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８月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２４年８月２２日（水） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館６階 大会議室 

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・伊藤生涯学習部長・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・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・

本鍋田学校教育部参事・菊池指導課長補佐 

 

【百瀨委員長】 ただいまより８月定例教育委員会を開催いたします。本日の会議録署名

委員に御喜田委員を指名したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 まず、７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、何かご質疑等ございませんか。 

 

【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、７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） 

７月28日（土） 

 

７月31日（火） 

 

８月10日（金） 

午前９時30分から、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会開

会式に出席。 

午後４時から、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会閉会式

に出席。 

午前９時から、臨時教育委員会に出席。 
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【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) 

７月23日（月） 

７月25日（水） 

７月26日（木） 

７月27日（金） 

 

 

７月28日（土） 

 

 

７月30日（月） 

７月31日（火） 

 

８月１日（水） 

８月２日（木） 

８月３日（金） 

８月４日（土） 

８月６日（月） 

 

８月９日（木） 

８月10日（金） 

 

８月21日（火） 

午後２時から、「社会を明るくする運動」街頭キャンペーンに出席。 

午前10時から、スポーツ施設運営審議会に出席。 

午後１時から、府学校給食大会に出席。 

午前10時から、各派代表者会議に出席。 

午後１時30分から、府都市教育長協議会夏季研修会及び定例会に出

席。 

午前９時30分から、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会開

会式に出席。 

午後１時から、教育者研究会に出席。 

午後１時30分から、防犯協議会総会に出席。 

午後３時55分から、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会閉

会式に出席。 

午後５時30分から、学力向上フォーラム全体会に出席。 

午後２時から、防災会議に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午前９時30分から、小学生軟式野球大会開会式に出席。 

午後５時から、日中友好交流都市中学生卓球交歓大会派遣事業表敬式

に出席。 

午前11時から、小学生軟式野球大会閉会式に出席。 

午前９時から、臨時教育委員会に出席。 

午後１時から、市議会文教常任委員会に出席。 

午後２時から、地域力再生推進本部会議に出席。 

 

【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】 ８月１日（水）午前１１時４５分から、プリズムホール大ホ

ールで行われました大阪府吹奏楽コンクール中地区大会に出席しました。１日目は八尾市

から中学校６校が出場し、全ての演奏を聴かせていただきました。結果は、成法中学校が

銀賞、龍華中学校が銀賞、久宝寺中学校が銅賞、大正中学校が金賞、八尾中学校が金賞、

曙川南中学校が金賞を受賞し、曙川南中学校が地区代表として大阪府大会に進むことにな

りました。また、８月２日（木）に、亀井中学校が小編成の部門で優秀賞を受賞しました。 

 

【御喜田委員】 ８月１日（水）午後５時３０分から、学力向上フォーラムに出席しまし

た。 

それから、８月２０日（月）に、国立曽爾青少年自然の家で小学生、中学生５０名によ

る２泊３日のキャンプを視察しました。子どもたちは自然がたくさんある場所でいつもと

は違った経験ができたのではないかと思っています。 
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【百瀨委員長】 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

ございませんか。 

それでは、ご質疑がなければ次に進ませていただきます。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 本日は審議事項が予定されておりませんので、報告事項に移りたいと思

います。 

 まず、八尾市小学生軟式野球大会の結果について、杉島課長より報告願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、八尾市小学生軟式野球大会の結果につきまし

てご報告を申し上げます。 

 お手元の配付資料をご覧いただきたいと思います。本大会につきましては青少年の健全

育成事業の一環として軟式野球を通じ、市立各小学校在籍児童の心身の鍛錬と相互の親睦

を図ることを目的に開催しており、本年で第６４回を迎えることになりました。本年度は

市内２８小学校からご参加いただき、８月４日から９日までの６日間、市立山本球場で開

催いたしました。大会結果につきましてはお手元の資料のとおり、優勝は中高安小学校、

準優勝は上之島小学校、第３位は久宝寺小学校という結果になりました。その他、入場行

進賞に東山本小学校と志紀小学校、マナー賞に上之島小学校と龍華小学校が選ばれました。

大会期間中は連日猛暑の中での試合となりましたが、大きなけがや事故の報告もなく、各

校の児童が持てる力を存分に発揮し、すばらしい大会であったと感じております。 

以上、甚だ簡単雑駁な説明ではございますが、八尾市小学生軟式野球大会の結果につい

てのご報告とさせていただきます。 

 

【百瀨委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方から何かご意見等ございま

せんか。 

 

【浦上教育長】 開会式、閉会式に出席しましたが、子どもたちのマナーが年々非常によ

くなり、行進もよく練習されていると思いました。また、そのようなところから、子ども

たちは野球を通じていろんな勉強しているなと感じました。 

決勝戦は１点差ゲームになり、どちらが勝つか分からないような状況になりましたが、

チームワークがとてもよかったと思います。 

 

【百瀨委員長】 今大会で第６４回になり、八尾市では歴史ある大会になりますので、今

後も各小学校から夢を持った元気な野球少年が出てくるように指導をお願いしたいと思い

ます。 

 次に、通学路における緊急合同点検等について、本鍋田参事より報告願います。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 それでは、通学路における緊急合同点検等につきましてご報

告させていただきます。 
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 まず、通学路の安全対策につきましては、土木建設課が計画的に行っている通学路安全

対策事業及び警察庁、文部科学省、国土交通省による緊急合同点検があり、それぞれ連携

を図りながら取組みを進めております。 

今回の緊急合同点検につきましては、７月２３日（月）から８月２１日（火）まで実施

し、八尾警察署、八尾土木事務所、交通対策課、土木総務課、土木建設課、土木管理事務

所、市立学校及び指導課を中心に行いました。 

実施内容については、保護者、地域の要望も含めて学校から報告された危険箇所を５月

に集計いたしまして、交通安全の観点から危険があると認められる箇所を抽出し、合同点

検においてその実態、状況を把握して対策の検討を進めてまいりました。 

実施状況については、当初の報告では２２０箇所前後ありましたが、中学校、小学校か

らの報告の中で重なっている部分等もありましたので２００箇所になりました。また、全

小学校区を徒歩で回りながら行い、その中で新たに注意が必要なところが６３箇所増えま

したので、合計２６３箇所を点検いたしました。なお、この数についてはポイント１つず

つではなく、１つの道路の中で３箇所あれば、それらを合わせて１箇所としている部分も

あります。 

点検に立ち会った延べ人数については２８４名になりますが、５月に永畑小学校区の交

通安全総点検を行いましたので、それを含めると概ね３６０カ所、延べ３４７名のスタッ

フで行ったことになります。 

 最後に、今後の対応につきましては、各課で調整しながら対策案を立て、計画的に進め

ていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方から何かご意見等ございま

せんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 通学路については子どもたちの生活に関わるものになります

が、危険箇所の対応を協議していると先送りになるのではないかと危惧しています。先に

取り組んでいきたいことがあれば、示していただきたいと思います。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 すぐにできる取組みといたしましては、電柱への巻き看板の

取付け、交通対策課で行っている足型の止まれマークの表示などがありますので、早急に

進めていきたいと思います。また、路側のライン、交差点マークなどが少し薄くなってい

るところもありますので、そのようなところも含めてできることから対応していきたいと

考えております。ただ、新設の部分については地域の了解も得る必要がありますので、少

し時間がかかるところもあると考えております。 

 

【木下委員】 八尾市内を歩いていると歩道と車道の境目がわかりにくいところもあり、

それが通学路に当たっている部分もあったかと思います。これは大変な仕事になると想像

できますが、そのあたりについてはいかがでしょうか。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 歩車道の分離につきましては、安全対策の中で一番重要と考
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えております。ただ、例えば、ガードレールを設置することによって道幅が狭くなってし

まい、子どもたちが歩道の外に出てしまうような状況も考えられますので、道路関係者と

相談しながら進めていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 ２６３箇所を点検する中で、どのようなケースが危険箇所として多く出

てきましたか。また、非常に危険なところについて具体的に教えていただきたいと思いま

す。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 危険箇所につきましては、車が角から急に出てくるところに

なります。また、細い道から広い道へ出るところは車が朝に抜け道として使いますので、

幹線道路に抜ける道は一番危険だと感じております。 

その中で、今後は子どもたちへの交通安全教育を通じて、このような場面が危険だとい

うことを感じさせることが重要だと思っております。また、大人になれば運転者にもなり

ますので、そのあたりも含めて指導していきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 通学路が車の抜け道として利用されているところは大変多く、時間制限

されているにもかかわらず、車が通行していることもあります。これは教育委員会だけで

対応できるものではないと思いますが、他の関係機関とのつながりについてはどのように

考えていますか。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 今回の点検につきましては道路関係者に協力していただいて

前向きに進めており、警察署の職員にもすべての点検に立ち会っていただいておりますの

で、連携しながら進めていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 今回の件については子どもの命に関わることになりますので、教育委員

会だけでなく、関係機関と調整して早急に進めていただきたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 子どもたちが狭い歩車道を歩く場合は歩道員を配置するなど、

教育委員会として今すぐにできることについてはどのように考えていますか。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 今回の点検につきましては校長先生、教頭先生にもご出席い

ただき、地域との協力に関する声がありましたので、その部分を強化していきたいと考え

ております。 

 

【中山学校教育部長】 路面への通学路のカラー表示、スクールゾーンの表示等につきま

しては、教育委員会として、関係機関と調整して進めていきたいと考えております。また、

これに係る補正予算を９月市議会に上程していきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 通学路の登下校だけではなく、クラブ活動などで自転車を使用すること

もありますので、学校での安全教育も大きな課題になると思います。この件については、
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今後どのようなことを考えていますか。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 安全教育につきましては、学期初め、学期末に集中して話が

できると思います。また、授業の合間や集会等でも指導することによって、子どもたちの

安全意識が高まってくるのではないかと考えております。 

 

【浦上教育長】 昨日の地域力再生推進本部会議で、警察署から八尾市の子どもたちの自

転車マナーが悪いという指摘がありました。特に、自転車の２人乗り、無灯火、携帯電話

で通話、メールをしているなどの状況が目立っているとのことですので、各学校園に対し

て安全教育の取組みをお願いしていきたいと考えております。 

また、少し話が変わりますが、大阪府はひったくり及び車上ねらいが全国ワースト１に

なりますので、このような状況を変えていくためにも子どもたちへの安全教育の指導を徹

底していきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 教育委員会としては、子どもたちがマナーやルールを守るために、この

件を通して規範意識を育てていくことも大事になります。また、危機回避能力を身につけ

させるために、保育所、幼稚園、小学校、中学校が連携し、地域を巻き込んで取組みを進

めてほしいと思います。 

それでは他にご意見がございませんので、次の報告に移らせていただきます。 

次に、いじめ未然防止に向けた対応について、本鍋田参事より報告願います。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 それでは、いじめ未然防止に向けた対応についてご報告させ

ていただきます。この件につきましては、７月定例教育委員会におきましてご報告させて

いただいたところですが、大津市で中学生が自らの命を絶つという痛ましい事象が生起し

たことを受けて、７月の校長会で２点指示をいたしました。１点目は命の大切さを改めて

児童、生徒に周知すること、２点目は保護者懇談会を通して保護者の思いや児童生徒の状

況を丁寧に把握することについて指示したところでございます。 

 また、１学期に各学校に対して生徒指導事象調査を実施しましたが、その中で特にいじ

め問題に関する実態については個別の聞取りを行いながら内容の分析を進めているところ

でございます。 

 今後、より一層きめ細かな実態把握が必要であると認識しておりますので、２学期当初

に在籍するすべての児童、生徒に改めてアンケート調査を実施するなど、より丁寧な実態

把握に努めてまいりたいと考えております。 

以上、甚だ簡単な報告ではございますが、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 この件については７月定例教育委員会におきまして意見交換させていた

だきましたが、今回はいじめの未然防止に向けた対応、早期発見、いじめを出さない環境

づくりなどについて改めて意見交換を行いたいと思います。 

 委員の皆様方、何かご意見等ございませんか。 
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【木下委員】 前回に続いて、この場でいじめの問題について話し合われることは非常に

重要なことだと思います。また、先ほどご報告がありましたように、いろんな調査をされ

て実態を把握しようとされていることは重要なことだと考えています。 

いじめとは、わからないからいじめであり、そう簡単に見えないというのが特徴になり

ます。要するに、ばれないようにするのがいじめとも言えるわけですので、今回のアンケ

ートで被害の声を待つことになりますが、このアンケートが抑止力として働くことも重要

になります。そのためには、結果によって子どもや親に何かが変わったと実感されること

が必要になり、先生の対応が少し変わった、雰囲気がちょっと変わったなど、アンケート

であれを書いたからここが改善されたということが実感できた時に抑止力として働きます。

また、次のアンケートできちんと回答しようという姿勢が出てくると思いますが、アンケ

ートをしたけれども結局何も変わらなかったということになると、またアンケートかとい

う気持ちになってしまいますので、今回の実態調査の結果を丁寧に分析し、指導の局面に

生かしていただきたいと思います。 

 

【御喜田委員】 アンケートについては、正直に書ける子と書けない子が出てくると思い

ます。例えば、「学校に行くのが楽しいですか」という質問に「楽しい」と書いていたと

しても、先生の見方と子どもたちのアンケートの答えが違った時、細かく子どもたちを見

てほしいと思います。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 アンケートをするだけでは全然意味がありませんで、その意

味を子どもたちにも教えていく必要があると思います。また、担任は子どもの様子を気に

して見ているつもりですが、見落としている部分がないかどうか確認する意味でアンケー

トは非常に大事かなと考えております。なお、このアンケートについては教育相談等でも

利用していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 先ほど、「いじめとは、わからないようにすること」という

説明がありましたが、私の家庭でもそのようなことがありました。だから、見えない中で

起こっていることを見えるようにしていくことによって、子どもたちがこれを書いてよか

ったと思うことができるように、アンケートを実施してほしいと思います。 

 

【中山学校教育部長】 いじめはすべての子どもに起こり得る問題であるということを踏

まて、絶対に見逃さないという強い姿勢で取組みを進めていきたいと思っております。 

 その中で、２学期初めに子どもたちに対して心と体のアンケートを実施し、教職員の日

ごろの観察、また保護者や地域の方々からの情報等と合わせて、より確かに、少しでも早

く実態を見きわめるようにしていきたいと考えております。 

 また、いじめの未然防止につきましては何よりも集団づくりが一番根底になるかと思い

ますので、八尾市が今まで培ってきた部分を生かして、学級経営や集団経営ができるよう

に一丸となって頑張っていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 いじめの件については、教師が子どもたちと信頼関係を作るとともに、
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子ども同士が集団の中で好ましい関係を作っていくことが大事になると思います。また、

各学校を訪問する中で、多くの校長が述べていたことが３点あります。 

１点目は、学校教育の中でいじめの兆しを絶対に見逃さないようにするため、アンケー

ト調査、意見箱等の方策を立てるとともに、休憩時間等は児童、生徒と接するようにして

いること。 

２点目は、家庭、地域及び関係機関と情報を共有し、連携を大事にしていること。特に、

ＣＡＰ等との連携についても話が出ておりました。 

３点目は、事象の取組経過や結果を全教職員で情報共有し、複数で対応していること。 

教育現場ではこのようなことを行っていますが、いじめの未然防止策についてどのよう

に考えていますか。 

 

【福嶌人権教育課長】 いじめにつきましては、最も身近にある人権侵害事象であるとの

認識で対応していかなければならないと思います。 

 いじめを防止するための取組みにつきましては、集団づくりが一番大切になると思いま

す。人権教育は「自分を大切にするとともに他人を大切にすること」、また、「何かが起

こったときに態度あるいは行動として示せるような子どもを育てること」が大きな目標に

なっております。 

来年度、このような目標に向かって、学校園で取組みをしていただけるような支援方法

について考えております。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 教職員研修におきましては、教科指導だけでなく、

学級経営あるいは仲間づくりに関する取組みを継続して行っております。 

この数年間、必ず取り組んでいることは、２年目、５年目または１０年目の先生を対象

に、子どもたちや保護者の声を大事にして子どもたちをしっかり見ていくための研修を定

期的に実施しております。また、Ｑ-Ｕという学級経営診断の手法を用いた研修、ボール

遊びや縄跳び遊びをしながら学級集団を作る研修など、参加、体験できるような研修を行

っております。 

 

【田辺理事】 教育とは直接関わりがありませんが、法務局では平成１８年から子どもの

人権ＳＯＳミニレターという事業を行っております。この事業では八尾市内各小中学校の

子どもたちに手紙を配布し、日ごろから気になることを書いて出してもらうと、法務局で

内容を集約し、その解決にあたります。大阪府下では平成２３年度に約１３００通の手紙

が届いており、いろんな手法で取組みが進められております。 

 

【木下委員】 今回の意見交換の中で、いろんな形で取り組まれている様子がわかりまし

た。また、いじめの未然防止で言えば、子どもがその場にいて安心、安全だと感じ、自分

は人々から必要とされ、温かく他の人々と関係を持てているということが実感できると思

います。だから、そのような方向で取組むことは基本的に重要だと思っています。 

 本日は全国のいじめ件数の資料をいただきましたが、認知件数が２けた台上がっている

県がいくつかあります。特に突出しているところは熊本県になりますが、いじめの取組み
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が大変進んでいるから突出しています。つまり、先ほどアンケートの抑止力について述べ

ましたが、見えないものがアンケートから見えて、改善策が打たれ、対策が進むにつれて

いじめの件数が増えるのが一般的ですので、増えることを恐れないでほしいと思います。 

また、いじめを受けている子どもの側もこれは言っていいんだ、誰かに相談していいん

だ、我慢する必要はないんだと思い、誰かに話すようになると思います。 

だから、取組みの過程で、いじめ防止のためにこれだけ努力しているのにまた出てくる

のかと思われるかもしれませんが、まず第一歩として見えるようになることが重要なこと

になりますので、そこをまず恐れないでほしいと思います。また、それを徹底して担任の

先生に言ってほしいと思います。担任としては学級指導を一生懸命やっているし、子ども

のことも心配しているし、ここでいじめなんて起きるはずがないと思うわけです。ただ、

中学校は１つのクラスで多くの先生が授業を行っており、子どもはそれぞれの先生にいろ

んなことを言いますので、まだ見やすくなる部分があると思いますが、小学校は１人の先

生が関わっておられますので、子どもを見る目が複数ではないところがあります。だから、

いじめが見えてくるのを怖がらないで、人権教育、集団づくりなどと並行して、ぜひ対応

をお願いします。 

 

【菊池指導課長補佐】 子どもたちがいじめを受けた時、誰かに言えることが一番大事に

なると思います。また、その時に担任の先生が傍にいることが多いので、担任の先生と信

頼関係を築くことが重要になってくると思いますが、いじめの調査の中で「誰に相談しま

したか」という質問に対して、「家族や友達」という回答もたくさんありました。よって、

子どもたちに自分の思いを誰かに伝える力、話せる力を育てていくことが重要になるかと

考えております。 

 

【百瀨委員長】 加害者への措置についてはどのように考えていますか。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 加害者への措置につきましては、場合によっては出席停止等

も考えられると思います。ただ、家庭にも課題がある子どもがたくさんおりますので、集

団に巻き込む中で場面に応じた指導が大事になってくると考えております。 

 

【浦上教育長】 いじめについては、教師が集団の中での子どもの動き、変化をいかに見

きわめるかが大きなポイントになると思います。つまり、教師一人ひとりが人権意識を高

め、掃除、昼食、学級活動の時間などに子どもたちの動きを確認し、仲間外れが発生して

いるかどうか見きわめたうえで指導していく必要があります。 

 また、若い先生がたくさんおりますので、集団づくりの大切さを学ぶことができるよう

にしていきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 認知件数については各都道府県によって捉え方が違うと思い

ますが、八尾市ではどのように考えていますか。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 数字の捉え方については非常に難しい部分があると考えてい
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ますが、数字が増えるからだめだとは考えておりません。 

まず、目の前で起こっていることが許されることなのかどうかという教師の感性が大切

であり、集団の中にいる子どもたちがどう考えるかということも非常に大事かなと考えて

おります。ただ、それを見逃してしまう、置いてしまうと継続した事象になってしまい、

いじめにつながってしまうので、数は上がってくると思います。どうしても多くの子ども

たちが集まると、トラブルが起こる可能性は十分ありますので、そのときにどのように対

応していくのか、周りで見ている者がどのように感じるのかということを大事にしながら

学校園に指導していきたいと考えています。 

 

【百瀨委員長】 インターネット上のいじめもこれからの大きな問題になると思いますが、

このあたりについてはどのように考えていますか。 

  

【山下教育サポートセンター所長】 ネットいじめ等につきましては、非常に見えにくい

ものになります。その対応策としては情報モラル、情報倫理の研修を教職員向けに行って

おり、各学校でもその取組みが進んでいると思っております。 

 

【木下委員】 携帯電話によるいじめについては、メールが分をおかずに何百通と届くよ

うなので、その時に受け取った子どもがスイッチを切ることができればいいのですが、子

どもにとってはそれがなかなか手離せないようです。だから、学校では携帯電話の使用を

禁止していると思いますが、そうなると家でこれまでメールが届いて、すぐに返信してい

た子どもが携帯電話をさわりたがらない、あるいはメールを確認するたびに少し雰囲気が

おかしいというのが親の気づくポイントの１つになるようです。 

また、子どもは先生に対して表面上はとてもにこやかにしていますが、ネット上で先生

の悪口を言い回している状況が常態化しています。だから、子どもはある意味で言うと人

間関係が難しくなっているから、表面上の人間関係に対してはとてもデリケートになりま

す。それは大人以上にデリケートであり、自分が嫌なことを言われたくないから人に嫌が

ることは言わず、にこやかにしていると思います。しかし、その分の反動が来てしまい、

見えないところでとんでもないことをしてしまう、あるいはネット上で口汚く罵り始める

ことになり、その二重の構造を掴むのが非常に難しくなっています。 

 

【中山学校教育部長】 自分は愛されていて、みんなに見守られた中で生きているという

ことを実感できるように、家庭、学校、地域が連携して教育を行っていかなければならな

いと思っております。また、携帯によるいじめについても、未然防止のために情報倫理の

教育を一層進めなければならないと考えております。 

 

【百瀨委員長】 これから情報機器によるいじめが起こってくると思いますので、学校で

的確な情報教育を行っていくことが大事になります。また、この件については、教育委員

会の中でも大きな問題として受け止めて取り組んでいただきたいと思います。 

 いじめについては２回にわたり意見交換を行ってきましたが、これは人権侵害行為であ

り、断じて許されるものではありません。また、その対応については可能な限り手を尽く
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しておりますが、現場ではこれからも問題の未然防止に努め、深刻ないじめに至らないよ

うに子どもの声を聞いて早期解決につなげてほしいと思います。 

 最後に、教育委員会としては、教育現場が煩雑な思いをしている中で、人的配置につい

ても考えていく必要があります。例えば、過去に生徒指導主事が中学校区ごとに配置され

たことがあり、地域、家庭の問題について対応していたことがありますので、加配につい

て配慮できればひとつよろしくお願いします。 

 他に委員の皆様方からご意見等ございませんか。 

 事務局から何かございますか。 

 なければ、以上をもちまして８月定例教育委員会を終了いたします。 


