拡大教科書」の採択に関する件」

について、一括して審議いたします。提案理由を靍原次長より説明願います。 

 

【靍原学校教育部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３１号「平成２５

年度使用八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」からご説明いたします。 

本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第９号の規定により、次のとお

り委員会の議決を求めるものでございます。 

提案理由といたしましては、教科書が教科の主たる教材として学校教育において重要な

役割を果たしていることに鑑み、採択については、採択権者の判断と責任により、適切に

行われる必要がございます。 

その点につき、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１４条に「義務

教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で

定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。」と示されて

おります。また、期間につきましては同施行令第１４条において同一教科書を採択する期

間は４年と定められております。 

つきましては、別紙の八尾市立小中学校教科用図書一覧にある各図書を平成２５年度八

尾市立小学校教科用図書として採択していただきたいと考えております。 

 次に、議案第３２号「平成２５年度使用八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件」
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につきましては、前号と同様に別紙の八尾市立小中学校教科用図書一覧にある各図書を平

成２５年度八尾市立中学校教科用図書として採択していただきたいと考えております。 

 次に、議案第３３号「視覚に障がいのある生徒に対する「点字教科書」の採択に関する

件」についてご説明いたします。 

本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第９号の規定により、次のとお

り委員会の議決を求めるものでございます。 

提案理由といたしましては、現在市内の中学校に全盲の生徒が在籍しており、中学校で

の学習に点字教科書が必要になることから、国並びに民間ボランティア団体が作成する点

字教科書を、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書として承認していただきたく、

本案を提出する次第でございます。 

 最後に、議案第３４号「視覚に障がいのある児童・生徒に対する「拡大教科書」の採択

に関する件」についてご説明いたします。 

本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第９号の規定により、次のとお

り委員会の議決を求めるものでございます。 

提案理由といたしましては、現在市内の小学校に対象となる児童がおり、また中学校に

進学する予定の児童がおり、学習に拡大教科書が必要になることから、国等が作成する拡

大教科書を学校教育法附則第９条に規定する教科用図書として承認していただきたく、本

案を提出する次第でございます。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお

願い申し上げます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質

疑ございませんか。 

 

【木下委員】 小学校の教科用図書と中学校の教科用図書は、現在使われている図書にな

りますが、先生方から教科書の使いやすさなどについて何かお聞きになっていることがあ

れば、教えていただきたいと思います。 

 

【靍原学校教育部次長】 まず、小学校の教科用図書に関しましては、一昨年が採択替え

の年になり、１年半近く使用されておりますが、指導主事等が指導助言等を行う中で支障

があるというような意見は出ておりません。また、八尾市教育研究会からもそのような情

報は寄せられておりません。 

 また、中学校の教科用図書に関しましては、昨年度が採択替えの年になり、まだ１学期

中ではございますが、現在のところ、中学校の関係者及び八尾市教育研究会等から支障が

あるというような情報はございません。また、指導主事が指導助言のために学校を訪問し

た際にも、適切に使用されていると認識しております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 点字及び拡大教科書のことになりますが、実際に使われてい

て便利な部分と不便な部分があると思います。もし、そのような意見があればお聞きした

いと思います。 
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【靍原学校教育部次長】 本市には点字教科書を使用する生徒が１名在籍しており、この

生徒の点字教科書の使用状況について参観させていただきましたが、点字ライターを使っ

て記録もするということで、非常に向学熱心な生徒でした。この生徒にとっては点字教科

書が非常に有効に活用されていると思います。 

 また、拡大教科書につきましては、現在小学校に２名在籍しており、両名の拡大する倍

率は異なりますが、それぞれの児童の状況等を確認し、適切な大きさに拡大したものを付

与することによって、両名とも学習に意欲的に取り組んでいるという報告を受けていると

ころでございます。 

 

【百瀨委員長】 今回の採択については、教員が教えづらいということもなく、子どもた

ちの中で混乱も生じていないようですので、従来の教科用図書でよいかと考えております。 

 それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第３１号から第３４号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第３１号、第３２号、第３３

号及び第３４号について、いずれも原案を適当と認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、次に報告事項に移らせていただきます。 

 本日は、報告事項は予定されておりませんが、事務局等から報告事項等ございませんか。 

 

【靍原学校教育部次長】 それでは、その他報告事項につきまして、１点ご報告させてい

ただきます。 

現在、マスコミ等により報じられております、大津市の中学校における事案に関連しま

した情報提供をさせていただきます。 

 本事案につきましては、文部科学省より「文部科学大臣の談話について」として、７月

１７日に府教育委員会を通じて通知が参ったところであり、７月１９日付で市内各学校へ

通知を発出したところであります。 

 また、先般７月１７日の校長会におきまして、学校長に対してまず中学生が亡くなった

事実を深く受けとめ、命の大切さについて確認をすること。 

次に、大津市での事案を他人事とせず、本市でも起こり得ることとして危機意識を持つ

こと。 

また、とりわけ懇談期間が始まることや夏季休業中であり、保護者や地域の方ともお話

しする機会が多いことから、保護者の願いや地域の思いをしっかりと受けとめるよう努め

ること。 

また、今後とも児童、生徒の状況を丁寧に把握し、校内で情報共有を図ること等を指示

したところでございます。 
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なお、委員会事務局といたしましては各学校と連携を密にしながら、今後とも取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 この件について意見交換をさせていただきたいと思いますが、事務局か

ら他に報告事項はありますか。 

 

【中山学校教育部長】 この件につきましては、指導課を中心に取り組んでおりますが、

学校教育部内の他課における取組みについてもご説明させていただきたいと思います。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 教育サポートセンターでのいじめに対する取組みに

つきまして、ご報告させていただきます。 

 教育サポートセンターでは教育相談として、電話あるいは来所によるいじめの相談を受

け付けているところであり、学校と連携しながら適切に対応しているところでございます。 

 また、緊急を要する場合は、２４時間いじめ相談ダイヤルが全国共通で設けられており

ます。これにつきましては、全国共通ダイヤルで電話をかけた相談者の所在地の教育委員

会相談機関に連絡が入るシステムになっており、八尾市であれば教育サポートセンターに

連絡が入るようになっております。また、このような相談窓口は、市政だよりを通じて広

報を行っております。 

 

【福嶌人権教育課長】 人権教育課では、夏休み中に校園長対象及び教頭対象の人権教育

研修、その他に教職員を対象にした研修を合計４回行います。これらの研修の中で、命の

大切さを訴えていきたいと考えております。自分を大切にするとともに、他人を大切にす

ることは人権教育の一番基本になると思っておりますので、自分の命、他人の命を大切に

すること、また自分の命を守ることについて話をしていきたいと考えております。 

 

【中山学校教育部長】 教育委員会事務局では、所属長を中心に、日ごろから部を越えて

各学校園の状況や子どもたちの様子について情報交換をしております。また、大津市の報

道を受けまして、学校への指導助言の窓口となる自分たちがきちんとした認識を持ち、こ

の状況を捉えてしっかり対応していかなければならないということで、７月１８日（水）

に緊急で指導主事、教育職の主査を集めて研修を行いました。 

 

【百瀨委員長】 ただいまの報告につきまして、委員の皆様方からご意見等はございませ

んか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 夏休みの間は、どのように対応されるのでしょうか。 

 

【靍原学校教育部次長】 校長会の役員幹事会では、特に気になる子どもについては、こ

れまでも長期休みに入るとき、あるいは入ってから定期的に家庭訪問または電話をかけて

様子を知るようにしていると聞いており、今回の事象を受けまして、より丁寧な対応につ

いて検討されたところです。具体的な部分はそれぞれの学校の事情にもよりますが、懇談



－10－ 

会を踏まえてさらに夏季休業中に具体的にできる行動について確認されたところでござい

ます。 

 

【木下委員】 文科省は、いじめはどこでも起こる可能性があり、いじめられた児童生徒

の立場に立って考えることを原則にしています。八尾市の中でもそのような兆しが見られ

たり、いろいろ気づかれているところはあると考えていますが、その実態はいかがでしょ

うか。 

 

【靍原学校教育部次長】 いじめにつきましては、教育委員会として、国の情報を集約し

ながら、分析及び傾向も含めて取組みが進んでいるところでございます。 

本市の現状といたしましては、昨年度のいじめの認知件数という数字がございます。こ

の認知件数はいじめとして認知した件数になり、その数は小学校で１０件、中学校で２１

件、計３１件となっております。認知された場合には、常に速やかな対応を徹底している

ところでございます。 

しかしながら、これは認知件数でございますので、水面下で起きていることもあるとい

うことは否定できないところになりますが、誤解のないように申し上げましたら、その中

で、精神的、肉体的に過度に追い詰められるという事案は本市の場合は起きておりません。 

 

【木下委員】 大人の社会でもそうですが、多様な人間が集まれば、いろんなことでトラ

ブルが起こるのは当たり前のことです。それがいじめという形になっていくのか、あるい

は暴力事件、おどしになっていくのか、これには段階があります。だから、トラブルが起

こったときの解決については、先生方が軸になるのか、あるいは友達関係の中でどのよう

に納得のいく解決をもたらすことができるのかというところが非常に大事になると思って

います。 

例えば、八尾市は子どもたちにＣＡＰ講習を実施して、自分の命、人権を守るのは自分

自身であり、自分で戦うことができればいい、ノーが言えればいい、それが言えなかった

ら逃げていい、誰かに相談したらいいということを教えていると思います。その中で、相

談することは、告げ口やちくりとは違うことをＣＡＰの講師は常に強調して言っています

が、このような方法を子どもに徹底してきちんと伝えることが必要になると思います。 

だから、先生方からも、いじめに関わって、このような細やかな言葉づかいを含めた指

導が必要だと強く思っています。また、教師がちくりという言葉を使わないように、言葉

の丁寧さも含めて指導主事等からご指導をお願いします。 

 

【中山学校教育部長】 私たちは、家庭も含め、周りの大人や教職員が子どもたちのモデ

ルとなるべきであると考えております。また、いじめだけでなく、虐待やＤⅤの件数も増

えておりますが、そのもとを辿っていくとすべての根本は生命になりますので、八尾市教

育振興計画のめざす子ども像である「生命を大切にする子ども」を育てていかなければな

らないと思っております。 

 

【浦上教育長】 大津市の件は、子どもが死に至ったことがとてもショックであり、一番
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あってはならないことだと思います。また、今回は、学校と教育委員会がどのように対応

したのかというところが問われていると思います。 

したがって、教師は、そのような事象が起こった時、人権感覚をしっかり持ち、迅速に

子どもの指導に当たり、保護者に伝えるなどの対応の仕方が大切になります。また、子ど

も同士の関係の中で暴力なのか、いじめられているのか、けんかなのかというあたりが自

分自身でわからなければならないと思います。 

 教育委員会としてはそのあたりの的確な指導が学校でなされるように指導していきたい

と考えております。また、そのようなことが起きた時には、すぐに学校から教育委員会に

伝えていただき、ともに対応していくことが大事になると考えています。 

 

【御喜田委員】 先ほど、いじめの認知件数を小学校１０件、中学校２１件とおっしゃっ

ていましたが、いじめの認知については誰が判断するのでしょうか。大津市の件では、じ

ゃれていただけでいじめとは思わなかったというところが一番大きな問題であり、先生た

ちの判断がまずかったのではないかということが言われていますので、教えていただきた

いと思います。 

 

【靍原学校教育部次長】 いじめの認知の仕方については、いじめの最初の認知という議

論の中では、継続的、一方的に多人数が１人を相手に精神的、肉体的な苦痛を与えるもの

として一定の定義はされておりました。ただ、現在は、いじめられている側に立ち、いじ

めと認めるかどうかについて判断することになっております。例えば、いじめと疑われる

ような事象の通報があった場合、あるいはそれを目にした時は、当事者から聞取りを行い

ます。また、保護者、友達からも話を丁寧に聞いたうえで、最終的にいじめられた側とさ

れる子どもから聞取りを行い、認知することになります。 

 

【御喜田委員】 今回の報道では、中学校１、２年生の子どもが親に相談する割合なども

出ていましたが、男の子は１割も相談しない状況のようです。そのような中で、被害者と

なっている子どもがいじめと認めることによって、いじめの認知件数となることに危険性

を感じています。今後、いじめの認知の仕方を変えるようなことは考えておられますか。 

 

【靍原学校教育部次長】 先ほどは、国から都道府県を通じて市町村に、一定の判断とし

ていじめの認知数を求められているということでご説明いたしました。 

学校現場に携わる者としては、いじめと認知したからさらに取組みを進めるという部分

はありますが、生徒間あるいは児童間のさまざまなトラブルや問題がありそうな時も、解

決に向けて関係者とケース会議を行っております。あるいは、最近、中学校区単位のいじ

め・不登校対策委員会において、少しでも気になる子どもについては小学校のうちから情

報を共有し、いじめ事案に発展しないようにその子を中心に注意深く見ていくようにして

おります。 

いじめの認知ということに力点を置くのではなく、子どもの実態をより丁寧に把握する

ことによって、数に表れるものだけでなく、表れないものも含めてしっかりと対応してま

いりたいと考えております。 
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【松井生涯学習部次長】 教職員人事の面では、今後の未然防止に向けて、教職員一人ひ

とりがするどい人権感覚を身につけて取り組んでいくことが一番大切かなと考えておりま

す。 

 昨年１０月にお示しいたしました人事基本方針では、とりわけ若手教諭に対する人材育

成、また適材適所の人事配置を盛り込んだところでございますが、年度末、年度当初の人

事異動につきましては、学校の首席や指導教諭を活用した組織的な人材育成が可能となる

ように、計画的な人事を考えたところでございます。 

 ただ、首席については全校配置ができておりませんので、今後早期に全校配置を実現し、

若手教員など教職経験の少ない教諭もするどい人権感覚と生徒指導力を身につけて、見逃

さない学校組織が作られるように、計画的な人事異動を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 

【木下委員】 子どもたちのいじめあるいは不登校をなくすために、関係者が情報を共有

して解決しようと努力している姿はとてもよく見えてきましたが、実は一番必要なことは

子どもたち自身の問題解決能力をどれだけ育てるかということになります。要するに、自

分たちのトラブルを自分たちで公平に話し合って、あるいはいろいろ聞き合って、自分た

ちでできるだけ解決していくことが必要になります。それは小さければ小さいほど難しい

かもしれませんが、大きくなるにつれてその問題解決能力を持たないと、社会人として活

動するときに困りますので、学校のいろんな学級会活動などで、それをじっくり指導助言

しながら見守っていくという姿勢が必要になると思います。 

ただ、現代の子どもがそうできるために、難しい条件があることについては配慮が要る

と思います。子どもたちは人間関係が非常に減っておりますので、トラブルに耐えがたい

し、問題を解決する力が日常生活の中で育てられていない状況です。また、仲のよい子と

くっついて、もめたらすぐにけんかしてしまうので、人づきあいの難しさに耐えていける

力が以前に比べるとはるかに弱くなっています。だから、教師も、現代の子どもに対して、

昔はこれで済んだのにという感覚では絶対無理だと思っています。 

さらに、子どもは問題を解決することができなかったらネットに逃げて、そこでもいじ

めの発言をいっぱいしているので、携帯電話上のいじめもかなり大きな問題になっていま

す。子どもたちは現実とネット社会による人間関係の二重構造の中で生きていますので、

指導が非常に難しくなっているということは重々承知していますが、日常の中で子どもた

ちの問題解決能力を丁寧に育ててほしいと思っています。 

 

【浦上教育長】 現代の子どもはコミュニケーション能力と自己を表現する力が非常に不

足しており、それによって必ずトラブルが起こっていますので、学校の先生方は一生懸命

いろんな取組みを行っていただいております。また、教育委員会もいろんな事業を実施し

ておりますが、非常に難しい部分になりますので、学校の先生と親が連携を図りながら進

めていってほしいと願っております。 

 

【木下委員】 その点に関しましては、若い先生もそのような側面を持ちますのでよろし

くお願いします。 
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【百瀨委員長】 この件については、いじめられている子どもからのＳＯＳにしっかり気

づくことができるように、教職員全員がいじめは絶対許さないという共通認識を持ち、指

導観をしっかり作っていかなければならないと思います。また、学校と教育委員会の共通

課題として、人権の視点を大切にしながら取組みを進めてまいりたいと思っております。 

それでは、本日の報告事項を終わりますが、委員の皆様方から他に何かございませんか。 

また、事務局から何かございませんか。 

なければ、以上をもちまして、７月定例教育委員会を終了いたします。 


