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我孫子市教育委員会 



１．招集日時     平成２４年７月２５日（水）午前１０時３０分 

２．招集場所     教育委員会 大会議室 

３．出席委員（５名） 篠﨑 和彦  川村 敏光 

           鈴木 幸子  北嶋扶美子 

           中村  準 

４．欠席委員      な   し 

５．出席事務局職員（１５名） 

  教育総務部長                     高橋俊明 

  生涯学習部長                     高橋 操 

教育総務部次長兼総務課長               湯下文雄 

生涯学習部次長兼生涯学習センター長兼図書館長     増田賢一 

  文化・スポーツ課長兼白樺文学館長兼・杉村楚人冠記念館長 西沢隆治 

  指導課長兼少年センター長               野口恵一 

  教育研究所長    石井美文   生涯学習課長    鷲見政夫 

  生涯学習課主幹兼         鳥の博物館長    木村孝夫 

  公 民 館 長    今井政良   鳥の博物館主幹   時田賢一 

  総務課主幹    廣瀬英男   文化・スポーツ課主幹 鈴木 肇 

  学校教育課課長補佐 飯田純子   学校教育課管理主事 須賀 毅 



 

午前１０時３０分開会 

○篠﨑委員長 ただいまから平成２４年第７回我孫子市教育委員会定例会を開

きます。 

 会議を始める前に、教育委員並びに事務局職員にお願いします。我孫子市教

育委員会会議規則第１８条の規定により、会議で発言する場合は挙手をし、私

が指名してから発言をお願いします。また、会議を円滑に進めるため、発言は

一問一答でお願いします。 

 

会議録署名委員指名 

○篠﨑委員長 日程第１、我孫子市教育委員会会議規則第３１条の規定により

会議録署名委員を指名します。北嶋委員にお願いします。 

 

議案第１号 

○篠﨑委員長 日程第２、議案の審査を行います。 

 議案第１号、我孫子市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規

則の一部を改正する規則の制定について、事務局から説明をお願いします。 

○廣瀬総務課主幹 議案第１号を御説明させていただきます。我孫子市教育委

員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則の制定

についてでございます。 

 提案理由ですが、我孫子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例の制定に伴い規則改正（暦年で管理している職員の年次休暇、

ボランティア休暇を、原則年度を区切りとしている採用、退職、人事異動に合

わせて年度管理に改める）するものです。 

 先ほど開催されました６月議会におきまして、我孫子市職員の勤務時間、休
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日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例が制定されました。それに伴い、

教育委員会にも同じような規則がございますので、本改正を行うものでござい

ます。 

 改正内容については、先ほどの内容で触れていますが、暦年で管理している

職員の年次休暇、ボランティア休暇の付与期間を、原則年度区切りとしている

採用、退職、人事異動に合わせて年度管理、つまり１月１日から１２月３１日

の暦年から４月１日から３月３１日の年度に変更するのが改正趣旨でございま

す。 

 詳細については６ページ以降の新旧対照表なのですが、改正の条例部分は第

４条の文末ですが、改正前「年次有給休暇は、１月１日から１２月３１日まで

の間において与えるものとする」とあるのを、改正後「年次有給休暇の日数は、

１年度につき２０日とする」とするものでございます。 

 変更理由につきましては、繰り返しになりますが、市は年度区切りとしてい

る採用、退職、人事異動に合わせて年度管理にするほか、既に国、県が年度付

与の変更に移行していますので、それに合わせるということ。また、新設され

ています介護休暇等については年度ということになっております。ですから、

年度で管理する休暇と暦年で管理する休暇が混在しているということが現在あ

った状況でございます。特に教育委員会も関係することですが、国、県が年度

管理になっているため、例えば市の教育委員会に配属される教員の付与につい

て調整が必要だったのですが、今改正により調整等の不都合がなくなります。

これは教員が現場に戻る場合についても同様のことが言えると思います。 

 また、経過措置として、付与期間は１月１日から３月３１日まで本年度につ

いては延長されますので、本年度のみ３カ月の延長分の割り増しとして５日が

１０月１日に付与される予定でございます。ただ、次年度については付与はあ

りませんので、規則どおり、国、県も一緒ですが、２０日ということで有給休
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暇の増日等はありません。 

 今改正については、市長事務局も同改正を１０月１日から施行する規則改正

を実施します。よろしく御審議をお願いします。以上です。 

○篠﨑委員長 以上で説明が終わりました。議案第１号について質疑を許しま

す。質疑ありますか。 

○北嶋委員 今お聞きしました説明の中に、国、県が既に変わっているという

ことですけれども、いつから国、県は変わっていますか。 

○廣瀬総務課主幹 詳細については今持ち合わせてはいないのですが、たしか

５年ほど前から行っているはずだと思います。 

○北嶋委員 ５年前ということで、議会がこれをやってくださったのでよかっ

たと思います。採用、異動、退職が年度のサイクルということで、当然なこと

かなと思います。 

○篠﨑委員長 ほかに質疑ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○篠﨑委員長 質疑ないものと認めます。質疑を打ち切ります。 

 

○篠﨑委員長 議案第１号、我孫子市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する規則の一部を改正する規則の制定について、原案に賛成の委員は挙

手願います。 

（賛成者挙手） 

○篠﨑委員長 挙手全員と認めます。よって議案第１号は可決されました。 

 

諸  報  告 

○篠﨑委員長 日程第３、諸報告を議題とします。 

 ここで私から御報告させていただきたいことがあります。先日７月２日でご
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ざいますが、教育委員と校長先生方との懇談会を開催いたしました。もちろん

これには教育長以下事務局も出席されています。これは、日ごろ各学校現場で

校長先生方が抱えている現場の状況、課題、これを踏まえての要望、そして不

祥事件根絶に向けての対策などをテーマとしたものです。そして、この懇談内

容を特に各校長先生方の要望としてまとめ、星野市長、青木副市長への報告会

として７月１０日に行いました。 

 そうしたところ、早速、先週１９日に委員長あてに回答をいただきました。

既に教育委員の皆さんには、そのコピーを配付させていただいております。 

 その内容は、項目だけ申し上げますが、各学校の現況、課題、要望等につい

て。その中で特に学校予算の充実について、さらに学校教育施設の整備、教育

振興のための基金の創設等について、市長から前向きな御回答をいただいてお

ります。 

 そこで、この回答について、教育委員の皆さんから御意見がありましたらお

願いしたいと思います。 

○川村委員 私も市長、副市長との報告会にお伺いしました。そのときに学校

長から特に学校経営に当たって必要な人材、それから躯体設備、あとお金です

ね。特にお金については、なかなか予算がないので学校現場は大変疲弊してい

るという話を聞き、いろいろなところに出向いて確認をしたところ、やはり現

状では難しいだろうということで、特に学校備品においては楽器類、運動器具

類、そういったものを何とか基金なり積立金を設定して、そこに一部プールし

て、それを自由というわけではないのですけれども、限られた使途に応じて使

っていくというような創設ができないものかということで教育委員全員からお

願いをさせていただいて、市長の方から御回答が来て、何とかそういったとこ

ろも含めながら、教育委員会の方は財政部局と調整しながら基金を創設された

らよろしいのではないのですかというような御回答が得られたようです。 
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 もう１つは、もちろん学校側は学校側で、寄附については第二次行政改革推

進プランの歳入の確保の中でもうたわれているようです。その中で寄附金によ

る基金の財源の確保という欄に寄附金がもちろん載っておりますので、各学校

工夫して寄附金をいただけるものはいただいていくというところを地域の皆様

方にもアピールしていったらいいのではないかというような御回答を得られた

ということだと思います。 

○北嶋委員 本来、教育予算というのはいっぱいつけなければいけないのです

が、現状我孫子市も財政はとても厳しいということで、苦肉の策というか、こ

ういうアイデアを市長部局の方でお受けくださって、ちょっとほっとしたとこ

ろですが、これを実施するためには事務局のお力が必要ですので、条例等のた

めの事務もふえますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、そのほかに学校が一番望んでいる、とにかく人員確保。去年ありまし

たスクールサポート教員、理数、ＩＴとかＩＣＴの支援員の数が少ないので各

学校とても危惧しているということで、先生たちはそれをどうにかしてほしい

ということも大きな意見でした。これについては、なぜそれが必要なのかとい

うことをきちっと精査しますというお約束をしてきていますので、教育委員会

として、なぜ人が必要なのか、今の人員では配置が足らないのか、現場はどう

いうことが必要なのかということを精査して提出していただくようお願いした

いと思いますので、そのあたりの御努力も一緒にお願いしたいと思います。 

○鈴木委員 やはり実際的には学校で音楽関係の楽器が足りないということは

事実ですので、一日でも早く子供たちの手元に楽器が届くようにということで、

目的基金の創設については担当部署において条例制定を行う必要がありますと

いうことですが、いろいろ問題はありますが、一日も早く実際に子供たちの方

に行くように、これからもそちらの方に向けていっていただきたいと思います。 

○篠﨑委員長 そのほか校長先生との懇談会の中では、不祥事件根絶という非
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常に大きなテーマについての各校長先生方の対策、そういったものを事務局、

それから我々教育委員も一緒になって、その根絶に向けて力を合わせて頑張っ

ていこうということも確認させていただいております。私の方からの報告は以

上でございます。 

 それでは、事前に配付された事務報告、事務進行管理等に補足説明や追加す

る事項がありますか。 

○須賀学校教育課管理主事 課長、課長補佐が本日出席できませんので、私か

ら「我孫子市立小中学校通学区域見直し実施計画（案） 根戸小学校、我孫子

第四小学校、新木小学校、久寺家中学校のそれぞれの通学区域の一部」策定の

ためのパブリックコメントについて説明をさせていただきます。 

 ５月の定例教育委員会において説明させていただきました計画（案）につい

て、７月４日より７月２４日までパブリックコメントを実施させていただきま

した。現段階でメールでの御意見が１名、ファクスでの御意見が２名、行政サ

ービスセンターを通して匿名の方１名を含み９名の方から１３の御意見をいた

だきました。 

 主な御意見は、根戸小学校、久寺家中学校の児童生徒数の増加への対応が遅

過ぎるとのおしかり、根戸小学校に隣接する福祉関係施設の教育施設への移管、

国道６号線を渡る新歩道橋の早期完成、根戸小学校の校庭・教室・教員・教材

等の確保、選択可能学校の受け入れ児童生徒数の制限の解除、通学区域見直し

計画の周知方法の改善等です。別途、７月７日、８日に根戸小学校、白山中学

校、布佐南小学校において開催しました地域説明会の記録をお手元にお配りし

ました。 

 パブリックコメント及び地域説明会でいただきました御意見を集約し、我孫

子市立小中学校通学区域見直し計画（案）計画として、次回の教育委員会に議

案として提出する予定です。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○飯田学校教育課長補佐 私からは通学路緊急合同調査について御説明させて

いただきます。 

 まず初めに、この調査を実施することに至った経緯になりますが、平成２４

年４月以降、全国各地において登下校中の児童等の列に車が突っ込み、死傷者

が発生するという痛ましい事故が相次いで発生したことは、委員の皆様も御記

憶に残っているかと思います。 

 その状況を踏まえ、通学路における交通安全を確保するということが重要で

あるとして、文部科学省、国土交通省及び警察庁の３省庁が連携して対応策を

検討し実施要綱を作成、その実施要綱に沿って通学路の安全点検及び安全対策

を講じるようにと６月７日に県教育庁から通知を受け、早々に実施に向けて調

整を行いました。 

 委員会では、市内１３小学校及び保護者の方、我孫子警察署、国・県・市の

道路管理者及び市の生活安全課の関係機関の皆様に協力要請を行うとともに、

７月１７日に合同会議を開催、翌１８日、１９日及び２４日の３日間で各小学

校から提出していただきました点検箇所それぞれ３カ所に出向きまして、各校

１時間の時間で、その場に応じた具体的な対処案を検討、例えば路面標示、看

板設置などと関係機関への要望を行いました。 

 なお、今回、各小学校から合同点検の点検箇所は合計７７カ所の報告があり

ましたが、各小学校上位３カ所とさせていただきました。そして実際には３５

カ所の見直しを行っております。 

 今回実施できなかった危険箇所の対応につきましては、今年度中に検討する

方向で関係機関と調整する予定でいます。 

 以上、報告を終わらせていただきます。 

○篠﨑委員長 ほかにありますか。 
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○野口指導課長 我孫子市のいじめ対策について御報告いたします。 

 我孫子市では年に２回、いじめについてのアンケートを実施しています。第

１回目が毎年６月実施、もう１回は１月から２月に実施ということで、２４年

度第１回目を６月下旬から７月上旬にかけて実施をしました。全児童生徒を対

象に、無記名で行います。７月１２日までに提出ということでしたが、ややお

くれた学校もありますが、全部の学校から提出していただきまして、今取りま

とめをしている最中です。 

 各学校におきましては、私はいじめられているという数が上がっております

ので、それにつきましては担任が個人面談をして、だれがいじめられているの

かということを特定する作業を学期の終わりに、非常に短い時間でしたけれど

も、実施をしていただいて、その特定が済んだ段階で対応していただくという

ことで今各学校に対応していただいているところですが、夏休みに入りました

ので、それが解消されているのかどうかについては休みが終わった段階で報告

を上げていただくということになっております。未解消の件につきましては、

指導課の生徒指導担当の指導主事ないしは課長補佐、または課長が学校に出向

いて追跡調査の状況を把握するということで、９月以降に各学校を回っていき

ます。 

 このところ大津市の中学２年生のいじめによる自殺ではないかという問題が

非常に社会問題になっておりますけれども、１７日の段階でもう一度いじめに

ついて、いじめられていると上げた児童生徒の確認を確実にやってくださいと

いうことで緊急にファクスを送らせていただきました。その後、平野文部科学

大臣から談話が出されましたので、それも各学校に配付、さらには臨時校長会

がありましたので、そこでもいじめについて、もう一度各学校の対応をしっか

りやってほしいということで伝えました。 

 また、内閣府の中川特命大臣が「いじめられている君たちへ」ということで、
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動画のメッセージが配信されましたので、これもファクスで緊急に県から来て、

正式な文書は来ていませんけれども、これは緊急に休み前に対応しなくてはい

けないということで各学校にメールで配信しまして、臨時校長の方でお願いを

して、２日しかありませんでしたが、教室のテレビ等を通じて視聴してくれと

いうことでお願いをしました。 

 夏休みになりましたけれども、いじめアンケートの結果を受けて、特に９月

以降、教育委員会の指導課を中心に連携をしながら、いじめられているといっ

た子供について解消するように図っていきたいと思っております。 

 もう１点、我孫子出身の平井康翔さんがロンドンオリンピックのオープンウ

ォーター１０キロ水泳に出場ということで、８月１０日の日本時間午後８時、

現地時間で正午にハイドパークで競技が行われます。新しくできた競技ですけ

れども、これに伴いまして文化・スポーツ課の方でいろいろ取りまとめていた

だきまして、出身校の我孫子第一小学校、我孫子中学校に、２．５メートルの

横断幕を教育委員会の方で作成し、学校の入り口に市民の方にも見えるような

配置で掲げてあります。お手元に資料が行っているかと思いますが、各学校の

ホームページを見ていただきましても、一小につきましては写真が入っており

ますし、我孫子中学校でもオリンピック出場の件につきまして大々的に取り上

げております。また、一小の方では大きい日の丸に６年生が寄せ書きをして平

井選手に渡したということを聞いております。その写真もホームページには掲

載されております。 

 以上、報告です。 

○篠﨑委員長 高橋教育総務部長 報告や追加することがありますか。 

○高橋教育総務部長 ございません。 

○篠﨑委員長 高橋生涯学習部長、報告や追加することがありますか。 

○高橋生涯学習部長 ございません。 
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○篠﨑委員長 中村教育長、報告や追加することがありますか。 

○中村教育長 特にございません。 

○篠﨑委員長 以上で諸報告は終わりました。これにより諸報告に対する質疑

を許します。 

○川村委員 先ほど野口指導課長から、いじめ問題について御報告を受けまし

た。２、３御質問させていただきたいと思います。 

 現場の方では、私、教育委員になってから６年たつのですが、毎回いじめ対

策については我孫子市では入念に取り組まれているという認識でおります。そ

れで足りるかどうかという問題は別として、一生懸命学校でやられているとい

うのは十分認識しております。 

 それを踏まえた上で１つ御質問なのですが、先ほどお話がありましたいじめ

アンケート、この内容について、実を言うと２月の定例会でお話をさせていた

だいたのですが、その内容が子供の心を開いて回答ができる内容かどうかとい

うのを、もう一度精査いただきたいということと、もう１点、その中で家庭と

の連携がどういう形で、いじめについて子供たちがこの学校ではこうなんだと

いう結果内容をどのような形でお知らせしたり、また逆にそれに対するフィー

ドバックを得たりということをされているかどうか。この２点について、ちょ

っとお聞かせいただきたいのですが。 

○野口指導課長 内容につきましては、いじめ対策委員会というものが５月に

も実施されたわけですけれども、その中でも内容はどうでしょうかということ

で話し合いをしました。１点、加害者側が単独なのか複数なのか、その辺がこ

のアンケートではわからないという点も出されました。今回はちょっと時期的

に間に合いませんでしたので、その点につきましては今後検討してかえていく。

また現場の声として、これでどうなのかということはほとんどとっていません

ので、いじめ対策委員会は小学校、中学校の代表の校長先生にも入っていただ



11 

いておりますけれども、その辺も現場の声も今後聞いていかなければと。平成

１８年度から、このいじめアンケートはスタートしております。ですから６年

を迎えるわけですけれども、内容についても現場からの意見を聞いた上で検討

していきたいなと思っています。 

 それから、このアンケートについては学校で取りまとめて出していただきま

すので、自分の学校については、何年何組にどれだけのいじめがあったのか、

どういう内容のいじめがあったのかということについては、もちろん担任、ま

た管理職も知っているわけですけれども、各学校の方は冊子として、委員会の

方で全体の結果と分析したものについてお渡しをしている状況です。この辺に

ついて、保護者にその情報が伝わっているのかどうかまでは把握しておりませ

ん。ただ、市のアンケート以外にも学校独自で毎月のようにいじめアンケート

を実施している学校もあるというふうに聞いております。その辺については学

校独自で、学校だより等を通じて保護者に結果についてはお知らせしていると

ころもあると思います。例えば市の結果についても公表した方がいいというよ

うな御意見があれば、その辺も検討していかなくてはいけないかなというふう

には考えております。 

○川村委員 なぜそういう御質問をさせていただいたかというと、今世間では、

とにかくいじめというのは学校現場で起こっているんだというところにフォー

カスした議論がずっとされています。私自身も保護者の立場であって、家庭で

のしつけ、教育についても、やはり問題があるから学校現場でも起こっている

のだろうと。ですから学校と家庭、もちろん地域も連動して、この問題に取り

組まないと多分解決はつかないのかなと。その中で情報の交換というのは絶え

ず必要なものですから、どういうことになっているのかというのでお聞きしま

した。 

 もう１つ、先ほどいじめアンケートで考えられているということだったので
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すが、２３年度の我孫子市の教職員の研究論文を読ませていただきました。こ

の中に第一小学校の人見先生と湖北小学校の岩根先生が書かれているのですが、

今回Ｑ－Ｕの取り組みをされていますよね。Ｑ－Ｕによって学校の満足度とか

不満足といったものがわかるような、こういう検査をされている。これによっ

て、その学級自体にいじめが存在しているのか、存在していないのかというの

が、やはりわかると思うのですね。ですから、いじめアンケートとＱ－Ｕの分

析を一緒に照らし合わせながら、多角的見地において現在いじめがあるのかな

いのか。これは教育研究所の今回の所報にも載っていますけれども、いろいろ

な情報を吟味した上で精査していかないと、ただいじめアンケートだけではこ

うだとかいう議論にはならないのかなという感じはするのですが、その辺はど

ういうふうにお考えになられていますか。 

○野口指導課長 おっしゃるとおりで、Ｑ－Ｕ検査ですけれども、今年度は小

学校５年生と中学２年生が完全実施ということで、全学年を網羅していないと

いうのが１つ欠点というか。学校によっては、学校の予算または保護者から集

金をして全学年で実施をしている学校もありますが、確かにＱ－Ｕ検査によっ

て学級の中の人間関係、また対教師についての思いであるとか、そういうもの

が非常に明確に出てくるということですので、本来ならば全学級実施をするこ

とによって、いじめアンケートとリンクした上で、いじめがあるのかないのか

ということがより明確になるのではないかなと。来年度以降はやはりその辺、

予算も絡みますけれども、本来ならば全児童生徒に実施をしていかなくてはい

けないものかなというふうに思っております。 

 明後日ですけれども、Ｑ－Ｕ検査を伴う研修会があります。今の指導課の中

では、やったものを全部分析するというのはとてもできない状況ですので、各

学校でそのやり方について、専門家を招いて分析の仕方を研修するということ

になっておりますので、各学校がやった上で分析する体制は研修を通して整う
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かなというふうには思っております。 

○川村委員 来年度は部局の方にも予算をいただけるようなアプローチをぜひ

していただきたいというのと、この優秀賞をとられたものにＱ－Ｕの結果を踏

まえた分析が載っていますけれども、この中にマクロというのでしょうか、い

じめ問題は個々の問題でミクロの問題です。だけれども、Ｑ－Ｕとなると学級

全体、学校全体の話になってくるので、マクロ的に児童の内面とか学級の方向

性とか、例えば雰囲気といったものがつかめるという分析になっているようで

す。いじめ対策委員会にもこういった材料を入れながら、ぜひ多角的な議論を

して、いじめ根絶というのは難しいかもしれません。だけれども、１人でもそ

ういったものがなくなるように、ぜひ教育委員会の方からも指導していってい

ただきたいと思っております。 

○野口指導課長 善処していきたいと思います。 

○北嶋委員 まずいじめの関連ですけれども、今回私がいただいているのは年

頭のもので、まだ新しいものではないですけれども、この中に、いじめられて

いるとマークした子供たちの人数は相当なものだと私は感じています。この子

供たち１人１人がいじめられているということから今抜け出ていたらいいなと

いうことを願望として、感想として申し上げます。 

 このアンケートの扱いをどうしましょうということですけれども、よく考え

て対応していきたいなと思っています。 

 それと、いじめ委員会の方々がきちっと追跡調査までしているということで

安心はしましたけれども、夏休みですよね。そうすると１学期でいじめられて

いるとマークした子供たちが、この１カ月半をどう過ごすのか。その点も大変

だと思いますけれども、少しフォローしてあげてほしいと思います。休みが明

けて、２学期というのはそれでなくとも不登校になりがちな時期ですので、そ

のあたりは皆さんプロでいらっしゃるのでおわかりだと思いますけれども、今
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この御時世、いじめられているという言葉に対してとても敏感になっている。

私たちもそうですし、世間が敏感になっている。いじめられている子供も敏感

になっています。いじめが原因として子供たちが傷ついていることがニュース

となって出ています。それに変に影響を受けないようにするのは大切なことだ

と思います。家族が自分のお子さんがどうなのかということを、いじめられて

いるというお子さん、またはいじめているというお子さんをマークした方、そ

れからいじめているのを知っているけれども手を出さない。出せないのでしょ

うね。その子供たちのそれぞれの人権を大切にして、すぐには人間関係は難し

いと思いますけれども、新しい９月を迎えられるように、私はこの７月後半、

８月が正念場ではないかなと思います。教育研究所の方と知恵を出し合って、

今苦しんでいる子供たちが１人でも明るい方に行くように望みます。いじめら

れているという子供たちの周りに一体何があるのか、それは担任の先生だけで

はなくて学校内で共有していただきたいということをくれぐれもお願いしたい

と思います。その中には地域の方も入るでしょうし、保護者も入るかもしれな

いですけれども、いろいろな大人の知恵を使って子供たちを救い出してあげた

いなと。各論になってしまいましたけれども、今の野口指導課長の話を聞いて

思いましたので、感想として述べさせていただきます。 

○野口指導課長 どうもありがとうございます。確かに夏休み中について、そ

こがポケットになってしまって抜けてしまいますので、その辺は校長先生を通

じて、各学校は夏休みも相談窓口であったり、またはいじめていると確定され

た子供についてケアをしてほしいということをお願いして、また連携をしてい

きたいなと思っております。 

○川村委員 ちょっと言い忘れたのですが、ごめんなさい。今、朝日新聞に毎

日「いじめられている君へ」というメッセージが載っています。この方々は多

分、過去いじめられていたとか、そういう経験をもとにお話をされている。で
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すから、こうした方がいい、ああした方がいいというのがわかるんですね、多

分、子供たちにも。こういう方々というのでしょうか、そういう体験をした

方々のメッセージを子供たちに伝えられるような、そんなアイデアをお持ちで

はないですか。例えばビデオでメッセージを出すとか。今テレビで見ていると、

夜中にメッセージを出したり、この朝日新聞の一面も小学生は見ませんよね。

中学生もひょっとすると見ない。これが子供たちの目にさらされていない。大

人はわかっているんです、これを見ているから。わかるんだけれども、子供た

ちが見られない。子供たちに見せるような方法を市教委として考えられないか

なというのが１つお願いというのでしょうか。 

○野口指導課長 ありがとうございます。ビデオをつくるというところまでは

考えてはいないのですけれども、朝日新聞に毎日掲載されておりますので、そ

のスクラップを各学校に配付というようなことで、今新聞を活用した学習をや

っているところもあるわけですけれども、市教委を通して資料を提供すること

もできるかなと。それをなるべく子供たちに、高学年以上でしたらわかるかな

と。それ以外はかみ砕いてやっていただくしかないかなというふうに思います

が、その辺はまた検討させていただきます。 

○川村委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 もう１つ、教育研究所から所報をいただいています。これは毎回大変楽しみ

にしているのですが、我孫子市の不登校率が出ています。はっきり数字が出て

いるのですが、この要因分析というのでしょうか、こういう傾向になっていま

すということはわかるのですが、なぜこういうことになってきているのかとい

う要因についてのコメントはございますか。 

○石井教育研究所長 所報は非常に書き方が不十分で申しわけありませんでし

た。口頭になりますが、研究所の見解を御説明させていただきます。 

 まず、この不登校率の表で１つ気になるところが、２２年度から２３年度の
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小学校が０．２％増ということになっております。これについても補足等で説

明があればよかったのですが、そこら辺はこの所報の手落ちかなというふうに

考えています。いわゆる長欠の理由として病欠、不登校というふうにございま

す。不登校率の場合は当然病欠が含まれないわけですが、病欠の中にも例えば

骨折で長期入院というようなことでしたらわかるのですが、頭痛、腹痛、気持

ちが悪い等々の理由が書かれたものについて、私達は現実的には３０日以上は

やはり不登校だろうというふうに認識しているのですが、２２年度まではそこ

ら辺を学校から上がってきた理由そのままで実は換算してありまして、２３年

度については、見かけだけの数字を減らしてもしようがないではないか、実態

をきちんと踏まえた上で対策を考えていかなければいけないということで、学

校にも厳しく見てほしいということでお願いをしています。２２年度のこの０．

２６というのは実は１９人ですが、これを２３年度と同じような観点で見直す

よう指示しました。そうしましたら、２３年度は４８人で、２２年度も５０人

前後ということで、さほど変わりがないということがわかりました。 

 ただ、１つ小学校で気になるのは、今まで不登校にならなかったような低学

年の子供たちに不登校が増加しているということは非常に気になるところであ

りますので、これには様々な原因が考えられますけれども、そういったところ

についてはこの先も注意していかなくていけないというふうに考えています。

以上です。 

○川村委員 ありがとうございました。 

 もう１つ、ここの不登校対応への課題の下の方に「長欠予備軍的な児童生徒

に対する適切な支援を必要とする」と書かれているのですが、「この適切な支

援」というのは、多分この所報を各学校でごらんになられても、どのような適

切な支援をすればいいのかというところで、具体的な方法を提示してあげた方

がいいのかなと。その下もそうなのですけれども、人間関係がうまく築けない
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とか、箇条書きの列挙で構わないと思います。こういうことをしたらいいので

はないかとか、ああいうことをしたらいいのではないかというヒントをここに

添えて所報として各学校に上げてあげれば、もうちょっとすっと理解できるの

かなという感じがしたのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○石井教育研究所長 ありがとうございます。御指摘いただいたことについて

は、全くそのとおりだと考えますので、今後より具体的な、現場の教員にわか

りやすい、実践しやすい所報ということで考えてまいりたいと思います。 

 １つは、前回も御説明させていただきましたけれども、教育研究所のアドバ

イザー派遣事業の中で、アドバイザープラス指導主事を含めて今年度は重点的

に派遣をしていこうということで、事務報告の１０ページにもアドバイザー派

遣事業の６月、７月の状況を書かせていただきましたが、前年度に比べて倍増

しております。各学校からの要請も非常に多いということで、そういった面で

は各学校へ少しずつでも適切な支援は浸透しつつあるのかなというふうには考

えております。以上です。 

○川村委員 先ほどの小さいお子さんが不登校になりつつあるというのは、多

分今の世の中の縮図なのかなという感じがして、この場で申し上げると語弊が

出てきますので、改めてそういう機会をつくっていただいて、こういうふうな

傾向があるのではないかという議論ができるように、そんな場をぜひつくって

いただきたいと思います。 

○篠﨑委員長 ほかに質問がありますか。 

○北嶋委員 同じく所報の最初の文章の中ですけれども、本年度６月末現在で

小学校が８名、中学校は６２名ということで、前年度比１０名多いということ

になっていますけれども、これはことしだけですか。 

○石井教育研究所長 ことしだけという言い方が適切かどうかわかりませんが、

２３年度に小学校６年生の不登校が非常に多いです。実は１９名おりまして、
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今年度の６年生、要するに２３年度の５年生の不登校は８名です。１１名多い。

この子たちが中学校１年生に上がってきて、回復が十分にできていないという

ことが、この中学校の数字の大きな要因であると考えています。 

○北嶋委員 ちょうど学校がかわって、環境が全く変わるので対応が難しいと

思いますけれども、具体的にどのような対応をこの中１の子供たちにはなさっ

ていらっしゃいますか。 

○石井教育研究所長 １つは、環境が変わる、中学校に上がってくるというこ

とで、この引き継ぎをしっかりやって、小学校の情報をできるだけ中学校に上

げて、そういった子供たちに配慮した学級経営が行われるようにということで

取り組んでまいりましたが、それが十分な成果を上げていないことからこうい

う結果になっていると思いますので、引き続きそういった面も含めた学級担任

と子供たちの人間関係づくりであるとか、心の教室相談員を利用して支援をし

ていく。あるいは学校に来られない子供たちについては在宅訪問、この夏休み

も積極的に在宅訪問を相談員さんたちにお願いしているところですけれども、

そういったことを細かくやっていきながら、何とか回復に向けて少しでも手だ

てを講じていきたい。 

 それから、特に全欠の子供に関しましては、適応指導教室について、これも

先般申し上げましたけれども、大変高い学校復帰を前年度できましたので、特

に学校の若い教員であるとか、そういったところに適応指導教室の役割とか方

法が浸透していないところがありますので、７月の校長会、教頭会等では、そ

ういったところもぜひ利用して少しずつ学校復帰へつなげていってほしいとい

うことをお願いしたところです。以上です。 

○北嶋委員 御家庭の御協力がすごく必要だと思いますので、以前もお話しま

したけれども、教育研究所というところがどういうところなのか、敷居を低く

してというか、皆さんが相談しやすいところにして、不登校の子供たちは先生
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だけでは無理ですので、御家庭の協力を得ながら、よい方向に行くことを望ん

でいます。これからもよろしくお願いします。 

○篠﨑委員 ほかに質問がありますか。 

○鈴木委員 質問というより、ちょっと気がついたことをお伝えしたいと思い

ます。 

 通学路緊急合同調査ということで、その後にいろいろなところで路面に張っ

たりなされていいなと思っていましたが、この１カ月ぐらいで、この陽気です

ので、せっかく通学路のところに埋め込んだものが草によって見えなくなって

いるところが、いろいろなところで見られます。これはどこに言うのかなとい

うふうに思っておりましたが、そのように行った後のことをちょっとチェック

していただければいいなと思います。 

○飯田学校教育課長補佐 ありがとうございます。担当所管としては、恐らく

県、国、市の道路管理者になるかと思いますので、委員の御意見を伝えまして、

その後の管理ということで、こちらとしては十分対応していただきたいとお願

いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○北嶋委員 通学区域見直しの地域説明会のことでお伺いします。私も白山中

の会場に伺って、後ろで聞いていました。この報告書を見ますと、どこの説明

会も同じような問題点が出されたようです。詳しくは次回の定例会でというこ

とですので、今回は確認として述べさせていただきます。 

 該当地域の方々への周知の方法がちょっと偏っていたのではないか、もうち

ょっといろいろな方法を使ってほしいという御意見がありました。学区外の学

校に行くにしても、その学校がどういう学校なのか事前に学校見学会をしたい、

また個人で見学したいという意見もございました。それから、今回ここで自治

会のアンケートを参考にということがありましたけれども、よろしければ我々

にも自治会のアンケートを見せていただきたいなということで１つお願いです
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けれども、今の３点についてよろしくお願いしたいということで確認させてく

ださい。 

○須賀学校教育課管理主事 今御指摘のあった点ですが、周知の方法はこの後、

就学児健診のお知らせとともに、工事等の計画も入れて、市内全部に配らせて

いただくという形をとろうというところです。 

 学校の見学等は、直後に各学校に文書とファクスでお知らせをしてあります。

あの説明会のときにも「どうぞ」という形で、最後に来られた方にもお話をし

てありますので、その周知もあわせて、この就学児健診のお知らせのときに入

れていこうかという話をしているところです。 

 自治会アンケートは今手元に持っておりませんので、後ほど課長を通しまし

てお渡ししたいと思います。以上です。よろしくお願いいたします。 

○川村委員 もう１点ですけれども、今年度始まる前、２月の定例会ないしは

３月の定例会で、「生きる力の育成」を今回の教育施策に盛り込んでいますが、

前四半期が過ぎようとしています。そろそろ具体的な検討に入っていただいて

いるのか、それをちょっとお知らせいただければと思うのですが。 

○野口指導課長 市の各職員にリーフレットを渡してあるわけですけれども、

「生きる力の育成」ということで、「豊かな心の育成」「確かな学力の育成」

「健やかな体の育成」ということですね。指導課としましては「確かな学力の

育成」ということで、今求められている思考力や判断力、表現力ということに

力を入れて、各学校は研修等も進めています。要請訪問もそれに伴って結構あ

るわけですけれども、そういうことではないでしょうか。 

○川村委員 具体的に御説明します。このお話をしたのは、昨年ありました東

日本大震災に伴って、子供たちが避難所でどうやって自分たちの命を守れるの

かということについて、１つの例として挙げました。それには、子供としてで

はなく、一人の人間として自立できなければいけないだろうと。例えば自分の
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ところに災害が降り注いできた。そのときに、ほかの大人たちは弱い方々を手

当てしたり、老人の方々を介護したり、例えば学校現場においては先生方はそ

れに従事しなければならない。そうなると、何もできない子供たちがそこにい

てもしようがないので、子供たちが自立できるような手だてができるプログラ

ムをぜひつくってほしいというお話を３月にした覚えがあります。これは学校

教育課だけではなく、生涯学習部とあわせて、そのような企画をぜひ立ててほ

しいということで、それについての御質問だったのです。 

○鷲見生涯学習課長 今の委員の御質問に通ずるかどうかというのはわかりま

せんが、子供たちの生きる力、いわゆる自主的な行動というような中で、子ど

も部と協議した経緯がございまして、今回の青少年相談員の夜行の体験学習も、

そういう趣旨を踏まえながら実行していただきたいというようなことで申し入

れはしております。 

○川村委員 わかりました。今年度改めてというわけではないのですけれども、

これは永遠の課題になっていくと思いますので、引き続き組み立てていってい

ただきたいと思います。 

○北嶋委員 第二小学校と湖北小学校でしたか、校庭を掘ったら遺跡が出てき

ましたね。魅力ある学校づくりの一助として、せっかくそういう歴史の一部が

子供たちに可視化されましたので、表示板というか掲示板というか、「ここは

こういうものが出ました」と各学校に掲示をする予定はありますか。 

○西沢文化・スポーツ課長 基本的には考えていません。ですが、学校の方か

ら要望があった場合、現在でも新木小学校には土器を貸し出していますし、過

去には我孫子第二小学校にも土器をお貸しして、社会科の授業、生活の授業の

中で生かしていただいておりました。湖北小学校につきましては、木造教室内

に置いてありますので、それを生活の授業の中で生かしていただいているとい

う形で今やっております。調査したからということではなく、学校の授業の中
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で要望があれば対応していきたいと考えております。 

○北嶋委員 校舎をこれから上に建ててしまいますよね、例えば二小などは。

でも、その下にとても歴史があるということを子供たちが毎日意識することは

大事だと思いますし、今の子供たちに綿々と受け継がれていて、うちの学校は

こういうところに建っているんだということを私は伝えたいと思うので、そう

いう発言をさせていただきました。 

○西沢文化・スポーツ課長 学校、指導課と連携してやっていきたいと考えて

おります。 

○篠﨑委員長 ほかに質問がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○篠﨑委員長 質問がないものと認めます。諸報告に対する質問を打ち切りま

す。 

 

○篠﨑委員長 事務局より追加議案が提出されました。 

 追加議案第１号、平成２５年度使用小・中学校教科用図書及び文部科学省著

作教科書学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（拡大教科書）の採択

については秘密会とすることを発議しますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○篠﨑委員長 御異議ないものと認めます。よって追加議案第１号の審査は秘

密会とすることに決定されました。議案提出関係者以外の退席をお願いいたし

ます。 

（関係者以外退席） 
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○篠﨑委員長 以上をもちまして今定例会に付議された案件の審査等はすべて

終了しました。これをもちまして平成２４年第７回教育委員会定例会を閉会し

ます。御苦労さまでした。 

午前１１時４８分閉会 


