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９月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】  それでは、９月定例教育委員会を開催いたします。 

 なお、本日の委員会も、３密状況での開催を避けるために、平時の委員会とは異なりま

して、一部出席者の入退室を行いますことを事前にお伝えしておきます。 

 本日の会議録署名委員に村本教育長職務代理者を指名しますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

【中山教育長】 では、８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】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、８月臨時会会議録につい

て承認と決しました。 

 

【中山教育長】 では、続きまして８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】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、８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。 

 

開 催 年 月 日  令和２年９月１８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 

村 本 教育長職務代理者  

水 野 委員 

岩 井 委員 

藤 井 委員 

出 席 職 員 

 

新堂副教育長兼教育総務部長・田中生涯学習担当部長・今岡学校教

育部長・松田生涯学習スポーツ課長・仁科指導課長・黒井人権教育

課長・光岡人権教育課長補佐 
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（教育長報告） 

８月 21 日（金） 

 

 

８月 25 日（火） 

８月 26 日（水） 

 

９月２日（水） 

９月４日（金） 

９月７日（月） 

９月８日（火） 

９月 11 日（金） 

９月 15 日（火） 

定例教育委員会 

令和２年度大阪府都市教育長協議会夏季研修会及び定例会 (第２日

目) 

令和２年度第１回八尾市文化財保存活用地域計画協議会 

令和２年度第５回行財政改革推進本部会議 

脱いじめ傍観者教育(久宝寺中） 

部長会 

９月市議会定例会本会議（第１日） 

９月市議会定例会本会議（第２日） 

９月市議会定例会本会議（第３日） 

文教常任委員会・予算決算常任委員会文教分科会 

定例教育委員協議会 

 

【中山教育長】 ８月 26 日、私は久宝寺中学校の脱いじめ傍観者教育に行かせていただ

いたんですけれども、他の委員の皆様方も後ほどまた報告いただければと思いますが、子

どもたちそれぞれに深い学びになったかと思います。 

 

【岩井委員】 今、教育長からもありましたように、８月 26 日久宝寺中学校へ脱いじめ

傍観者教育の授業見学に行かせていただきました。私自身は前に南高安中学校にも行かせ

ていただいていますので、２校目の授業見学だったんですけれども、この日は市議会議員

の先生方もたくさん授業を観に来てくださっていました。学校では２学期が始まって、新

型コロナの感染防止にかかる臨時休業で不足した授業時数を回復するために、７時間の授

業の教育課程を組んでおられたんですけれども、午後から５時間目が３年生、６時間目が

２年生、７時間目が１年生の授業でした。どの学年の生徒たちも非常に落ちついて授業を

受けていたので感心しました。授業の中では、いじめストップに向けては、友達を心配す

る雰囲気づくりというのが一番大切であるということ、また、これまで傍観者や観衆の立

場でよりよい雰囲気づくりに向けて何も行動しなかった生徒に対しても、行動することの

大事さに気づかせて、実際に行動に向けてのスイッチというのがオンにできたのではない

かなと感じました。 

 以上です。 

 

【水野委員】 ８月 20 日、高美中学校に行ってまいりました。感想ですが、ビデオの中

で、中学１年生のクラスでいじめの加害があり、生徒たちは、現役中学生が演じているの

で、食い入るようにビデオを見て、その後、抽選によってアクションを決めるということ

で、講師の先生も非常に生徒の心をつかんだ講義をしてくださいまして、だんだん引き込

まれていく様子がみて取れました。私も大変勉強になりました。 

 以上です。 
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【中山教育長】 この後、この脱傍観者教育もまだ何校か続きますが、行っていただく教

育委員もいらっしゃると聞いていますのでよろしくお願いいたします。 

 他に報告がないようでしたら、次に進ませていただきます。 

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】 では、議案審議に入らせていただきます。 

 議案第 34 号「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」につい

て、審議いたします。提案理由を松田生涯学習スポーツ課長より説明願います。 

 

【松田生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第 34 号「八尾市生涯学習センター学習

プラザ運営審議会委員の委嘱の件」につきまして、ご説明申し上げます。 

 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７号の規定に基づき、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、八尾市生涯学習センター学習プラザ管理運営規則第 17 条

の規定に基づき、八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の任期が本年９月末

日をもって満了することから、新たに委員を委嘱する必要があるため、本案を提出するも

のでございます。 

 それでは、お手元の八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員名簿（案）に基

づきまして、ご説明申し上げます。 

 委嘱する委員は９名でございます。 

 委員構成としましては、再任の委員が学校関係者で２名、社会教育関係者で３名、学識

経験者で１名の計６名、新任の委員が社会教育関係者として椿本きぬ氏、家庭教育の向上

に資する活動を行う者として石井孝夫氏、公募市民として松井伊代子氏の３名でございま

す。 

 任期につきましては、令和２年 10 月１日から令和４年９月 30 日まででございます。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

 

【中山教育長】 この件につきまして、委員の皆様、質疑等ありましたら、よろしくお願

いいたします。 

  

【岩井委員】 委員の中に公募の市民委員がおられますけれども、どのようにして選ばれ

たのか教えていただきたいと思います。 

 

【松田生涯学習スポーツ課長】 お答えいたします。公募市民委員の公募状況についてで

ございます。公募の期間は本年７月 20 日から８月 20 日までの１か月でございました。 

 応募の際には、これからの生涯学習センターの役割をテーマに作文を提出いただいたと

ころでございます。応募者につきましては、２名ございました。八尾市生涯学習センター

学習プラザ運営審議会市民委員選考委員会におきまして、書類審査を行い、評点数の高い
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１名を候補者として選考いたしたところでございます。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 ２名応募されて、選考委員会で選ばれました。これから２年間の任期で、

ここにあげられている方々にお願いするということで。他の委員の皆様、何か質疑ござい

ませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、採決に移らせていただきます。 

 議案第 34 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 34 号「八尾市生涯学習セ

ンター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」について、原案どおり可決いたしました。 

 

{報告事項} 

 

【中山教育長】 続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

 令和２年度４月から７月末までの八尾市のいじめの状況につきまして、黒井人権教育課

長より報告させていただきます前に、少し私からお話を皆様にしておきたいことがござい

ますので、よろしくお願いします。 

 ９月 15 日、16 日にテレビや新聞等々報道がありました本市のいじめの件につきまして、

委員の皆様にも大変ご心配をおかけしておりますけれども、本日現在、訴状については、

まだ市の方にも届いておりませんで、内容等についてはわからないんですけれども、届き

次第、内容をしっかりと精査した上で、適切に対応してまいりたいと考えております。 

 それから、当該の生徒及び家庭への支援につきましては、今日に至るまでの間、解決に

向けてしっかりと対応するとともに、学習支援のための教材の配布等、さまざまな取り組

みを教育委員会としては進めてまいりました。今後、訴訟等の対応もありますが、この当

該生徒への支援につきましては、引き続き教育委員会の責務としてしっかりやってまいり

たいと思っております。 

 皆様にお話ししておきたかったので、冒頭お時間いただきました。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、黒井課長、よろしくお願いします。 

 

【黒井人権教育課長】 それでは、「令和２年度４月から７月末までの八尾市のいじめの

状況について」、資料に沿ってご報告いたします。 

 これまでご報告しておりますとおり、今年度、人権教育課におきましては、昨年度に受

けた八尾市いじめ調査委員会の提言等を踏まえ、いじめの未然防止、早期発見、早期対応

に向けた教職員研修の充実、中学生全学年を対象とした脱いじめ傍観者教育の実施、校長

会等の場を通じてのいじめの積極的認知についての周知に取り組んでまいりました。 

 このたび、今年度７月末までの各学校におけるいじめの状況がまとまりましたので、全
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体の傾向について簡単にご報告いたします。 

 資料の「いじめの認知件数」の表をごらんください。 

 この表は、令和２年度４月から７月末日までに市内各学校において認知されたいじめの

件数を校種ごとに、学年別・男女別にまとめたものでございます。 

 小学校・義務教育学校（前期課程）の認知件数は 768 件、中学校・義務教育学校（後期

課程）の認知件数は 102 件、八尾市全体では 870 件となっております。資料には記載して

おりませんが、いじめ防止対策推進法に規定されている重大事態事案につきましては、昨

年度からの継続事案を含めて小学校・義務教育学校（前期課程）において、いじめにより

相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているという疑いがあると認められる２号

事案が１件、中学校・義務教育学校（後期課程）において、いじめにより生命、心身また

は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる１号事案が１件、２号事案が６件生

起しております。 

 今、継続の件数も含めて申し上げましたけれども、１学期に新たに認知した重大事態事

案についてもう少し詳細を申しますと、１号事案が１件、２号事案が２件の計３件となっ

ており、全て中学校の事案となっております。１号事案については、毎月教育委員会でも

ご報告させていただいていますが、現在調査委員会において調査が行われておる状況でご

ざいます。２号事案につきましては、１件が資料の「いじめの態様別件数」のところの数

字で申し上げますと、①「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」

というケースになります。いじめを受けた生徒については、現在登校できていないという

ことで、２号事案として対応しております。もう１件については、小学校時代に④「ひど

くぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする」という事案を受けたケースになりま

す。現在、中学生になっており、今、繰り返されているわけではございませんが、過去の

事案がフラッシュバックをしたということで、登校がしにくくなっているというケースで

ございます。これについても、２号事案として対応しております。この２つのケースにつ

いては、各学校の担任等と保護者が連携をしながら引き続き生徒の支援に努めているとい

う状況でございます。 

 次に学年ごとの認知件数の傾向としましては、小学校・義務教育学校（前期課程）にお

いては、第３学年が最も多く、中学校・義務教育学校（後期課程）においては、第１学年

（第７学年）が最も多くなっております。 

 これら 870 件のいじめ事案の多くは、各学校の校内いじめ対策会議等が中心となって現

在解消に向けた取り組みを進めているところでございます。また、いじめ対応支援チーム

会議において協議し、対応について助言を得て継続した対応を行っているケースもござい

ます。 

 続いて「いじめの態様別件数」の表をごらんください。 

 小学校・義務教育学校（前期課程）、中学校・義務教育学校（後期課程）ともに、いじ

め被害の内容として、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」と

回答した児童生徒が最も多い傾向がございました。次いで、「軽くぶつかられたり、遊ぶ

ふりをしてたたかれたり、蹴られたりする」という身体接触を伴う被害を訴える児童生徒

が多い傾向がございました。中学校・義務教育学校（後期課程）になると、「パソコンや

携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる」と回答する生徒の割合が高くなる傾向もござ



－6－ 

いました。 

 最後に「いじめの発見のきっかけ」の表をごらんください。 

 この表は、７月末までに認知されたいじめをどういう経緯で学校が知ることになったか

についてまとめたものでございます。 

 昨年度、「学校生活アンケート」を記名式にし、いじめ被害について直接的に問う項目

を加えたことにより、小学校・義務教育学校（前期課程）、中学校・義務教育学校（後期

課程）ともに、アンケートでいじめ被害を訴える児童生徒が最も多い傾向となっておりま

す。また、少数ではありますが、児童生徒自身や、いじめ被害を受けている児童生徒以外

の児童生徒からの訴えにより、発見されるというケースもございました。現在、各中学

校・義務教育学校（後期課程）において実施しております「脱いじめ傍観者教育」では、

「同じような状況になったときに、こう行動したい」と自分自身の今後の行動についての

感想を記載する生徒もおり、今後、いじめ被害を受けている児童生徒や周りにいる観衆・

傍観者と呼ばれる児童生徒からの相談等による認知件数も増加していくのでは、と考えて

おります。 

 人権教育課においては、この調査結果を今後の学校へのいじめ対応の指導助言や次年度

の施策等に生かしてまいりたいと考えております。 

 報告は以上でございます。 

 

【中山教育長】 今の報告を受けまして、委員の皆様の忌憚ないご意見を聞かせていただ

けたらと思います。 

 

【岩井委員】 「いじめの発見のきっかけ」の表で、「学校の教職員が発見」の「⑤アン

ケート調査など学校の取り組みによって発見」がほとんどで、これは学校が積極的にいじ

めの把握に向けて努力していただいているんだなということがわかります。その上の「④

スクールカウンセラー等の相談員が発見」がゼロとなっているんですが、私はもう少しあ

るのではないかと思っています。このあたりどのようにとらえられているのか、お尋ねし

ます。 

 

【黒井人権教育課長】 「スクールカウンセラー等の相談員が発見」がゼロ件ということ

についてでありますが、これにつきましてはいじめの発見のきっかけということで、一番

はじめに発見をした者が誰なのか、またどういう状況なのかということを集計しているも

のになります。実際、学校の状況でいいますと、スクールカウンセラーに子どもたちが相

談をするという場合には、子どもが担任の先生や教職員に対してスクールカウンセラーの

面談を受けたいということの申し出があるというケースが一番多いケースとなっておりま

す。その場合に、担任の先生や申し出を受けた教職員の方がから「何か、つらいことでも

あったのか」というような声掛けがあるのかなと考えております。その中で、担任や教職

員に対して言いたくないという場合も中にはあるかもわかりませんが、ほとんどのケース

については「実はこういうことでつらい思いをしているんだ」ということで、その時点で

いじめの訴えをするということがほとんどかなと思っております。そういった場合には、

本人からの訴えというようなところに入ってくるのかなと思いますので、ケースについて
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は当然学校の判断として認知をした後にスクールカウンセラーのカウンセリングを受けて

いるというケースはございますが、スクールカウンセラーが第一発見というかたちになる

のは、ケースとしては少ないのかなととらえております。 

 

【中山教育長】 岩井委員、よろしいでしょうか。あくまで違うところで最初のきっかけ

があって、その中でスクールカウンセラーにつながっていくという見方をすることで、ゼ

ロとなりますが、実際には対応しているということで、ご理解いただけたらと思います。 

 他に、ご意見ございませんか。 

 

【水野委員】 世界的に見て１割ぐらいの子どもがいじめられているというデータが上が

っていますので、パッと見ると非常に多いようですが、それは厳しい現実なんですが、八

尾市でいじめをキャッチしようというアンテナを高くするということは非常に評価すべき

だと思います。 

人権教育課長から、校内いじめ対策会議、いじめ対応支援チームというお話があったん

ですけど、システムについてもう一度詳しく可能な限り教えていただければと思います。 

 

【黒井人権教育課長】 教育委員会では、まず八尾市として、八尾市のいじめ防止基本方

針がございますけれども、法に基づいて各学校においても、各学校のいじめ防止基本方針

の策定をまずしていただいております。その中では、いじめの認知をした場合に、また、

認知をするに至る過程の中で、各学校において、いじめの対策組織の設置ということを明

記しております。構成メンバーとしましては、管理職であったり、生徒指導担当であった

り、養護教諭であったり、場合によってはスクールカウンセラー、スクールソーシャルワ

ーカーという専門家も交えた中での組織体系を位置づけておりますので、いじめの訴えが

あった、またアンケート等でそういう記載があった場合には、担任がまず確認をしていく

ことにはなるんですけれども、認知等の判断については組織として対応していくことが重

要であると考えておりますので、そういった組織を各学校の中でしっかりと立ち上げた中

で、認知また対応をしているという状況でございます。 

いじめ対応支援チーム会議につきましては、昨年 10 月から教育委員会内に立ち上げて

いる弁護士であったり、臨床心理士であったり、ＳＳＷ、大学の学識で構成されている委

員会で、ほとんどのケースは学校の校内組織の中で対応して解決に向かっているんですけ

れども、中にはなかなか解決に至らないケースもあります。そういったケースについては、

教育委員会設置のいじめ対応支援チーム会議において、ケースの報告を行い、また、専門

家からさまざまな角度から助言をいただいて、その助言をもとにまた学校で取り組みを行

い、その進捗についてまたこの会議の中で報告を行い、解決に向けて対応していくという

ような位置づけで実施をしております。 

 

【水野委員】 そのように二重のシステムをきっちりつくっていただいて、アンケートで

まず発見して、校内委員会で対応して、外部の専門家を交えた教育委員会設置の会議でア

ドバイスを受けるということがよくわかりました。ありがとうございました。 
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【中山教育長】 他に質疑等があれば、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 一番上のいじめの認知件数の表の数字なんですけれども、こ

の数字は加害者の数なのか、被害者の数なのか、これはどちらになるんでしょうか。 

 

【黒井人権教育課長】 こちらの表については、いじめの認知件数ということで、被害を

訴えた児童生徒の学年または男女ということで集計をしております。 

 

【村本教育長職務代理者】 被害者ということですね。わかりました。ありがとうござい

ます。 

 

【中山教育長】 昨年度からしっかりと認知し、全て子どもたちから訴えのあったものを

上げていこうということでやっています。他にはございませんか。 

 

【藤井委員】 このように件数で紙に上がってくるものを見ましたら、どうしても数字と

してとらえがちだと思うんですけれども、一人ひとりの親の立場からするとご理解いただ

けると思うんですけれども、いじめが我が子にあった場合に、数が何件だからとかいうこ

とではなくて、どこまでも心配だなと思った次第です。 

 それで少し気になったのが、「いじめの発見のきっかけ」のところで、もちろん学校で

先生たちがアンケートなどで発見するということが当然一番多くなるのはわかるんですけ

れども、その下の「学校の教職員以外からの情報により発見」で、本人からの訴え、保護

者からの訴えというのはもちろん数多くなると思いますが、それ以外の情報からの発見が

まだまだ少なくて、いじめからこどもを守る課も創設されて、教育委員会の方も協力して

いくということで伺っていますが、「発見しました」「見かけました」という声を上げて

いただきやすい形にもっていけたらいいのかなとこの表からは非常に見て取れましたので、

その辺の取り組みを今後されていくのかと思いますが、何かお考えがあれば、教えていた

だけますか。 

 

【黒井人権教育課長】 本当にいじめというのは学年が上がるにつれて、子どもたちも教

職員の前でいじめをするとすぐに見つかり指導されるということがありますので、先生方

の見えないところで行われているという実態があるのかなと捉えています。その中で、今、

おっしゃっていただいた、周りの友達であったり、お家の人であったり、地域の人が下校

時に公園で何か「あれはいじめられているんじゃないか」とそういう声を上げていただく

というのは、本当に早期発見、早期対応、早期解決につながる大きな視点かなと思ってお

ります。先ほどいじめからこどもを守る課の話もありましたが、やはり保護者の方や地域

の方への周知ということも含めて、今後も引き続き教育委員会としてもしっかりといじめ

については学校だけではなく、家庭、地域とともにいじめの根絶に向けて取り組んでいく

という視点は非常に大事かと思いますので、今後も広報についても力を入れてまいりたい

と考えております。 
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【中山教育長】 黒井課長、地域の方々も入られた組織体ももっているので、そこも説明

してもらえますか。 

 

【黒井人権教育課長】 地域の方に参画していただいている組織体としましては、以前の

教育委員会でも報告させていただいた分と重複する部分もありますけれども、いじめ問題

対策連絡協議会というものがございます。そこには、民生委員であったりとか、法務局の

職員であったり、また子ども家庭センターであったり、弁護士、またＰＴＡの代表という

ことで、いろいろ市民の方であったり、地域の中心を担っていただいている方にも参画し

ていただいて、いじめの防止について検討を進めていくという会議体がございます。また

10 月にも、今年度の１回目を開催しますが、そういったところでも当然いじめの現状の

報告し、地域をあげていじめの根絶に向けて協力もお願いしていきたいと考えております。 

 

【中山教育長】 藤井委員が言ってくださったことをこの場でまた発信していけたらと思

いますので、よろしくお願いします。 

 ４月から７月末までのいじめの状況のアンケート調査等々での把握ですが、３月２日か

らの休校等もありましたし、いろんな状況があったかと思います。市民の皆様方からする

と、このコロナ渦で、本当に八尾の子どもたち元気なのかどうなのかというご心配もある

かと思いますが、学校生活アンケートに関してどんな結果が出ているかということも話を

していただいけたらと思います。人権教育課はいじめに特化して聞いているんですけれど

も、今日、指導課長にも出席いただいているので、生活アンケート全般について委員の皆

様に報告お願いします。 

 

【仁科指導課長】 私から学校生活アンケートについて、説明をさせていただきます。市

内全ての学校の児童生徒を対象に、学期ごとに学校生活アンケートを実施しています。い

じめに関する項目以外に、「気持ちよく眠ることができますか」、「朝、気持ちよく起き

られますか」、「意欲的に物事に取り組めていますか」、「イライラすることはありませ

んか」など、子どもたちの心や体の状態をアンケートとして把握するものになっています。

今回、３月２日から臨時休業となったわけですが、再開後、教員は子どもたちの「対話」

と「つながり」を意識して支援をしてきたわけですけれども、この１学期の結果において

学校生活アンケートがどうだったのかといいますと、小学校においては全ての項目で肯定

的な回答が前年度の同時期より増加しました。中学校では「学校にくるのが楽しい」とい

う項目が少し減少した項目がありますが、その他の項目においては小学校同様に肯定的な

回答が増加しています。なぜ肯定的な回答が増加したのかの要因については、１対１の対

応で考えることはなかなか難しいとは我々も受けとめています。当然、臨時休業の期間が

長かったので、子どもたちの、教員もそうですけれども、負担が減ったことがこういった

結果につながっているのか、開校後、教員がきめ細かく子どもたちに寄り添って対応をし

てきたことがこういった結果につながったのか、また、子どもたちが休校後、学ぶ意欲で

あったり、友人関係に対してのいわゆる肯定的な気持ちが高まったことがこういったこと

につながったのか、さまざまな要素がここには反映されているんではないかなとは考えて

おります。いずれにいたしましても、これは１学期の結果であり、先ほども委員の方から
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も発言ありましたけど、個々の子どもの状況からするとどうなのかといったところはまだ

まだ課題のあるお子さんも当然おられます。学校においては、こういったアンケート結果

を踏まえつつ一人ひとりの子どもに寄り添った対応をしっかり進めていきたいと考えてい

ます。 

 

【中山教育長】 引き続き、よろしくお願いします。教職員もいろんなことで負担も増え

ているかと思いますが、あちらこちらで市民の方々、議員の方々等が教職員を本当に手助

けしてくださっています。やはり、八尾の子どもたちに少しでも過ごしやすい毎日をとい

うことで、ご協力いただいているかと思います。我々もそういう報告を聞くたびに、皆様

がやはり八尾の子どもたちのことを心配して、「自分たちにできることは何かないか」と

いうことでご協力いただいていることに、心から感謝したいと思っております。本当にい

ろんな学校で地域の方がこんなお手伝いしてくださったとか、議員の方々が直にお手伝い

いただいて、トイレ清掃なんかも手伝っていただいているとか、八尾の子どもたちに力添

えしてくださっているのが聞こえてきて、ありがたい限りです。しっかりと事務局も今後

も取り組んでいきたいと思っておりますので、くれぐれもよろしくお願いします。 

 さっきの学校生活アンケートの件、水野委員、心理の面から見てどうですか。 

 

【水野委員】 今、教育長が言っていただいたように、地域の方のお手伝いの中で、ある

種学校がそういう雰囲気もできてきて、先生方、本当にぎりぎりのところで頑張っておら

れるということで、休校明け、本当にもっとものすごく子どもたちしんどくなるんじゃな

いかと思っていたんですけれども、先生方のおかげで今、予想していたよりは頑張ってい

る子どもたちが多いということは、非常に安心いたします。これから、11 月 12 月とまだ

２学期がすごく長いので、中長距離走のようなかたちで引き続き市民の方とか、議員の先

生等もお手伝いいただいているということで、コミュニティとしての学校を継続し、これ

を機に地域社会の中に学校というものが確立していければ本当にいいなと思い、今日は話

を聞かせていただきました。 

 

【中山教育長】 この件につきまして、他にご意見等、ございませんでしょうか。それで

は、事務局引き続きよろしくお願いします。 

次に、「いじめの重大事態事案への対応について」、黒井人権教育課長より報告させて

いただきますが、本報告の内容につきましては、八尾市個人情報保護条例第 14 条第１号

の当該個人の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるため、公開可能な時期

が来るまでは非公開とすべき内容となりますので、この報告につきましては非公開とさせ

ていただきたいと思います。委員の皆様、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、本報告については非公開とするこ

ととさせていただきます。 

 ここで、議事の都合によりまして、暫時休憩いたします。 
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傍聴の皆様、ありがとうございました。ご退場いただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

 

（傍聴者退場） 

 

（以下、非公開報告） 

 


