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１２月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、12 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、村本委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】  では、11 月臨時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、何かこの件について質疑ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】  全委員異議なしと認めます。よって、 11 月臨時会会議録について承認

と決しました。 

 

【中山教育長】  続きまして、 11 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、何か質疑ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】  全委員異議なしと認めます。よって、 11 月定例会会議録について承認

と決しました。 

 

【中山教育長】 それでは、教育長及び教育委員の報告に移ります。 

 

 

 

 

開 催 年 月 日  平成２９年１２月２２日（金） 
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（教育長報告） 

11 月 22 日(水) 

 

11 月 23 日(木) 

11 月 24 日(金) 

11 月 25 日(土) 

11 月 26 日(日) 

 

11 月 29 日(水) 

 

11 月 30 日(木) 

12 月１日(金) 

12 月２日(土) 

 

12 月３日(日) 

 

12 月４日(月) 

12 月６日(水) 

12 月８日(金) 

 

12 月９日(土) 

12 月 13 日(水) 

12 月 14 日(木) 

 

12 月 15 日(金) 

12 月 16 日(土) 

12 月 17 日(日) 

12 月 20 日(水) 

12 月 21 日(木) 

定例教育委員会 

平成 29 年度第２回総合教育会議 

第 29 回「八尾市中学校音楽祭」 

平成 29 年度「中学生・高校生の税の作文」表彰式 

家庭教育を考える市民集会 

第 24 回八尾市こども会親善つな引き大会 

第 64 回八尾市文化芸術芸能祭授賞式 

八尾市図書館協議会 

平成 29 年度歳末警戒部隊発足式 

12 月市議会定例会本会議（第１日） 

12 月市議会定例会本会議（第２日） 

第７回八尾ベースボールクラブカップ開会式 

第８回風音定期演奏会 

第 33 回高安の里マラソン大会開会式 

八尾市障がい児者問題協議会「クリスマスの集い'17」 

12 月市議会定例会本会議（第３日） 

新田ゼラチン株式会社見学 

文教常任委員会 

予算決算常任委員会文教分科会 

ＭＯＡ美術館八尾児童作品展表彰式 

教育（教材）年賀葉書贈呈式 

大阪エヴェッサホームゲームチケット贈呈式 

八尾市精神保健福祉協議会市民大会 

予算決算常任委員会全体会 

曙川南中学校区合同土曜スクール 

八尾市小中学生英語暗誦大会 

平成 29 年度第３回社会教育委員会議 

12 月市議会定例会本会議（第４日） 

 

【中山教育長】 11 月 22 日の総合教育会議につきましては、木下教育長職務代理者、御

喜田委員、村本委員とともに出席いたしました。会議においては、「平成 30 年度におけ

る重点取り組みについて」と題しまして、 30 年度において教育委員会・市長部局の連携

がより一層深まるように重点的に進めるべき取り組みについて、市長と私たち教育委員会

のメンバーとで意見を交換させていただきました。今後の政策展開について、大きな視点

で協議させていただきました。 

この点も踏まえて、委員の皆様からこの間の活動状況についてご報告ありましたらよろ

しくお願いいたします。 

 

【木下教育長職務代理者】 総合教育会議へ皆様とご一緒に出席しました。私からは、学
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習指導要領の改訂と八尾市の教育センターの設置が一致することから、課題が大変多いと

いうことをできるだけ市長にわかっていただくように話したつもりでおります。いろいろ

な話が聞けてよかったです。 

 

【御喜田委員】 私も総合教育会議に出席させていただきました。私は、保護者代表とい

うことで、家庭教育の大切さということを主に、私の今の環境の中で思うことをお話しさ

せていただきました。 

 

【村本委員】 私からは、仕事に関係することで、少し述べさせていただきました。 

 

【中山教育長】 どうもありがとうございました。 

 私たちも事務局も市長部局と連携して頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 委員の皆様、ほかに何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

  

｛議案審議} 

 

【中山教育長】 それでは、議案審議に入らせていただきます。 

 まず、議案第 47 号「八尾市いじめ調査委員会委員の委嘱の件」について審議いたしま 

す。 

提案理由を、森人権教育課長より説明願います。 

 

【森人権教育課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 47 号「八尾市いじめ

調査委員会委員の委嘱の件」につきまし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 14 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。 

 提案理由でございますが、いじめ防止対策推進法第 28 条第１項に規定する重大事態へ

の対処について、教育委員会が主体となって調査を行う場合、いじめ問題の事実関係を明

確にするための調査の実施及び当該重大事態と同種の事態発生防止に資するため、八尾市

いじめ問題対策連絡協議会等条例第６条の規定に基づき、委員を委嘱する必要があるため、

本案を提出する次第でございます。 

 それでは、お手元の八尾市いじめ調査委員会委員名簿（案）に基づきましてご説明申し

上げます。 

 教育、法律、心理等に関し専門の学識経験を有する者として、弁護士を１名、臨床心理

士を２名、心理学博士を１名、社会福祉士を１名の計５名の方を委員会委員としてご提案

するものでございます。 

 任期につきましては、平成 29 年 12 月 22 日から２年の期間でございます。 

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、提案理由の説明といたします。よろしく

ご審議の上、ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 

 



－4－ 

【中山教育長】 ありがとうございました。 

 委員の皆様、質疑に入らせていただきますが、何かございませんでしょうか。 

 任期は今日からということですね。 

 

【森人権教育課長】 承認いただきましたら、本日からという形になります。 

 

【御喜田委員】 新しく委員になられる房村利香さんの経歴を詳しく教えていただけたら

と思います。 

 

【森人権教育課長】 房村さんは、現在大阪府臨床心理士会理事を担われておられます。

あわせて、大阪市の第三者専門家チーム委員や大阪市内の幼児から高校生を対象にしたス

クールカウンセラー、四条畷市の小学校教育相談員等を歴任されており、豊富な相談実績

とともに学校現場の状況、幼児から高校生までの幅広い子どもの実態に精通されておられ

ます。このようなことから、事務局では本市調査委員会の委員として適任であると認識し

ております。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。 

 

【木下教育長職務代理者】 八尾市いじめ調査委員会の活動が、重大事態への対処という

ことで、今まで開かれたことはないと認識していますが、新しい方を委嘱するに当たって、

前期の活動がどうだったのかということと、なぜかわられるのかをお聞かせください。 

 

【中山教育長】 これまで活動があったのかどうかと、今回の委嘱に関して説明よろしく

お願いします。 

 

【森人権教育課長】  まず、これまでの活動実績ということになりますが、調査委員の

方々全員に集まっていただいた上で、調査委員会を開催するといったような状況は、これ

まではございませんでした。 

 ただ、各委員さんともそれぞれ多方面で活躍されている方でございますので、我々教育

委員会といたしましては、個別に会わせていただいた上で、八尾市の状況であったりを報

告させていただき、今後の取り組み等についてご意見を頂戴しているといったところです。 

 ただ、今後のことを考えますと、少なくとも例えば年に１回皆様に全体の場でお集まり

いただいて、市の状況等について丁寧にご報告も含めてさせていただいて、ご意見を頂戴

するといったところについても検討していくべきかと考えております。 

次に、良原惠子委員の交代についてご報告させていただきますと、良原恵子さんにおか

れましては、この平成 28 年２月より大阪府教育委員会教育委員に就任されました。法的

には、本市いじめ調査委員会に委員としてご継続いただくことについては問題ございませ

んが、大阪府教育委員会教育委員のお立場と、市教育委員会の関係性を踏まえ、調査委員

会の職務内容を勘案した場合、被害を受けた児童生徒、保護者にとってその調査内容に公

平性や中立性に疑義が生じることが懸念されます。 
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 このようなことから、良原委員にもご相談させていただいた上で、委員の交代について

ご了解いただいたところでございます。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。 

 

【木下教育長職務代理者】 今のお話で、このいじめ調査委員会が一度も開かれなかった

ということは大変喜ばしいというか、皆様のご尽力の結果だと思います。その上で、そう

いう結果をもたらしているふだんのご尽力につきまして、八尾のいじめの問題等々の現状

を踏まえて、お聞かせください。 

 

【森人権教育課長】 まず、市では学校園のいじめの事象について認知しております。平

成 29 年度におきましては、７月末の段階ですけれども、小学校においては 16 件、中学校

においては５件、計 21 件の報告をいただいております。 

 それぞれにつきましては、各学校で、まずは被害を受けたと思われる子どもたちに十分

なケアをしながら、いわゆる加害と思われる子どもたちのケア、支援、こういったところ

についても引き続き取り組んでいただいているところです。 

 平成 28 年度までも認知件数としては昨年度は小学校で 27 件、中学校で 14 件の計 41 件

ございました。ただ、この 41 件につきましては、当該年度で一定の解決を見出している

といったところで、案件はいじめに軽重をつけるというのはどうかとは思いますが、いわ

ゆる調査委員会を開かなければいけないといったような重篤な事案については起こってお

らず、当該年度できちんと学校で対応していただいているといったところです。ただ、非

常にこの間、いじめの内容につきましても複雑化してきております。学校だけで対応でき

ない場合には、スクールカウンセラー、ＳＳＷ、その他関係機関、教育委員会も入らせて

いただいて、解決に向けた取り組みを継続しているといったところでございます。 

 

【中山教育長】 複雑化している内容について報告願えますか。 

 

【森人権教育課長】 まずは、昨年度の状況ですけれども、いじめの発見のきっかけとい

ったところになりますけれども、学校の教職員が発見するケースと、それ以外のケースと

いうのがございます。学校の教職員が発見するケースとしては、ほぼ半分ぐらいです。そ

れ以外の部分でいきますと、本人からの訴えであったり、保護者からの訴えであったりと

いったところがございます。当然、教職員がいじめを発見した場合には、すぐにその対応

をしていくわけですけれども、やはり教職員が見えないところ、見えにくいところ、こう

いったところでこういった事象が生起するといったところが一つ難しくなってきているの

かなと思われます。 

 あわせて、これはもう全国的にもそうですけれども、ＳＮＳ、こういったところについ

てのいじめの報告も若干いただいております。これについては、保護者も含めてなかなか

発見しにくいというところがあります。事象が表面化したときには非常に重篤な状ケース

になっているということもありますので、今後このＳＮＳ等のいわゆるいじめ、これに対

してはどう発見して、対応していくのかといったところについては、これも検討していか
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ないといけない大きな課題であると思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 いかがでしょうか。 

 

【村本委員】 いじめの問題につきましては、以前からよく言われておりますように、早

期発見・早期対応ということが一番だと思います。いろいろやっていただいておるという

報告を聞いているわけですけれども、例えば、火事の場合、小さな火が出るのを消したら

いいわけですが、火の出る原因のより早い段階での消去ということにもっとご尽力お願い

できたらと感じます。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 未然防止の部分で取り組み等、学校に委ねている部分が大きいですが、そのあたり話し

ていただけたら。 

 

【森人権教育課長】 まずは未然防止というところが一番大事になるかと思います。この

未然防止につきましては、まずは子どもたちへの取り組みとしては、人権教育や道徳教育、

こういったところを中心に、いかに子どもたちを集団としてつないでいくのか、こういっ

た視点で日々学校現場においては取り組まれていると思います。 

 もう一方、やはり課題としましては、教職員のいじめについて早期発見するだけの人権

感覚、こういったところもあわせて必要になってくるかと思います。未然防止はそういっ

た中で日々取り組まれておられますけれども、やはりいじめについては重篤な場合は子ど

もたちの命にかかわる非常に大きな問題になります。早い段階での対応、連携、こういっ

たところは引き続き注意を払っていく必要は十分あるかと認識しております。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。さきほどから森課長の説明で、いじめ、いじめと

包括した形の言葉で出ているんですが、委員の皆様にとっては、個別事象で先ほどＳＮＳ

にかかわるものはわかったと思いますが、八尾の傾向について報告いただけますか。 

 

【森人権教育課長】 平成 28 年度の状況になりますけれども、いじめの内容でいきます

と、一番多いのは冷やかしやからかい、悪口や文句、ここが７割程度を占めております。

この傾向につきましては、 28 年度の状況のみならず、これまで調査を行ってきた中では

同じ傾向にございます。 

 そのほかの要因としましたら、遊ぶふりをして例えばたたかれるとか、からかわれると

かいった内容であったりとか、仲間外れ、こういったところが主な要因となっております。 

 

【中山教育長】 教育委員の皆様、いかがでしょうか。教職員もすごく若返りもしていま

して、いろんな状況があるんですが、集団づくりが本当に大きな課題になってくるかと思

います。そのあたり、私たちも取り組みを進めていきたいと思いますので、いろんなとこ

ろで情報提供していただけたらと思います。 
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【木下教育長職務代理者】 恐らく、冷やかし、からかい、ちょっとたたくとか、日常的

にあることなのかなと思うんですね。いじめられる子どもたちは、何が一番つらいかとい

うと、無視されることだと言うんですね。これはもう、学級づくりにかかっているかなと

思うところがあるんです。冷やかしも冗談として聞き流せるのか、もうぐさっと来るのか

というのは、もうそこでつくられている人間関係次第というところがあるんですね。その

点、若い先生方も多いし、学級づくり、なかなか今もう難しいところがあると思うんです

ね。グループづくりはできても、 30 人なりの集団づくりは非常に難しいというお話は聞

いています。しかし、ここが踏ん張りどころと思いますので、ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

 

【中山教育長】 ほかに質疑ございませんでしょうか。 

 

【村本委員】 さっき言いました早期発見につながることですけれども、もしおわかりだ

ったら教えていただきたいのは、季節的要因、例えば新学期が始まって最初は子どもも忙

しくしていると思うんですけれども、しばらくして落ちついてからが多いのか、それから

もっとなれてきた夏休み以降に多いのか、もし傾向がわかれば早期発見しやすいのではな

いかなと思いついたもので、お伺いさせていただきました。 

 

【中山教育長】 確かに、そういうところも詳細を調べてみる必要はあるかと思いますの

で、どうでしょうか。 

 

【森人権教育課長】 例えば長期休業明けであったりとかいったところは、学校の教職員

がなかなか長期にわたって子どもたちの状況を見ていないということがあります。そんな

中で、子どもたちの人間関係が大きく変わっておったりとかいったところもございます。

ですので、そういった長期休業明けであるとか、場合によっては集団が非常に育っていっ

ている学年であれば、年度当初に多くて、学期末は少なくなっていくといった傾向があり

ますので、一律にというところはございません。ただ、やはりそういったところについて

は教職員が日々、子どもの状況、集団の様態ですね、こういったところをしっかり把握し

ながら観察していくこと、これが大事なのかなと思います。 

 

【中山教育長】 どうか、村本委員の言っていただいたところ、大事なところですので、

今後、私たちも注意深く見ていけるように、担当課よろしくお願いします。 

 ほかによろしいですか。 

 なければ採決に移らせていただきます。それでは、議案第 47 号につきまして、原案ど

おり可決することにご異議ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 47 号「八尾市いじめ調査

委員会委員の委嘱の件」について、原案どおり可決いたしました。 



－8－ 

｛報告事項｝  

 

【中山教育長】 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。 

 事務局から何かございませんでしょうか。委員の皆様、よろしいでしょうか。 

ないようですので、12 月定例教育委員会を終了いたします。 

 


