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午前１０時０１分開会 

○川村委員長 ただいまから平成２６年第４回定例教育委員会を開きます。 

 この４月から事務局が新たなメンバーでスタートしております。教育委員会

といたしましても、今後、闊達な議論、事務局からの細部にわたる報告を受け

ながら運営をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

会議を始める前に、教育委員並びに事務局職員にお伝えします。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いたします。 

 

会議録署名委員指名 

○川村委員長 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。長谷川委員にお願いいたします。 

 

議案第１号 

○川村委員長 これより議案の審査を行います。 

 議案第１号、我孫子市教育委員会行政組織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。 

○小島教育総務部次長 それでは議案第１号、我孫子市教育委員会行政組織規

則の一部を改正する規則の制定について、御説明いたします。お手元の資料の

１ページ目になります。 

 提案理由といたしましては、児童生徒の就学支援に関する事務を学校教育課

から指導課へ事務移管するため提案するものです。本来、心身に障害のある児

童及び生徒に対する支援、指導につきましては、学校教育課管理主事の業務で

はなくて指導課指導主事の業務ということで移管をするものです。 
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２ページ目になります。新旧対照表が載ってございます。２ページ目の学

校教育課の事務分掌、○の上から４つ目です。改正前で「児童生徒の就学免除、

猶予及び就学指導に関すること。」、ここから「就学指導」に関する部分を削

除いたします。 

改めまして、４ページになります。４ページの指導課の事務分掌の最後に

「児童生徒の就学支援に関すること。」ということで追加をするものでござい

ます。 

附則といたしまして、この規則につきましては公布の日から施行し、平成

２６年４月１日から適用するというものです。 

以上で説明を終わります。 

○川村委員長 以上で説明が終わりました。我孫子市教育委員会行政組織規則

の一部を改正する規則の制定について、質疑はありますか。 

○北嶋委員 移管ということで、仕事の内容が変わるわけではないですけれど

も、指導課に行くということは、今までよりは研究所との関係がもっと綿密に

見えてくるし、支援がしやすくなるということだけでかわったということです

よね。 

○丸学校教育課長 そのとおりでございます。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 質疑ないものと認めます。質疑を打ち切ります。 

 

○川村委員長 議案第１号、我孫子市教育委員会行政組織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） 

○川村委員長 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。 
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議案第２号及び議案第３号 

○川村委員長 議案第２号、我孫子市教育支援委員会委員の委嘱について、議

案第３号、我孫子市教育支援委員会専門委員の委嘱について、事務局から説明

をお願いします。 

以上２議案は指導課関連の関連議案ですので、一括審議したいと思います。

なお、表決につきましては議案ごとに行います。 

○榊原指導課長 それでは議案第２号、我孫子市教育支援委員会委員の委嘱に

ついて、御説明をいたします。 

 提案理由は、６ページにありますとおり、委員の一部委員が任期途中の人事

異動により欠員が生じたため、我孫子市教育支援委員会委員を７ページにあり

ます５名の候補者としまして委嘱すべく提案するものです。候補者につきまし

ては７ページ及び８ページに挙げさせていただきました。 

御審議のほど、お願いします。 

議案第３号につきまして御説明をいたします。 

 提案理由は、我孫子市教育支援委員会専門委員の任期が満了となります。新

たに専門委員を委嘱すべく提案をする次第でございます。候補者につきまして

は、１０ページ、１１ページに挙げさせていただきました。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 以上で説明が終わりました。議案第２号及び議案第３号につい

て一括して質疑を許します。質疑はありますか。 

○北嶋委員 ７ページと９ページの議案ですけれども、この我孫子市教育支援

委員会と我孫子市教育支援委員会専門委員との関係を説明していただけますか。 

○榊原指導課長 支援委員会の委員の方につきましては、以前、御存じのとお

り就学指導委員会という名称で、子供たちの小学校、中学校入学に当たりまし
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て適切な教育支援ができるようにということで、医療系の専門家、特別支援系

の専門家の視点から客観的な判断を仰ぎ、適正な就学を図るために組織された

委員会です。 

 また、9 ページの専門委員につきましては、構成メンバーを見ていただくと

おわかりのように、目的としましては、具体的には各学校におきまして就学予

定のお子さんが体験入学、就学時健診の折にさまざまな活動を行います。その

ときの子供たちの様子を、この専門委員の方々が実際に学校現場で見て、その

後の適切な就学または教育支援に生かしていこうという趣旨のものでございま

す。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○豊島委員 7 ページのところの前任者の残任期間の任期ですけれども、これ

も専門委員と同じように 1年でよろしかったのですか。 

○榊原指導課長 こちらの委員の方については２年任期ということになってお

ります。 

○豊島委員 １０ページ、１１ページのほうの任期は１年ということですか。 

○榊原指導課長 そのとおりでございます。 

○豊島委員 任期が２年と１年で構わないのですけれども、そのように２年間

と１年間とに分けてある理由は何かあるのですか。 

○榊原指導課長 これは要項等に理由根拠までは明記されておりませんが、実

質的には先ほど申し上げた委員会のそれぞれの委員さん方の目的と申しましょ

うか、支援委員会の委員の方につきましては、継続性のある就学支援という形

で、できるだけ長いスパンで我孫子の子供たちを見ていただきたいという点。

専門委員につきましては、現場の教員ということで校務分掌や人事異動等が発

生するという関係上、１年の任期という形で対応させていただいております。 
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○豊島委員 理由はわかったようなわからないような、どちらも継続性があっ

たっていいんじゃないかと思いますが、専門委員のほうも、この分掌を見てお

りましたら、必ずしも１年だけでなくてもいいという人もいるような気もしま

すけれども。そのようになっているということで了解しました。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○長谷川委員 ９ページの専門委員のほうなのですけれども、ここの提案理由

に書かれている我孫子市教育支援委員会条例第７条、これはホームページのほ

うで確認しました。「委員会に専門事項を調査するため専門委員を置き、教育

委員会が委嘱する」ということだったのですけれども、この委嘱人数２６人、

その前にある教育支援委員会委員というのは条例で１４人というふうに決めら

れているようなのですが、こちらの専門委員の人数は条例のほうに書かれてい

なかったのですけれども、この２６人というのは昨年度からの増減とかはあり

ますか。 

○榊原指導課長 人数的には減少しております。昨年度までは各学校２名とい

うことで委嘱をしておりましたが、今年度は１名という形になっている次第で

す。 

○長谷川委員 １名になった理由というのは何かあるのですか。 

○榊原指導課長 ２年前まででしょうか、この専門委員の方々にお願いしてい

る業務としまして、特に夏休みを中心とした就学に向けた保護者との相談業務

というようなものを位置づけておりました。ただ、保護者、そして発達センタ

ー等の実際の状況を把握しますと、やはり保護者の方は実際に御自身のお子さ

んが入学する学校の職員、管理職も含めた方と実際に入学後の状況、教育支援

の環境について相談をしたいという要望が非常に強くございます。その関係上、

行っていた夏の相談会というものが、なかなか希望者が集まらないという状況

でございました。その関係で、昨年度から夏の相談会については実施をしない
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ということで進んでおります。先ほど申しました業務が中心であるということ

で、各学校１名の指名ということにさせていただいております。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○豊島委員 今の長谷川委員の質問との関連で、ちょっと確認させてください。

夏休みの相談会に人が集まらないというのはわかりましたけれども、就学相談

というのは、違うデータを見ても決して減っているわけではないですよね。そ

の集まらないというのは、相談の必要がある人は減ってないのだから、それは

どこへ行ったのですか。専門委員ではなくて支援委員のほうが、それをかぶっ

ているということですか。 

○丸学校教育課長 昨年度まで事務を所管していたということで、私のほうか

ら説明いたします。この相談会なのですけれども、相談会は市の発達センター

のほうで主催しております。学校では体験をしていただいて、そこで保護者、

また子供の様子を見るといったような形にしています。生まれたときから保護

者の方は発達センターの職員と相談をしているということで、十分関係ができ

ているわけです。その方も実際に就学支援委員会の委員の中に入っています。

その方から十分聞くことはできますよということもありますので、わざわざ相

談会を催さなくても、発達センターの中で事務が完結できるというふうに判断

して、そのようになったということでございます。 

 以上です。 

○豊島委員 ありがとうございました。もう１つだけ確認させてください。そ

うすると、専門委員のほうは夏休みの相談会はないとして、あとは実際にどう

いうふうな活動をするのですか。 

○丸学校教育課長 今から保護者の方に、特別支援学級の体験がありますよと

いうことを発達センターとか教育研究所等にペーパーを置きます。そうします
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と来年度入学する方が、どこどこ学校のどこどこ学級を体験してみたいと。そ

ういった体験をしたときに、子供の様子とか保護者の考え方とか、そういった

ものを聞くということで、各学校１名の教員を専門委員としているところです。 

○豊島委員 本来的と言ったらあれですけれども、そういった各学校での体験

入学等は、この専門委員が各学校１名で対応できるということですね。 

○丸学校教育課長 学校は１名ですけれども、そのほかに教育研究所の職員も

入ります。ことしからは指導課の職員も入っているということです。１人に任

せることではありません。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 質疑ないものと認めます。質疑を打ち切ります。 

 

○川村委員長 議案第２号、我孫子市教育支援委員会委員の委嘱について、原

案に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川村委員長 挙手全員と認めます。よって議案第２号は可決されました。 

 

○川村委員長 続きまして議案第３号、我孫子市教育支援委員会専門委員の委

嘱について、原案に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川村委員長 挙手全員と認めます。よって議案第３号は可決されました。 

 

議案第４号 

○川村委員長 続きまして議案第４号、我孫子市いじめ防止対策委員会設置要

綱の制定について、事務局から説明をお願いします。 
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○榊原指導課長 提案理由ですけれども、国のいじめ防止法が制定されました。

それを受けまして、市としても全庁的に子供たちをいじめから守り、そして防

止をしていくという施策を、これから策定していきたいと考えております。そ

のいじめ防止に関する施策を整理するために、我孫子市いじめ防止対策委員会

設置要綱を新たに設置、制定するものでございます。 

 御審議よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 以上で説明が終わりました。我孫子市いじめ防止対策委員会設

置要綱の制定について、質疑はありますか。 

○北嶋委員 これに直接ではないのですけれども、各学校でいじめ防止の基本

方針を早急につくりなさいということで進んでいたと思いますけれども、現状、

各学校ではその辺はいかがですか。 

○榊原指導課長 今現在ですけれども、市内小学校・中学校１９校の全てにお

いて学校基本方針は策定されております。また、対応するための組織について

も設置をしているという状況でございます。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 質疑ないものと認めます。質疑を打ち切ります。 

 

○川村委員長 議案第４号、我孫子市いじめ防止対策委員会設置要綱の制定に

ついて、原案に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川村委員長 挙手全員と認めます。よって議案第４号は可決されました。 

 

諸  報  告 

○川村委員長 日程第３、諸報告を議題とします。事前に配付された事務報告、



9 

事務進行予定資料等に補足する説明や追加する事項はありますか。 

 これより諸報告に対する質疑の時間とします。 

 まず初めに、事務報告について質疑はありますか。 

○長谷川委員 事務報告の８ページ、少年センターに質問です。防犯パトロー

ルのことなのですが、年度末のお忙しい時期にもかかわらず、少年指導員の皆

様の御協力をいただきまして、子供の見守りや地域の防止活動につながってい

ると感謝しております。この防犯パトロールなのですけれども、１４日の夜の

７時から８時まで行ったということですが、ここで帰宅指導というのが何カ所

かで見受けられるのですけれども、この帰宅指導の時間とか防犯指導のマニュ

アルとかは指導員の方にはあるのですか。何時になったら帰りなさいとか、ど

のような形で指導されているのか教えていただけますか。 

○大島少年センター長 この帰宅指導に関しては、特にはっきりとした時間と

いうのはございません。ただ、３月であれば７時といえばかなり遅く暗いです

ので、７時を過ぎたら見かけた子供たちには声をかけるようにはいたしていま

す。 

 以上です。 

○長谷川委員 ありがとうございます。保護者としてなのですけれども、指導

される側としては、「何時になったから帰りなさい」というマニュアルのよう

な、そういう時間があると子供たちに指導もしやすいかなと思うので、そうい

うものをつくっていただけたらと思います。 

○大島少年センター長 検討します。 

○川村委員長 ちょっと今の件についてなのですけれども、２年、３年前から、

学校のルールというものと少年指導員の指導方法というもののリンクがなかな

かされていないから、地域によっては、学校ルールを守っているのだけれども、

他の地区に行くとそれが適用されていない、要は適用外であるということもあ
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るので、もう一度全体的に見直していただいたほうがいいのかなということで

多分長谷川委員も提案されているので、それを含めて夏休みに入る前ぐらいま

でにぜひ御回答もいただくようにお願いしたいと思います。これは指導課長、

少年センター長を含めて、一度検討いただけないでしょうか。 

○榊原指導課長 御指摘のとおり、案件としましては重要なことだと認識して

います。今、小中一貫教育も進めております。その中で生活のルールの明確化、

そして共通化ということもございますので、その点も踏まえて御指摘の点を検

討してまいります。 

○北嶋委員 今の件ですけれども、規則を決めるというのも大事なことかもし

れませんが、生きる力というのであれば、それぞれが自分で考える、家庭で考

える。市として校則を見直して一律にする、それも必要な部分もあるし、ある

部分、家庭教育とか、子供が道徳とか心を育てる部分で、自分の生活を自分で

考える子供を育てるという部分で、これからもしルールづくりをお考えになる

ときには、誰がどこで考えればいいかということも置いていただきたいなと。

一方的に片方が決めるのではなくて、子供たちがどうすればいいのかというの

も考えて、いつも委員長は自治とおっしゃいますけれども、自分たちで決めた

ルールというのが私はいいのかなと思うので、その辺ちょっとお考えていただ

けるといいかなと思います。 

○川村委員長 学校ごとではなくて、我孫子というまちで一本化したルール、

あそこの中学校は７時だけれども、あそこの中学校は８時だよということのな

いようなことでの対応をということで今お話ししたつもりです。当然北嶋委員

のおっしゃるとおり、先生方が決めるわけではない、親が決めるわけではない、

子供の自立という意味では、子供たちに決めさせるのも１つの手だし、方法論

としてはいろいろあるかと思います。その辺も含めまして、ちょっと御議論い

ただければと思います。 
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○豊島委員 今の関連なのですけれども、私は湖北中区の自治会はみどり台と

いうところに住んでいます。みどり台は１９時から２０時に、隔週だと思うの

ですけれども、自治会が必ずやっています。私は８班というところなのですけ

れども、７時までに帰ってくるというのはちょっと大変なのですけれども、そ

のようにして自治会がかなり力を入れてやっているのです。これは防犯パトロ

ールですから、「防犯パトロールです」というふうに回りながらやっているの

です、実際。今、皆さんがおっしゃったことはよくわかりますけれども、地域

とのかかわりということで、自治会がどうやっているかということは一度把握

してみると、全体のやり方が見えてくるところもあるのではないかと思うので

すね。毎週ではない、隔週だと思うのですけれども、やっていますので、自治

会もそれには参加しているということがあります。私も確認しますけれども、

確認してもらいたいと思います。 

○川村委員長 いろいろなところでやられていると思います。ただ、ルールと

いうのは、いろいろなルールがあっても仕方がないので、我孫子市として何か

１つのルール、基本的な生活習慣でのルール、約束事、そういったものはつく

るべきではないかというのが多分長谷川委員のお考えだと思いますので、補足

させていただきました。 

 ほかにありますか。 

○豊島委員 ７ページ、指導課です。先ほども説明がありました平成２６年度

の研究指定校ですけれども、研究指定校は当たるとうれしいような悲しいよう

な、いろいろなのですけれども。この７つの指定は２年とか、１つは３年です

けれども、４年というのもできましたが、これはどういうふうなローテーショ

ンなのでしょうか。我孫子市には１９校あるのですけれども、７つですから単

純計算すれば３年弱には当たる、年数がありますからその倍ですか、そういっ

た一定のめどみたいなものはあるのですか。 
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○榊原指導課長 特にローテーションのような形ではございませんが、全域の

学力を含めた課題を上げていくというところで、特定の学校のみにとどまるこ

とがないようにバランスを考えた形で指定を行っております。またあわせて、

学校区での特色、これまでその学校が築き上げてきた教育活動等もありますの

で、それを考えた上でバランスをとれる形で指定をしているという状況です。 

○豊島委員 わかりました。私は教育委員になって１年半なもので、ちょっと

経験が浅いので今までの動きがわからないところがあるのですけれども、例え

ば１０年なら１０年なりのそれぞれの当たってきた学校のあれはわかりますよ

ね、一覧表みたいなものは。何かそういうものを一度わかる範囲で、余り細か

くは大変ですけれども、見てみたいなという気はします。どこがどういうふう

に当たっているのかということは、地域によるものもあるでしょうし、知りた

いなという気はします。もしよければ教えていただければと思います。今でな

くて結構です。 

○川村委員長 どのぐらいさかのぼりますか。 

○豊島委員 １０年ぐらいは知りたいと思います。 

○川村委員長 では、１０年で列挙していただけますか。今まで経緯としてこ

ういう指定校を受けて、こういうことをやってきたというものをドキュメント

でお願いできますでしょうか。可及的速やかにということでお願いします。 

 ほかにありますか。 

○豊島委員 １１ページの教育研究所における相談のところです。これは大変

な仕事で、ありがとうございます。担当の方もおかわりになっていますけれど

も、一番下のところのいじめ・悩み相談ホットライン相談状況で、相談者のと

ころ、３月のことですけれども、中学校の女子、中２女子、中２女子、それか

ら中１女子、６件のうち５件が中学校なのですよね。今、小中一貫教育のこと

も、ちょっと頭にあります。中２が多いのですけれども、クラスでの孤立とか



13 

登校のしぶりとか何とかということがあって、私は小中一貫の取り組みである

程度これを消したいなと、消えればいいなということもあるのですけれども、

それらとはちょっと質が違いますか。そこのところを何とか一貫教育の中で消

していくような方法が生まれれば、よりいいだろうというふうに思っているの

ですけれども。感想のようなものをお聞かせいただければと思います。 

○野口教育研究所長 私も４月からこの職につきましたけれども、ことしにな

ってからメール相談が始まりました。実際メールの相談が来たのが２月からと

いうことなのですね。この３月を見ていただいても、ほとんどがメールなので

す。繰り返し同じ子供がメールで相談してくることも、特に４月になってから

はふえているかなということなのですね。ということは、電話よりも子供たち

にとってはメールのほうが非常に相談しやすい状況になっている。ただし、ど

こからメールを送ってきたのか所在ははっきりしない、言ってみれば匿名状態

の相談相手が非常に多い。ここに上がっている６年生だけは、はっきり市内の

小学生とわかっていますが、それ以外については、どこの市町村から相談があ

るのかということがわからない状況です。不登校率を下げるために、指導課で

はＱ‐Ｕ検査であったり、もちろんいじめアンケート、小中連携も含めて、そ

れ以外にもさまざまな取り組みを行っています。さらには、より連携をしなが

ら、学校に行けない子供たちを何とか救いたいなというふうには考えています。

事務報告の中にも、例えばヤング手賀沼、適応指導教室も年度末の終わりの会

であったり、または４月の始めの会であったり、両方とも１名ずつ参加という

ことなのです。昨年度は６名、７名来ていたのが１名になったということは、

学校に戻れた子供たちが昨年度は非常に多かったということなのですね。いろ

いろな取り組みをした結果、学校に行けるようになった子供が非常にふえた。

なので、適応指導教室にわざわざ来なくてもいいという状況が生まれています。

ですから、今後ももちろんいろいろな関係機関とも連携もしながらやっていき
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たいなと。特に、いじめ・悩み相談ホットラインにつきましては、メール相談

が始まったことによって、かなり広範囲に相談がしやすくなってきているなと。

実は４月の先週までも１２件入っているのですね。そのあたり子供たちが相談

しやすい、ハードルが下がってきて、いい状況かなと逆には思っております。

答えになっているかどうかわかりませんが、以上でございます。 

○豊島委員 ありがとうございます。メールのほうが相談しやすいです。私も

そうです。それはそれとして、メールでのやりとりですから、「あなたはどこ

に住んでいるのですか」ということは聞けないのですか。３月３日の男友達と

のネットトラブルというの、悩み相談に入るからいいのですけれども、我孫子

市の中でのということはちょっと知りたいのですけれども、これはメールだか

らどこからだかはわからないというと、この一覧表というのが、私らがここで

審議する、考える上で、ちょっと拡散してしまう気がするのですよね。ですか

らメールでのやりとりであっても、何と聞いたらいいかわかりませんけれども、

どの辺に住んでいるかみたいなものは聞けないものですかね。どうでしょう、

私は聞いてもらいたいなと思うのですけれども。 

○野口教育研究所長 今、１人の方が相談対応しているわけですけれども、回

数を重ねて、例えばこの子供は非常に命の危険まで、これは早急に対応しなく

てはいけないとか、その内容によっては、どこから発信をしているのかという

ことを聞き出す努力はしなくてはいけないのかなとは思っておりますが、なる

べくほぐしながら対応していくというようなことで、電話ですと、相手がかけ

てきても、もう１回こちらからかけるということは今のところはないわけです

けれども、メールですと必ず返信という形でアドレスも残りますし、そのあた

りで何度も交信できるという状況が生まれていますので、その中で余り性急に

こちらから、一体どこの生徒なのだということではなくて、なるべく子供のほ

うから、「実は私はどこどこに住んでいます」とか「何々中の生徒です」と名
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乗っていただけることを自然な形でできればなと思いますけれども、状況に応

じてはこちらから聞くことも考えていかなくてはいけないかなというふうには

思っています。 

○豊島委員 了解しました。どこの生徒であったって、これは大事なことです

から、それに答えていくというのは当然だと思います。それと同時に、小中一

貫がスタートして何とかなっていくわけで、それには全力で応援したいという

か、全力で取り組んでいきたいと私も思っています。それのためには、このメ

ールでの相談というのは、中１ギャップとか何とかということも含めて、クラ

スでの孤立も含めて、そういったことというのはまだまだ来るだろうと。我孫

子市内のどこどこの中学校だということまで聞く必要は全然ないのですけれど

も、我孫子市内なのかどうかということぐらいは知っておいたほうが、我々の

取り組みとしても、データとしても議論しやすくなるなという気持ちがありま

した。そのことで申し上げたのですけれども、今の御説明はわかりました。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

 いじめに関して今出ましたので、私のほうから１つだけ質問させてください。

昨年９月２８日に、いよいよいじめ防止対策推進法が施行され、学校ではそう

いった対策委員会なり対策の方向を示さなければいけないということになって

いるのですけれども、私自身が聞き及んでいる中では、我孫子市立第三小学校

だけ基本方針というものをホームページ上に載せているのですね。それ以外の

学校がやっていないということではないと思います。もちろん何かあるのでし

ょうけれども、その辺の取り組みの御説明がなぜ第三小学校だけなのかという

説明をしていただきたいなと思いまして質問したのですけれども、よろしいで

すか。 

○榊原指導課長 国のいじめ防止基本法にのっとりまして、我孫子市の市教委

のほうでも各学校に向けて、学校における基本方針の策定と組織について指示
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を出しました。その中で先進地域等の例示を示すとともに、市として、こうい

う項目については必ず基本方針の中に取り入れてくださいというような要望も

出しました。その結果、先ほどお伝えしたような全小中学校で設置という形に

はなっておりますが、今委員長の御指摘のように、ホームページに上げている

学校につきましては、第三小学校を代表とする一部の学校となっている状況で

す。今後、御指摘を受けまして、市としても、やはり学校がきちっと子供たち

のことを考え、守っていくのだという姿勢を公にしていくということは非常に

重要だと考えておりますので、校長会を通して各学校の取り組みについて周知、

具体的にはホームページにアップしていくというような方向で指導していきた

いと考えております。 

 以上です。 

○川村委員長 加えて、第三小学校が出した基本方針というのは確かにきっち

りされているのですけれども、各学校によって基本方針というのは定めるので

すか。 

○榊原指導課長 法のほうに記載されているとおり、「学校において」という

文言でございますので、各学校になります。 

○川村委員長 そうしますと、我孫子市としての方針をこれからつくっていく

中で、学校は学校でということで、その範囲とか内容といったものが学校によ

って変わってくる可能性がある。項目として最低必要な定義、基本対応とか実

態とか、そういったものについてはある程度のグランドデザインというのがあ

ってしかるべきなのかなというふうに感じたのですが、その辺はいかがですか。 

○榊原指導課長 御指摘のとおり、先ほどありましたように、学校において基

本方針を策定していく上で、この視点、項目だけは必ず入れてくださいという

ことは資料として提供いたしました。また、それを踏まえまして、本年度策定

していく市の条例及び基本方針の中でも、学校においてこの点についてはきち
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んと押さえていただきたいということは、しっかりと記述していこうと考えて

おります。 

○川村委員長 今後につきましては、このような理解でよろしいのでしょうか。

各学校のほうには、広く市民にこの防止法ができたということを伝えるのと、

どこから見てもアクセスできるような仕組みを整える。保護者に関しては、学

校の基本方針は周知徹底できるような方法を行っていくということで理解して

よろしいのでしょうか。 

○榊原指導課長 ホームページ、また文書をもって周知していくという形で取

り組みたいと思います。 

○川村委員長 ほかにありますか。いじめ関係でも、それ以外の事務報告につ

いてでも結構です。 

○北嶋委員 １１ページの先ほどのホットラインの相談ですけれども、この中

にネットトラブル、ネット問題ということで、３月２９日にＰＴＡの研修会で

スマホの使い方ですけれども、我々も学びました。ああいう研修会はスマホを

持っているということが前提で研修会がなされるので、それを今の中学校でや

ることがいいかどうかは、ちょっと難しいところだと思いますが、私はまだガ

ラケーですけれども、現実にスマホをお持ちになると、今子供とセットで買う

と割引とか、いろいろなシステムがあって、お母様たちはそういうほうに行か

れるということが多いです。現実に、学校には持ってきてなくても家にはある。

ＬＩＮＥでいろいろな、いいこと、悪いことが広がるようですけれども、そう

いう指導をどこですればいいのかなと、私もあの研修会に行って思いました。

学校でやることは、申し上げたように、持っていることが前提にやるので、難

しいですよね。ただ、やはり現実には、社会性が未熟ゆえに思わず手を出して

しまって、心も体も痛めるようなことになってしまってはいけないので、今回、

我孫子市の重点目標の中にも情報モラル教育ということが入っています。私た
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ちが思うよりも、社会のＩＴ、ウエブのほうが進むのが早いので、教育委員会

としてどのような方向でそれを指導、また学ばせていくのかを考えていらっし

ゃったら、その辺も伺えたらと思います。 

○榊原指導課長 お答えします。２点考えております。 

まず１点目は、やはり実際の子供たちの現状に合わせた対症療法と申しましょ

うか、ネット、スマホも含めた具体的な指導というものを、昨年度も実践して

きましたけれども、外部団体と連携しまして進めてまいりたいと思います。具

体的に申し上げますと、昨年度実施できましたのは、千葉県の生活安全課主催

の中学生対象の講習会、また我孫子警察署、東葛少年センター、またごらんに

なっていただいたソフトバンク、そういう民間業者も要請をして実際に即した

ものということで、保護者を含めて啓発活動を行ってまいりました。それをさ

らに推進していきたいということが１点目。 

 ２点目は、重ね重ねで申しわけありませんが、今進めています小中一貫教育

の中で、各学校において点で実施されていた取り組みを地域を主として体系づ

けて、小学校１年生から中学校３年生まで情報モラルの観点も入れたカリキュ

ラムを作成するために、カリキュラム委員会を組織して準備を進めております。

その２点でございます。 

○北嶋委員 それをお買いになるのは家庭ですので、家庭の理解、家庭の教育

に市がどこまで入れるのかわかりませんけれども、子供を守るという上で家庭

と教育委員会、学校と協力をしなければいけないので、保護者の方、御家庭の

御理解が得られるように、巻き込んで一緒にやっていただくということを今お

聞きしたので、ちょっと安心しました。ありがとうございます。 

○川村委員長 今の件でつけ加えて、愛知県の刈谷市で時間制限をしようとか、

市の取り組みとしてやっている先進地域もありますし、また、もう１つは各小

中学校でスマホ、携帯を実際に学校に持ってきているお子さんが何人いらっし
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ゃるのか。その管理についてはどのような、先ほどの学校のルールではないで

すけれども、規定があるのかというのも、一度統計をとられたほうがいいのか

なと思っています。手元にありますと必ず机の下で、どうしても誘惑に駆られ

てということも出てくるのかなと。その辺の管理も含めて北嶋委員がおっしゃ

ったと思いますので、その辺も含めてちょっとお調べいただいて御報告いただ

ければなと思います。大変ですけれども、よろしくお願いします。 

○豊島委員 関連です。今、北嶋委員の指摘されたネットトラブルとかネット

問題、これは３月のことですから御存じないのかもしれないけれども、この内

容は聞いていますか。 

○野口教育研究所長 異性絡みのことです。友達だったり、平たく言うと彼氏

の問題であったりということです。そういうことが３月にはネットトラブルで

あったと。また、３月３１日の中学生の相談、身体症状と入っていますけれど

も、この子供は４月に入っても何度も、初めはちょっと太っているということ

を気にして、ネットトラブルもこの後、相談に入ってきています。この子がち

ょっと悩んでいることについて、友達がなりすましをして、ほかの人にメール

を送ってしまった。それでトラブルが発生したということもあります。そのよ

うな内容です。 

○豊島委員 ありがとうございます。スマホは、これから１年、２年で物すご

い勢いで進むと思います。私も今ここに持っています。物すごく便利です。電

子辞書よりも、こちらのほうがずっと速い。これは悪いことばかりではないの

です。だけれども、何でも行ってしまいますから、今までの普通のメールがど

うのこうのというだけではなくて、少し先を読んで対応していったほうがいい

のかと思います。すごい勢いで伸びると思います。今も実際そうですから。 

○川村委員長 ちょっと議論が大きくなっているのですけれども、今、国のほ

うでもそれを注視していますよね。ですから、市でやれることの限界、県でで
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きるかというと、県でも限界がある。大変大きな議論で、人権にもかかわって

くる議論になってくるので、もとに戻しますけれども、方向としては今は調査

の段階しかできないのかなという感じがするのですが、実態把握をまずはして、

それをどうやって運用していこうかというのは、なかなか難しい時期なのかな

という感じがするのですが、その辺はいかがなのでしょうか。教育長、この辺

についての見解はどうですか。 

○倉部教育長 まさしく皆さんが心配していられるとおり、このネットという

のは、時代に即して新しく出てきた問題だと思っています。それについて委員

長がおっしゃられたとおり、１市だけで解決できる問題でもありませんが、た

だ、実際にパトロール等で発見したものについては、それぞれの関係機関と調

整をとりながら削除要請というものを地道にやっていくしかない、現状の中で

は。そういう状況にあるということを、北嶋委員が先ほどおっしゃられたとお

り、保護者も、それから子供たちも知る。どういうことに落とし穴があるとか、

そういう教育は、やはり学校現場の中でちゃんとやっていかなければならない

と思っておりますので、それぞれの現場でできる対応と、親と子供と学校と、

もうちょっと広い、業界も本当は含めれば一番いいのでしょうけれども、そう

いう中で発信し続けていくしかないかなとは思っています。どういう状況にあ

るかというのは、また委員会の中でそういう報告をしながら皆さんのお知恵を

かりていきたいなと思っていますけれども、ちょっと注視をしていきたいとい

うふうに思っています。 

○榊原指導課長 先ほどのスマホ、携帯に関する調査というお話に関してなの

ですけれども、現状を申し上げますと、中学生につきましては、もちろん学校

内には持ち込み禁止ということになっております。また小学生につきましては、

保護者の判断で安全上ぜひ持たせたいという、基本持ち込み禁止ですが、そう

いう要望があるときには、学校長の判断において実際に持ってきている児童も
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おります。ただ、学校内では担任が預かる、そして職員が保管をするという形

で、昼間の中で子供たちの手元にあるような状況はつくっていないという状況

でございます。 

 あと、所持率については調査が現在ありますので、データをお示しすること

は可能ですので、もしその形でよろしければ。 

○川村委員長 スマホとガラケーと分けて統計はとられていますか。 

○榊原指導課長 全市的にはスマホと携帯が丸められておりますが、自分が昨

年、並木小学校でより詳しく調べたデータは、スマホ、携帯のそれぞれの所持

率についてはお示しすることはできます。 

○川村委員長 それは後ほどお話を聞きたいと思います。 

ほかにありますか。 

○北嶋委員 １９ページの公民館利用状況です。先ほど全体的な総括は伺いま

したが、湖北地区公民館が指定管理者になって、私も１年間注目してきました。

とても活発に主催事業をしているように、この表からうかがえます。その中で

例えば１月とか２月などは、主催事業が３０回、２６回ということで、平均す

ると１日に１つはされている。複数のところでやっているので、１日に幾つも

なされるということはあるのでしょうけれども、一昨年と比べて、指定管理者

になって湖北地区公民館の利用状況を、我孫子市から見た場合、どのようにお

考えになっていますか。 

○今井公民館長 主催事業につきましては、さほど変化はありません。これは

市であったり、行政のほうの主催事業ですので、事業が廃止にならない限りは

そのまま継続される。あと、学校等におきまして、ホールのほうを発表会等で

使われたり、練習で使われたりといったような使い方がかなり多いものですか

ら、そういったことで変更はございません。 

ただ、おっしゃられるように、指定管理者のほうが自主事業という形で年間を



22 

通して予定では５０回以上のものをしておるのですけれども、まだ始まったば

かりで周知のほうが徹底されなかったことがありましたので、一桁ではありま

すけれども、そういった形で非常に参加人数の少ないものではありますが、参

加した方にとっては非常に有意義であったということがありますので、２回、

３回と繰り返していくうちに人数がだんだんふえつつあります。そういった状

況でありますので、本年度においては、それ以上の自主事業を計画していると

いう報告を聞いておりますので、そういったところで期待しているところでご

ざいます。 

○北嶋委員 ありがとうございます。前年度、主催事業においては５３回の増

加ということで、その辺が自主事業をふやしたことに一部入っているのかなと

思います。使用する市民としては、ロビーもとても明るくなりましたし、今ま

でコピー機が事務所内にあったものが外に出ていて、市民活動にとても使いや

すくなりましたので、指定管理者の方に、一市民としてはいい影響があったの

ではないかなと感じています。いろいろなところが使いやすくなりました。ソ

ファーにしても、洗面所にしても、バリアフリーは無理ですけれども、バリア

フリーに近いようにあちこち考えてくださっているのかなと思って、よい影響

が出たのではないかなと思っています。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○北嶋委員 来年の成人式について伺います。これも市のホームページに出て

いたのですけれども、成人の日ではなくて、その前の日にやることになってい

ますよね。それは他市では大分前から、ああいう連休になった場合には、最後

の日が成人式になるのではなく土曜日に前倒しする市が幾つもあったのですが、

我孫子市は今まではカレンダーどおりというか、祝日の日程でやっていました。

これから成人式の実行委員会が立ち上がるみたいですが、その前に市としてア

ンケート結果から日程を決めたのだと公表してありましたけれども、その辺の
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経緯を伺えればと思います。 

○増田生涯学習部次長 アンケートについては、数年前から成人式に出られた

方プラス企画運営委員会の方々にアンケートをとっておりました。成人式に出

られた方のアンケートについては、さほど変化はなかったのですけれども、企

画運営委員会のほうでは、成人の日よりは前日にやっていただきたいという回

答が多かったものですから、すぐにやるということはちょっと難しいので、１

年前から計画して、今回成人の日の前日に行うということに決定いたしました。 

○北嶋委員 遠くから来た成人の方や何かは、そのほうが余裕があってよいだ

ろうなと思っていましたので、今回の実行委員さんではなくて、以前の実行委

員さんたちとか、かかわった方が、経験の中から提案ということで、２７年度

の日程の決定になったということですか。 

○増田生涯学習部次長 そのとおりです。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○北嶋委員 ３４ページ、鳥の博物館の入館者数及びミュージアムショップの

売り上げということが書いてあります。ミュージアムショップの売り上げです

が、去年は皆さんが大変頑張られた結果で、すばらしい数字になっています。

私も何度か、もっと頑張って売りましょうよとお願いをして、去年はポロシャ

ツや何かも売ってくださって、６月、８月がとても多いですよね。１１月はＪ

ＢＦや何かかがあってとても多かったと思うのですけれども、ミュージアムシ

ョップの例えばポロシャツなどは、昨年は売り切れていて残数がとても少ない

ということで伺っていますが、今年度はまた継続して、評判のいいものについ

ては販売を促すということで理解していいですか。 

○斉藤鳥の博物館長 ポロシャツに関しましては、昨年、クールビズの関係も

あり、とても評判がよくてたくさん売れまして、この売り上げになっています。

今年度も引き続きまして、残数が少ないということで、またポロシャツ販売を
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予定しております。また、クールビズに対応して広く呼びかけて、多く利用し

てもらえるようにと考えております。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

事務進行予定のほうで質問はありますか。 

○豊島委員 ９ページの教育研究所の２ですが、心の教育相談員（在宅訪問指

導員）の研修会です。内容が、相談ケースの検討だとか不登校児童生徒のケー

ス検討とか相談員同士の情報交換というのが上がっております。これは重要な

研修会だというふうに私は思っているのですけれども、従来と同じような検討

課題ということがもちろん行われるのですけれども、特に最近の傾向として何

か取り上げておかなければいけないということはありますか。 

○鍵山教育研究所副参事 昨年度から今年度に引き続き、心の教室相談員、そ

れから教育相談を担当しておりますので、お答えさせていただきます。 

特に今年度、小中一貫ということも含めまして、１９校に１人ずつ全員配置が

できましたので、それぞれの小学校、中学校区ごとに情報交換をして、よりき

め細やかに助言、サポートができるようにということは考えております。 

それから、特に５月においては、小学校６年生からそれぞれの中学校に上がっ

ておりますので、必ず６年生が相談に来ているということではないのですけれ

ども、進学先できちんと生活できているかということと、また、相談員さんは

週２日の派遣の学校、３日の派遣の学校もございますが、相談員さんだけがか

かり切れない、より専門的なフォローが必要であるという場合には研究所のほ

うに御紹介いただいたり、それから中学校では心の相談員とヤング手賀沼の適

応指導教室の指導員と連携をとって、窓口が両方にあることで学校とヤング手

賀沼という形で、学校の先生方もそうなのですけれども、より連携を強化して

子供たちが学校とつながりやすい形をできるようにということで行っておりま
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す。 

○豊島委員 ありがとうございます。今、小中一貫のことで１９校に配置して、

より専門的にということで了解しました。なければ一番いいのですけれども、

なかなか見えないことだし、１つあったらうわっと広がって行ったりとか、本

当によくわからないところがあるから、どれだけ努力したらどれだけ成果が上

がるというはっきりしたものもなかなか見えないし、やるほうとしたら大変で

すけれども、でも１人１人の児童生徒からすると、やはりこれは大事なことだ

し、小中一貫を考えていく上でも重要なことだと思うので、ヤング手賀沼を含

めていろいろなところで連携しながら、我々も見守らせていただきますけれど

も、ぜひこれは力を注いでいただきたいなと思っています。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○豊島委員 この資料にはちょっとないのですけれども、文化・スポーツ課で、

４月２５日にここで行われる文化連盟の理事会というのがあります。申し上げ

たいのは、文化連盟の理事会があって、来月総会があるのですけれども、総会

は土曜日でしたか、それは参加できるのですけれども、これはあくまでも要望

なのですけれども、理事会が２５日（金曜日）の１０時からなので、いろいろ

な仕事を持っていたりする人が理事になっている場合は出られないのですよね。

総会は土日のどちらかだったので出られるのですけれども、教育委員会でやっ

ていますから、休みのときにやるというわけにはいかないのかもしれませんけ

れども、みんながみんな退職者ばかりではないので、そこのところは少し考え

ていただけると若い連中も入っていくことができるなと前から思っていたので

すけれども。私は代表なものですから行かなければいけないのだけれども、行

けませんので誰かを代理に立てるしかないのですね。 

○西沢文化・スポーツ課長 文化連盟につきましては、市民の皆さんの親睦団

体で集まってやっていただいて、私どももいろいろな形でフォローはさせてい
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だたいております。今お話の総会、理事会につきましては、私ども会場提供は

しておりますが、自主的にやっていらっしゃるので、昨年もこのような形で要

望ということで、会長さんのほうにはお話はしております。総会のほうは私ど

もに出席依頼が来ておりますので、市長、教育長ともども私どもも総会の場に

は出席させていただいております。 

○豊島委員 済みません、ここにないことを言って。会場を貸していただけて

いるということだけでもありがたいのですけれども、それはまた連盟のほうの

会議の中で申し上げます。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

 なければ教育事業全般について質疑はありますか。 

○湯下教育総務部長 私から調査書の問題について１点御報告をさせていただ

きます。 

一昨年の年度末に発生しました調査書の誤記載問題につきまして御報告するも

のです。教育委員の皆様方におかれましても、御心配と御迷惑をおかけいたし

ましたが、皆様方の御協力をいただきながら再発防止マニュアルを作成し、研

修会を徹底して、教員の資質の向上に努めてまいりました。市教委と全ての学

校が一致協力して取り組むことによって、４月１８日をもちまして調査書業務

がつつがなく終了いたしましたことをここに報告いたします。また、この場を

おかりしまして、皆様方のこれまでの御理解、御協力に対しまして感謝申し上

げます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○北嶋委員 今回、資料として私たちに「我孫子市学校教育の重点目標」とい

うことで立派なリーフレットをいただきましたが、これはどのように活用がさ

れていますか。 
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○榊原指導課長 お答えします。まず本年度の教育施策の重点目標をあらわし

たものでございますので、４月の段階で既に各学校には配布をいたしまして、

教職員全員に配布をしております。また、その重点項目につきましては、特に

校長会を通しまして、今年度の重点施策について学校長のほうに指導、各学校

におきましても、学校長より各職員に施策を共有理解していただくような形で

進めております。 

○北嶋委員 ありがとうございます。先ほど教育長にも申し上げたのですけれ

ども、この中に小中一貫教育で、私たちの協議の中にもこの言葉がいっぱい出

てきています。我々は１年半以上、小中一貫教育ということで研修をいただき

学んできましたので、内容がどういうものであるかつかんでいるつもりですが、

一般的に言って小中一貫という言葉だけがまくら言葉となってしまって、小学

校、中学校が一緒になってしまうのかしら、今の我孫子市は文科省のままの６

年間と３年間という方式をとっていますが、小中一貫になってしまうと、この

６年と３年が一緒くたの９年になってしまってどうなるのという意見を、私は

質問として市民の方のあちこちからいただいています。これが配られ、立派な

冊子もでき、１月に広報があり、近々広報でもきちんとされていくようですけ

れども、目で見るイメージというのはとても人に強くつくものですので、我孫

子が目指している小中一貫教育というものは決して今の形が崩れるものではな

く、よりよくつながるものだということを、時あるごとにどうか御説明いただ

きたい。学校や何かでも、教職員には配られますけれども、全ての保護者の方

に正しい理解をいただき、また評議員さん初め地域の方に理解いただいてこそ

初めてなることだと思いますので、教育委員会ではなれた言葉になってしまっ

ていますが、丁寧に丁寧にしつこいぐらいに小中一貫教育というものはこうい

うものですよ、我孫子が目指すものはこういうものですよというものをこれか

ら広めていただきたいなと思っていますので、お願いいたします。 
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○榊原指導課長 御指摘の点、ありがとうございます。先ほどお話の中にあり

ました我孫子の広報紙の５月１日号も含めまして、広報紙及び小中一貫担当室

のほうとしましても、ことしは市民全員に配布するパンフレットというものを

計画しております。また、特に布佐中区での説明会というような形も計画して

おりますので、広報活動、そして理解していただくようなことを進めていきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○北嶋委員 ぜひＰＴＡの方を巻き込んで広めて、布佐中区から全市の役員の

方にまずわかっていただき、すそ野を広げていただくようにお願いしたいと思

います。 

○豊島委員 これはすごくいいですね。お金も使っていて。本当に思います、

これはすばらしいなと、何回見てもいいなと思っています。その上でなのです

けれども、これを父兄に説明したりなんかするときには、例えばこの１枚のこ

れなどは、文字はこれの半分ぐらいがいいと思います。細かくいけばいくほど、

わからないのです。我々は何回も何回も見ていますから、目をつぶっても、こ

こにこれがあってこうだよなとわかります。この表などもそうです。でも、一

般の御父兄の方に、これを見せてもわかりません。わからないのです。例えば

私は文科省に自分がお金をもらうから説明するのですけれども、１つの項目に

ついて１７０字までとか、それは絵を入れてちゃんとやるようにとか。これは

私らはわかるけれども、例えば中学校区のコーディネーターがどうのこうのと

いうのは、これはやはり父兄にはわからないです。これを絞って絞って絞って、

この文字の半分でも多いぐらいです。そういうものを見せて、ああ、なるほど

というものをつくって説明していかないと、なかなかわかってもらえないよと

いうのが実感なのです。女房に見せました、これを。中学校の教員をやってい

ましたから、どうだと聞きましたら、難しいねと言われます。ですから、わか

らないものだと。余計なことで申しわけないのですけれども、何とかしていき
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たいのですけれども、見せてもまずはわからないものだというぐらいの立場に

立ってもらわないと、わからなくなってくるのです。北嶋委員がおっしゃった

けれども、これは分かれ道だと思うのです。これを実施に移していくときの分

かれ道だと思います。それを説明するときには、重点のところを絞り込んでい

くかということを、今度布佐のほうも担当するものですから、いろいろな形で

向こうで話したりするときに、どこをどういうふうに話そうかというふうなこ

とは頭の中で闘っています。そんなわけで、誰が聞いてもわかるというぐらい

にしてもらいたいなというのが切望であります。余計なことです。ありがとう

ございました。 

○川村委員長 これは我々も入って何回にもわたってたたき上げてきた内容で

すので、豊島委員のおっしゃっている内容はよくわかるのですが、この裏面の

柱などは我々のほうでお願いをして、子供像だといったものをつけ加えて御説

明してきて、これができ上がった。今後は多分これをもとにして啓発をしてい

くという作業になっていくと思うので、文言の圧縮がこれ以上できるのか、で

きないのかも含めて御検討いただくのですけれども、なるべくこの内容が周知

徹底いただけるような方法で啓発をしていただきたい。方法論はいろいろとあ

ると思います。これでわかる人もいれば、わからない人もいるというのは確か

だと思いますけれども、これができ上がりましたので、これを基本として何と

か各学校を啓発していっていただきたいというふうに思っています。わからな

い部分は必ず質問に答えていただいて、周知をお願いしたいというふうに思い

ます。 

○倉部教育長 一言だけ。両委員から御指摘いただいたのは、まことにそのと

おりだと思っています。この内容については、どうしたいかということを一番

詰め込んだ、しかも１枚に詰め込んだということで、いろいろな思いが詰まっ

ているものだと私も感じております。ただ、豊島委員がおっしゃられたとおり、
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それから北嶋委員がおっしゃられたとおり、それを市民にお伝えするときには、

伝えなければならならない言葉というのは、むしろその中に限られているもの

がある。それをしっかり伝えていくのが、多分これからの教育委員会の仕事だ

ろうと思っていますので、その伝えなければならない言葉をしっかり伝える。

その上で、では具体的にそれをどういうふうに実行するかというのは、また別

の次元として説明しなければならないところだと思いますので、そういうもの

をちゃんと検討した上で中学校単位、それから教育委員会としてもＰＴＡとい

ろいろな会合を持つというふうにもしたいと思っていますので、そういうよう

な形で開ける中で説明していきたいなと思っておりますので、その節にはぜひ

教育委員の皆さんにも御協力いただければと思っています。よろしくお願いし

ます。 

○川村委員長 これについて御質問がほかにありますか。 

では、私のほうから。「繋」というのが今回２枚いただいています。１枚は１

２月で、多分強いメッセージをお出しになりたかったので、これをつけ加えら

れたと思うのですが……。 

○榊原指導課長 済みません。平常どおりでございます。 

○川村委員長 １２月のほうが不登校者の推移ということで記入されていて、

はっきりわかりやすい資料になっているのですね。不登校がふえているのも事

実だし、年度における不登校数と中学１年になったときの不登校数の差という

のがずっと変わっていないということも事実だろうし、それをお伝えになりた

かったのだろうというふうには思うのですが、何で入っていたのですかという

ことをちょっとお聞きしたかったのです。 

○榊原指導課長 お答えします。特に意図はございませんでした。済みません、

事務的なミスでございます。申しわけございませんでした。 

○豊島委員 私、１２月のこれを見て、一貫教育と不登校をつなげて自分の頭
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では言ったつもりなのです。すごくデータとしてはわかりやすいです。これは

意図があって入れたのだと思います。 

○川村委員長 質問をかえます。これは各保護者には行っているわけですか。 

○榊原指導課長 昨年度は１年目ということで、教職員を対象に配布をしまし

た。今年度は２年目ということで、さらに先ほどの啓発を進めるということで、

教職員には紙で、市民の方々にはホームページにアップをするという形で４月

からは行っていきたいと思います。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

（「休憩をお願いします」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 暫時休憩します。 

午前１１時２６分休憩 

 

午前１１時２７分再開 

○川村委員長 再開します。 

 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 質疑ないものと認めます。諸報告に対する質疑を打ち切ります。 

 

○川村委員長 ただいま事務局から追加議案が提出されました。 

 追加議案第１号、平成２７年度使用教科用図書の採択に係る東葛飾東部採択

地区協議会委員の選任については人事に関する案件であり、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１３条第６項ただし書きの規定に基づき非公開で審

議したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議ないものと認めます。よって追加議案第１号の審査は非
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公開とします。関係者以外の職員の退席をいただき審議を行います。よろしく

お願いいたします。 

（関係説明員以外退席） 

 

 

 

 

 

○川村委員長 これで平成２６年第４回定例教育委員会を終了いたします。御

苦労さまでした。 

午前１１時３５分閉会 


