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６月定例教育委員会会議録 

 

【委員長】 それではただいまより６月の定例教育委員会を開催いたします。 

 開催に当たりまして、中原新教育長、初めての定例教育委員会でございますので、ちょ

っと冒頭にごあいさつをちょうだいしたいと思います。所信表明を、よろしくお願いしま

す。 

【教育長】 失礼いたします。 

 今、委員長からお話ございましたように、６月１日から教育長を拝命いたしましたので

一言ごあいさつをさせていただきます。 

 今、教育改革、教育再生という言葉があちこちで出ており、教育への期待が非常に高い

中で、教育委員会というような組織の中で、皆さん方と一緒に働かしていだいているわけ

です。先日来、各課長さんを中心にしながら、ヒアリングをさせていただいて、それぞれ

の課題、それからどういう方向で今後行政を進めていくかということの意見交流をさせて

いただいたところです。 

 幾つか、私自身の課題も持っておりますが、特に本市が進めております知・徳・体の調

和のとれた子どもをどう育成していくかということがやはり進んでいく方向になります。

先日の校長会でも青少年の健全育成のためには、基本的な生活習慣の確立が大事だろうと

いうことでした。もちろん知的な成長は大切ですし徳育の部分も大切ですし、それから健

康面も大切です。とりわけ今、人間関係が希薄になっていることからいうと、あいさつで

きる子をまずつくっていただきたいということを校長会にもお願いしました。家庭も、地

域も、そして学校でも、ここら辺から出発点を持っていって、そして親御さんとの関係、

地域との関係をつくっていくのが必要かなというような話をしました。 

 もう一つが、意欲を持った子どもを育てる、今、やっぱりいろんな目標が持てないなど

で、なかなか意欲を持ててない子が多い。だから意欲を持つことがいろんな生き方やいろ

んな自分の人生にプラスになっていく、たくましく生きる子や意欲を持った子を育ててい

ただきたいというような話をさせていただきました。 
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 あわせて、学校ではこのような子どもたちをつくっていくのは教職員が中心になってい

くわけですので、先生方の仕事が多忙化しておりますので、それを精査していただく、校

長先生方に精査していただきながら、本当に教育に打ち込める環境づくりを教育委員会を

含めて一生懸命互いにつくっていきましょうというような話をさせていただきました。 

 なかなか動き出すまでは、大変ですけれども、システムができて動き出すと、比較的い

ろんなことができ上がっていくと思います。今後退職などで校長も８割ぐらいがこれから

変わっていきます。それだけに後に何を残していくのか、１０年後２０年後先を見据えて、

私たちは何を残していくのかということを考えながら、みんなで頑張っていきましょうと

いう話もさせていただきました。これから私自身も何ができるかしっかり考えて、教育委

員の皆様のご支援や事務局の皆さん方のご支援をいただきながら進めてまいりたいと思い

ます。 

 なかなか自分としての考えはまだまとまっていないんですけれども、子どもの１０年、

２０年先を見すえた教育をやっていきたいなというふうに思っております。 

 所信表明にはなりませんけれども、今後ともよろしくお願いいたします。 

【委員長】 新教育長の胸の内を聞かせていただきました。 

 大いなるご活躍を期待しているところでございます。どうぞ頑張ってくださいますよう。 

【教育長】 よろしくお願いいたします。 

【委員長】 それではさっそく議事に入りたいと思いますが、５月の臨時教育委員会の会

議録でございます。これについて審議をいたします。 

 委員の先生方、何かご質疑がございましたでしょうか。今日は会議録三つを審議せなな

りませんので。よろしゅうございますか。 

【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、５月の臨時教育委員会会議録につい

て承認と決しました。 

 次に、５月の定例教育委員会会議録について審議をいたします。委員の先生方、何かご

質疑はございましたでしょうか。 

【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、５月の定例教育委員会会議録について承認と決

しました。 

 ６月の臨時教育委員会会議録について審議をいたします。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】 全委員ご異議なしと認めます。よって、６月の臨時教育委員会会議録につい

て承認と決しました。よろしゅうございますか。 

 それでは、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 
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５ 月 22日 (火 ) 

５ 月 24日 (木 ) 

 

５ 月 25日 (金 ) 

６ 月 1日 (金 ) 

 

６月14日（木） 

６月15日（金） 

６月16日（土） 

午後１時30分より、大阪府都市教育委員会連絡協議会総会に出席。 

午前９時30分より、手をつなぐ子らの会「春のつどい」（東ブロッ

ク、南ブロック）に出席。 

午後１時より、文教産業常任委員協議会に出席。 

午前10時より、臨時教育委員会議に出席。 

午前10時15分より、教育長任命式に出席。 

午前10時より、市議会６月文教産業常任委員会に出席。  

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時より、青少年健全育成八尾市民大会に出席。 

 

【委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いをいたします。 

（教育長報告） 

５ 月 23日 (水 ) 

 

５ 月 25日 (金 ) 

５ 月 31日 (木 ) 

６ 月 1日 (金 ) 

 

 

 

 

６ 月 ４ 日 (月 ) 

 

 

 

６ 月 ５ 日 (火 ) 

６ 月 ６ 日 (水 ) 

６ 月 ７ 日 (木 ) 

 

６ 月 11日 (月 ) 

６ 月 12日 (火 ) 

６ 月 14日 (木 ) 

６ 月 15日 (金 ) 

６ 月 16日 (土 ) 

６ 月 18日 (月 ) 

６ 月 19日 (火 ) 

午前10時より、社会を明るくする運動実施委員会に出席。 

午後７時より、八尾市体育連盟理事会に出席。 

午後１時より、文教産業常任委員協議会に出席。 

午後１時30分より、青少年健全育成八尾市民会議幹事会に出席。 

午前８時45分より、臨時部長会に出席。 

午前10時より、臨時教育委員会議に出席。 

午前10時15分より、教育長任命式に出席。 

午前10時30分より、教育委員会事務局管理職に対する訓示式に出

席。 

午前９時30分より、前議長及び前副議長の退任に伴う市長感謝状贈

呈式に出席。 

午前10時より、市議会６月定例会本会議（１日目）に出席。 

午後２時30分より、校園長会に出席。 

午前10時より、市議会６月定例会本会議（２日目）に出席。 

午前10時より、市議会６月定例会本会議（３日目）に出席。 

午前９時より、部長会、男女共同参画施策推進本部会議及び八尾市

制施行60周年記念事業推進会議に出席。 

午前10時より、市議会６月定例会本会議（４日目）に出席。 

午前10時より、市議会６月定例会本会議（５日目）に出席。 

午前10時より、市議会６月文教産業常任委員会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時より、青少年健全育成八尾市民大会に出席。 

午後３時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前９時30分より、校長会に出席。 

【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、何かご質疑はございますでしょ

うか。 
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【篠原委員】 今の教育長報告の中で、２回、６月４日、校園長会に出席、これは新教育

長のあいさつを兼ねてだと思います。１９日、火曜日、つい最近のことですけど、この校

長会はどういう目的というか、どういう内容の校長会だったのか。 

【教育長】 １９日の分につきましては、管理職選考に伴う校長会でございまして、今後

管理職が相当数やっぱり退職ということになりますので、管理職人事についてのお話をさ

せていただいたんですけれども、とりわけ管理職の人材を育成、また登用できるような環

境をつくっていただきたいというふうにお願いしたところでございます。 

【委員長】 よろしゅうございますか。 

 ほかにございませんか。 

【寺前職務代理者】 ５月２３日に社会を明るくする運動実施委員会というのが開かれて

います。これは皆さんご承知のように、戦後の混乱期にいわゆる非行とか犯罪が非常に多

かったということもありまして、これの防止と罪を犯した人の更生ですか、立ち直りを目

ざして立ち上げられた全国的な運動、これは皆さんご承知のとおりやと思います。 

 この運動、大変歴史もございますし、教育委員会のかかわりも深いものがあるとこのよ

うに思っております。今回、来月がその月間であろうとこのように思うんですけれども、

取り組み内容ですね、これ事務局は青少年課でしたかな。お持ちになるのはね。ちょっと

今年のどういう内容で取り組まれるのか、報告願いたいとこのように思います。 

【竹内課長】 来月は社会を明るくする運動の強調月間で、７月７日の土曜日に１０時か

ら西武百貨店等をひっくるめまして、市内の各スーパーのほうで、関係団体等の協力を得

まして、街頭啓発をさせていただきます。７月１８日に街頭パレードとしまして、旧の八

尾駅買い物公園から、近所では駅前の噴水公園のほうまで、龍華中学校のブラスバンド等

参加協力いただいて、関係団体に参加していただきまして、その部分で街頭パレードをし

て、そして噴水前の公園のところで一応イベント等させていただくような形で、今年度は

事業を実施させていただきます。 

 以上です。 

【寺前職務代理者】 今、青少年課長のほうから報告いただいたわけですけれども、今は

また戦後の非常に貧しかった時代に比べて、逆に豊かな時代になりまして、犯罪の低年齢

化とも言われておりますし、また一方では犯罪も高い水準で維持しながら、一向に減るよ

うな気配もないような時代になっております。 

 そういった中で、この運動というのは非常に大切なものであるとこのように思いますし、

とりわけ教育委員会としましても事務局も持っておられますし、さらにはＰＴＡ協議会と

か、あるいは校園長会も関係団体として加わっておられるとこのように思うわけです。こ

の運動の趣旨等については、機会あるごとに幹部職員の皆さん方、あるいは学校現場では

校長先生方が生徒集会等にもこういう機会ですのでタイムリーな話題としてとりあげてい

ただいて、児童生徒たちに犯罪とか非行の防止を呼びかけていただきたいなとこのように

思う次第でございます。 

 結構です。 

【委員長】 今の職務代理の発言に関連して、私からもちょっと申し上げたいんですけれ

ども。 

 ただいまも職務代理が発言されましたように、教育委員会としても非常に重要な会議と
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位置づけております。青少年の健全育成ということを全面的に打ち出した活動ですからね。 

 去年も我々教育委員もそういう活動に、市民の方々と一緒に参加をしたいと思っており

ます。我々教育委員は動く教育委員というか、今も教育現場等を視察に回っておりますけ

れども、こういった運動についても積極的に市民の方々とご一緒に参加をしたいというこ

とを申し入れました。ここにはその申し入れた方が今おいでにはなりませんけれども。 

 そうしますと、年度当初にそういう話がなかったら、やはり関係者の理解を得んならん

からということでした。私は教育委員５人、教育長は別としましても、４人が一緒に、市

民と一緒にティッシュ配りをする、一緒に汗を流すということに、そんなに了解を得て参

加をしなくてはならないものかなと、非常にけげんに思いましたけれども。そういう市民

の自主的な組織ですから、強引に話をすることができませんので、その程度で私はとめま

したけれども。 

 市民の皆さんが子どもたちのために汗を流していただいているときには、我々教育委員

もともに参画して、ご一緒に活動していきたいという気持ちを全員が持っております。社

会を明るくする運動にしろ、青少年を守る日の運動にしろ、子どもに関することについて

は、我々もご一緒に参加をしたいというふうに考えておりますので、そのあたり、関係の

ほうで、十分組織にも働きかけ理解をいただく中で、我々の参画を受け入れていただきた

いというふうに思うんですが。いかがですか、青少年課長。 

【竹内課長】 委員長のほうから話があった部分で、社会を明るくする運動の部分で、そ

の部分につきましては、青少年課と福祉政策課と事務局やっておりますので、その部分に

ついては十分に教育委員さんの参加等もひっくるめて協議させていただいて、参加できる

ような形でやっていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

【委員長】 そんなに難しい話ではないと思うんですわ。一緒にティッシュ配りをする、

一緒にパンフレットを配る、そして市民の方々と気持ちを一つにして青少年の健全育成に

立ち向かうという我々の姿勢というのは受け入れられて当然だと思いますので、ひとつそ

のあたり、よろしくお願いをしたいと思います。 

 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、次に進みたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 今日は議案審議が一つございます。 

 議案の審議に入らせていただきます。 

６月の議案 

議案第２０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の件 

 

 

 まず最初に、議案第２０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説明願います。 

【斉藤次長】 それではただいま議題となりました議案第２０号「平成１９年文化の日八
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尾市教育委員会表彰審査会委員の任命の件」についてご説明申し上げます。 

 本件は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１条第１２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。 

 提案の理由でございますが、本年１１月３日の文化の日におきまして、市長部局とあわ

せて教育委員会といたしましても、広く本市の教育の発展にご貢献いただいた方を表彰し

ていくため、八尾市教育委員会表彰規則第６条及び第７条の規定により、表彰審査会を設

置、諮問し、審議をしていくに当たり、審査会の委員を任命する必要があり、別紙のとお

りご提案申し上げるものでございます。 

 恐れ入りますが、次ページの平成１９年文化の日八尾市教育委員会表彰審査会委員名簿

（案）をごらんください。 

 構成委員につきましては、例年どおり教育長のほか、教育委員会事務局内の部長級の職

員を審査会委員に任命してまいるものでございます。 

 今後のスケジュールといたしましては、７月から１０月まで、４回程度の審査会を開催

した上、１０月定例教育委員会におきまして答申をする予定でございます。 

 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。 

【篠原委員】 この議案とはもう直接関係がございません。この議案、これはもうそのと

おり３名に異議はございませんが、毎回この文化の日の表彰に関しまして申し上げている

ことなんですが、できるだけ多くの市民に表彰のチャンスを与えるといったら言葉が悪い

ですけど、表彰の対象になっていただくようにお願いをしております。 

 例えば、毎回大阪府の教育委員の総会、先ほどもちょっとありましたが、そこの文化の

表彰式なんか見ましても、この八尾市、もっともっとすそ野と言ったら言葉悪いですけど

も、広げてもいいんじゃないかというふうに思いますので、関係の皆さん方、すそ野を広

げるということで、もっと努力をお願いしたいとこういうふうに思います。 

【委員長】 そういうご意見ですが、何か。 

【寺前職務代理者】 今、篠原委員さんがおっしゃったように、やはり特に児童生徒につ

いては励みにもなりますし、いろいろ基準もありましょうけれども、この文化の日の表彰

以外にも、例えば校長先生から表彰を出すとか、そういうことも今までからもなさってお

るとは思いますけれども、さらに機会あるごとに取り上げていただいたら、子どもを勇気

づける。はげみにもなるといった意味でもいいんじゃなかろうかなと。これは今、篠原委

員さんおっしゃったことについては、私も全面的に賛成するものでございます。 

【委員長】 ただいまのことで何かございませんか。 

 私も同感でございまして、この教育委員会の表彰の規則につきましても、今の篠原委員

のご指摘のような趣旨を受けて、大幅に変えていったという経緯もございます。１０年以

上でなかったらだめだとか、大阪府のとか、国のレベルで１位にならなかったらだめだと

か、そういう規則を横すべりでやりますと、はっきりしてわかりやすいわけですけれども、

そういうことではなくて、やはり八尾市独自でその方の業績というものをしっかりと見据

えて表彰させていただく。 

 特に生涯学習面でご尽力いただいている方というのは、八尾の場合は多いんと違うんで
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しょうか。そういった方々をどの人を表彰してどの人を表彰しないというような基準を設

けることは非常に難しかろうと思いますけれど、それはひとつ頑張ってご検討いただいて、

１人でも多くの人に受賞していただいてほしい。表彰というのは言葉を変えれば感謝をす

る、子どもたちのために、市のために頑張っていただいた方に感謝をするいい機会でござ

いますので、ぜひもっと視野を広げていただいて、表彰していただく方をふやしていただ

きますようにお願いをしたいと思います。 

 特に、児童生徒につきましては、幼児も含めて、そういう視点でしっかりと表彰対象を

見据えていただきたいというふうに思いますので、つけ加えさせていただきます。 

 ほかにご意見ございませんか。 

 ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第２０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】 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、議案第２０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の

件」について、原案可決を適当と認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 次に報告事項に入ります。 

 まず、八尾市立歴史民俗資料館の盗難事件について、岸本課長から報告をお願いいたし

ます。 

【岸本課長】 それでは、ただいまより八尾市立歴史民俗資料館で発生しました盗難事件

につきご報告を申し上げます。 

 お手元配付の資料をご参照ください。 

 さて、資料に記載のとおり、被害は６月４日未明に発生したもので、館入り口左側の受

付窓口の強化ガラスが割られ、管理室内の事務用ロッカーに収納しておりましたケースの

かぎが壊され、現金９，５００円と切手４，６９０円相当分が盗難に遭ったものでござい

ます。 

 発見、報告につきましては、お手元資料のとおりでございますが、今後につきましては、

お手元資料に記載をしておりますように、受付窓口の窓ガラスの強化策等々の防犯装置を

施しますとともに、現金などの取り扱いにつきましては、防犯等緊急時の対応も含めまし

て、館職員への周知徹底を図るなど未然防止に努めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

【委員長】 ただいまの報告に関し、委員の先生方、ご意見ございますでしょうか。 

【寺前職務代理者】 今、文化財課長のほうから盗難事件の報告があったわけですけれど

も、これ、６月４日の午前０時３８分ということで、警備会社の警報が作動し、そこから

警備員が行かれたということで、この件については歴史民俗資料館指定管理者として、財

団法人の八尾市文化財調査研究会が受けられておる、指定管理者になっておられるという

ことで、警備会社のほうから財団のほうに報告がいったということになっていますわね。 

 そしてこれ、その間、実際に午前８時２４分ですか、文化財課のほうに連絡が入ったと
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いうことで、財団のほうから入ったということで記載されていますけれども、事件が起こ

ってから８時間ほどたっておるわけですねんけどね、これはやはりこういう形でいいんで

すか。例えば、今、よく発注者と受注者との問題も出てますわね。そしてこれ、指定管理

者、財団と言えども、これは市のいわゆる外郭団体ということではございますけれども、

市と同一視するということについてはいかがなものかなと、こういう思いもございますの

で、今質問させていただいておるんですけれども。 

 やはりこの財団のほうから一報が入り次第、やはりいわゆる発注者というんですか指定

管理者を指定されておる文化財課のほうに一報入ってしかるべきじゃないかなとこういう

ふうに思うんですけどね。その辺はこういういわゆる事件事故が起こった場合の連絡です

か、いかがなものになっているんですかね。その辺ちょっと教えていただきたいなとこの

ように思います。 

【岸本課長】 基本的には、今、職務代理がおっしゃったとおりで、緊急時の安全マニュ

アル等々については、私どもも作成しております。ただ、深夜であったという中で、一度

電話は私の自宅のほうへ鳴らされております。ただ、逆に向こうのほうが気にされて、２

～３回で切られたということですから、今後は私どももそういう形でないようにやってい

きたいというふうに考えております。 

【寺前職務代理者】 一応、公式か非公式かわかりませんけれども、一応文化財課長のほ

うへ報告が入ったということで、それはそれでいいと思いますけれども、やはりこういう

盗難事件としての正式な報告をされるんでしたら、やっぱり一報あればあったということ

で記載されておいたほうが、やはりいろいろと疑問も持たれんでいいんじゃなかろうかな

とこのように思いますので、ちょっと申し上げておきたいなとこういうふうに思います。

結構ですよ。 

【委員長】 よろしゅうございますか。 

 ほかに。 

【篠原委員】 これはあくまで感想で申しわけないんですが、今の報告を読みますと、被

害は些少に済んだと。多分犯人は現金ねらいだったというふうに感じられますね。 

 そこで歴民の展示品に被害が及ばなかったことは、これは幸いであるとこういうふうに

考えます。レプリカがほとんどだと思うんですけれども、やはり貴重なものもありますの

で、むしろ現金ねらいよりもこれからそういう展示品、以前は何か埴輪を割られたことが

ありましたですね。そういう悪質な犯罪を防止するように、これは警備当局ともっと詰め

てやってほしいとこういうように思いますので、よろしく。 

【委員長】 ほかにご意見がございませんようでしたら、以上で報告事項については終わ

りたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

 この際、教育委員の先生方、何かご発言いただくことがございますでしょうか。 

 特にご発言は。 

【百瀨委員】 そうしましたら、私のほうから２点ほどお尋ねしたいと思っております。 

 １点目は学校安全について、もう一点目は学校現場での保護者の対応についてと、この

２点で少しお尋ねしたいと思っております。 

 昨年度、新聞の中でもいじめという問題がどっと大きく報道されました。それがもうあ

っという間に、報道の中ではあの万博のジェットコースターの車輪の外れた事件でぱっと
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動き、そしてもう今は年金問題、また教育関連法の改正と、どんどんどんどん情報は動い

ていっております。今日、いじめを論議するんでなくて、自分自身が学校教育現場におっ

たときに、ちょうど６年前になりますね。ちょうど大きな池田の事件がございました。こ

の件にかかわり少しお尋ねしたいなと思うのは、やはり何か６年たった今、やっぱりこう

いうことは風化を防いでいかないかん時期になっているんだと。自分自身学校安全の意識

が低くなったとは言いませんけれど、やはり今、教訓を伝え、生かしていく、そのための

学校の安全を守る取り組みは、今どのようになさっているのか、現状はどうなのか、少し

具体的に教えていただけたらと、そういうことが１点、よろしくお願いしたいと思います。 

【委員長】 まず、１点目ですが。 

【柿並課長】 今の学校安全の取り組み、現状としてどのような形で行われているかとい

うことについてでございますが、当時池田の教育大の事件以後本市におきましても、例え

ば学校の安全対策推進員の配置など、学校のいわゆるソフト面、例えば来訪者に対する対

応などに配慮しております。また、すべての学校で門の施錠をしております。その施錠を

解錠するに当たっては、今受付員さんが配置されておるわけですけれども、どなたである

のかというようなことを確認をしたり、また各学校で保護者に対しては保護者用のこうい

ったネームプレートのようなものを配付されて、それをつけておられる方のみの入校を認

めるようになっております。また、そういったものをお持ちでない方につきましては、職

員室から職員のほうが参りまして、どなたであるかというようなことを確認をした上で、

学校のほうに入っていただくというようなことを徹底して行っております。 

 また、登下校の安全の問題もございますので、そういった部分では地域や保護者の方の

協力を得まして、見守り活動というような形でお願いをしておりますし、特に下校時間帯

につきましては、できるだけ外で子どもたちの下校を見ていただきたいというような形で、

おうちにおられる保護者の方にお願いをするなど、地域、保護者の協力も得ながら、子ど

もたちの安全安心を守っていくというような形で、今進めているような状況でございます。 

【百瀨委員】 今、お答え願ったわけですけれど、やはり今やっていることが十分に今ま

でに取り組んできたことを検証されて、そして地域の力や親の力、ともに共通の認識の中

で改めて子どもを守っていくんだと、そういう意識を十分つくっていただきたいなとそう

考えておりますので、これからも取り組みのほうよろしくお願いいたします。 

【委員長】 今のことでちょっとかかわってなんですけれども、私ども、先ほど申しまし

たように、幼稚園、小学校など、今現場のほうを順次回りまして、現場の実態を身近に学

ぶというか、そういう取り組みをしているんですが、私、幼稚園へ参りましたら、園長さ

んが一番危険性の高い幼稚園の教育現場でセキュリティーが甘いという強い訴えを聞いた

んですね。一遍見てくれということで。 

 例えば犯人がここをこう乗り越えたら、もううちの幼稚園、もうこれで一遍にがたがた

になってしまうんだというような話も聞いたんですけどね。警備会社との関係なんでしょ

うけれども、最小限のセットをしてあるんでしょうが、園としてはそれでは子どもの安全

安心を確保できないと、このセキュリティーの甘さを何とかしてほしいんだという強い訴

えを聞いたんですけどね。このあたりはいかがなものなんでしょうか。一遍、そういう声

もあるとすれば、セキュリティーの甘さというものがあるのかどうか、最小限のセキュリ

ティーをしてあるのが、現場ではそれが不安にまだ感じておられるのか、そのあたりも一
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度チェックをしていただいたら、今、百瀨委員がご指摘になったようなこととも関係して、

非常に大事なことだと思いますけどね。 

 何かご発言がありますか、そのことについて。 

【橋本課長】 失礼します。 

 セキュリティーの問題をご指摘いただきましたけれども、ただ警備会社というシステム

の趣旨と申しますと、いわゆる幼稚園なら園、学校なら小学校、中学校の中で、人気がな

いときにやっぱり監視をするというふうなことが趣旨としてございますので、小学校にお

きましても各教室にセキュリティーがついているかというとついておりません。やはり管

理所室、小学校の場合は階段、廊下等につけておりますけれども、その趣旨から申し上げ

ますと、幼稚園も管理所室にはつけておりますけれども、保育室、遊戯室にはつけていな

い。その理由といたしましては、昼間はやっぱり人がおるということもございます。 

 ただ、ご指摘のここを乗り越えられたらという意味では、小学校と併設されました幼稚

園につきましては、もともとは小学校と同一敷地というふうな意味もございまして、ただ

安中幼稚園、用和幼稚園、高安幼稚園等、小学校と離れている園につきましてはフェンス

も高いというふうなことで、安全を期しておるところでございます。 

 ただ一つ、先ほど百瀨委員からもご指摘がありましたが、地域の力ということに関しま

して、いわゆる小学校も幼稚園、中学校もそうですが、道路に面したブロック塀ですね、

それをフェンスに変えていく事業をずっと進めております。それは何かといいますと、や

はり学校の安全と申しますと、外部からの侵入の安全もありますけれども、内部生徒の行

動を地域の目、親の目があるよというふうな意味で、フェンスに変えて、そこはまた植樹

帯をつくって、地域の人と学校現場がその緑を共有しながら、学校に関心を持っていただ

くというふうな意味でのセキュリティーといいますのか、地域の活用といいますのか、そ

ういうことも進めておりますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

【松岡課長】 失礼いたします。 

 先ほど百瀨委員からもございました池田小学校の件がありまして、各教育委員会、八尾

市のほうでも学校園の危機管理対策本部を設けております。現在もありまして、私ども教

育政策課と指導課の共管で所掌させていただいておりまして、まず先ほどの池田事件の風

化の話がございましたが、毎年池田事件の起こった日前後に、学校園等安全教室を今年度

も行っております。これは八尾警察、それから今年度は府警本部からも講師を招きまして、

子どもの安全、さすまたとかの実技講習も含めて、これは先ほども話がありましたが、公

立学校園だけではなく、私立の幼稚園、私立の保育所、公立の保育所も含めて、多数の参

加をいただいておるところでございます。池田小のことを風化させないように、そういっ

た時期に行っているということでございます。 

 それから、先ほどの幼稚園のセキュリティーの話でございますけれども、大阪府のほう

がご承知のように小学校の校門に対する警備員等の配置ということで、補助事業を創設を

されました。その際には幼稚園については、幼稚園、保育所については、比較的敷地が小

さいということもあって、補助対象にしないという方針を示されたところでございますが、

本市におきましてはやはり幼稚園、保育所についてもセキュリティーを高める必要がある

という判断で、市単費で現在も保育所、幼稚園のほうも安全対策推進員の方を配置をさせ

ていただいております。それにつきましては、市長会を通じまして、来年度以降の補助の
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継続・充実等につきまして、要望を上げさせていただいているところでございます。 

 そういったさまざまな点を踏まえ、全体の学校等の安全につきまして、さらに取り組み

を進めさせていただいているということでございます。 

【委員長】 八尾市は単費ででも子どもたちを守るんだということで、セキュリティーに

力を入れていただいております。 

 私も一緒に見て回ったんですが、最小限の取り組みをしていただいていることは事実な

んですが、だんだんと少しずつ要求が上がっていくというか、安全性をさらにもっと確保

していきたいというニーズが高まっていくといいますか、これは現場においていたし方の

ないことだと思いますが。そのあたりは十分現場にも理解をしていただき、最小限のセキ

ュリティーであとは人の力で子どもたちを守っていくという体制づくりに力を入れていた

だくという、そういう努力をお願いしていかんならんと思っておりますが。 

 八尾の場合は特に単費ででもそういうセキュリティーに力を入れているということは、

幼稚園の現場のほうもおっしゃっておられましたので、感謝をしながらも、よりよいセキ

ュリティーの問題を考えていくと、どうしてもレベルが上がるというか、グレードが上が

るということになるかと思いますが。そんなことも十分説明をして、ご理解をしておいて

いただかんといかん問題だなというふうに感じました。 

 ほかにございませんか。 

 じゃ百瀨委員、次の問題。 

【百瀨委員】 それでは、もう一点、皆さん方にお聞きしたいことでお話ししたいと思い

ます。 

 教育委員として、学校訪問しております。そういう中で多くの学校長のほうから語られ

た中で、言葉の中で、非常に課題を持ついろいろの学校の中に起こっていることがあるん

だと。そういう問題で子どもに対する対応でなく、保護者からのクレームが教育現場の中

においても大きな課題になりつつあるんだと。そういうことを耳にしながら、今のところ

教育委員会と、また学校現場との対応の中で、大きなトラブルにはなっていないと聞いて

おりますけれども、はやりこれからもいろいろなケースが考えられます。 

 そういう中で、言葉の中でこういう言葉が出ておりますが、モンスターペアレントです

かね。こういうことに十分今後対応していかなければならないのではないかと。そういう

ことで委員会としてこのモンスターペアレント等の対応に対して、今後どのように考えら

れているのか。またそういうことに対する体制づくり等を含めて、どのようにお考えなの

か。１点聞かせていただきたいなと、そう思います。 

【松岡課長】 学校におきます問題解決支援ということにつきましては、ご承知のように

国の教育再生会議の第２次報告におきましても提言がされておりまして、また新聞等で報

じられているところでは、東京都港区のほうが、学校トラブルのための弁護士設置を行う

といったようなこともありまして、教育現場において非常に大きな課題というふうになっ

ております。 

 本市におきましても、昨年度から、各校に発生した課題等の確認や、実際に対応してお

られる学校長の声を直接お聞きするなどを初めといたしまして、私ども教育政策課、指導

課を中心とした関係各課により既存の他の制度により運営されている学校支援策の活用で

ありますとか、また教育委員会及び各学校園との連携強化のほか、弁護士、医師、臨床心
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理士、社会福祉士など外部の専門家等を加えた新たな支援の方策なども含めまして検討を

行ってきたところでございますが、新たな部分につきましての予算化には至っていないと

ころでございます。 

 今後さらに関係各課、学校園の連携強化や既存システムの活用を図るとともに、国の動

向等も踏まえつつ、引き続き学校支援制度の充実を目指してまいりたいというふうに考え

ております。 

 現時点では教育再生会議の報告が出ました後に、骨太の方針が示されておりますが、そ

の中で具体な部分まではなかったように思いますけれども、今後提言がございますので、

国のほうもさらに検討されておりますので、そういった点も十分注視してまいりたいとい

うふうに思っています。 

【委員長】 よろしいですか。 

【百瀨委員】 また１点ですけどね。今、話を聞かせていただきながら、教育現場ではい

ろいろ教育課題というのが学校にどんとのしかかってきています。その中でやはりもう生

徒指導主事ですね、やはり過去には生徒指導主事というのは一定にきちっとした授業軽減

もしながら位置づけられていたのに、今はもう全く学校の中では動きがとれないような状

況になっていると。 

 そういう中でこれぐらい多くの問題がどんどん出てくる中で、生徒指導主事が動けない

ような状況にあると。このあたり、やはり問題に対して学校はどんどんどんどん外へ出て

いって対応するにはね、一定に人的な確保みたいなものも考えていかないかんのではない

かなと。このあたり、教職員課のほうでは何か加配等含めて対応というのは考えられてお

りますか。 

【中山次長】 百瀨委員ご指摘のように、生徒指導主事が授業も行いながら生徒指導対応

もという現状で、かつては生徒指導そのものに対応し切ることができていたというご指摘

のとおりです。私どもも府には教員の定数内ということではなく、生徒指導主事を加配と

して配置していただきたいと、ずっと要望を続けております。 

 今、現在、加配をつけていただくということは大変難しい状況にありますが、この要望

は続けてまいりたいと考えております。 

【百瀨委員】 そうですね、今の学校の現場そのものが、これから先の５年、１０年のビ

ジョンに向かって互いに夢を語っていける、今はもう学校現場がどんどんどんどん引いて

守りに入っていくんでなくて、そういうような自分らの夢を語っていくような、将来像の

学校づくりに対して、先ほど教育長言いましたように、そういうことを自分たちの校区、

また学校の中で、どんどんどんどん子どもが今の問題等に巻き込まれることなく成長して

いくのを、本当にこれからつくっていきたいなと。 

 そう考えている中で、ぜひとも今後今言ったいろいろな課題に対しての体制づくり、ま

たはそういう人的な配慮等を含めて、ひとつ強力にご支援していただけたらとそう思いま

すので、ひとつよろしくお願いいたします。 

【委員長】 さっきの百瀨委員のご指摘になった学校園への理不尽な抗議とか要求の件で、

私もちょっとつけ加えて発言をしたいんで、お聞きをいただきたいと思いますけれども。 

 まだすべての学校園を回ったわけではありませんけれども、私が回りました中で、すべ

ての幼稚園、小学校から出てきました声は、理不尽な親に学校が困っているという異口同
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音の訴えでございました。我々も新聞、テレビ等で、その理不尽さについては少々承知を

しておったつもりですけれども、教育現場は非常にそれに敏感に反応をしているという実

態を目の当たりに知ることができました。それも幼稚園の親御さん、小学校であれば低学

年の親御さんにその傾向が強いと、そういうふうに関係の校園長はおっしゃっておられま

した。 

 それと、それを裏づけるような格好で、先ほども松岡課長が引用されましたけれども、

新聞でも大きく報道されております。今日は傍聴者もおいでですので、具体な例で考えて

いきたいと思うんですが、自宅で掃除をさせていないから、学校でもさせないでほしいと

か、相手の子が、いろいろ嫌なことをしてトラブルがあったので、相手の子を転校させる

か登校させないようにしてほしいとか、中学生に小学生の問題を解かせたところ、子ども

が精神的に傷ついたと抗議したり、また６時間に及び抗議の電話が学校にかかってくるな

ど、本当に一端ですけれども、こういったことがやっぱり八尾市においても大なり小なり

あるという実態を、やはり的確に把握をしていかなくてはならないのではないかというふ

うに考えております。 

 そういうあたりでは、教育現場の今申しましたような悩みと申しますか、要求や抗議に

苦慮している実態なんかはどういう形で把握しておるんでしょうかね。 

【柿並課長】 失礼いたします。 

 今、委員長ご指摘になられたような保護者のほうからの理不尽なといいますかそういっ

た行為というようなものにつきましては、各学校のほうから、こういったことで学校のほ

うに苦情が寄せられておりますとか、また相談を受けておりますというような形で、指導

課のほうにご報告をいただいております。 

 また、そういったケースの場合、学校に苦情といいますか抗議されると同時に、教育委

員会のほうにもあわせて連絡をされてこられるようなケースがございます。そういったと

ころから、一時的なものは学校のほうで解決をされている部分もたくさんあろうかと思い

ますけれども、長引くようなケースについては、指導課のほうでほぼ把握をしているとい

うような状況がございます。 

 理不尽といいますか、そういった中身も非常に線引きの難しいものもございますので、

学校としましては保護者のさまざまな価値観、若い保護者の方の考え方等もございますの

で、学校として丁寧に説明をしながら、保護者のご理解を得るような形で進めているとい

うようなところが現状でございます。 

【委員長】 新聞で見ますと、佐賀市あたりは管理職と教務主任を対象に、こういった問

題についての対処法についての研修をしているようですが、八尾市の場合はそういう取り

組みをしているんでしょうか。 

【吉岡所長】 研修部門ですけれども、保護者の訴えにつきましても、最初は純粋な本当

に学校や子どもに関する要望というレベルから、苦情、理不尽な要求といろんなレベルが

あるかなと思いますが、それは私たちの初期対応によって、だんだんだんだんそのレベル

を上げ、私たちに返っていくような部分もございます。やっぱりなぜこんな主張がこうい

うふうになったかというのをまずよく聴き、理解することが大切であると考えております。

そのことを踏まえ、研修部門では三つに分けて計画させていただいております。 

 まず、特に初任者では接遇の部分におきまして、やはり相手の訴えを真摯に聴くという
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ことについた、市のマニュアルに沿って研修させていただいておりますし、夏の曽爾の宿

泊研修におきましては、ロールプレイの手法を通して具体的な保護者対応を振りかえる、

またカウンセリングの技術を学ぶという計画を立てております。 

 また、中堅の教職員に対してですが、学校教育課題実践研修に、本年度、具体的な場面

を通して対応のマニュアルを作成して研究紀要にまとめるような計画をしているところで

ございます。 

 また、夏季休業中には教頭及び園長を対象にした不当要求対応に関しての研修、これも

市の総務と一緒になって研修する計画にしております。 

 以上、そういう計画を持っております。 

【委員長】 計画を立てておられるということで、まだ実施には踏み切っておられないわ

けですね。 

【吉岡所長】 昨年１２月の校園長研修会におきましても、弁護士さんをお呼びして「学

校園が直面するさまざまな問題への対応、危機管理のヒント」という演題で研修をさせて

いただきました。またそれ以前につきましても、自主校長会において独自に、先日は小・

中生活指導研究協議会におきましても、それぞれそれふさわしい講師を呼んで研修をされ

ているというふうに聞いております。 

【委員長】 確かに子どもの問題、子どもの教育に全エネルギーを投入せんならん教職員

が、学校が、実は親に大きなエネルギーをそがれていくという現実、これは現代の教育に

おいて無視できなことだと思いますし、例えば指導課あたりも本来は学校の教育的な力量

を高めるための指導に当たっていただかんならんのが、そういう問題対応に振り回される

というような現状があるとするならば、これはゆゆしき事態だというふうに考えておりま

すので。 

 先ほど松岡課長のほうからも紹介がありましたけれども、教育再生会議でも精神科医や

警察官のＯＢなどが学校と保護者の意思疎通を手助けする、学校問題解決支援チームを各

教委に設置するよう提言していると書いてありますけれども、これを待っていたらどうに

もならない、もう現に火がついている。こういう問題を即対応していくためにはどうすれ

ばいいのか。こういうことについての緊急対応策を教育委員協議会等でも至急に練ってい

かなくてはならないというふうに思いますので、ひとつそういうあたりの資料整理をして

いただいて、次の協議会に向けてご準備をいただけたらありがたいと思います。 

 百瀨委員のご発言につけ加えましたけれども、非常にこれは八尾の教育を揺るがしてい

る事態ではないかと。学校現場を回って、それを嫌というほど痛感いたしましたので、発

言をいたしました。 

【教育長】 保護者のクレームの話なんですが、私が教育委員会に来させていただいた平

成の初めごろは、指導主事として先輩から指導を受けたのは、親がどんな気持ちで教育委

員会なり学校なりに相談に来るのかということでした。電話でも、最後のダイヤルを押す

ときに、どんな気持ちで押すのか、本当に悩んで、困ってというふうな気持ちであること、

かかってきたら、親の話は十分聞かなだめだよというのがまず言われたところでした。 

 それだけの思いを持って我々もしっかり聞いてきたんですけれども、最近は比較的学校

に言いやすいというような状況がどんどんどんどん出てきて、何でも言えるが、逆には言

いたい放題になってしまっているところもあります。担任の交代をさせたいという気持ち
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が親にあって、この結論がまずあって、教育委員会にこられるというケースもある。学校

というのはさまざまな出来事を教育という中で子どもたちにといろいろ考えさせ成長させ

ていかなければならない。あっては困ることですが、いじめがあった場合には、みんなで

そのことを解決していくことによって子どもも成長するし、親も教師も成長していこうと

いう学びの場であったはずが、何かかわってしまっている。 

 しかし、一人ひとりの思いを聞くということが、先生方も随分上手になってきました。

思いを聞きながら、どう子どもを成長させていくのかというスタンスに立ちながらじっく

り話をしている。そのために学校での相談が随分時間かかっていますし、一つボタンを掛

け違えたら、次のボタン、次のボタン、どんどん逆に問題を大きくしてしまうということ

もあるようです。 

 もう一つ、親が子どもの顔色を見て対応しているということで、子どもに添い過ぎてし

まって、学校を敵にすることで子どもを親の身近なところに置くというようなことから話

がなかなかうまくいかなかったりということもあります。 

 先ほどサポートセンターの所長から話がありましたが、いろんな研修を通しながら、相

手とどう歩み寄っていけるか、ときによっては法的なところの部分も必要ですし、ひょっ

としたら警察との関係も必要になってくるでしょうし、教育政策課とも相談しながら、何

か対応できないか、委員長おっしゃったように何か対応する方法を今後も考えていきたい

と思っています。 

【委員長】 確かに教育長がおっしゃったように、かつてのように親の言うことを共感的

に理解して、カウンセリングマインドでもって親と接していくという理想がなかなかかけ

離れてしまって、実現できなくて、もう泥沼に入り込んでいくというような実態がありま

すもので、この問題は今日ここだけで論議のできるものではなくて、継続的に、また集中

的に重要性、緊急性を帯びた課題として論議を深めていってはどうかと思いますので、そ

ういうことで今日はよろしゅうございますか。 

【百瀨委員】 こういう問題が後追いになって解決に当たっていくんでなくて、ぜひ現場

に反映していく、そういう体制づくりはどうしたらいいのか、支援はどうしたらいいか、

そのあたり十分に緊急にひとつ課題として考えていただけたらとそう思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

【委員長】 そのことについては、教育委員の皆さんもご異論はないと思いますので、継

続的に研究をしていくと、検討していくということにしたいと思います。 

 ほかにこの際、ございませんか。 

【篠原委員】 私も数校学校訪問させていただいております。私の主としたる目的は、校

長先生あるいは教頭先生とひざを交えてざっくばらんに話し合って、そしてその学校のこ

とを私自身学習するということが一つのねらいなんです。それから校長先生とお名前は知

っておっても、名前とお顔とが一致しない場合が私には多ございますので、それでできる

だけ学校訪問させていただきたいと思っております。 

 それとはちょっと話がそれるんですが、いろいろ暑くなってまいりました。そして今年

も、今日は雨が降っておるんですが、水不足が予想される空梅雨で、そういう場合に各学

校園に対するいわゆるエコ教育というのですか、省エネというのですかね、そういう対策、

あるいはそういうふうな指導は、教育委員会からどの程度されておるのか。 
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 例えば役所あたり、あるいは民間でもそうでしょうけれども、お昼はちゃんと電気消す

というふうなこともありますし、そういうことを学校の現場で指導段階として、どの程度

徹底されているのか。指導課あたりを中心にお聞かせいただきたい。 

【委員長】 エコ教育ですね。 

【柿並課長】 失礼いたします。 

 いわゆる環境教育というような形についてのご質問でございますが、各学校では環境教

育を一つの領域として位置づけて取り組みを進めております。総合的な学習の時間の中に

位置づけて、それぞれ課題を解決していくというような形で取り組みを進めております。 

 例えば身近なものから、学校全体として、教職員も含めまして、例えば電気の節約です

とか、水の節約、いわゆる節水運動というようなものを進めていたり、また生徒会が中心

となって節水運動を進めているような学校もございます。またそういった身近なもの、身

近な校内だけのことではなくて、地域学習等含めて、例えば地域の川ですとか、山ですと

か、そういった環境を守っていくというようなことを学校の取り組みの一つとして進めて

いる学校もございます。市内ほぼ２９小学校、１５中学校ございますが、ほとんどすべて

の学校で環境に関する取り組みというものは行われておるような状況でございます。 

【篠原委員】 節水のことは当然のことで、節電のこともちょっと私触れたんですけどね、

例えば一つの教室から児童あるいは生徒が校庭へ出るとか、そういうときに必ず電気を消

すと、これはもう守られていると思うんですけれども、いわゆる子どもたちにどんだけそ

ういったいわゆる省エネあるいはエコ教育の精神が浸透しているかどうかということを、

ちょっと簡単に評価すれば、八尾の場合はそれは上できなんでしょうかね。 

【柿並課長】 他市の状況までちょっと十分つかめておりませんが、全体としましては、

これは環境総務課のほうが一覧表としてまとめておられますけれども、八尾市の学校はほ

とんどリサイクル活動ですとか、環境学習ですとかいったことに取り組んでおります。環

境学習の目的といいますのは、やはり子どもたちにどれだけ意識を持たせていくか、将来

環境に対して自分たちがどんなことができるかというような気持ちを育てていく学習であ

ると考えております。 

 そういう面では、今、評価というよりは、これから子どもたちがどれだけそういった気

持ちを持ってくれるようになるのかというようなことが重要であると考えております。た

だ、いずれの学校においてもしっかり取り組んでいただいていると認識をしております。 

【篠原委員】 その答えを聞いて、結構です。私も先ほど学校回りをさせていただく中で、

重点的にちょっと見たいなと思うのは、やはり学校の清掃状態なんですね。私の今まで回

った学校では、非常にきれいになかなか清掃が行き届いているなということで、これは例

えば学校評価の一つで、外部から見た評価にもつながると思うんですね。 

 それから先ほどモンスターペアレントの話が出ましたけれども、その中で、例えば電話

一つ入りますね。そのときの対応の仕方。小学校やったらだれが受けはるのか、中学校や

ったらだれがまず最初に電話を受け取りはるのかということはまたちょっと違うと思うん

ですけれども。その対応のあり方という、これも非常に大きなポイントになるということ

ですね。 

 そういった研修はなかなかなされないですが、私もかつて勤めていたときに人事やった

ことがありますが、ずっと学校を見て回るときに、まず最初に連絡入れるんですけれども、
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役職名乗らないとだめなんですね。例えば私、篠原ですと言ったって、そのときの受け取

り方、どこの篠原やっていうようなことでね、胡散さを感じて受けはる学校もありました。

だからその清掃状態、それから電話の受け答え、それからもう一つ学校訪問するときに、

下駄箱、細かいことばかり言うようですけど、下駄箱に例えば来客用の下駄箱に職員用の

運度靴がばっばっと何やいっぱい入っているような学校もかつてはありました。私が回っ

ているときにね。そういうふうなつまらんこと、小さいことも、一つのだんだん学校の評

価としてつながっていきますので、これはどこで言うたらいいのか、機会あるごとにまた

事務局としても指導願いたいと、こういうふうに思っております。 

【委員長】 ほかにございませんか。 

【寺前職務代理者】 皆さん方から今学校訪問されているときの報告等もございました。

私も３校ほど寄せてもろうたんですけれども、概して校長先生方、大変意欲を持って取り

組んでおられると思います。冒頭に教育長のほうからごあいさつもございましたように、

生活習慣の改善とか、あるいはあいさつ運動とか、できることからというような形でもお

っしゃっていました。 

 確かに校長先生と話をする中では、やはり生活習慣ですか、こういったあたり、いわゆ

る早寝・早起き・朝ごはんとか大変大事なことであるということで、それを取り組んでお

るという学校もございましたね。とりわけ朝ごはん運動ということについては朝食ぬきゼ

ロを目指してやっていますと。朝ごはんを食べることによって、脳の活性化、学習意欲も

わくし、一番必要じゃないかなと思うてやってますねんということでおっしゃっていまし

た。そういう学校もありましたし、また地元に図書館という資源もあるんで、これを十分

活用させていただいて、図書館のほうから職員の方も派遣していただいて読書指導もして

もらっているとか、いろいろ子どもの通学の安全、これも地域に働きかけて協力してもら

っていると。とりわけ何か４０分ぐらいかかって来る集団もあるようなこともおっしゃっ

ていましたね、学校によっては。そんなこともあって、いろいろと学校としても気配りも

されております。 

 先ほど、施設課長、橋本課長おっしゃっていましたように、学校の安全ということで八

尾の場合、コンクリートべいからフェンスに切りかえておるということもおっしゃってい

ましたけれども、やはり学校内での死角、あるいは外から見た目も、人の目線というのは

大変大事であると思いますし、結構なことだろうとこのように思います。 

 たまたま私行ったところで、ちょうど学校で公務員さんが除草等、木もちょっと切られ

ていたんですけれども、いじめ等学校内でのいじめということになれば、やはり死角とい

うのは非常に問題になって、そういうところでいじめが起こっておるということもよく言

われております。 

 したがいまして、あるいは外からの目も受けるという意味では、とりわけ僕は植木も、

確かに緑の保全というのはこれは大事なことです。ですので伐採ということについては非

常にいかがなものかなとも思いますが、いわゆる背の高さぐらいの下枝を切ることによっ

て、そういう死角になる部分を防ぐと。全体を切ってしまうんではなしに、やはりそうい

うこともやはり日ごろから心がけていただいたほうがいいんじゃないかなと、このように

校長先生にも教頭先生にも言うておったんですけれども。これぐらいのことならば経費も

かけずにできますし、学校の人的資源さえ活用すれば十分可能なことであろうとこのよう
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に思います。冒頭、教育長もおっしゃっていましたけれども、生徒の意欲を引き出すとい

うようなこもおっしゃっていましたけれども、教職員の意欲も情熱も大変大事だと思いま

すので、当然にサポートセンター、あるいは指導課では研修も、先生方の研修も随分なさ

っておると思いますが、そういった面もやっぱり含めて、あれもこれもということになり

ますけれども、ひとつ今後とも細かいところまでも気配りしながら、教育委員会と学校現

場の連携ということをきちっと取り組みたいたいなとこのように思います。 

 以上です。 

【委員長】 ほかにございませんか。 

 事務局からこの際何か報告事項等ございませんか。 

 よろしゅうございますか。 

 なければ、以上をもちまして６月の定例教育委員会を終了したいと思います。 

 本日の署名委員に百瀨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をいた

します。 

 長時間にわたりまして、ご苦労さまでございます。 

 ありがとうございました。 

 

（署 名）百瀨委員 

 


