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７月定例教育委員会会議録 

 

【委員長】 ただいまより７月の定例教育委員会を開催いたします。 

 まず初めに６月の定例教育委員会の会議録につきまして審議をいたしますが、委員の先

生方、何かご質疑はございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【委員長】 よろしゅうございますか。 

 全委員ご異議なしと認めます。よって、６月の定例教育委員会会議録について承認と決

しました。 

 それでは、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

７ 月 ２ 日 (月 ) 

７ 月 ４ 日 (水 ) 

７ 月 ７ 日 (土 ) 

７ 月 1 3日 (金 ) 

７ 月 1 5日 (日 ) 

７ 月 1 8日 (水 ) 

午後３時30分より、学校評議員全体研修会に出席。 

午後２時30分より、障害児適正就学指導委員会に出席。 

 午後５時より、八尾美術展表彰式に出席。 

午後３時30分より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時より、ニューモラル公開講演会に出席。 

午後２時30分より､社会を明るくする運動街頭キャンペーンに出席。 

 

【委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

（教育長報告） 

６ 月 2 2日 (金 ) 

 

６ 月 2 5日 (月 ) 

 

６ 月 2 6日 (火 ) 

 

午前10時より、体育連盟功労者表彰及び大阪府総合体育大会激励会

に出席。 

午後４時30分より、公共工事下請業者恐喝事件関連改革推進本部会

議に出席。 

 午前10時より、市議会６月定例会本会議（６日目）に出席。 

午後２時30分より、行財政改革推進本部会議に出席。 

開 催 年 月 日  平成１９年７月２０日（金） 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

角田 委員長 

寺前 委員長職務代理者 

篠原 委員 

百瀨 委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

・巽教育次長・川田学校教育推進長・藤田部長・斉藤次長・中山

次長・浅野次長・下司次長・倉本次長・松村次長・松岡課長・橋

本課長・藤井課長・柿並課長・吉岡所長・渡邉課長・竹内課長・

大谷館長・蒲生館長・田中館長・岸本課長 
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６ 月 2 7日 (水 ) 

６ 月 2 9日 (金 ) 

 

７ 月 ２ 日 (月 ) 

７ 月 ４ 日 (水 ) 

 

 

７ 月 ５ 日 (木 ) 

 

 

７ 月 ６ 日 (金 ) 

７ 月 ７ 日 (土 ) 

７ 月 1 0日 (火 ) 

７ 月 1 1日 (水 ) 

７ 月 1 2日 (木 ) 

７ 月 1 3日 (金 ) 

７ 月 1 7日 (火 ) 

 

７ 月 1 8日 (水 ) 

 

 

７ 月 1 9日 (木 ) 

 

午後１時30分より、文化振興事業団理事会に出席。 

午前９時より、市職員人事異動に伴う訓示式に出席。 

午後５時より、臨時部長会に出席。 

午後３時30分より、学校評議員全体研修会に出席。 

午前８時50分より、特別職会に出席。 

午前９時30分より、部長会及び次世代育成支援推進本部会議に出

席。 

午前10時より、交通事故をなくす運動八尾市推進本部総会に出席。 

午前11時30分より、指導主事研修会に出席。 

午後３時より、府都市教育長協議会定例会に出席。 

午前10時より、市民表彰選考委員会に出席。 

午前10時より、社会を明るくする運動 街頭啓発に出席。 

午前10時より、教育委員会表彰審査会に出席。 

午前８時30分より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後２時より、町名地番改正審議会に出席。 

午後３時30分より、定例教育委員協議会に出席。 

午後５時より、危機管理対策本部会議に出席。 

午後６時30分より、改革推進計画に関する監理委員の会に出席。 

午前８時30分より、特別職会に出席。 

午後２時30分より、社会を明るくする運動街頭キャンペーンに出

席。 

午前10時より、中河内地区人事協議会に出席。 

午後１時30分より、防犯協議会総会に出席。 

 

【委員長】 ご苦労さまでございました。 

 ただいまの委員長報告並びに教育長報告につきまして、何かご質疑がございますでしょ

うか。 

【教育長】 補足をしてもよろしいでしょうか。 

【委員長】 お願いします。 

【教育長】 ７月１９日の防犯協議会の総会についてですが、この協議会でお話が出まし

たが、今日も新聞に載っておりますように、小学校以下の被害犯罪が３割減ったというこ

とがございまして、要するに地域の見守り隊が相当貢献していただいていると考えており

ます。八尾も全体的に減ってきておりまして、地域の方が子どもの安全にご協力いただい

ていることがこういうような成果にあらわれてきているというお話もございました。引き

続き各学校で地域の方々と協力しながら、子どもの安全安心にいろいろご協力いただくと

いうことで、組織をさらに強くし、今後も継続した取り組みが必要だと感じたところでご

ざいます。 

【委員長】 この間の社会を明るくする運動でも、警察署長がこのことをおっしゃってお

いでになりましたが、やはり地域の皆さんのお力、ＰＴＣＡといいますか、その皆さんの

お力というものが非常に大きい力を発揮していただいているんではないかなと思いました。 
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 お尋ねはございませんでしょうか。 

【篠原委員】 教育長報告の中で、７月１７日午後５時から危機管理対策本部とかで本部

会議か何かつかないんですか、本部に出席なんですか。 

【教育長】 間違いで、本部会議です。訂正をお願いします。 

【篠原委員】 会議ですね。多分そうだと思ったんですが、そこの危機管理といったって

非常に幅広いと思います。今、教育長がおっしゃった防犯協議会で小学校の体制ですね。

子どもに対するいろんな事件、これも一つそうでしょうけれども、最近のような大きな地

震が引き続きあったと。それに対する危機管理とかいうことだろうと推察するんですけれ

ども、この会議で主たる話題というか議題になったことはどういうことかちょっと教えて

いただきたいと思います。 

【教育長】 これにつきましては、昨年起こりました下請業者に対する恐喝事件にかかわ

りまして、マニュアル案が示されて、マニュアル対応していこうということで、改めて行

政対象暴力にかかわる対処の仕方等について協議がなされたところでございます。 

【委員長】 よろしいか。 

【寺前職務代理者】 行財政対策推進本部会議ですね、精力的にこれを見ますと開かれて

いるように見受けるわけですけれども、何か事務事業で８００ほど見直しするというよう

なことも報道で出ていたわけですけれども、今のところ教育委員会については中間報告で

すか、そういったあたりはまだ何もないんですか。 

【教育長】 今のところ事業の見直しについて行うという方針で、組織が７月１日からで

きて、そこから一つ一つ今後やっていくという方向性が示されたところです。今後いろん

な見直しの中で削っていくところ、増やしていくところが出てくると考えております。 

【寺前職務代理者】 ということは、結論の出る時期あたりは一応めど的なものがあるわ

けですか。 

【松岡課長】 まだ先ほど教育長の方からもお話ありましたが、まだスタートしたばかり

でございまして、各所管にそれぞれ推進する、検討する委員を置きまして、全庁的な見直

しを行うということがございまして、時期といいますのはなかなかちょっと明確になって

いないんでございますけれども、当然来年度の予算の関係がございますので、それを見据

えた形で進められるのではないかなというように思っております。 

 参考までに教育委員会のそういった担当をされるメンバーが本日もそういった意見交換

会を行うというように聞いておりますので、これから始まるところだというふうに思って

います。 

【寺前職務代理者】 というのは、教育委員会関係としまして、何項目ぐらい対象に入っ

ているんかというところまでの整理もできていないわけですか。 

【松岡課長】 事務事業全体の数が示されておりますけれども、教育委員会のみの所管の

分もございますれば、教育委員会を含めて全体にかかわる分もありますので、ちょっと今

把握をしておりませんが、要はすべての項目について原則見直し点検を行うということで

ございますので、既存事業を中心に、これから新たな課題の分も含めて、あわせて検討さ

れるものというふうに思います。 

【寺前職務代理者】 今の段階では見込みが立っておらないと、来年度予算でと、こうい

うことをお示しになったわけですけれども、いずれにしましても中間報告等がありますれ
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ば、その都度我々にもご報告願いたいなとこのように思いますので、お願いしておきたい

とこのように思います。 

 結構です。 

【委員長】 今のに加えてですけれども、８月に市長、副市長と我々教育委員との懇談会

が予定されておりますので、事前にいろんな情報等をちょうだいしておけば、その機会に

我々なりにも精いっぱい訴えたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

【篠原委員】 ７月５日、教育長報告の中で、指導主事研修会に出席してはるんですが、

これはあいさつだけでこの短時間というふうに理解してよろしいんですか。それとも指導

主事研修会自体が大分早く、例えば１０時ごろから始まっていて、教育長としてはここの

あいさつに伺われたということでよろしいね。指導主事会が１１時半からあって、お昼挟

んでやるのか、３０分しかないというふうに読み取りもできるので、これはあいさつで出

向かれた時間を書かれておる、こういうことで理解してよろしいね。 

【教育長】 おっしゃるように、１０時から指導主事会が始まっておりまして、１１時半

からちょっとごあいさつと、２０分ぐらいでしたか、私自身の思いも加えながら、今の時

代をどのような形で読んでいく必要があるだろうか、指導主事は学校全体を、教育全体を

見守っていく部分がありますので、どういう見方をしていく必要があるんだろうというと

ころを中心に、少しお話をさせていただきました。 

【篠原委員】 以前、私、またこの指導主事研修会について質問をしたことがあると思う

んですが、これは年間何回かの中の１コマということで考えてよろしいね。 

【教育長】 そのとおりです。 

【篠原委員】 非常に忙しくしておられる指導主事の方、みんな何回も集まっていただく

のは大変だと思いますけれども、非常に大事なことですので、もちろん研修の中身も必要

ですし、重要ですけれども。 

 これ何回でしたかいな。 

【柿並課長】 ４回です。 

【篠原委員】 ４回、年に４回。わかりました。結構です。 

【委員長】 今朝ほども教育長さんと話をしておりましたんですけれども、指導主事の皆

さんと教育委員とがいろいろ今日的な学校の状況について意見交換をすると、情報交換を

すると、情報を共有するというようなことで、合同の研修会をしてはどうかということを

申し上げておりましたら、教育長もその意義を認めていただいておりますので、いずれそ

ういう機会が４回のうちの１回持っていただけると思いますので、以前にはそういう会合

を持った経緯もございますんですけれども、今日的な課題につきましては、我々教育委員

も各学校回りを今しておりますので、学校回りをしてきて得た情報と、指導主事さん方が

現場でつかんでおられる情報とつき合わすということは非常に意義のあることだと思って

おりますので、またその節はよろしくお願いをしたいと思います。 

 ほかにありませんか。 

 では質疑がなければ、次に進みます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 それでは議案の審議に入らせていただきます。 
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７月の議案 

議案第２１号 

 

平成１９年文化の日八尾市教育委員会表彰審査会委員の任命につい

て臨時代理承認の件 

 

 まず最初に、議案第２１号「平成１９年文化の日八尾市教育委員会表彰審査会委員の任

命について臨時代理昇任の件」について審議をいたします。 

 提案理由を斉藤次長よりお願いいたします。 

【斉藤次長】 それではただいま議題となりました議案第２１号「平成１９年文化の日八

尾市教育委員会表彰審査会委員の任命について臨時代理承認の件」についてご説明申し上

げます。 

 本件は６月定例教育委員会議においてご承認をいただいた教育委員会表彰審査会の委員

の任命について、７月１日付で人事異動に伴い、改めて同審査会の委員の任命を行う必要

があり、同審査会の開催も急を要したため、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育

長に委任する規則第２条第２号の規定により、教育長が臨時に代理をしたので、委員会の

承認を求めるものでございます。 

 恐れ入りますが、次ページの平成１９年八尾市教育委員会表彰審査会委員名簿をごらん

ください。 

 構成委員につきましては、教育長のほか教育委員会事務局内の部長級の職員を任命する

ものであり、７月１日付で学校教育推進長に川田祐慈氏が就任されましたので、委員に任

命するものでございます。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくお願いいたします。 

【委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、何かご質疑がご

ざいますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 本件にかかわって異議を申し立てるものではありませんけれども、お願いをしたいと思

います。早速、この委員さん方による会議がもう開かれているわけでございますけれども、

私は２点、ぜひ強調しておきたいことがございます。 

 一つは、いつもクラブ活動、部活動等で活躍をした児童生徒を表彰する機会がございま

す。本当に子どもは社会の宝という言葉がありますように、そういった子どもたちの表彰

には非常に感激をするところでありますけれども、この陰にやはり非常に尽力をしていた

だいている先生の姿があると思うんですね。先生である場合もありますし、地域の指導者

の場合もあろうかと思いますけれども、子どもたちをそこまで成長させていただいた方々

の表彰ということも、そろそろ考えていただく必要があるのではないか。そろそろという

よりも、もう早急に考えていただく必要があるのではないかと私は思います。子どもを支

えている、子どもを励まして指導していただいている先生たちをほめ、たたえ、そして感

謝するという意味で、ぜにご検討いただけたらありがたいというふうに私は思います。 

 先生の不祥事等が他市では、他府県でも見られるわけですが、八尾の場合は精いっぱい

頑張っておられる先生の姿がありますので、ぜひこういう機会にご検討いただいたらあり

がたいというふうに思います。 
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 ２点目でありますけれども、これは生涯学習とかかわってでありますけれども、学校支

援をしていただいている支援者、また団体が、私は八尾の場合は非常に力強く活躍をして

いただいているんではないかと考えております。 

 学校回りをいたしましても、そういう頑張っていただいている方々のおかげで、私ども

の学校はという校園長先生方のお言葉も見られるところありまして、こういう学校支援を

していただいている人とか団体を表彰するということが大事ではないかと思います。 

 かつては１０年以上とか、また大阪府で１位をとった場合とかというふうに限られてお

りましたが、この基準を改正して、もっと実際活動しておられる方、顕彰に値する方を表

彰するというシステムに変わったと心得ておりますので、ぜひそういう人たちをこういう

機会に顕彰し、感謝を申し上げるような場をつくっていただきますようにお願いをしてお

きたいと思います。 

 直接この案件とは関係がありませんけれども、委員の皆さんにお願いをしておきたいと

思います。 

【百瀨委員】 今のご発言に少しだけ補足させていただいたら、先般の１９年６月１９日

の日に、学校教育法等の法律案が一応いろいろ出された中で、附帯決議された分の最終の

ところの２２になるんですが、この中で、スポーツ等部活動を活発化するための支援を充

実し、スポーツ指導者等の処遇改善に努めることと、こういうような言葉が出ております。

先ほど委員長申されましたけれど、こういうことをぜひ含めながらスポーツ等八尾市のク

ラブ活動がどんどんどんどん活性化するように、応援のほう、ひとつよろしくお願いした

いと思います。 

【委員長】 ありがとうございます。 

【寺前職務代理者】 同じような意見なんですけれども、前からもこの件については、す

そ野を広げるとかいろいろ意見も出されておりますし、委員会としても結構それに応じた

対応もしていただいているわけですけれども、この規定の中に、いわゆるその他教育委員

会が認める者とかいうような規定はないんですか。そういったあたりはいかがなものなん

ですか。 

【斎藤次長】 この表彰につきましては、八尾市教育委員会表彰規則という規則がござい

まして、これに基づき委員会表彰基準を設けております。 

 この表彰基準の３条の３項の中に、その他教育委員会から表彰するのが適当であると認

める業績、または行為のあった者という１項が入っております。そういうことで、今、職

務代理のほうからおっしゃっていただいたことは規定されております。 

 それと、先ほど委員長もおっしゃっていただきましたが、一応表彰基準という一定の基

準を設けておりますが、これにつきましては昨年もいろいろ委員会の中でもご意見いただ

きましたし、表彰審査会の中でも議論させていただきまして、基準は当然必要でございま

すけれども、その運用につきましてはできるだけ柔軟に対応するということで、審査基準

の内規を設けまして、一応柔軟に運用するよう対応させていただいているところでござい

ます。 

【委員長】 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

【寺前職務代理者】 一定の基準がありまして、例えばスポーツや文化の面でしたら、こ

の大会でしたら優勝者とか、あるいはもう一つ大きな大会になれば、２位、３位の方まで
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とか、一定の基準はありますけれども、それはよくわかるんですけれども、先ほど委員長

もおっしゃったように、学校支援等や生涯学習にかかわっていろいろと教育委員会のお手

伝いをしていただいている方たくさんおられるわけですけれども、そういった方について

も１０年とか２０年とかいう一定の基準が持たれておるわけですけれども、今、斎藤次長

のほうからご報告ございましたように、できるだけ特例事項を認めていただいて、１人で

も多くできる形での柔軟な姿勢でやっていただきたいとこのように思います。 

 結構ですよ。 

【委員長】 よろしくお願いいたします。 

 ほかにございませんか。 

 ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第２１号につき、原案を適当と認めることにご異議はございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２１号「平成１９年文化の日八尾市教育委員会表彰審査会委員の任命に

ついて臨時代理承認の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 それでは次に、報告事項に入ります。 

 まず、八尾市小・中学校生活指導研究協議会主催事業、「リーダー研」並びに「自然の

中で」の実施について、柿並課長から報告願いします。 

【柿並課長】 それでは八尾市小・中学校生活指導研究協議会主催事業、「リーダー研」、

「自然の中で」の実施について報告いたします。 

 まず「リーダー研」についてでありますが、八尾ロータリークラブに共催いただいてお

ります事業でございます。 

 各中学校の生徒会の生徒が、自然体験を通して生きる力をはぐくむとともに、各中学校

間の交流を図り、自らの自主性や主体性をはぐくむことを目的としている事業であります。 

 実施日は８月２０日から８月２２日までの２泊３日で、国立の曽爾青少年自然の家で実

施いたします。 

 募集人員は各中学校４名程度で、６０名となっております。 

 活動内容は次のページにありますように、自然体験活動やグループ討論となっており、

各中学校の生徒がそれぞれを担当して活動をいたします。 

 続きまして、「自然の中で」について報告をいたします。 

 本事業も八尾ロータリークラブ共催の事業で、７年目を迎えます。さまざまな困難を抱

える児童生徒が、学校や家庭を離れた集団生活や自然体験を通じて、自己の変革を図り、

社会生活への適応を試みる機会とする事業であります。 

 実施日は８月２２日から２４日までの２泊３日で、「リーダー研」と同様に、曽爾青少

年自然の家で実施をいたします。 

 参加対象は、小・中学校の児童生徒で、募集人員は３０名であります。 

 活動内容は、次のページにありますように、フィールドアスレチックや天体観測、夜間

ハイキング、川遊び、キャンドルファイヤー、竹細工、さらには野外炊飯などの自然体験
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活動を中心に実施する予定としております。 

 なお、本事業は初任者研修にも位置づけられておりますことから、サポートセンターの

所長から引き続きご説明申し上げます。 

 以上でございます。 

【吉岡所長】 今、指導課長より説明がありましたけれども、初任者研修として位置づい

ておりますので、引き続きご説明申し上げます。 

 本年度１０５名の新規採用教職員を八尾市に迎え、その育成はますます重要かつ急務に

なっているところでございます。 

 府の初任者研修の中で、市町村教育委員会が実施する研修内容として示された自然体験、

子ども理解を小・中学校教諭８９名に対し、この「自然の中で」事業を通して実施するも

のでございます。 

 さまざまな課題のある児童生徒と一緒に寝食をともにし、活動し、かかわる中で、子ど

も理解を深めるとともに、五感を使った自然体験活動を曽爾の大自然の中で十分に味わわ

せ、今後の教員としてのあり方について意識改革を図ってまいりたいと考えております。 

 また学校の違う初任者同士が語り合い、ともに八尾市の教員として意識を持ち、横のつ

ながりをつくるための時間数をふやし、今年度から新たに、自分自身が１学期の保護者と

の適切な対応について振り返り、さまざまな教育課題に対応する演習を実施し、現場での

実践力強化を図ってまいりたいと考えております。 

 １年間の初任者研修を通して最も印象に残る八尾の特色あるこの曽爾宿泊研修をさらに

充実させ、今後とも初任者の資質向上、指導力育成に力を注いでまいりたいと思っており

ます。 

【委員長】 ご苦労さまです。 

 ただいま「リーダー研」と「自然の中で」という二つの行事についての説明がございま

したが、何かお尋ねいただくことはありませんでしょうか。 

【寺前職務代理者】 これ、今、吉岡所長のほうから「自然の中で」の曽爾の関係ですね、

これについては初任者研修の位置づけをされておると、これは従来からそういう形でなっ

ていると思いますが、とりわけ我々も参加された先生方のいわゆる報告等も見させていた

だいて、非常に効果があったというふうに皆さん方おっしゃっておりますし、それだけ充

実された内容であろうとこのように思います。 

 とりわけこの保護者対応について、今、所長からもおっしゃいましたけれども、１学期

の対応を振り返って、再度皆さんの指導を受ける中で、反省もし、また新学期に向かって

取り組んでいこうというような姿勢も見えたわけですけれども、非常に今、保護者対応に

ついてはクレーマーとかいうこともございまして、皆さん対応には苦労なさっているとこ

のように思いますので、そういった意味では非常にタイムリーな計画であろうとこのよう

に思いますし、参加された皆さん方が少しでも２学期に向けて、またその対応について何

かをつかんで有効な対応策を見出されるように期待しておりますので、どうぞよろしくお

願いしたいとこのように思います。 

【委員長】 ほかにございませんか。 

【篠原委員】 主に質問になりますが、最初の「リーダー研」と、後の「自然の中で」と

いう二つに分かれてということですね。私も何年か前に曽爾に行きまして、視察といった
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ら大げさですが、一遍どういうことをやっているのかということを見に連れていっていた

だいたことがあります。 

 そこで初任者研修を兼ねるという、今年は８９名参加予定ということですね。１０５名

のうち、一応あとの何人かはもう経験者というそういうことで、いろんな理由で８９人に

なっていると思うんですけれども、初任の先生方の「リーダー研」のほうの参加と、それ

から後の「自然の中で」の参加の、二つに分かれて行ったかな。それとも最初の「リーダ

ー研」のほうだけ参加、どちらでした。 

【委員長】 教職員の参加です。 

【柿並課長】 研修として参加をしていただく部分では、主に「自然の中で」のほうに新

任の先生方の参加をいただいております。 

【委員長】 主にということは、「リーダー研」にも参加をされる方があるということで

すか。 

【柿並課長】 夏休み期間中でもございますので、自主的に参加をされるというような先

生方も、これはもうほんのわずかですが、以前にもございました。 

【委員長】 よろしゅうございますか。 

【篠原委員】 子ども、小中学生が児童生徒３０名ですね、先生の数が圧倒的に倍以上に

なるわけですな。ケアが行き届いていいとは思うんですけれども、年々これから初任者も

ふえてくると思いますので、そこのところ対応のあり方、大体半分半分にするとか、今後

の課題としていろいろ考えていただいたらとこういうように思います。 

【委員長】 今のことにかかわって、私もお尋ねをしたいんですが。 

 ８９名参加をされると。子どもが３０名ということですが、さまざまな困難な事象を抱

える児童生徒が対象になっていますが、去年等を振り返ってみて、さまざまな困難な事象

とは何か、そのあたりの具体的な子どもの様子を知らせてください。 

【柿並課長】 昨年度、３９名がこの「自然の中で」に参加希望を表明されまして、実際

には３３名の方が参加をされております。その中心となりますのが、平素学校へ登校しに

くい児童生徒という方が中心になっております。もともとこの「自然の中で」がスタート

いたしましたときには、そういった学校に登校しにくい児童生徒がこういった自然活動の

中で周りの友達と関係をつくっていくきっかけづくりというようなところでスタートした

というところもございました。ただ最近ではさまざまな、今ご指摘いただきましたような、

例えば障害のある特別な支援の必要な児童生徒が集団の中で生活をしていくというような

ところで人間関係づくりを進めていくというような、そういった形で参加をしている場合

もございます。 

 以上でございます。 

【委員長】 非常に難解な指導上問題を要する子どもたちを同伴していくわけですが、こ

の不登校や特別支援の必要な子どもたちの指導だけでも大変だと私は思うんですけれども、

この８９名が同時に、先ほど聞きますと、実践的な指導についてのセミナーも開くという

ことですので、ボリュームいっぱいなんですが、そのあたりの割り振りはどのように考え

ておられますか。 

 こういう子どもたちに対応する学びもせんならん、自分自身いろいろクレーマー等の課

題も出していかんならん、物すごくボリュームのある体験活動だと思うんですけど。 
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【柿並課長】 参加された新任の先生方の感想等を読ませていただきますと、自分のクラ

スの子どもたちとはまた違った困難を抱えた子どもたちと出会うことができて非常に勉強

になったと。またこの「自然の中で」につきましては、保護者等が参加をされる場合もご

ざいます。そういった保護者の声を直接、生の声をというのですか、本音の部分のお話を

聞かせていただくことができたというような、そういった面でもよかったというような声

もございました。またこの研修にはスクールカウンセラーも参りまして、当日研修会も実

施もしております。 

 本当に盛りだくさんの中身になっておりますが、子どもたちにかかわる新任、または分

かれて研修を受ける新任というような形で、非常に多くなった新任をこなしているという

ような状況がございます。 

【委員長】 私どももこの「自然の中で」等については、実際に現場へ行って様子を見せ

ていただいた中から発言をしているんですけれども、非常にボリュームがいっぱいで、ど

っちつかずになってしまっても困りますし、特に障害のある子どもとか不登校の子どもと

いうのは、本当に細やかな対応が必要なんで、そのあたり、ひとつプログラム等で十分ご

配慮いただきますようにお願いをしておきたいと思います。 

【寺前職務代理者】 もう一点だけちょっとお聞きしたいんですけど、自然の中で活動す

るということになれば、気象条件の変動といったような大きく変わるということが多々あ

るわけですので、こういった面については十分引率される指導の皆さん方には知識も持ち、

また対応されるとは思うんですけれども、これ、研究協議会の会長さんがいわゆるトップ

として参加していただくわけですか。そういったあたり、どないですか。 

【柿並課長】 今、ご指摘いただきましたように、生活指導研究協議会の会長、また役員

の校長先生方が全体指揮というような形で参加をしていただいております。 

 また、各中学校の生徒指導主事が全体をまとめていくような形で、また新任の指導等に

もかかわるような形で参加をして、全体を統括しております。 

【寺前職務代理者】 今、課長のほうからご説明いただいてよくわかったんですけれども、

いずれにしましても気象条件の変動については十分気をつけていただいて、事故のないよ

うに、なおかつ成功のうちにこの事業が終わるように祈っておりますので、ひとつよろし

くお願いしたいとこのように思います。 

【百瀨委員】 この取り組み全体というのは生徒指導主事がおり、新任研修があり、そし

て子どもたちがおり、非常に委員長言ったようにボリュームの非常に大きな取り組みにな

るかと思います。 

 その中で、子どもたちが規範意識を学んでいく等々含めて考えるならば、今、郊外へ子

どもたちが出ていくにあたってはいろいろ報道で言われる著しい問題がたくさん出てきて

いると。その中で郊外へ出ていくということは大変いいことではないかなと。その中で子

どもたち自身、人間関係を学ぶでしょうし、社会のマナーを学ぶでしょう。ぜひそのあた

りを含めながら、今言いました安全に徹していただいて、これをやられた後の成果と、そ

の生の声と、それを一回ここに出していただく中で、再度また報告をしていただけたらと

思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

【委員長】 この二つの会にはロータリーも参加をされるんですね。いつもどのくらいバ

ックアップしていただいているんですか。またどういう役割を担っていただいておるんで
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すか。 

【柿並課長】 ロータリーのほうからは、いわゆる全体にかかわりますお金の面でもかな

り支援をしていただいておりますし、また出発式には必ずロータリーの会長のほうがおい

でいただいて、子どもたちを激励していただく。またロータリーの方が日を分担されまし

て、数名ずつが現地においでいただいて、また直接子どもたちを激励していただくという

ような形でご支援をいただいております。 

【委員長】 そういうことで、本当にいろんな団体の方が一堂に会して、しかもそこには

非常にさまざまな困難を持つ子どもたちを巻き込みながらということですから、非常に運

営が厳しいものになろうと、難しいものになろうというふうに思いますが、先ほど来それ

ぞれの教育委員が危惧しておりますようなことにさらに配慮をいただきまして、成功して

いただきますように祈念をしておきたいと思います。 

 ほかに意見はございませんでしょうか。 

 以上で報告事項については終わるわけですが、委員の先生方。 

【藤田部長】 済みません、その他ということで、先ほど百瀨委員さんの、学校教育法の

改正に絡んで、スポーツ支援、特に部活動、学校の部活動支援ということでお尋ねで、そ

のときに適切に私お答えさせてもらったらよかったんですけれども、ちょっとその関連と

いうことで。 

 実は皆さんご存じないかもしれませんが、公益信託でいちょう基金というのがございま

す。これは２５年前に青年会議所が青少年の健全育成のために基金を積んでいただいたわ

けでございます。これは今りそな銀行が管理していただいているんですけれど、その基金

を毎年青少年のために役立てるということで、会議を開いて、その管理人さんがそれに基

づいて執行するということで、毎年１００万円程度ですか、そういったものに使っていた

だいているんですけれども。 

 特に今回は、昨日私ども運営委員の１人なんで、簡単に報告させてもらいますけれども、

いわゆる部活動、学校の部活で、特に小体連、中体連の活動で、かなり経費がしんどいと

いう話を聞いております。特に、もう中にはポケットマネーでスポーツクラブの先生がい

ろんなものを買ったりとかいうようなことを聞いておりましたんで、かねてよりこれで調

整を図っておりまして、これから毎年財政支援となるんですけど、部活動の財政支援とし

て５０万円程度、全小・中の体育、スポーツ関係等に一応寄附いただけるということにほ

ぼなっていきます。 

 最終的な決定は、管理人からの最終決定はまだなんですけど、運営委員会で決まってお

りますので、これからその部活動の推進にそういうお金を役立てていただくという明るい

報告ができましたので、一つお知らせ申し上げたいと思います。 

 我々、スポーツ全般の立場からちょっと学校の中まで入らせてもろうてますけど、そう

いった財政支援ができるということだけ報告させていただきます。 

【委員長】 それはいいニュースですね。部活動、クラブ活動の支援ということですが。

そうしますと、これは文化活動も含むわけですか。スポーツだけですか。 

【藤田部長】 スポーツだけです。 

【委員長】 スポーツだけに限ると。 

【藤田部長】 はい。 
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【委員長】 文化活動は。 

【藤田部長】 文化活動はちょっと、そこまでのっていません。 

【委員長】 そうですか。またそういう方面で視野が広がっていったらと思いますので。

よろしくお願いをしたいと思います。 

 先生、よろしゅうございますか。 

【百瀨委員】 また聞き及んでおりますけれど、生涯学習部のほうからの世界陸上に向け

ての早速の取り組みの中で、体育連盟に働きかけていただいて、そして教育現場からもひ

とつ大きく参加できる体制をとっていただいたと。こういうことが子どもたちにとっても、

目の前でよきプレーを見ることで、技とマナーを学ぶこともできますしね、また国際化の

中でいろいろ国とのつながりを覚えるでしょうし、非常にいいことをしていただいたなと。 

 そういうことですので、ぜひこれからもそういう取り組みのほうをどんどんどんどん進

めていただくことをお願いしておきたいと思います。本当に今日はいい話を聞かせていた

だいてありがとうございます。 

【委員長】 部長、こういう基金をちょうだいするというような例はほかにはないんです

か。いちょう基金だけですか。部長の知る限りにおいて。 

例えば先ほどの「リーダー研」なんかにも、八尾ロータリークラブがスポンサーとして

バックアップしていただいていますね。 

【藤田部長】 それぞれロータリークラブ、ライオンズクラブ、その辺のところは毎年何

らかの形で、例えば去年でしたらアクトランドに桜の木を物としていただいたり、あとは

安全安心用の旗ですね、ああいうのをつくっていただいたり、物としてかなりいただいて

おります。 

 また今年も家庭の日の、ご存じのように法律でございますけれども、あれのスローガン

幕という垂れ幕、横断幕のようなものを、これは物でいただくと。これなんか例えばいろ

んなところでイベントでそんなんをばっと飾るというようなこともできますので、お金と

してはちょっと、今私聞き及んでいるのはこのいちょう基金だけですね。 

 以上でございます。 

【委員長】 そうですか。 

 確かに教育現場としては自由になるお金というか支援が求められていると思いますので、

また開拓のほうもひとつ大いにお力をお願いしたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

 事務局のほうからの報告ございませんか。これから教育委員のほうからいろいろ意見を

聞きたいと思いますが。よろしゅうございますか。 

 じゃ、教育委員の皆さんにお尋ねいたしますが、この際、特にご発言いただくことがあ

りましたら、お願いをしたいと思います。 

【百瀨委員】 前回の定例のときにもモンスターペアレントという言葉を使ったんですが、

これ自身モンスターペアレントという言葉がいいのかどうか、自分自身もいろいろ的確な

ことで考えておらないんですけれど、確かにむちゃな不当な要求、またそれらが学校、ま

た校長、担任等にそのままどんどんどんどんぶつけられているというような状況が報道等

の中でさまざまに取り上げられているですけれど、八尾市の現状等につきまして、少しも

しわかる範囲の中で教えていただけたらと思いますが、いかがですか。 
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【柿並課長】 ご指摘のような不当要求ですとかいちゃもんというようなことが新聞等で

も報道されておりますが、私どものほうで不当要求としてまとめているというようなもの

はございませんが、ただ対応に苦慮したというような例は幾つかございます。 

 例えば廊下で転んでけがをしたのは、学校の廊下が滑りやすいからである。その学校の

廊下が滑りやすいことが原因であるということを認めて、今後どのような対策をとってい

くのか、文書で回答せよというような形でご指摘をいただいたようなケースがございまし

た。 

 また、これは我々も経験上よくあるんですが、何度も忘れ物をする児童を少し呼んで、

どうしたのかというような形で指導したところ、その日ほかにも忘れ物をしていた児童が

いたのに、どうして自分の子どもだけを呼んで指導するのかというようなことで保護者の

ほうからご指摘があり、学校のほうは事情等を何度も説明をさせていただいたんですが、

ご理解をいただけず、担任の交代を要求される。それが実現しなければ、子どもを登校さ

せないというような形で子どもを欠席させられたというような事例等がございます。 

【委員長】 いかがですか。 

【百瀨委員】 教育現場である限り、やはり絶対にこういうことが起こらないように、起

こり得る可能性は十分に持っていることだと思います。 

 そういう中で、当然保護者のこれは正当なクレームやと、また不当な要求であるという

ことについては十分区別していかなければならないことだと考えますけれど、その中でい

つも間に入っている子どもの成長が今度どうなるのかと、そのあたりをやっぱり大事に受

けとめながら考えなければならないなということを１点思っております。 

 しかし、ただ東京では数年前から管理職が何か訴訟保険に入っているんだと、裁判にな

るそういう構えをしているようなことがどんどん報道されております。何か裁判に入るこ

とと、それから解決、訴訟保険に入ることが解決でなくて、現実にやはりいろいろ要求し

てくる人たちのエネルギーというのはどんどんどんどん大きくなってなっていくのではな

いかなと。そういうときにやはり一定にどこかでそういう力を分散させていきたいなと。 

 そうなったときに、今後においての教育委員会として体制づくり等を含めながら、その

一端にどう入っていくのか、また学校としての危機管理マニュアル等みたいなのが必要に

なってくるのではないかなというようなことを考えますので、そのあたりについてもう一

点だけお聞きしたいと思います。いかがですか。 

【松岡課長】 今、ご質疑ございましたけれども、学校に寄せられるさまざまな声につき

ましては、学校はこうあってほしいといった純粋に学校に期待するところが大きいところ

から始まっております要望といったものから、学校の能力なり当事者の能力を超えるよう

な要求といったものまで、非常に多岐にわたっております。またその内容も年々数もふえ

ておるように聞いておりますけれども、内容自身が非常に複雑化、専門化しておりまして、

法律的な、もしくは医学的な、もしくはさまざまな専門家のご意見をいただかないとなか

なか解決に至らないといったものもあるやに聞いております。 

 一方で、各それぞれの全国の自治体においては同様の事象を受けて、例えば岩手県のほ

うでは、まず先ほどもありました危機管理全般に関することも踏まえたマニュアルといっ

たものも作成をされております。また実際に東京の港区のように、また京都のように、専

門家を実際に派遣するというような形の検討も始められております。私どもも現在のさま
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ざまなそういう事象を踏まえて、今後も研究を進めまして、現時点においては予算化には

至っておりませんけれども、今後とも積極的に検討なり連携を進めてまいりたいとこうい

うふうに考えております。 

【委員長】 確かに理不尽な要求とか、そういった抗議を行うことによって、教育現場が

混乱しているということは事実ですね。私どもも学校園訪問を続けておりますけれども、

そういう中で管理職の先生からはそういった具体なやっぱり困った事例がたくさん出され

てくるのを見ますときに、決してこれは他市の問題ではなくて、八尾も厳しい問題の渦中

にあるというふうに考えざるを得んわけですけどね。 

 そういうことで、どう申しますか、学校の教育活動に支障を来しているという面を看過

することができないのと、先ほど百瀨委員がおっしゃいましたように、そういう親のクレ

ーム等が飛び交う中で、子どもが不安、不満、不信感を抱く、この恐ろしさを私は一番に

感じるわけですね。 

 このあたりを見越して、八尾の場合は具体な対応策をもう既に練っておられる面もあり

ますけれども、整理をする意味でちょっと発言をしていただけますか。 

【柿並課長】 今、ご指摘をいただきましたように、子どもの将来が危惧されるというよ

うな点が、我々も大変感じているところでございます。 

 例えば保護者の苦情に対しまして、学校が家庭訪問をされると。子どもを間に挟んで、

保護者のほうが先生に大変厳しい言葉を浴びせかけられるというような状況の中で、子ど

もが不審を持ち出し、先生は信用できないのではないかなというような気持ちを持つとい

うようなこともございます。できるだけ生徒指導の研修会等で、私どものほうから保護者

とお話しするときには、保護者と先生方の間で、子どもを少し横に置いておいて、大人同

士の話し合いをしていただくというようなことをお願いをしたりするわけですが、なかな

かそういう場合でも、いや、子どもが当事者なのでということで、子どもを間に置かれる

保護者がおいでになったりというようなことで、対応に苦慮するようなケースが多々ござ

います。 

 先ほど松岡課長のほうから、いろいろな対応等についてもお話がございましたが、保護

者とのかかわりということで、大阪府教育委員会のほうが保護者とのかかわりハンドブッ

クというようなものを今年出しております。早速本市も７月４日、生徒指導の研修会を開

きまして、全学校にこの保護者とのかかわりハンドブックのほうを配付させていただきま

した。初期対応といいますか、最初の部分での問題のこじれというようなケースも多々ご

ざいますので、無用な混乱といいますか無用なトラブルにならないような、まずやはりこ

ちらの側もいろいろと確認をしたり、研修を積んでいく部分もあろうかというふうに考え

ております。その部分で今スタートしているところでございます。 

【委員長】 このクレーマーと申しますか、よい意味のクレーマーも含めてですけれども、

これへの対応ということについては、先月の教育委員会でも議題になりました。それを受

けて今月の定例の協議会でもほとんどの時間をそれに費やしました。そして今月もこの問

題に今論議を進めようとしているわけですが。 

 そういう中で、府が出している資料等を我々に配付してもらっていませんけれども、そ

れはどういうことですか。やっぱりそういう資料は我々の目にもとまるように、配慮して

いただきたいと思うんですが、推進長、いかがですか。 
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【川田推進長】 このマニュアルにつきましては、生徒指導用の研修のときの資料として

配付されたもので、指導主事のほうにもまだ行っていないということで、指導課長のほう

に早急に指示をして、私どももコピーをいただいたような現状でございます。原本につき

ましては一応学校数だけということで来ていないということで、早急にコピーをいたしま

して、お手元のほうにお届け申し上げたいと考えているところでございます。 

【委員長】 我々は民意を反映する意味で、この問題について真剣に論議を重ねておるわ

けで、それだけに府の動きも含めて、また他市の動きも含めて、そういった情報を手にし

ませんことには、公平公正な審議ができませんので、そういった資料は速やかにいただき

たいと思います。 

 学校評議員会のこの間の会合なんかでも、我々もできるだけ参加をして、そういう実情

に触れたいという気持ちはわかっていただいていると思いますので、早急に資料を配付し

ていただきたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

【篠原委員】 先ほど指導課長のほうから２例紹介がありました。例えば廊下で滑りやす

い、これはもう学校のせいだと、あるいは教育委員会のせいだというようなことだと思う

んですね。それから２点目では、忘れ物の多い子に注意したら、ほかの子もいるのに何で

うちの子だけと、こういった紹介がありましたけれども、その後どういうふうな、例えば

文書で要求したら文書で答えたんかとか、その後のケアについてのご説明もいただいてお

りません。 

 それからよくこのクレーマーというのですか、担任を替えよというケースが非常に多い

んじゃないかと思いますね。ですから例えばうちの子の成績が悪いのは担任のせいだとい

うふうに、あくまでも替えよ替えよときたケースの場合、どういう学校現場としては指導

しているのかということが一つ気になります。 

 といいますのは、こういうクレーマーに対する応対、あるいは理不尽な要求に対しては、

学校現場というのはなかなか強くないんですね、平たく言えば。ですからそういう解決す

るためのマニュアルづくり、あるいは体制づくりというのが求められているわけですけれ

ども。 

 今ありました２件についての対処、どういうふうな解決を見たのかということを教えて

いただきたい。 

【柿並課長】 まず廊下で転んだというような件につきましては、その学校の廊下だけが

特別なものではなく、八尾市のいろいろな学校と同じ廊下であるというようなことを何度

も説明をさせていただきました。 

 また指導主事が実際に学校の廊下も見にまいりまして、どのような状況かということも

保護者とともに確認もし、ただ現実としてそこで転んで事故が起こったわけですので、滑

りやすいので注意をするようにというような張り紙をそこにするというような形で、学校

のほうと指導主事と保護者のほうが少し時間はかかりましたがご納得をいただいたという

ような状況でございました。 

 それから忘れ物をした子を呼んで指導した件でございますが、この件で我々のほうが大

変苦慮いたしましたのは、子どもさんが登校されないというようなことでございました。

保護者のほうには担任、いわゆる学校の教員の対応については、学校長等から指導もして
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まいりますと、またいわゆる学校の体制についてはご意見等もいただきながら、改善すべ

きは改善していきますというようなところでご説明をしながら、まずは子どもさんを登校

させていただけませんかというようなところで保護者と対応させていただきました。これ

も非常に長引きました。 

 最終的には校長先生や教頭先生が授業の中に一定期間一緒に入って、授業の様子や子ど

もさんの様子を見る、また保護者会等で担任の先生のいわゆる指導方針ですとか、指導の

あり方等について再度説明をしていくというようなところで、最終的にはそれならもう一

度と、登校させましょうというようなところで落ちつきを見ました。ただし非常に長い時

間がかかったというような状況でございました。 

【委員長】 よろしゅうございますか。 

【教育長】 以前からクレーマーというのは現実社会の中でいると思うのですが、会社等

では、一定のセクションが対応していくというような組織ができ上がっているんですけれ

ども、学校が今まで比較的聖域だったということがありました。それが壁が低くなったこ

ともあるんですけれども、親としての力や威厳を子どもに見せたいという、間違った子育

ての状況が若干あるんではないかなと思うんです。 

 学校というのはやっぱり人間と人間が様々な状況を通じて、その中で成長していく場で

す。親御さんにもそれは説明して、いろんなトラブルがあるけれども、それからどう学ん

でいくのか、それが必ず１０年後、２０年後、子どもの力として人間力として力をつけて

いくのだから、今ここで勉強させていくことが大切だと言います。不登校の関係もそうで

すが、乗り越えることで一つのものを見出していく、けんかも勉強の一つなんですという

言い方をずっとしてきたんですが、どうも親の思いが先行してしまって、ほとんどの親御

さんはご理解いただけるんですけれども、ごく一部の中で自分の意見を通して担任を替え

ろ、替えなければ行かさないなどということになっています。 

 だけど担任ともう一度人間関係を結び直すことによって、当然人間関係をつくり直し、

その子が、ああやっぱりこの担任でよかったなと思わせるような指導をしていくのですが、

なかなかその入り口でうまくいかないということもあります。いろんな校長先生が悩んで

いたり、担任の先生が悩んでおりますので、何か相談できるような、気軽に相談できるよ

うなところなりものなりをつくっていく必要があります。指導主事が相談にのることは当

然ですが、府へ相談、もしくは別の相談機関へというようなことで、校長なりが担任なり

が気軽に相談できる、そんな相談機関が必要だなという話はしております。 

【委員長】 そうですね。確かに校園長先生方が毅然としてそういった保護者等に対応で

きるようにするためのシステムづくりということを真剣に考えていかんならんのですが、

私、この間から学校園を回っておりまして、２人の管理職の先生のすごい心意気を拝見し

て、拝聴してというか、感銘したんですけどね。 

 この問題は最終的にはやっぱり学校が乗り切らんならん問題だと。確かに法律的に対応

せんならんような難しい問題もあるけれども、大部分はやっぱり学校がこれを受けて立た

なくてはならない。しかしそのためにはそれをバックアップしてくれるシステムがなかっ

たら、学校は毅然とした対応ができないと。教育委員会もそのうちの一つに入るわけでし

ょうけれども、そのおっしゃったお２人の校長先生は、学校評議員会をもっと我々は活用

すべきだという提案をされたのに私は感心したんですけどね。 
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 やっぱり学校評議員会がこういった問題についてつぶさに承知し、そして地縁関係が薄

くなっている中で、地域の人たちがやっぱり体張ってこれらの問題に学校と統一歩調で立

ち向かってくれる、そういうシステムをつくらないと、これはほんまもんになっていかな

い。だから学校評議員会が単なる名士の集まりであるとかというようなことで終始してい

る間は、ほんまものになっていかない。やっぱり学校の実情をつぶさに理解していただい

て、そして時には保護者と向かい合っていただく、押さえていただく、アドバイスしてい

ただく、そういうような機関にこの学校評議員会をつくっていかなくてはならないという

その気概を拝聴しまして、非常に私は感銘したんですね。 

 やっぱりこういうときこそ、学校評議員会の出番である。そういう意味でも教育委員会

はもっとこの学校評議員会を育成するというか、力強く活躍していただくための支援をし

ていただくというようなことが非常に大事ではないかなというふうに痛感いたしました。 

 学校評議員会の問題まで発展しているようですけれども、やっぱり学校とそういう地域

の間に立って問題解決をしていただく、そういう力強い味方としての学校評議員会のあり

方ということも、この際真剣に考えていかなくてはならないと痛感いたしました。 

 ほかにありませんでしょうか。 

 これは今、学校の問題だけがテーブルに載っておりますけれども、例えば青少年会館と

か、その他図書館とかその他のいろんな窓口がございますけれども。先ほど、対行政暴力

の問題も出てきておりますけれども、こういうクレームということで難渋していただいて

いるような事例はありませんでしょうか。 

【松岡課長】 本市の事例では私も細かく収集はいたしておりませんが、全国的な傾向と

いたしましては、例えば保育所におきまして、小さな子どもさん、預かった子どもさんが

お漏らしをしたところ、保育所側が気をきかせて、保育所の服を貸し与えたと。そうする

と、それを保護者の方が後ほど来られて、私がもともと着せた服よりこっちのほうがいい

から交換してくれとか、ちょっと今まででは考えられないようなことが、保育所といった

現場でも起こっているやに聞いています。 

 またもっとそれが拡大しますと、高校、大学、最後は就職した企業においても、以前ち

ょっと新聞報道ではございましたが、ずっと引きずられていまして、就職した後に、親御

さんが勤務先へクレームを言ってこられるというようなケースもあるやに聞いております。 

 また行政全般で申しますと、やはり先ほど委員長のほうからもございましたが、コミュ

ニティにおける調整能力といったものが以前から比べると低下をしているということもあ

りまして、よく報道されます迷惑おばさんとか、そういった近所、相隣関係といった部分

のクレームもふえたやに聞いておりますし、また行政一般全般に対する苦情もいろんな、

これまでに比べて多岐にわたっているというのは聞いております。 

【委員長】 いろんな多岐にわたる情報をちょうだいしたわけですが、青少年会館なんか

はそういうことにかかわって耳にするとか、また直接訴えられるとかというような事例は

ないんですか。同じように子どもを扱っておられるわけですから。 

【蒲生館長】 青少年会館におきましても、利用者が子ども中心ですので、やはりトラブ

ル等につきまして、保護者からクレームが入ることはございます。状況等を説明し、指導

内容をきっちり伝え、ご理解いただいております。 

 配慮している点でございますが、教育職だけではありませんので、行政職、あるいは嘱
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託員には、子ども対応、指導方法について年度当初に研修を行い、ここ数年は大きなトラ

ブルはございません。 

【委員長】 会館そのものが訴えられるということではなくて、やっぱり学校への不満と

か不足とか不信とか、そんなものが耳に入ってくることが多いのではないんですか。私は

何を申し上げたいかというと、やはり学校現場との連携を、先ほどの学校評議員会じゃな

いですけれども、そういう役割も担っていただきたいなという思いを持って申し上げてい

るんですが。 

【蒲生館長】 その件につきましては、日常的に活動している小学生教室への参加者は桂

小学校区の子どもさんが中心になります。そのため、担当者と学校との間で情報交換を行

い、情報を共有するようにしております。 

 土曜日の単発の講座につきましては、市内各小学校区からの参加がございますが、大き

なトラブルはございません。何かあったときにはその該当する学校への情報提供を行って

おります。 

 以上でございます。 

【委員長】 ほかにございませんか。 

【田中館長】 安中青少年会館なんですけれども、青少年会館に来る子どもたちの様子と

いうのは、多分学校では見られないそういう場面もあるんです。そういうときに親御さん

が来られたときにやはり学校の不満等を申される方はおられます。こちらが耳にしたとき、

私どもでは５名の指導主事がいますので、対応に当たったり、当然学校さんと連絡させて

いただいて、こういうふうなことを言っておられますよと、そういうふうな連携はさせて

いただいております。 

【委員長】 ありがとうございます。 

 今日はおみえではないですけれども、例えば放課後児童室あたりなんかも、こういう問

題では本当にたくさんの問題を抱えておいでだと思います。そういう問題をぶすぶすくす

ぶったままに置いておきますと、かつて我々が体験したようなああいう大きい問題として

投げかけられてくるというようなことも予測されるわけですね。充積してくることの恐ろ

しさを考えますと、やはりこういう問題は部局を越えて話し合っておく必要があると思い

ましてご発言をいただいたわけです。 

 ほかに委員の皆さん、ご発言は。 

【寺前職務代理者】 いろいろ皆さん方からご意見なり出たわけですけれども、私自身も

学校園あるいは教育委員会の施設ですね、そういったところに電話することもあるわけで

すけれども、その電話の対応ですね。今、民間の会社とか、あるいは郵便局なんかでも、

まず名前、出られた人、大抵「○○です」とこういうふうにおっしゃるわけですけれども、

学校園とか、あるいはその他の社会教育施設ですけれども、余り名前は言われないわけで

すね。こういったあたりは、いわゆる電話の対応、おざなりになりかねないなと、こうい

う感じを持っておるわけなんですけどね。 

 まず今のクレーマーの話ですけれども、その一番初めの対応がまずかったために、だん

だんエスカレートされて、非常に解決が長引くと、こういうことも多々あるとこういうふ

うに思うわけなんですね。そういった電話のまず対応ですね。これは何らかの形でほとん

ど校長先生の指導だと思うんですけれども、いわゆる基本ですね。そういったあたりは指
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導はされているわけですか。 

【委員長】 なるほどね。ルールというかマナーというか。 

【寺前職務代理者】 接遇みたいなものでしょうけどね。 

【吉岡所長】 初任者につきましては、第１回目の市の初任者研修におきまして、接遇研

修に時間をとっております。これは市の職員が４月早々に１週間かけてずっとやられるの

に比べればものすごく時間的にも短いものでございますけれども、あいさつ、電話での応

対、服装、言葉遣い等について、市の接遇マニュアルにのっとった形でやらせていただい

ております。 

 またまた本センターに研修で来ておる教職員につきまして、重々、例えば自転車のとめ

方をはじめその場に応じて指導はしておりますけれども、学校全体につきましては、おっ

しゃるとおり学校長を中心に指導をしているところでございます。 

【寺前職務代理者】 今、所長からご回答いただいて、電話のときに名前を、自分の名前

を言うというあたりはいかがなものなんですかね。 

【中山次長】 私自身も現場に教頭としていた時に、やはり電話のとり方が大変気になる

場合もありまして、教頭なり校長が場を持って電話の応対の仕方等々話をしておりました。

やはり電話をとるのは職員室にいる者が多いです。先生方は教室に行っておられて、ばた

ばたと戻ってきた時に、電話が鳴っていて、あわただしくとって、「はい、どこどこ小学

校です」というので終わってしまうことが多いです。 

 言っていただいたように、一番最初の対応でトラブってしまうということも多いので、

電話の基本の部分、人と人と接する基本の部分からきちんと応対していかなければならな

いと思っております。 

 以上です。 

【寺前職務代理者】 今、次長のほうからもご説明いただいて、大体そうであろうなと僕

自身も思っとったんですけれども、やはり名前を言うことによって、やはり受け渡しです

か、最後まで責任持って、例えばそれはだれだれ先生が担当ですんでということで十分本

人に報告もされる、そしてまた念押しですか、対応してくれはりましたかというようなこ

とまで、名前を言うた以上はするだけの責任もありましょうし、恐らくされると思うんで

すけれども。 

 ただ聞くだけ聞いといて、そしてまた言うときますわという形で、窓口の人にも担当の

人にも忙しいんかどうか知りませんけれども、そういうことでかまけてナシのつぶてにな

ってまうということになれば、いわゆる電話してきた保護者がまずここで一つ怒りを買う

わけですんで、後の対応が非常に難しくなる。 

 また逆に、その電話の初めの応対がうまくいって、ちゃんと誠実に対応された場合は、

この学校、非常に皆さん指導も十分行き届いていてよくやってくれるということで、逆に

学校の応援団にもなるというようなことも聞きますわね。やっぱりそういったあたりが非

常に基礎基本でしょうけれども、後々悪い方向に発展しないような形での接遇というのは、

非常に大事やなと私自身も思ってますんで、いろいろ難しい対応もありましょうけど、そ

ういったあたりをもう一遍きちっと指導されたらいいんじゃなかろうかなと、こういうこ

とも思うてます。 

【委員長】 確かにクレーマーの話から違うところに行っているように思われるかもわか
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りませんけれども、結局はクレーマーの問題にしても人間関係、人間信頼関係が非常に重

要だと。そのための基礎基本というか社会常識が足りてないところから、クレーマーがど

んどん憤り出すというようなことは多々あることなんで、そういう意味で接遇マニュアル

もあることですから、やっぱりそれを徹底するということにやっぱり尽力することが、こ

ういった問題を未然に防いだり、また軽微に持っていったりするのに非常に役に立つと思

うんですね。 

 そういうことで、例えば私なんかでもよく耳にしますことは、学校支援のボランティア

で学校へ行っていただいているボランティアの人から聞きますと、先生、学校によってい

ろいろですね。特にあいさつですね、あいさつがよくわかると。もう本当に丁寧にあいさ

つをなさるところから、どういうことで出向いているかということをわかっていながら、

あいさつもろくに返してくれない。学校によって物すごく差がありますねという市民の声

を私も耳にいたします。 

 こういう機会にそういった接遇についても考えていくことが、人間関係をよりよくし、

そしていろんなトラブルに対応していく際の非常に重要なポイントだと思いますので。こ

のあたり、推進長、学校園の問題、私は社会常識の問題だと思うんですけど、ちょっとご

意見を聞かせてください。 

【川田推進長】 接遇に関する研修につきましては、各学校のほうでかなり意識をしてさ

れているところがふえているというふうに現状のほうでは認識をしております。 

 ただ一般の企業でありますとか、公共機関や役所でありますとか等の接遇との違いです

けれども、最初から個人名を名乗ることで逆にトラブルに巻き込まれることも予想されま

す。例えば相談機関でありますサポートセンターのようなところでありますと、担当者が

非常に慎重に対応しているようなケースで、出た者が受けられないようなケースもござい

ますので、最初につきましては、所属部署を名乗って、用件がわかった後でだれだれが受

けましたということでの責任を明確にするというようなことも、相談機関についてはお願

いをしているところでございます。 

 恐らく学校のほうも責任を持った対応ということで、企業にかけますと、何々課だれだ

れでございますというような形での電話の処遇は通例かと思いますが、その辺につきまし

ては各部署でやはり後の対応がスムーズに行くような、電話の対応について、さらに周知

徹底をしてまいりたいと考えているところでございます。 

 また、先ほどございました機関同士の情報の交換ですが、委員長おっしゃっておられた

ように、非常に大事な点だとは思っておるわけでございますが、この点つきましては、個

人情報の発信に十分留意をして、保護者とか当事者の意向を大事にしながら、連携をとっ

ていくことが重要かなと考えています。 

 過去の例で申し上げますと、学校が他機関からの連絡をもって動いたことが、どこから

聞いたんやというようなことで、かえってトラブルを深刻化させて長引かせるような事例

もございましたので、そういう機関間の連携につきましても情報を整理しながら対応する、

それが要するにトラブルを深刻化させないというような点にもなってくると思いますので、

学校とそれぞれの教育機関、あるいは他の機関との連携につきましても、市長部局も含め

まして対応を協議しているところでございます。 

 いずれにいたしましても、子どもの最善の利益というものをどう守っていくのかという
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のが、この問題の根幹にあるのではないかと思います。いろいろな例からも、やはり犠牲

になっていくのは子どもの教育の問題であるというふうに認識しておりますので、その面

が一日も早く改善をされて、やっぱり学校教育の場に笑顔で子どもが来られるようにする

ことが一番ではないかというふうに考えているところでございます。 

 今後とも校外研修、特に管理職的研修とか一般の教員の研修も含めまして、校外の研修

でありますとか、校内研修の実情を把握しながら、本市において子どもが元気に明るく学

校に通えるようにしていきたいというふうに考えているところでございます。 

【寺前職務代理者】 推進長ご説明あったわけですけれども、名前を名乗ることについて

ちょっと余り積極的でなかったような感じも受けとめたんですけどね、僕は何もそんなに

えらいこだわるわけじゃないんですけれども、やはりそれぐらいの気持ちでやらんと、恐

らく後々の対応がまずくなるわけですわ。といいますのは、名前も名乗らんと、後の処置

も、例えば保護者のほうから何組のだれだれ先生と、こう名指しであればそれでええでし

ょうけれども、そこまでご存じのうて、名前まで言わんと３年の何組の担任とこういうこ

とで言われて、そしてそのまま連絡をさせますということで、自分の名前を言わんかった

場合、例えばその人がちゃんと処置をされて担任の先生にも言い、すぐ電話入れてやとか、

こう言われたらええですけれども、その辺が仮に抜けたら、もう電話かかってくるやろう

な思うて、保護者待っておられるのに、いつまでたってもかかってけえへん。これで保護

者のほうで調べて電話入れたら、いえ、私何も聞いてませんと、極端な話ですよ。やっぱ

りそういうことにもなりかねないわけですわ。そしたらそのときに名前を、自分の名前を

言うてはったら、いやいや、だれだれさんが受けていただいたんですと。それで電話させ

ますとこうおっしゃっていたのですと、こうなりますわね。その辺が僕は危惧するわけな

んですね。 

 そうしたらもうその方ね、何やねん、この学校と。それは恐らく学校に電話されるとい

うことは、やはり学校に何らかの申し入れなり苦情を言いたいということで電話入れては

るわけですんで、より一層硬化されますわね。そういったところで、僕が申し上げておる

わけですけどね。 

【委員長】 いずれにしろあれですね、だれだれの電話やという中継ぎのような気持ちで

はなくて、それぞれが自己責任でもって電話の受け答えをするということを強調してご発

言しておられると思いますので、その点を十分考えて。 

【寺前職務代理者】 いえ、僕はね、委員長そこまでは思うてないんですよ、はっきり申

し上げてね。やはり担当の先生がおるんでしたら、その方に、その受け渡しをちゃんとし

てもらわんと、これがやっぱり大事やと思うんですね。それが抜けてしまうと、その後校

長先生に対し苦情を言うとこうなっていきよるわけですんでね。やはりそれぐらいのいう

たら最小限の電話対応ですか、マナーは当然やるべきやとこう思いますし、それとも管理

職が指導しにくいんですか。社会人として一番初歩的なことですので、それぐらいはやっ

ぱり守ってもらうようにですよ、そのように思いますね。 

【川田推進長】 十分にその責任の所在につきましては、非常に重要なことだというふう

に認識しております。 

 先ほどの説明、非常に不十分で申しわけございませんでした。入り口のところではなく、

必ず出口で、用件がわかったときにはだれだれが受けましたと、自分の名前を名乗って、
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やはり責任の所在は明らかにするべきだと思っております。 

 ただ、入り口のところではさまざまな方がおられますので、組織名にとどめるというよ

うに相談機関では指示をしているという形でございます。 

 本当にさまざまな電話がかかってまいりますので、そのときに最初に氏名を述べること

によって課題が深刻化するというケースも見られたという意味で申し述べさせていただき

ました。受けた者の責任は必ずとるということにつきましては、職務代理おっしゃるよう

に非常に重要だというふうに認識しております。 

【委員長】 それぞれの機関でそれぞれの対応の仕方がありますので、レアケースもある

わけですから。しかし今言われた、いわゆる基礎基本を、マナーを守っていくということ

についてはだれも異存のないところだと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 この件はこれで締めくくりたいと思いますが。 

【百瀨委員】 お願いだけしておきたいと思います。 

 先ほどいろいろ問われている中で、これは人間関係の希薄さというのが根底にあるんで

はないかなと思っています。ただ最終的にはこのクレーマー問題の中で、子どもを学校に

行かせないと、こういう言葉をどんとぶつけられる中で、やっぱり教育関係者はそこで本

当にその大きなパワーに対して精神的に参っていってしまうんだと。そんな中で自分自身

はやはり保護者と学校の関係をよりよいものにしていかないかんの違うかと。また授業に

やはり専念していくのが大事なんだと、そのあたりでやはりこういう問題というのは、一

つはやっぱり危機管理の問題の一つではないかなというように考えます。 

 そんな中でぜひできるだけの多くの情報を集められて、行動を的確にしていくと。そう

いうことでひとつマニュアルづくりを早急に初期対応するために必要ではないかなと。こ

れが一つお願いとともに、これらのことに対して、また積極的に教育委員会が入っていか

なければならないやろうなと。そういうことの中で、できたら専門の機関をつくるという

ような体制づくりをもひとつ早急に考えていただきたいという、その２点だけお願いして

おいておきたいと思います。 

【委員長】 確かに対策のところでは研修ということが上がっていましたが、それ以外に

は出ておりませんので、今の百瀨委員の発言をひとつお聞きとどめいただいて、検討をよ

ろしくお願いをしたいと思います。 

 この件はこれでよろしゅうございますか。 

 ほかにお尋ねいただくこととかご意見はありませんでしょうか。 

【寺前職務代理者】 これ、朝ニュースで流れとったんですけれども、今、教育委員会の

ほうからも資料いただいたわけですけれども、宮城県の町立大松沢小学校ですか、ここで

今日の朝の７時４０分ごろに、小学６年生の女の子が近くの男性に腹部を刺されて重傷や

という、私ニュースで聞いたもんで、ちょっと教育委員会で話ししておったら、その資料

をいただいたわけですけれども、たまたま今日は終業式ということで、既に教育委員会か

ら各学校園に対しては夏季休業中の留意事項については十分指導されておるとこのように

思いますけれども、具体的にどういったあたりで既に出されておるんか、ちょっとご説明

願いたいなとこのように思います。 

【委員長】 いよいよ明日から夏休みですね。 

【柿並課長】 夏季休業中における学校園の管理、教職員の研修及び児童生徒の指導につ
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いてというような形で、今年度につきましては、７月４日に各学校のほうに、教育委員会

のほうから通知を出しております。例年出させていただいているわけですが、この扱いに

つきましては、各学校に７月の当初に通知することで、懇談会等がございますので、この

通知に基づいて各学校ごとに、またそれぞれ保護者向け、児童向け、生徒向けの文書をお

つくりになられて、懇談会で説明をしながら保護者のほうに夏季休業中の生活、安全等に

ついて注意をしていただくというような形で、連絡をしていただくようにお願いをしてい

るところでございます。 

【寺前職務代理者】 毎年のことですので、かなりきめ細かくやっていただいているとこ

のように思います。今の課長の説明で保護者にも一応それぞれその通知について渡してお

る、また学校のほうでもさらにそれをまた新たなことも加えて、地域の実情に合ったよう

な形での通知もなされておるとこのようにも思います。 

 たまたま今朝こういう大きな事件が起きましたんで、一度出したからもうそれでええね

んということではなしに、やはりこういう事件が起きてくれば、これはよその学校のこと

やということではなしに、やはりその都度その都度、今は連絡網もしっかりもしています

し、そういったあたりできるだけ即刻対応していただくということも常に頭に置いていた

だいて、危機管理については十分ひとつ注意していただきたいなと。長い夏休みですので、

子どもあるいは生徒に対して、事件あるいは事故に遭わないように、充分に心がけていた

だきたいとこのように思います。 

 以上です。 

【委員長】 それはホームページなんかには公開していますか。 

【柿並課長】 この通知文につきましては、ホームページでは公開しておりません。 

【委員長】 一度検討されたらどうでしょうね。 

【柿並課長】 はい。 

【委員長】 重点目標も公開していることですからね。 

 長い夏休み中に、ぜひ目を通してもらうためにはいい方法だと思うんですがね。一遍検

討してみてください。 

【柿並課長】 はい。 

【委員長】 このごろホームページ、クリックしてはる人多いですからね。教育委員会余

り変更ありませんね、更新してませんねとこの間も言われて、そう言われればそうかなと。 

 ほかにございませんか。 

 よろしゅうございますか。 

 なければ、以上をもちまして７月の定例教育委員会を終了いたします。 

 本日の署名委員に篠原委員を指名いたします。 

 長時間ご苦労さまでございました。 

 

（署 名）篠原委員 

 


