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６月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】  それでは、６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いたしますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

【中山教育長】 では、５月定例教育委員会の会議録の承認について審議いたします。 

 委員の皆様、何かこの件につきまして質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

【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、５月定例会会議録について承認と

決しました。 

 

【中山教育長】 次に、教育長及び教育委員の報告に移ります。 

  

 

  

（教育長報告） 

５月 22 日（水） 

５月 23 日（木） 

５月 24 日（金） 

５月 25 日（土） 

 

定例教育委員会 

第 71 回全国都市教育長協議会定期総会・研究大会（１日目） 

第 71 回全国都市教育長協議会定期総会・研究大会（２日目） 

春の地域安全運動「八尾市民のつどい」 

安中新田会所跡 旧植田家住宅開館 10 周年記念展示 

開 催 年 月 日  令和元年６月２１日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  市役所本館８階 第２委員会室  

出 席 委 員 

 

中 山 教育長 

御喜田 教育長職務代理者  

村 本 委員 

水 野 委員 

岩 井 委員 

出 席 職 員 

 

吉川副教育長・尾谷教育総務部長・田中生涯学習担当部長・今岡学

校教育部長・木下教育総務部次長・万代教育総務部次長・山本総務

人事課長・式教育政策課長・南生涯学習スポーツ課長・谷八尾図書

館長・渞文化財課長・大木学務給食課長・仁科指導課長・塚本教育

センター所長・森人権教育課長・田頭教育総務部参事・西村教育政

策課長補佐 
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５月 27 日（月） 

 

５月 29 日（水） 

６月３日（月） 

６月５日（水） 

６月６日（木） 

６月７日（金） 

６月 10 日（月） 

 

６月 11 日（火） 

 

６月 12 日（水） 

 

６月 13 日（木） 

 

６月 14 日（土） 

６月 15 日（水） 

６月 18 日（火） 

６月 19 日（水） 

 

 

八尾市文化財保護審議会 

平成 31 年度八尾市体育連盟第１回理事会 

八尾市障がい児者問題協議会 2019 年度総会 

部長会 

セレッソ大阪森島社長市長・教育長表敬訪問 

八尾市いじめ調査委員会調査報告書受理 

校長会 

６月市議会定例会本会議（第１日） 

第 13 回高安悠画会「アリオ八尾」絵画展オープニングセレモニー 

平成 31 年度八尾市体育連盟優秀選手表彰並びに大阪府総合体育大

会激励会 

定例教育委員協議会・臨時教育委員会 

令和元年八尾河内音頭まつり振興会予算総会 

６月市議会定例会本会議（第２日） 

桂中学校区地域教育協議会全体会 

６月市議会定例会本会議（第３日） 

大正地区合同懇親会 

６月市議会定例会本会議（第４日） 

６月市議会定例会本会議（第５日） 

予算決算常任委員会全体会 

市立小学校いじめ事案についての記者会見 

 

【中山教育長】 ６月６日には、八尾市いじめ調査委員会の調査報告書を受理いたしまし

た。この日、調査委員から受け取りました後、委員の皆様にはお渡ししております。これ

につきましては報告事項の中で担当課より報告いたしますので、そこでいろいろとお話を

伺いたいと思っております。 

 市民の皆様にもご心配をおかけしているかと思うんですけれども、６月 19 日には、小

学校のこのいじめ事案につきましての記者会見を開かせていただきました。この 19 日の

夕方以降の報道、にもたくさん出ておりますので、市民の皆様には本当にご心配をかけて

いる状況だと思います。それにつきましても、また後ほど話し合いたいと思っております

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 何か、委員の皆様、この間の活動状況等、ありましたらご報告いただき

たいと思います。 

 

【岩井委員】 ６月３日の月曜日に、用和小学校を訪問させていただきました。この日は

ＮＰＯ法人がプロのダンサーを５人ほど派遣してくださり、子どもたちにダンスを教えて

くださるということで、その様子を見せていただきにまいりました。４年生の子どもたち

が全員体育館に集まって、ヒップホップダンスを教えていただいていたんですけども、今

風のダンスですので、私にはとてもついていけないリズムでしたが、子どもたちはノリノ
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リですぐ覚えて、楽しそうに踊っていました。 

 八尾のほかの小中学校からもたくさんの要請があるそうで、教えていただいたダンスを

運動会で披露する学校もあるとお聞きしました。間近に外部から専門家、プロが気軽に学

校に来てくださって、教育活動を豊かにしてくださっている様子を見まして、本当にあり

がたいなと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 八尾市内のたくさんの学校でこのヒップホップを含め、ダンスのプロに

指導いただくというのが広がっていて、それがまた子どもたちのいろんな希望や進路につ

ながったりしている状況も見ていて、私も大変うれしく思っています。岩井委員、行って

いただきましてありがとうございました。 

 ほかの委員の皆様、何かありましたら。よろしいですか。 

 それでは、ないようですので、次に進ませていただきます。 

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】 次に、議案審議に入らせていただきますが、今回審議いたします議案第

25 号「令和元年度八尾市教育委員会の人事に関する臨時代理承認の件」につきましては、

人事案件であることから、本案件にかかわる審議は非公開といたしたいと思いますので、

これにつきまして委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、議案第 25 号につきまし

ては非公開で審議することといたします。 

 議事の進行の都合上、この案件につきましては、報告等全て終わりました後に行いたい

と考えております。 

 

{報告事項} 

 

【中山教育長】 それでは、報告事項に移らせていただきます。 

 まず、「令和元年度事業計画について」、式教育政策課長より報告よろしくお願いしま

す。 

 

【式教育政策課長】 それでは、令和元年度事業計画につきましてご報告させていただき

ます。 

 例年、当該年度の事業計画につきましては、４月の定例教育委員会におきましてご報告

をさせていただいておりましたが、今年度は、４月に統一地方選挙が行われたことから、

新規や拡大経費等の肉づけ予算の予算計上や実施計画の完成がこの時期となり、本日の定

例教育委員会にてご報告をさせていただくものです。 
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 それでは、お手元配付の資料、令和元年度事業計画をご参照ください。 

 本資料は、教育振興計画にあります４つの基本方針ごとにまとめさせていただいており

ます。まず、１ページ目、基本方針１、幼児教育の充実では、就学前施設に通う子どもた

ちが健やかに育つことのできる幼児教育の充実を図るとともに、より質の高い教育・保育

の提供をめざします。 

 とりわけ、小学校への円滑な接続のため、就学前施設と小学校との合同研修会や小学校

一斉授業見学を実施するほか、公立認定こども園においても、さまざまな遊びの中で健や

かに育つ子どもの育成をめざした研究・研修に取り組み、その成果を市内全域の就学前施

設や小・中学校、義務教育学校へと発信することで連携・交流を図り、就学前の子どもた

ちの健やかな育ちを支える質の高い教育・保育を推進します。 

 なお、基本方針１のうち、「幼児教育研究・研修事業」は重点事業として取り組んでま

いります。 

 次に、２ページ、基本方針２、学校教育の充実では、学校教育全体を通して、心の教育、

人権尊重の教育を推進し、確かな学力・豊かな心・健やかな体の育成、家庭・地域との連

携、教職員の指導力の向上等、効果的な施策展開を図るとともに、新学習指導要領の円滑

な全面実施に向けた教育課程の編成・実施並びに学力向上、外国語教育の充実を図ります。 

 とりわけ、八尾市小中一貫教育基本方針に基づき、全中学校区でキャリア教育の視点に

立ち、義務教育９年間を見通した一貫した指導を行い、義務教育学校である高安小中学校

及び教育課程特例校制度を導入する桂中学校区を研究拠点校に位置づけ、さまざまな分野

の知見も取り入れながら特色ある学校づくりに取り組み、その成果を発信することで、一

層の本市の教育振興を図ります。 

 さらに、教育センターでは研修内容の充実と教職員の資質・能力向上による授業改善等

を推進し、八尾のまちを愛する教職員や子どもを育みます。 

 また、文部科学省通知に基づく学校における業務改善や、教員の働き方改革に必要な環

境整備を図ります。 

 なお、基本方針２のうち、「小中一貫教育推進事業」、「子どもが輝く学校園づくり総

合支援事業」は、重点事業として取り組んでまいります。 

 次に、５ページ、基本方針３、子どもたちの教育機会の保障では、全ての児童･生徒が

安全に、安心して等しく学ぶことができるように、多様なニーズに対応した教育の推進、

教育相談及び教育支援体制の充実、学びと育ちの経済的支援、教育環境の整備の取り組み

を進めます。 

 とりわけ、子どもを取り巻く環境の複雑化、多様化に対応するためスクールソーシャル

ワーカーを増員し、教育分野に関する知識に加えて、福祉等の専門的な知識、技術を用い

て、不登校やいじめ等の問題行動の未然防止、早期発見につなげるとともに、教職員等へ

の研修や具体的な事案へのアセスメント等を通して、生徒指導体制の充実を図ります。 

 また、教職員がさまざまな専門性を持つ人材と効果的に連携することにより、児童、保

護者への支援体制を充実し、不登校やいじめ問題への対応力強化を図ります。あわせて、

学校、地域等が連携して課題を共有する仕組みを活用し、保護者や地域の力を学校運営に

活かすとともに、地域全体で子どもの成長を見守る環境づくりを進めます。 

 さらに、安全で良好な教育環境の整備を進めるため、施設・設備の機能更新、老朽化対
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策とともに、学校規模等の適正化に向けた取り組みを進めます。 

 なお、基本方針３のうち、「スクールソーシャルワーカー活用事業」、「学校園整備計

画推進事業」、「学校施設管理運営業務」、「学校・地域連携推進事業」は重点事業とし

て取り組んでまいります。 

 次に、８ページ、基本方針４、生涯学習とスポーツの基礎を培うでは、地域に受け継が

れてきた歴史的風土や文化財を次の世代につなぎ、歴史資産を活かしたまちづくりを進め

るため、歴史学習の場としての活用等、地域とともに調査・保全活動、情報・魅力発信に

取り組みます。 

 とりわけ、史跡由義寺跡については、文化財保護法に基づいて保存活用計画を策定する

とともに、その保存、活用に係る取り組みを進めます。また、市民に愛される地域資源と

して活用していけるよう、他の分野と連携し、本市の歴史資産の効果的な発信手法を検討

します。 

 高安千塚古墳群については、一層の保全を図るため、学識の指導のもと、郡川西塚古墳

の調査を進めていきます。また、市民ボランティアとのさらなる協働を推進し、文化財の

保全に向けて市民が主体的にかかわることができるような仕組みづくりを進めます。 

 一人ひとりの市民が生涯にわたって自己の人格を磨き、豊かな人生を送るため、八尾市

第２次生涯学習・スポーツ振興計画に基づき、生涯学習に取り組む市民が、さまざまな地

域や分野において活躍し、学習成果を社会に還元できる人材の育成や、その人材が活躍で

きる場づくりを進めます。 

 とりわけ、市民が自らの特技や強みを活かして、生涯学習活動を支援するリーダー的役

割を果たす、「まちのなかの達人」の充実を引き続き進めるとともに、若者が自らのバイ

タリティーを活かして、まちづくりの当事者として活躍できる環境づくりを図ります。 

 さらに、家庭の教育力の向上を図るため、学校、地域、行政が力を合わせ、三者が相互

に学習を行い、きっかけづくりとなる学習・啓発を充実します。 

 また、子どもの読書活動を推進するとともに、市民の学習意欲に即した図書資料の提供

を図るため、市立図書館においては知の拠点として図書館サービスの充実を図ります。 

 なお、基本方針４のうち、「高安千塚古墳群保存活用事業」、「歴史資産のまち‘や

お’推進事業」、「生涯学習推進事業」、「生涯学習人材バンク推進事業」は重点事業と

して取り組んでまいります。 

 以上、まことに簡単ではありますが、令和元年度の事業計画の報告とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 現在、開催中の６月議会に上げさせてもらっている実施計画とも連動し

ているんですけれども、教育委員会の令和元年度事業計画ということで、今説明があった

んですけれども、ご質問があったら、基本方針ごとに確認していきたいと思います。 

 この基本方針１、幼児教育の充実に取り組みますの部分、３つの事業が挙がっているん

ですけれども、今まで粛々と続けてきていることをさらにという形で挙げさせていただい

ているかと思いますが、何かご質問等ありましたら。 

  

【御喜田教育長職務代理者】 小学校への円滑な接続のため、一層努力をしますと書かれ
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ているんですけど、実は私もすごく実感してることがあって、今までだったら就学前施設

から小学校へ子どもの様子を伝えるのが、夏休みだったり年度末であったのが、今回は教

育センターが取りまとめてくださって、就学前施設から何人、どこの小学校に行くかとい

うのを、まず報告を教育センターにして、そこからそれぞれの小学校に、どこの就学前施

設から何人来るということが報告がいってると思うんですね。そのことによって、６月の

早い時点で小学校の校長先生だったり教頭先生から、子どもたちの様子を聞いてくださっ

たり、またある学校では、様子を見に行きますというすごく頼もしい言葉もいただいてい

るので、連携がより一層図られているということを実感しています。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 何か、塚本所長、補足ありましたらお願いします。これまでやっていな

かった事業ですね。 

 

【塚本教育センター所長】 小学校との連携ということでは、就学前施設には今までご協

力はいただいておりますが、今回ご提案もいただきまして、日程の取りまとめ等のやりと

りをさせていただいており、よりスムーズに進んでいくものと考えております。 

 また、今後具体的にやりとりを年度末に向けてさせていただく中で、まだ日程をいただ

いてない施設もございますので、全ての就学前施設と連携が進むように、またさらに取り

組んでまいりたいと思っております。 

 

【中山教育長】 今まで、学校と個々の就学前施設が連携をとってやっていたのを、一旦

教育センターで統括してお知らせするという形になったと理解していいんですね。 

 委員の皆様、この基本方針１、何かありましたら。これからやっていく事業ですので、

また年度途中でも確認とっていきたいと思います。 

 次に、基本方針２、学校教育の充実に取り組みますの部分で、質疑等々よろしくお願い

します。重点項目の小中一貫教育推進事業、これは今回教育委員会が大きく掲げているこ

とでもありますし、また子どもが輝く学校園づくり総合支援事業は、学校が一番大事にし

ているところなので、そのあたりも重点事項として取り上げていきたいと考えての提示で

すが、何かありましたら。 

  

【水野委員】 今、教育長言われましたように、小中一貫、子どもが輝くということは、

我々開発的というんですけど、教育を推進していく事業ですよね。一方で、例えば先ほど

の教育長のお話でもありましたけども、命を育むとかいじめ問題とかということは、問題

対応型ということなので、本来教育を推進していく部分と問題対応型、うまく組み合わせ

ていくということがすごく大事なので、多分子どもが輝く学校園づくりということをやっ

ていくことで、事業も充実し、子どもたちの関係性も改善されていくということは、多分

いじめの予防になっていくと思うんですね。 

 ですから、この事業間の連携を学校の先生方には十分意識していただいて、何かうまく

そこで出された成果を十分還元していけるような方向性というのはすごい大事なのかなと、

お話を伺っていて思いました。 
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 以上です。 

 

【中山教育長】 今、おっしゃっていただいたことは非常に大事なことで、それぞれの担

当課でその事業を学校につなげていますが、学校が一元的に一つずつ縦列でやっていくと

つながらないので、そのあたりの連動性が学校の活性化にもつながっていくと思いますが、

学校教育部長、いかがですか。 

 

【今岡学校教育部長】 今、委員の言っていただいた件、非常に私自身が整理できるご意

見いただきまして、ありがたく思っております。開発型、予防型ということが密接にかか

わりながら、トータルで子どもの支援につながっていくんだなということを考えますと、

学校にもその意識を持っていただきたいと思いますし、教育委員会内部でも関係課の連携

をより強めて取り組んでまいりたいと感じました。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、何かございますでしょうか。この学校教育の充実に

取り組みますの部分が一番事業数としては多いので。 

 担当課から、これは重点にはなっていないけれども、伝えておきたい等々ありましたら。

指導課、どうですか。 

 

【仁科指導課長】 指導課では、学力向上について、外国語教育の充実も含めて、さまざ

まな取り組みを進めてまいります。小中一貫教育のお話もございましたが、各学校におい

て小中一貫をベースに、学力向上、生徒指導を含め取り組みを進めていただいております。 

 その中で、とりわけ今年度英語教育については力を入れているところでございまして、

新学習指導要領の完全実施を目前に控えまして、小学校３、４年生から外国語活動を始め

るとともに、小学校５、６年生においても新学習指導要領を意識した外国語の授業を展開

しております。具体的には、小中連携を意識して中学校の教員が小学校に出向いての指導

であったり、小学校間での連携であったりといった外国語教育の充実に向けた取り組みを

進めているところでございます。今年度は 11 月 15 日に高安小中学校が、プリズムホール

の大ホールで、今、中学校ではオールイングリッシュの授業を進めておりますが、その辺

の授業形態を、八尾市の教育フロンティア校として八尾市をはじめ大阪府下の英語担当者

にも発信していきたいと考えておりまして、一つ宣伝をさせていただきたいと思います。 

 

【中山教育長】 11 月 15 日、プリズムの大ホールですか。府下からもですか。 

 

【仁科指導課長】 大阪府内の英語教育を推進する担当の方もお招きさせていただいて、

実施をしていきたいと考えております。 

 

【中山教育長】 みんなで頑張っている姿を発信していきたいと思うので、よろしくお願

いします。 

 教育センターはいかがですか。 
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【塚本教育センター所長】 教育センターといたしましては、小中一貫教育の推進事業と

いうことで、各学校区へ訪問等をして支援をしておりますが、その一環としまして、学校

ＩＣＴ活用事業におきまして、この議会でも今ご議論いただいてますけども、教材共有シ

ステムの導入を予定しております。各先生方が学校において作成した指導案や学習プリン

ト等作成した教材を学校間でも共有できるようなシステムを導入いたしまして、先生方の

事務軽減も含め、すぐれた実践や教材の共有をしていくことで、さらに教育活動が豊かに

なるとも考えておりますので、その導入を今考えているところでございます。 

 

【中山教育長】 新しい取り組みなんですね、教材共有システム。 

 

【水野委員】 これはクラウドに保存するんですか。 

 

【塚本教育センター所長】 クラウドに保存する予定となっております。アクセス権が設

定できるセキュリティーがかかったもので、アカウントを各学校に持っていただいて、学

校の先生だけが開けられるような形となっております。 

 

【水野委員】  例えば特別支援でね、読みが難しいとか、いろんな支援の子どもが、得

意・不得意があるじゃないですか。例えば算数のこの単元の、例えばここをこういうふう

にマーカーでやったら、こういう子にはすごく読みが入ったみたいなことも保存するんで

すか。 

 

【塚本教育センター所長】 とりあえずは、今教材共有システムの導入ということで、そ

の使い方、アレンジであったり工夫については、今後検討させていただきますけれども、

教科別であったり領域別であったり、有効な教材であるというものを教育委員会で中身を

確認させていただいた上で、共有していきたいと考えております。 

 

【水野委員】 先生方、本当に手元でオリジナルで考えられてやっておられるので、何か

アイデア集みたいな、Ｔｉｐｓとか言うと思うんですね、英語でね。要するにこんなアイ

デアいいよみたいな、そういうフォルダをつくっていただいて、そこに保存していくよう

なシステムがあると、教育が活性化すると思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 よろしくお願いします。保存したのに使ってないではだめなので、しっ

かりと活用できる形を研究お願いします。 

 人権教育課は何かありますか。 

 

【森人権教育課長】 本課の事業については、従前から特に大きく変更しているものはご

ざいません。ただ、この後ご報告させていただくいじめ問題というところについては、従

来の取り組みだけではなく、かなり積極的に学校に支援、指導も含めて入っていきたいと

考えております。 

 以上です。 
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【中山教育長】 学務給食課、どうですか。 

 

【大木学務給食課長】 従前からの事業の継続ではあるんですけれども、数年前から地域

食育ＰＲ事業というところで、学校における食育の観点からいろんな活動をされているこ

とを外向けに発信させていただいてます。 

 特に、それまでは学校の小学校給食の管理運営業務の中に入れてた親子料理教室である

とか、給食献立コンテストも、本来食育に資するものということで、こちらの事業に統括

させていただいてます。現在、給食献立コンテストの審査をやる予定ですので、また今年

も楽しみにしております。 

 

【中山教育長】 よろしくお願いします。 

 委員の皆様、この基本方針２、よろしいですか。 

 そうしたら基本方針３の、子どもたちの教育機会を保障しますの部分で、重点項目も挙

げていただいてるんですけれども、何かご質問ありましたらお願いします。 

 

【水野委員】 スクールソーシャルワーカーの充実ということがあったんですけど、具体

的にもう少し突っ込んだお話伺えたらありがたいです。 

 

【塚本教育センター所長】 スクールソーシャルワーカーですが、現在４名ということで、

各学校に配置をしております。今回、１名の増員を予定しておりまして、新たに中学校に

１校配置をする予定で考えております。これまでどおり、配置校の活動に加えて、各学校

におけるケース会議等への派遣活動ということも含めて、対応の場面を広げていきたいと

考えているところでございます。 

 

【水野委員】 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの先生との連携も含

めて、層を厚くしていくということがすごく大事だと思っています。よろしくお願いいた

します。 

 

【中山教育長】 今回の事案も含めて、層を厚くするというのは本当に大事なことだと思

うので、お願いします。 

 ほかに委員の皆様、ございませんか。 

 

【御喜田教育長職務代理者】 私からは、通学路の安全確保事業のところで少しお話しさ

せていただきたいと思います。先日、散歩途中に車が突っ込んで大きな事故があったりと

か、川崎市の殺傷事件などがあって、私たちも就学前施設として子どもたちの安全をいか

に守るかということがすごく問われてるときかなと思います。 

 先日、こども施設課から就学前施設に、散歩をしているか、またその散歩をしているコ

ースはどのようなものかという問い合わせがありました。その散歩をしている経路が安全

なのか、それとも危険な箇所があるのかというのをいま一度見直したいということであり
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ました。大阪府からも、川崎市の殺傷事件があったときに、今後、就学前施設としてでき

ることは地域、警察とそれから教育委員会と連携をとって、子どもたちの安全を見守るこ

とだと言われましたのでいろいろ計画はされていると思いますが、子どもたちへの安全指

導や保護者への安全指導なども含めて、しっかりしていただきたいなと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 今回の本会議の代表質問でも個人質問においても、議員の皆様からご質

問いただいているところです。これは指導課、お願いします。 

 

【仁科指導課長】 今、御喜田委員からお話がございましたとおり、大津の事件を受けま

して国、府からも本市にも通知が参っております。通学路の設定については、これまでも

交通安全の観点、防犯の観点、防災の観点、３つの観点の中で通学路の設定をし、またそ

れに向けた安全教育を進めてきたところでございます。このたびこういった事案がござい

まして、改めてそこについては各学校園に指導をさせていただいて、各学校園でも改めて

通学路の安全点検等については取り組んでいただいているところでございます。 

 その上で、交差点といった部分については、これまでの通学路の安全対策の中では、信

号が設置され、また横断歩道が設置されているというところで、安全なものとして、取り

扱ってまいりました。そこに車が突入したというところで、安全対策の盲点になっていた

ところもございますので、とりわけそこに緊急対策的に、交差点に特化した中で危険箇所

をピックアップさせていただいているところでございます。緊急対策としてそこに八尾市

として、今後現行の予算も確認しながらにはなりますけども、対策をとっていきたいと考

えておりますので、報告をさせていただきます。 

 併せて、お散歩コースなんですけども、公立の幼稚園については、現在確認をさせてい

ただいているところで、日常的なお散歩コースというのはないということなんですけど、

民間園さん、さまざまなお散歩コース、今設定をされています。先日、国からお散歩コー

スについても合同点検をしていくようにということで、通知が参っております。こども未

来部局、土木部局、警察、関係機関等の中で、緊急合同点検をかけていって、市としてで

きる対策について今後検討していくということになります。 

 

【中山教育長】 御喜田委員、よろしいですか。 

 ほかに委員の皆様、よろしいですか。教育政策課の事業の中の施設関係の部分、エアコ

ンも順調に進んでいるということで、式課長、事業として何をやっていくかというのを重

点で上げておられた部分、説明いただけますか。 

 

【式教育政策課長】 学校施設管理運営業務等ということで、学校施設の整備や維持管理

等を進めているところでございます。エアコンにつきましては、後ほど普通教室の整備工

事についても報告をさせていただくんですけども、この間中学校普通教室の空調整備、今

回の小学校普通教室の空調整備の取り組みを進めさせていただいております。 

 空調整備につきましては、未整備教室の対応であったりとか、学校体育館での空調整備

といった部分が課題として残ってくるのかなと考えておりますので、そのあたりにつきま
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しても今後検討を進めていくことになろうかと思います。 

 その他の部分につきましても、昨年度の地震を受けたブロック塀の対策であったりとい

うところも進めているところですし、さまざま学校施設についても老朽化が進んでいると

ころがございます。そういった部分につきましても、限りある財源の中でということには

なりますけども、現状優先順位等考えながら進めていきたいと考えているところでござい

ます。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは基本方針４、生涯学習とスポーツの基礎を培いますの部分で、質疑あったらお

願いします。 

 ここは高安千塚の古墳群の保存活用事業、これが続けて重点ということで挙がっている

んですけど。 

 

【渞文化財課長】 高安千塚につきましては、国史跡指定に平成 26 年度になりましたけ

れども、山麓には他にもたくさんの古墳があります。特に前方後円墳が残っておりますの

で、そういうものも含めて史跡指定をしていきたいと考えております。 

 また、百舌鳥古市古墳群が世界遺産になるということも聞いております。百舌鳥古市古

墳群は全体を見学はできませんけれども、本市の古墳は見学ができますし、その古墳の中

に立入ることが可能ですので、そういう強みを生かして、関係自治体と連携しながら、情

報発信をしていきたいと考えております。 

 

【中山教育長】 生涯学習スポーツ課は、重点挙がっているんですが、説明いただけたら。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 重点で、生涯学習推進事業と人材バンクを挙げさせていた

だいております。生涯学習については、先般ご報告しました生涯学習センターのあり方の

結果を踏まえまして、今後どう生涯学習センターを活動拠点としていくのかということ、

また人材バンクについても、地域でさまざまな活躍をされている方々をどう発掘して、そ

の方々の活躍を支援していくのか、生涯学習センターをどう今後展開していくのかという

ことを含めまして、さまざまな事業に取り組んでいきたいと思っております。 

 

【中山教育長】 図書館の取り組みについてはどうですか。 

 

【谷八尾図書館長】 図書館でございますけども、図書館管理運営業務ということで、昨

今、特に若者世代の活字離れでありますとか、読書離れが進んでいるということで、これ

までも、子どもの読書活動の推進ということでは、図書館を始め、関係部局等が連携しな

がらそこに力を入れて取り組んできたところでございます。特に我々、ボランティアさん

とも連携する中で、いかに図書館、本に親しみを持っていただくかというところでは、幼

児期に本に親しんでいただく機会を数多くとっていきたいと思っておりますので、若者を

中心とした行事などの取り組みを始め、いろいろな方が来られるというところでは、さま

ざまな、行事も行いながら、知の拠点として市民の学びの意欲を満たすために、サービス
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の向上にも引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、いかがでしょうか。 

  

【御喜田教育長職務代理者】 家庭教育事業について質問したいんですが、概要では、学

校、家庭が抱える諸問題に対して地域と教育委員会が連携して支援を図る仕組みづくりを

進める一環としてと書いてあり、計画では、家庭の教育力アップサポート事業の実施と書

いてあるんですが、具体的にどのような事業を展開する予定でしょうか、教えてください。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 家庭の教育力アップサポート事業については、今現在、出

張所の職員を含めてまちづくり協議会や地域の方々に、家庭の保護者の教育力にどんな問

題、課題があるのかを検討いただいて、それを教育委員会にもご提案いただいております。

それを教育委員会において整理させていただいて、後に各学校に提示をさせていただきま

して、各学校で保護者、ＰＴＡの方々を対象に、またさらに地域の方々も交えて、地域の

中でどうやって地域の家庭の教育力を高めていくのかという研修会やワークショップとい

ったいろんな保護者の気づきを提案する学習の場を設けていただいております。 

 今はそういった形で地域と保護者と学校が連携した中で、保護者の教育力を高めるため

の取り組みをしておりますが、昨今、さまざまな方面から家庭の教育力を高めるために、

今の取り組みだけではなくてさらに充実させるべきではないかというところのご指摘もい

ただいておりますので、そういった点も含めて、教育委員会だけではなくて、市長部局も

含めて家庭の教育力を高めるための体制、仕組みについてもさらに検討していく必要があ

ると考えている状況です。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 今日は報告ということなんですけれども、たくさん、多岐にわたる事業、先ほどの水野

委員のご意見ともつながるんですけど、どうしても担当課に任せて、縦軸で動いてしまう

部分があるんで、教育委員会、常に横軸で風通しよく、この事業とこの事業はつながって

いるから、連動していく形でやっていこうとは常日頃から言っておりますので、改めて事

務局に自分の課だけではなくて、横と連動している部分での活用というのをより一層頑張

っていただきたいと思うので、お願いしておきます。 

 教育委員の皆様も、次回またこの進捗の話し合いのときに、そのような視点でも引き続

き見ていただけたらと思いますので、お願いします。 

 それでは、続きまして、式課長、小学校普通教室等空調設備整備事業の進捗についてお

願いします。 

 

【式教育政策課長】 それでは、「八尾市立小学校普通教室等空調設備整備工事の進捗状

況」について、ご報告させていただきます。 

 本工事につきましては、八尾市立八尾小学校ほか 22 校の普通教室等において、空調設

備を整備する工事でございますが、昨年度から教育委員の皆様にもご報告をさせていただ

き、あわせて市議会においても当該工事の請負契約について議決いただき、鋭意整備を進
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めているところでございます。 

 整備につきましては、対象校の状況確認等を踏まえ、設計や施工準備を進め、順次、現

場施工を行っております。 

 施工に当たりましては、夏休み期間中に別の工事が予定されている等の理由から、資料

にございますように６校につきましては１期として進めておりまして、残りの 17 校を、

南エリアの８校、北エリアの９校に分けて施工予定となってございます。 

 なお、空調設備の使用につきましては、１期分については６月下旬以降、２期南エリア

につきましては８月上旬以降、２期北エリアにつきましては８月下旬以降に使用可能とな

る予定でございます。 

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、八尾市立小学校普通教室等空調設備整備

工事の進捗状況についての報告とさせていただきます。 

 

【中山教育長】 １期、２期とあって、２期は南エリア、北エリアということで、１期に

ついては夏休みにほかの工事の入っているところを先にやらせていただいたので、こうい

う形になっています。今のところ事故もなく、しっかりと進めていただいているというこ

とで。 

 委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 

【水野委員】 先般、亀井小学校で現物を見させていただきました。非常に立派なエアコ

ンが２基、教室の中にありました。７月１日から使用開始ということで安心しました。 

 

【中山教育長】 事務局から、何か補足ありませんか。 

 このまま順調に進むようによろしくお願いします。 

 それでは、続きまして、「八尾市立小学校におけるいじめ事案について」、森人権教育

課長より報告願います。 

 

【森人権教育課長】 八尾市立小学校のいじめ事案に係るご報告をさせていただきます。 

 既に委員の皆様におかれましては、調査報告書をご覧いただいているかと思いますが、

改めて、調査報告書において認定されたいじめ行為についてご報告させていただくととも

に、６月６日に調査委員会より調査報告書を受けた後の対応の経過についてご報告させて

いただきます。 

 調査により、いじめ行為として認定された４点の行為についてご説明いたします。 

 １点目に、日時等は不明ではあるが、小学４年時のＡから当該児童への悪口。 

 ２点目に、平成 30 年２月 14 日、公園においてＡから当該児童へ行った暴力行為。 

 ３点目に、平成 30 年 10 月 14 日、お祭りにおいて、Ａが言った当該児童に対する陰口。  

 ４点目に、平成 30 年 10 月 16 日、学校においてＡから当該児童へ行った中指を立てる

行為。 

 以上が、いじめ行為として認定された内容です。 

 また、当該児童の現在の精神状況や、欠席が続いている状況には、事象の関連性がある

ことが認められました。 
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 なお、認定に当たっては、調査委員会において合理的に認定できる範囲でのみ行われて

おり、先ほど申し上げた４点以外に事実としてなかったということではございません。 

 いじめ行為として認定された４点について、それぞれの状況についてご説明させていた

だきます。 

 まず１点目の、日時等は不明であるが、小学４年時のＡから当該児童への悪口について

です。当時の学級、学年の状況として、Ａの当該児童に対する悪口だけでなく、他の子ど

もたち同士の中でも悪口の言い合い、たたく、追いかけるといった行為がありました。こ

れらについて、当該児童保護者から指導してほしいとの依頼を受けた当時の担任は、言っ

た子どもに対して注意をし、おさまったこともあるようですが、その後も発生しました。

担任は、指導は行ってはいるものの、基本的には危機感は持っておらず、管理職にも特段

報告はしておりませんでした。 

 その背景として、学校の「子どもたちの悪口の言い合いなどが、いじめに該当する、あ

るいはいじめの芽となり得る行為である」との意識が薄かったことが、結果として、これ

らの行為が子どもたちの中でも「よくあること」として認識されてしまったと考えられま

す。 

 ２点目の平成 30 年２月 14 日、公園においてＡから当該児童へ行った暴力行為について

ですが、発端は、Ａと当該児童との間の悪口、からかいでした。周りにいた同級生たちは、

「いつもの言い合い」だと思っていました。当初は対等なように見えていたが、Ａが滑り

台の柵から手を入れ、当該児童がＡの手を踏んだことをきっかけに、お互いにたたき合い

等をし始めました。 

 しかし、途中で当該児童が倒れてからは、Ａが一方的に攻撃をしました。そして、周り

の同級生が声かけ、あるいは力ずくで止めようとしても止まらず、Ａは攻撃をやめません

でした。 

 ３点目の、平成 30 年 10 月 14 日、お祭りにおいて、Ａが言った当該児童に対する陰口、

４点目の、平成 30 年 10 月 16 日、学校においてＡから当該児童へ行った中指を立てる行

為についてです。 

 ２月 14 日の事象以後、当該児童がＡのために学校へ行けないのはおかしいと考えたＡ

保護者は、Ａを学校に行かせないことを決めました。５年生に進級し２人は別のクラスに

なりました。Ａ保護者は、Ａが登校を再開するに際して、当該児童に会わないようＡに伝

えるとともに、そのことを学校に伝えました。 

 一方、当該児童保護者は、当該児童がＡと会わないようにしてほしいとの申し入れを学

校へ行っていました。学校は、当該児童とＡが会ったとしても何も起きないように見守り

体制を行うこととしました。 

 また、Ａは当該児童に会わないよう、教室へ行く際にもふだん５年生が使わない階段、

廊下を通って遠回りをしたりしました。特に、２学期に入り運動会の練習が増えてきたこ

ろ、Ａはその都度教室で勉強していました。 

 このように、Ａの行動はイレギュラーなものではあるが、学校は、当該児童や当該児童

保護者にその内容を伝えておらず、また、学年の子どもたちに対して何の説明もしていま

せんでした。子どもたちは、正式な説明を受けないまま、平静を装う形で生活を行ってい

ました。加えて、Ａは体を動かすことが大好きであったこともあり、Ａにもかなりのスト
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レスがかかっていました。 

 そのような背景の中、10 月 14 日日曜日、地元のお祭りにＡが友達と行ったところ、同

級生から当該児童が来ていると伝えられ、学校外でも我慢しなければならないのかという

気持ちになり、当該児童の陰口を言いました。これがいじめの３点目です。 

 また、10 月 16 日の中指を立てる行為は、当日は昼から、当該児童はＡがいる側を何度

も通過し、その都度Ａは当該児童を避けていました。そして、掃除の時間に、Ａの教室の

横の階段部分を掃除していた際に、当該児童が友達から、そちらの方向にはＡがいるので

大丈夫かと言われながら、当該児童が大丈夫だとして、Ａが掃除をしている部分を通った

ために、当該児童と遭遇しました。 

 Ａは、自分が反省して当該児童にできるだけ会わないように一定の場所で過ごしている

中を当該児童が何度もやってきたことで、いらいらする気持ちが出てしまい、当該児童と

友達が通り過ぎた後、壁の陰から中指を立てる行為を行いました。 

 これらの行為が発生した要因は、当初から学校が２月 14 日の事象に対して主体的に対

応しようとしなかったことが一番問題であったと考えられます。 

 以上のような事実認定がされました。調査報告書では事実認定以外に学校や市教委の対

応における課題、また、同種事案の再発防止に向けた提言をいただいております。 

 次に、市教育委員会が調査報告書を受けた後の対応についてご報告いたします。 

 ６月６日に事務局が調査報告書を受けた後、同日に被害保護者へ調査報告書をお渡しさ

せていただきました。また、６月 10 日には加害保護者へもお渡しをさせていただきまし

た。被害保護者との調整を経て、６月 18 日に当該小学校において、全学年保護者を対象

に学校説明会を実施いたしました。当日は 185 名の保護者が参加しました。 

 学校説明会では、市教育委員会から調査報告書の説明、学校からは当面学校が行う取り

組みについて説明をしました。その概要ですが、被害児童に対する支援として、学校長よ

り８点説明がされました。 

 １点目に、６年生児童への事象の説明。 

 ２点目に、教室の配置換え。 

 ３点目に、学習支援。 

 ４点目に、見守り体制の継続。 

 ５点目に、スクールカウンセラーなどの外部専門家の活用。 

 ６点目に、職員の新たな配置。 

 ７点目に、八尾市教育センターの適応指導教室を紹介すること。 

 ８点目に、主治医とも連携しながら対応を進めていくこと。 

 次に、学校全体としての今後の取り組みとして４点説明を行いました。 

 １点目に、アンケートの実施による状況把握。 

 ２点目に、いじめが起きにくい学級づくり。 

 ３点目に、教職員の研修への積極的な参加。 

 ４点目に、学校いじめ防止基本方針の検証と改善。 

 参加の保護者から、関係する被害児童への支援や加害児童への指導についてのご意見、

また、問題の改善には子ども同士の人間関係をつなぐことの重要性等、さまざまなご意見

を頂戴しました。また、学校の取り組みについては、大きな異論はなかったものと考えて
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おります。 

 次に、６月 19 日水曜日、報道各社への記者会見を行いました。 

 次に、６月 20 日木曜日には、臨時の校長会を開催し、調査結果の報告を行うとともに、

各学校長へは、再度自校のいじめの有無、いじめにつながる行為の有無について確認を行

うこと、また、緊急性がある事案については、市教育委員会へ連絡をすること。また、教

職員のいじめ問題についての意識を高めるよう、校長から全教職員へ指導をしていただく

とともに、各学校のいじめの基本方針の再確認を行うこと等について指示しております。 

 今後、事務局では調査報告書で示された事項を重く受けとめ、被害児童を中心に、全て

の子どもたちが安心して学べる学校づくりを、学校とともに進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 報告は以上です。 

 

【中山教育長】 教育委員の皆様には、先に資料をお渡しして読み込んでいただいてます

ので、今の説明も含めまして質疑いただきたいと思っています。この中に提言ということ

で、教育委員会、いろいろといただいている部分、これについてはまたしっかりとした話

し合いをしなければならないと思います。今回、まずこの調査報告書に関しまして、森課

長の説明に沿っての部分で質疑等々まずありましたらお願いします。 

 岩井委員、お願いします。 

 

【岩井委員】 学校説明会をされて、185 人の参加があったということで、いろいろ説明

されたことをお話しいただいたんですけれども、学校の取り組みとして、保護者から別に

異論はなかったということなんですけども、参加された保護者の方からいろいろお話があ

ったと思うので、どんなお話が出たのか教えていただけたらと思います。 

 

【森人権教育課長】 今回、４月当初に報道がなされた後の説明会ということで、保護者

の方々は一体まず何があったのかという、それとあわせて事実は一体何なのかということ

について関心を持ってご参加いただいたと思います。 

 その中で、当該児童の保護者の方も参加されまして、具体の取り組みについて、例えば

いろんな対応についての質問が出たりとか、他の学年からでも自分の子どものいじめにつ

いて、そこを心配されたご意見が出てきたりとか、まずは被害児童に対する支援というの

を、今具体には８つのことが学校長から示されましたけども、それだけではなく、さらに

できることはやってあげてもらいたい。そのことについては、全ての保護者に学校から伝

えてもらいたいと、そういった意見が出ておりました。 

 あわせて、加害とされる児童に対して、今後どう支援や指導をしていくのかについても

ご意見は頂戴しています。 

 

【今岡学校教育部長】 全学年の保護者対象の説明会となりましたので、当該学年、６年

生の保護者の方にとっては事情もある程度わかっているので、それと加害と呼ばれる児童

とのこれまでの関係の部分で、いささか心配な部分があるということ、そして他学年の保

護者の方から見ますと、一般的に捉えたときに、こういった事象が起こって、自分の子ど
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もは大丈夫なのかという思いも語られていました。 

 

【中山教育長】 この説明会に至るに当たっては、学校と担当課、かなり詰めてもらって

たんですけれども、該当の６年生だけで開くのか、全校の保護者対象に行うのかというと

ころもかなり詰めた中で、学校の要望も強いことから、まず全校の保護者対象に行おうと

いうことで、今回開かれたという報告を受けています。それも含めまして何かありました

ら。 

 

【村本委員】 185 名も出席されたということで、関心の高さというか、非常に保護者の

方の不安というのもあるのかなと感じました。この加害者の児童に対する指導について、

再発防止ということも含めまして、お話しいただけますか。 

 

【森人権教育課長】 まず、この児童Ａに対する指導も非常に重要な観点になるかと思っ

てます。これまで学校のＡへの指導というのは、言葉によるもの、そういった指導方法が

中心でした。ただ、その指導はその場ではその子の行動は一定改まるものの、この子の本

当の意味での理解や、次に生かす指導にはなっていなかったと、調査報告書の中で指摘が

ありました。 

 ５年生以降については、このＡの行動の背景について、しっかりと把握した上で、Ａが

思いを言葉で表現できるような丁寧な指導に学校としては切りかえているところです。 

 そんな中で、このＡの行動については、この子の改善というんですか、成長というんで

すか、そういったところも一定見受けられるようになりつつあると。ただ、まだまだ取り

組んでいってもらわないといけないところはあると思うんですが、一定、学校の課題、指

導方法というのは見直しが図られて、状況はよくなってきたと思います。 

 ただ、Ａの指導については、学校だけで行うのではなくて、家庭での指導方法、これに

ついても同じ歩調で進めていかないと、Ａの本質的な改善というところには至っていかな

い、そう考えております。ですので、これまで以上にＡの状況、学校で起こったこと、こ

れはいいことも課題である部分も含めて、しっかり連携をとりながら、対応方法について

も共有していく必要はあるかと思います。 

 あわせて、外部の専門家のご意見もしっかりと受けとめながら、Ａにとって今一番適切

な指導、これは一体何なのかということを考えていきながら、今後指導を継続してまいり

たいと考えています。 

 

【今岡学校教育部長】 少し補足をさせていただきますが、具体に申しますと調査報告書

の 41 ページから第６、提言ということが記載されております。その中でも、 44 ページか

らＡへの指導ということで、具体的なことが書かれています。学校の指導として、Ａへの

指導と保護者との協働というところです。今、森課長からお話がありました、言葉だけで

はなく、Ａの理解を進めながら、そしてそのアプローチについては保護者にも同じ歩調で

進んでいただくということが記されているわけです。どのようなアプローチが有効なのか

ということを、外部専門家の助言もいただきながら、教育委員会もそれを促す対応をする

ようにということで書かれています。実際に、学校では非常に先生方もこの対応でかなり
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疲弊しているのと、正直先が見えないような思いを持ってらっしゃいます。その中で、少

しでも具体的な手だてをやっていこうということで、前向きに子どもたちのために動いて

いくことを、学校と先生方とお話をしています。 

 この提言を受けまして、Ａの指導につきましては、Ａの行動に対してこんな指導をしま

した、その結果このような変容が見られましたということを記録し、事実の部分と指導者

が表情や雰囲気から読み取った部分とを分け、継続的に見て、そういった記録をもとに専

門家の方にもご助言をいただきながら、指導を振り返ってＰＤＣＡサイクルで進めていき

たいなということを学校にも今指導しておるところです。一つ一つ、実効性のあるものに

具体的に取り組んでいこうという提案を学校にもしていく中で、改善を図ってまいりたい

と思っております。 

 

【中山教育長】 今岡部長から話があったように、学校の先生方、しっかり取り組んでい

ただいているんですけど、さらにやらなければならないことがたくさんある中で、かなり

憔悴しておられるんで、そこは教育委員会がサポートして、一緒に頑張っていくというこ

とは今後も続けていきたいということで、事務局も頑張っているところです。 

 私たちが考えていかなければならないのは、もちろん被害のお子さんがまず学校に来れ

るような手だて、あるいは学校に来れなくても学力をしっかりと保障する方法等々、たく

さんあるんですけれども、それとともに、こういうことは本当にどこの学校でも起こり得

ることなので、今回の件を教訓として、みんなが取り組んでいかないといけないというこ

ともありますので、それも含めて皆様から忌憚ないご意見いただけたらと思います 

 

【水野委員】 まず最初に、大きな話をさせていただければと思うんですけど、もちろん

今回のことは対応をしっかりしていかないといけないことなんですけど、いじめ問題とい

うのは全世界共通の問題で、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、中国、韓国等で起こってい

る状況です。 

 それともう一つは、私は教員養成を仕事としているものですから、いろいろ感じること

があるんですけど、個別支援と集団づくりということのバランスが、この 10 年ぐらい変

わってきたように思うんですね。それは、法律を見ていただいたらわかると思うんですけ

ど、いじめ防止対策推進法から始まって、合理的配慮、それから教育機会均等法のような

もの、つまりここ 10 年ぐらい立て続けに、特別支援教育ももちろんそうですけど、子ど

もの支援ということに教師の役割の舵が切られていったと思うんです。 

 しかしながら、一方では、八尾の先生方もそうですけど、集団づくりをすることによっ

て、例えば不登校が改善したり、結果的にいじめが起きなくなったり、周りがもうやめた

らみたいな話があったり、今回も報告書を読ませてもらって、そういうチャンスは幾らで

もあったわけですよね。だからこのバランスをどうしていくかということを考えていかな

いといけないんですけど、集団で見ていくと、個別にニーズのある子どもというのは、で

きてないところに目が行ってしまう。だけど、個別支援ということになると、先ほどの話

ですと、Ａに対して、今まで自分が振り返ることができなかったのが少し振り返られたね、

じゃあまた今度、そのときどういう気持ちだったか話してごらんって、そういう指導にな

るわけですよね。ですから、先生方が疲れてきてるというのは、自分たちの役割が見えな
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くなってきていると思うんですね。ですから、答えがね、なかなか難しいんですけど、教

師の仕事そのものを自分たちでつくり上げていくというようなことを考えていかないと、

進んでいかないような気がするのがまず一点あります。 

 もう一点は、説明会で、学校の取り組みとして、いじめが起きにくい学級づくりという

話があって、先ほどの話と矛盾するんですけど、実は学級経営を安定させていくというの

はすごく大事で、３年生、４年生の中学年というのは、教育長もおわかりになると思うん

ですけど、個々の発達差が非常にあるので、学級をまとめるのがものすごく大変です。学

習指導要領もたくさんあって、抽象度が一気に上がりますよね。ですから、先ほどのクラ

ウドの教材もすごく関係があり、結局、一人ひとりが授業がおもしろくなってくると、そ

ういうからかいのようなことよりも、もっと授業のほうが楽しいとか、学級の係が楽しい、

もっとこんなおもしろいことがあるという方向に向かっていくことで、多分いじめの芽は

なくなっていくし、だから個別支援をしながら学級をつくっていく、これは、例えば遠く

に行ってすばらしい先生を見るというのも一つの方法なんですけど、実は八尾の中でやっ

ておられる先生方がおられて、結構無意識にやっておられるんですけど、世代別に教員が

交流をしていくことをやっていかないと、先生方は本当にどうしていったらいいのかとい

うことがわからなくなっていってしまうんですね。結局、学力の向上といじめ問題、不登

校というのは、全部絡んでいて、先ほどの地域の子どもづくりみたいな話も実は絡んでい

くので、一方で開発的な部分での対応も大事にしていかないと、結局いじめを防止し切れ

ないような気がいたします。 

 もちろん、アンケートをやったり外部の専門家と連携したり、そういった個々の指導を

どうしていくか、ＰＤＣＡの前にアセスメントが必要だと思うんですけどね。見たてをし

て、できたところをほめてというふうにしないと、子ども自身もできてないことばっかり

言われてという、先ほどの 41 ページ当たりの最初のところで、もうしかるばっかりとい

うことで、一定おさまるんですけど、そこは全く学習にもなっていないので、そうではな

い部分の、５年生ぐらいになってきてからの新しい指導法というところも、そこは先生に

対する勇気づけとかほめるということもすごく大事で、このあたりはもうコーチングとか、

科学的なスポーツ指導法とかにも多分通じるものがあると思うんですね。ですから、この

10 年ぐらいのスポーツの指導とかコーチングとかの流れと、多分同じ流れになっていく

と思うんです。そのあたりも考えて、若い先生方が自ら勉強できるようなシステムをつく

り上げるということで、結果的にモチベーションも上がっていき、いいサイクルが生まれ

るんじゃないかと思います。 

 もちろん、だめなことはしっかり指導するということも大事なんですけど、両方が必要

なんだと思って、お話を聞かせてもらっておりました。 

 以上です、意見です。 

 

【中山教育長】 本当に貴重なご意見をいただきました。学校がかつては、年齢層がきれ

いに並んでいたんで、新任が入ってきても、それぞれの層の先生が私たちもこういう経験

をした、そういうときはこういうことをしたらいいよという、ОＪＴが学校の中で成立し

ていたんですね。校長、教頭も、それを言葉にしなくてもメンター制度が成立していたの

が、本当に 20 代前半がたくさんで、どうコミュニケーションをとればいいか、どう対応
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したらいいかわからない状態のまま教壇に立っている先生たちが増えている中で、上の層

で見本となる、見ていく先生方がどんどん減って、自分たちの層の上には教頭、校長しか

いない、また教頭先生もどんどん若くなっていて、その学校の大きな構造は、私たち教育

委員会がこれは学校長の仕事ですよということをいっても、学校長一人では賄っていけな

い状況にあるというのはお話のとおりなので、形として、コーチングであったりを意図し

てやっていかないといけないと思います。   

先生たちにはしんどいしんどいばかりが残っていくのかなというのは、日ごろ生徒指導

であったり、保護者との対応であったり、そこに終始してしまって、その悪循環で教材研

究もうまくいかない、子どもが全然授業が楽しくない、それが荒れにつながっていく、そ

ういう状況が八尾だけじゃなくて大阪府内全体で起こっているのも事実で、大阪府内の先

生が 20 代が大幅に増えていて、必要な層が全然いないんですよね。そのあたりも踏まえ

て、お子さんに対する対処と、それから八尾市全域を見たときの大きな対処と、並行して

教育委員会もしっかりやっていかなければならないんで、教育委員の皆様のご意見もいた

だきながら、再度組み立てていかないといけないと思っています。 

 昔は、学級づくり、集団づくり、その中で子どもたち同士が何も言わなくてもピアサポ

ートの状態がつくれていたんですけれども、今はそれもなかなか難しくなってきているん

ですね。最近、ピアサポートについては本当に重要なことと言われているので、イギリス

などでは、子ども同士でそれはだめだよっていう形で、気持ちの聞き取りをやっていくと

いうようなシステムもできてきているんで、本当にそうしなければならない時代が来てい

るのかなと思います。 

 

【水野委員】 ピアサポートも結局背景にはいじめ予防ということがあって、ロンドン大

学のピーター・スミスという先生がいて、ノルウェーでいじめの定義がされて、イギリス

でものすごく研究が開花したという、つまりそれは逆に言えば、それらの国々というのは

非常にいじめ問題で苦しんでるということが一方であり、なのでピアサポートというシス

テムの裏側には苦労というのが当然あるわけですよね。 

 日本でも、立命館大学の菱田準子先生とかすごいやっておられ、ピアサポート学会もあ

りますし、そういった専門家とも連携しながらやっていくということもすごい大事だと思

います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 当該小学校においても、対処だけではなくて、そのあたりも並行して推

し進めていくような方策も教育委員会が提示していかないといけないかもしれません。 

 

【今岡学校教育部長】 本当に貴重なご意見、ありがとうございます。 

 私自身も、子どもが満たされていたら、いじめなどの負のエネルギーに走らないという

のは、常々思っていることで、学習指導、わかる授業ということがその根本にあるという、

そういったことは研修の中でもまた話していきたいなと思っております。ただ、学力を高

めるだけではなくて、子どもの充実感が正のエネルギーに進むと私自身が思っていますの

で、そういうことも自信を持って語っていけるなというご意見をいただけてありがたかっ
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たです。 

 昨年、当該児童が出席しにくくなった状況のときに、当時の担任に、今も担任なんです

が、声をかけたところ、学級づくりに力を入れて、いつ来てもいいような学級をつくって

いました。先日行ったときにすごくしんどそうな顔をしてたんですけども、大丈夫かって

声かけたら、「いや、僕には 33 人の応援がありますから」って、子どもたちのことを指

しながら言っていました。学級づくりに非常に力を入れながら、担任に取り組んでくれて

いるんですが、個別指導と集団づくりというところで、登校しにくい状況にある当該児童

に対して、直接の働きかけもそうですが、今、学級こういう状態になってるよ、だから来

ても安心だよというところをお話しすることで、安心感も出てくるのかなと思っています。

当該児童への働きかけプラス、学級、学年を鍛えるということ、改めて学校にも伝えたい

ですし、今、担任が頑張っていることは間違いじゃないよということも伝えていきたいと

思います。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 

  

【岩井委員】 本当にこの事案で一番気になるのは、今学校を休んでおられる児童のこと

だと思うんですね。説明会でも、被害児童へということで、８つの方向性を示しておられ

て、今も先生方から、その支援だけではなくて、いつ出てきてもいいように学級、集団づ

くりも頑張っていただいてるんですけども、この事案があってからずっと、これまでも休

んでおられるという中で、学校もですけれども、教育委員会も支援してこられたと思うん

ですね。どういう支援を今までしてこられたかということを教えていただけますか。 

 

【森人権教育課長】 当該児童につきましては、平成 30 年 10 月 16 日以降登校が全くで

きていない状況です。被害児童の心身の状況は、非常に厳しい状況にあるというのは被害

保護者からは聞かせていただいております。担任は家庭訪問、電話連絡は継続して行って

はいるんですけども、なかなか被害児童に直接は会えない、そういった状況にあります。 

 保護者の方も学力保障をどうしていくのかとかいった課題に対する思いもありますので、

例えば担任は手づくりの毎日の学習内容プリント、こういったものを用意してはおります

が、例えば別室での個別指導、家庭訪問による個別指導、こういったところも子どもさん

の状況を踏まえたら、今は実施できていないというところがあります。 

 この事象が起こってから我々は保護者の了解のもと、学校と市教育委員会の担当者とそ

の主治医のところに行かせていただいて、今後この子に医療的な観点からどんな支援をし

ていくのがいいのかということも、お話をさせていただく機会がございました。教育とし

てやりたいことは当然持っていますけれども、今は医療的な見地からもこの子にとってで

きることとできないことはしっかりすみ分けながら進めていかないといけないと考えてお

ります。しかしながら、取り組みを進めるということについては、厳しい部分はまだある

と思っています。 

 

【岩井委員】 難しい状況はあると思うんですけども、保護者、学校、教育委員会ともに、

児童にとって最善の手だて、どうしたらいいのかということを一番中心に据えていただい
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て、信頼関係のもとでよく話し合いながら、誠実に進めていっていただけたらなと思って

います。 

 

【中山教育長】 ほかには、ございませんか。 

 

【水野委員】 医療面のケアというのはものすごく土台となる部分ですよね。今後医師、

医療機関との連携というのは、継続的にという話なんですか。 

 

【森人権教育課長】 そこについては、被害保護者が非常にご協力いただいていることが

あって、今後医師とも継続的にそういったお話をさせていただくということについては、

ご了解をいただいてます。 

 また、主治医の方も非常にこのことについてはご心配もされてまして、教育委員会や学

校との話し合いというのも、前回１時間半ほどお時間を頂戴したりとかいうことで、非常

に協力をしていただいておりますので、そこは継続して行ってまいりたいと思います。 

 

【中山教育長】 きのう、校長会を開催しましたが、どの学校でも起こり得ることなので、

今回も一番最初に、その年齢期における子ども同士のけんかということでスタートしてい

るので、そこのところを私たちは敏感に、いじめにつながるかもしれない、あるいはいじ

めがあるのではないかという、その視点というのがものすごく重要だということは校長に

お話しして、校長から今日全教職員にはおろしていただく形になっています。学級ができ

上がってない状態の中でそういう発言とかけんかとかたたき合いがあったときに、一人ひ

とりの人権を全然大事にしてないよという指導が入るか入らないか、大きなところなので、

そこは過敏に反応していかなければならない。 

 何々教育、何々教育ってあるんですけど、その根底にあるもの、一人ひとりを大事にす

る、友達を大事にする、先生の言うこともしっかり聞いて先生とともに学級つくっていく、

そのあたりは本当に指導としてやっていかないと、子どもたちには入っていかないと思い

ます。それはきのう校長先生方みんな考えてくださっていると思うので、しっかりと私た

ちが変わって、やっていきたいと思っています。 

 御喜田委員のところも、小さいお子さんをたくさん抱えて園を運営されているので、何

かありましたら。 

 

【御喜田教育長職務代理者】 本当にこの件に関して、学校現場も教育委員会もとても丁

寧に対応されてると思います。就学前施設の現場にいる者として、子ども同士のトラブル

に保護者が関わってくることが、本当に年々多くなってきています。私たちも、子どもた

ちの心のケアだけではなく、保護者の気持ちにも寄り添いながら、安心して子どもさんを

登園させてもらえるということで、取り組んでいます。 

 あと、担任の先生がひとりぼっちで取り組んでおられることはないと思うんですが、子

どもが困ったことを言える環境をつくるというのと同じように、担任の先生も自分の困っ

たこと、助けてほしいことを言える環境をつくるっていうのも、学校現場において大切な

んじゃないかなということで、チームをつくって問題に取り組んでいただけたらいいかな
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と思ってます。 

 私もずっとこの教育に携わってるんですけど、本当にこの何年か、意識を変えて子ども

に寄り添いながら、保護者に寄り添いながら対応していますので、ぜひ先生方もそのよう

に取り組んでいただきたいなと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 この提言をいただいたことについては、今後も教育委員の皆様と話し合

いを深めていかなければならないので、引き続きどうかよろしくお願いします。 

 事務局、ほかにはありませんか。 

 

【森人権教育課長】 まずは当該の児童が早期に何らかの形で、学校復帰、そこは最終の

目標ですが、少しでも今の心身の状況が改善できるように、我々としても最善を尽くして

いかないといけないという思いの中でやっていきます。 

 教育委員会の今回の対応の中でもさまざまな課題はいただいております。これについて

は、当然調査報告書をいただいたタイミングで研修、これをどう進めていくのかとかいっ

た具体の実行に移していかないといけないと思います。そこについては早急に整理をして、

やれることをしっかり進めていくという姿勢で取り組んでまいりたいと思いますので、ま

たいろいろご助言いただければありがたいと思います。 

 

【今岡学校教育部長】 引き続き取り組ませていただく中で、教育委員会にも定期的に報

告をさせていただいて、その中でもご助言を賜りたいと思っておりますので、引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 教育委員会の体制そのものも提言の中ではご指摘もいただいていますの

で、そのあたりも踏まえてしっかり取り組んでいきたいと思っていますので、また引き続

きよろしくお願いします。 

 一旦、この件に関しましてはよろしいでしょうか。 

 事務局、ほかに何かありますか 

 委員の皆様、よろしいでしょうか。 

  

【中山教育長】 最後に、議案第 25 号「令和元年度八尾市教育委員会の人事に関する臨

時代理承認の件」について審議を行いますが、これにつきましては、冒頭にお諮りしまし

たとおり非公開で行いますので、議事の都合により、ここで暫時休憩いたします。 

 傍聴の皆様方、ここでご退場ということでよろしくお願いします。ありがとうございま

した。 

 

（傍聴者退場） 

 

(以下、非公開審議) 

 


