
会 議 の 名 称 平成２４年第１０回定例教育委員会

開 催 年 月 日 平成２４年８月２２日（水曜日）

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後２時１５分まで

開 催 場 所 久喜市公文書館　第３会議室

議 長 氏 名 鹿児島金衛委員長

出 席 委 員 氏 名 鹿児島金衛、榎本英明、髙木学、坪井喜代子各委員、吉田耕治教育長

欠 席 委 員 氏 名 なし

説明者の職氏名 各担当課長

事 務 局 職 員 氏 名

田中教育部長、松本教育副部長、山本参事兼指導課長、齋藤参事兼生
涯学習課長、青鹿教育総務課長、斉藤学務課長、丸山文化財保護課
長、中山中央公民館長、松田中央図書館長、関口教育総務課課長補佐
兼総務係長、森田教育総務課主任

（１）署名委員の指名

　　　書記の指名

　　　会議時間の決定

（２）前回会議録の承認

（３）教育長報告

　　　久喜市におけるいじめの状況について

（４）議事

議案第５１号　平成２４年度久喜市一般会計補正予算（第２号）
　　　　　　　（案）に係る意見聴取について

議案第５２号　久喜市公民館補助委員の任命について

（５）その他

　　　次回定例委員会について

配 付 資 料 議案書、議案参考資料、教育長報告書

会議の公開・非公開 一部非公開（審議・検討等情報及び人事案件のため）

傍 聴 人 数 ０人

様式第２号（第４条関係）

会　　　　議　　　　録

会 議 次 第
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発言者 会議のてん末・概要　

【開会の宣言】

鹿児島委員長 　皆さん、こんにちは。早速ではありますが、これより定例委員会を
はじめさせていただきます。ただ今の出席委員は５名であります。定
足数に達しておりますので、これより平成２４年久喜市教育委員会第
１０回定例委員会を開会いたします。

【開議の宣告】

鹿児島委員長 　これより直ちに本日の会議を開きます。

【議事日程の報告】

鹿児島委員長 　本日の議事日程につきましては、あらかじめ委員各位のお手元に配
布したとおりでございます。

【会議録署名委員の指名】

鹿児島委員長  日程第１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、
久喜市教育委員会会議規則第２３条第２項の規定により、委員長にお
いて指名させていただきます。
　本日は、榎本委員、坪井委員にお願いいたします。

【会議録作成者の指名】

鹿児島委員長 　会議録作成者は、教育総務課森田主任にお願いします。

【会議時間の決定】

鹿児島委員長 　会議時間につきましては、本日の日程がすべて終了するまでといた
したいと思いますが、よろしいでしょうか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、本日の日程がすべて終了するまでと
いたします。

【前回会議録の承認】

鹿児島委員長 　日程第２、前回会議録の承認を求めます。平成２４年７月２６日に
開催いたしました、第９回定例委員会の会議録につきましては、あら
かじめ委員の先生方のお手元に配布したとおりでございます。
　お手元の会議録にご異議ございませんでしょうか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、前回の会議録につきましては、ご承
認をいただきました。

【教育長報告】

鹿児島委員長 　日程第３、教育長報告でございます。

様式第２号（第４条関係）
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

鹿児島委員長 　それでは、「久喜市におけるいじめの状況について」、報告をお願
いします。

吉田教育長 　それでは、いじめの状況についての報告でございますけれども、資
料のタイトルが「久喜市におけるいじめの状況について」となってお
りますが、いじめの問題に対する久喜市の指導の方針についての説明
となります。これにつきまして指導課長より説明を申し上げます。

参事兼指導課長 　それでは、ご報告をさせていただきます。これまで、いじめ並びに
いじめを原因の一因とする自殺の報道等を指導課で分析いたしまし
て、市内の小・中学校長へ今後のいじめの対応について指導・助言を
加えてまいりたいと考えているところでございます。

　本日は、校長会で配布する資料を基にその分析結果等についてのご
報告をさせていただきたいと思います。
　まず、資料でございますけれども、「新聞記事に見られる学校対応
に係る問題点（参考資料）」でございます。こちらの方につきまして
は、新聞記事から事実と認められる表記のみを抜粋し、そこに見られ
る問題点を洗い出したものでございます。

　大きく２点ございます。１点はいじめへの対応、もう１点は事故発
生後の対応についてでございます。特にいじめへの対応につきまして
は、記事等を見てみますと、問題点として２点挙げられます。１点は
いじめの見極め、いわゆるいじめと学校側が認識する、その判断に係
る問題点でございます。いろいろな現象等をいじめの一環であるとい
う見極めをなされなかったということについて、大きな問題点があっ
たと判断します。また、もう１点は、教育相談体制の在り方、子ども
たちの声に耳を傾けながらも、その対応が形式的に処理されてしまっ
たり、また、子どもたちの声に十分対応する体制、組織の動きという
ものがとれなかったことに、いじめの対応に大きな問題点があると受
け取ることができました。

　大きな２点目は、事故後の対応でございます。やはりここでは、情
報公開についての問題点があったかと思います。いじめまたは自殺等
の事故が発生した場合、公開すべき情報につきましては、加害者並び
に被害者、また、学校の生徒等の個人情報をかなり深く扱うところで
ございます。そういった情報のうち、いずれを公開し、どのタイミン
グでその学校や教育委員会が把握している情報を公開していくか、そ
ういった内容及びタイミング、手法等に適正を欠いていた部分があっ
たのではないかということで判断してございます。

　特に、校長先生へのお願いは、資料の３ページにもございますが、
埼玉県教育委員会から出されております「いじめ対応ハンドブッ
ク」、この中から課題とされる、「いじめの見極めと状況別対応」の
抜粋、学校が組織としてどう対応していくかといったことをとりまと
めたものを参考資料として、各学校のいじめの見極めとしての手立て
について、工夫・改善を図っていただくようお願いするつもりでおり
ます。

　また、教育相談体制の実効性を高めること、それと情報の開示請求
を見据えたデータの記録等を日常から進めていただくこと、この３点
を柱として学校にお願いしていく予定でございます。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

　なお、各学校に再確認として、ここにも抜粋させていただきました
が、埼玉県教育委員会から発行されております、「いじめ対応ハンド
ブック」という資料、それと文部科学省から昨年度の６月に既に出さ
れております、「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の在り方に
ついて」の通知、それと文部科学省から同様に出されております「教
師が知っておきたい子どもの自殺防止」、さらに同じく「子どもの自
殺が起きたときの緊急対応の手引き」、こういった冊子等の手引きが
各学校に配布されておりますので、こちらの資料等も参考にもう一度
各学校に生徒指導体制の見直し、改善を図っていただくようお願いし
たいと考えております。以上です。

鹿児島委員長 　ただ今の報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。

髙木委員 　なかなか難しい問題だと思います。一般的に危機管理においては
「ヒヤリ・ハット事例」という手法として、気づいた問題を全部挙げ
させて未然に防止することがあります。要するに、トラブルになった
ものに対応するのではなく、トラブルにさせないようにするためには
どうするか。例えば、ちょっと思い違いをしてミスをする、その時は
他の職員が間違いに気づいてトラブルにはならなかった。そういった
事例を全部挙げてトラブルを未然に防止するということです。

　いじめでいえば、これはいじめなのかけんかなのか、子ども同士の
トラブルやケガなど、いじめである・ないを区別せず、学校としてず
べて把握して、それに対していじめにならないような対応をする。例
えばけんかであっても、度重なっていじめに発展することもあります
から、もう尐し早い段階での対応が必要かなと思います。いじめと認
定するか、しないかというところまで行って、これはけんかだから放
置していいという問題ではないのかなと思います。

　県とか国のハンドブックがあるとのことですが、果たしてそれで十
分なのかというのは、ちょっと疑問に感じます。

鹿児島委員長 　指導課長にお願いなんですけど、今これだけ全国的に注目を集めて
いる問題ですし、連鎖的に報道されている問題ですから、校長会で指
導して終わりにせず、指導主事が学校に行って、職員会議の前とかに
尐し時間をもらって、髙木先生が言われたこととか、いじめの発見や
対応などを１枚か２枚の紙にまとめて、教職員の先生に直接伝えてく
ださい。

　大切なことは早期発見・早期指導だと思うんですけど、先ほどのヒ
ヤリ・ハットのこともありますし、根本には学校や学級の雰囲気もあ
ると思いますので、３４校ありますから大変だと思いますが、手分け
して行ってやってもらいたいと思います。ぜひお願いします。

　それから、資料の１ページに「教師が『いじめ』を疑わなければ、
いじめられた生徒の叫びが届くはずもない。」とあります。組織だか
ら自己防衛に走るのはわからなくもないですが、子どもが１人亡く
なっているという事実があることをぜひ指導してください。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

　尊い命が無くなっているいるんです。なにもなければ死なないで
しょうし、なにかあったから死んだんでしょう。なにもないはずがな
い、そういうことで行かないといけない。そういうことをよく指導し
てください。

　子どもが自殺したという事実は、決して消せない事実なんです。重
い事実なんです。そういうことを、管理職にだけ言うのではなく、先
生方に直接言うことが大事なことだと思いますね。

　それともう一つ気になったのは、資料の２ページのところに、１回
目のアンケート結果のうち、感想を記した部分を、市教委に提出して
いなかったことについて、市教委は「必要な書類」としているが、学
校側は「提出までは必要ないと判断した」とありますが、これも変で
すよ。
　こういったのは全部教育委員会に上げるべきですよ。上げないから
隠したと思われる。教育委員会に全部上がらないから、教育長もどう
しようもなくなる。そういったことも指導してください。

　校長会ではおおまかなことを言って、細かいことは指導主事が学校
に直接出向いて指導する、そういったことでぜひお願いします。

参事兼指導課長 　ありがとうございます。

鹿児島委員長 　坪井委員はどうですか。

坪井委員 　私も報告を見させていただいて、いろいろ考えさせられたんですけ
ど、まず第一は、学校の先生方の危機意識と言いますか、いじめやけ
んかに対する意識をしっかりと持っていただいて、行動していただき
たいと思います。１人ではなく、チームとして対応するというのがあ
りますので、学校で問題が起きたときは、その担任の先生あるいは関
係した先生だけで対応するのではなく、他の先生も交えた中で対応す
るということが必要ではないかなと思いました。

　それから、万が一事件が起きたときは、教育委員会でもチームで対
応することになるかと思いますので、例えば、小学校のときはこの担
当とこの担当で対応する、中学校のときはこの担当とこの担当で対応
するというような、体制を予め整えておくことも必要ではないかなと
思いました。いつ起こるかわからないことなので、大切なことだと思
います。

　あと、いくら文書でもらっても頭に入らない、身につかないという
こともあると思いますので、こういうことは、口酸っぱくではないで
すけど、何回も何回も繰り返し指導していくことが必要ではないかと
思います。

鹿児島委員長 　榎本委員はどうですか。

‐5‐



発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

榎本委員 　よくまとめられた参考資料だと思うんですけど、ほとんどの目線が
大人の目線となっているような感じを受けましたので、できる限り実
際の子どもの目線でどうにか対応できないかなと思います。やはり、
上から大人の言葉で子どもに伝えても、今の小・中学生は聞こうとも
しない、極端な話、先生の言っていることも耳にも入れようとしない
という状況もよく聞きます。

　以前ＰＴＡの役員をやっていたときには、先生を抜きにして、生徒
会の生徒とＰＴＡの役員だけを１部屋に集め、いろいろな話しをして
教えてもらったことがあります。どれだけ子どもの目線になって情報
を得るかが重要だと思います。
　あと、中学生になると必ずと言っていいほど携帯電話を持つように
なりますので、そうすると学校裏サイトを閲覧できるようになりま
す。その中では、特定の個人に対するいじめというか、そういったも
のが確実に行われていますので、これを知らないで話しを進めること
は有り得ないことなので、そういった情報収集も必要なことかなと思
います。

　大変なことだと思いますが、我々も協力させていただきながら、他
の教育委員会とは違った部分をやっていただけたらと思います。

吉田教育長 　おっしゃるとおりだと思います。それで今回の大津の事件がどうし
てこんなに社会問題となったのかというのを、まずはじめに分析して
みようじゃないかということでまとめたのがこれなんです。
　ここに浮かび上がってくるのが、いかに学校の対応、教育委員会の
対応が、報道から見る限りではかなり良くない。ここに書いてあるこ
とはほとんど良くないことです。

　ですから、これを基にして久喜市の教育委員会では、どうゆう内容
に絞って指導するのか、各学校ではいじめの対応をどうするのか、今
のままでいいのか、といった見直しを迫る内容となるように作成した
ものとなっています。

　また、今回の大津の事件ではネットが一切出て来ませんでした。と
ころが、ネットについてはあちこちで問題となっているわけです。当
然私たちもそれを含めて指導していましたし、学校でも承知してきた
ところではありますが、今お話しがあったような、子どもから生に声
を聞くというようなことというのは、あまりしていないというのが現
状だと思います。

　しかし、そういった意識を持って、今ご指導いただいた内容を基に
これから指導していきたいと考えております。

鹿児島委員長 　私たちも含めて大人社会が子どもに影響を与えているわけですか
ら、皆が反省しなければなりませんね。そして、いずれにしても、
我々は教育委員会ですから、こういう時にこそ学校に適切なアドバイ
スができればと思います。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございませんか。

（なしとの声あり）
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様式第２号（第４条関係）

鹿児島委員長 　ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切ります。

鹿児島委員長 　以上で教育長報告を終了いたします。

【議事・議案審議】

鹿児島委員長 　日程第４、議事に入ります。

【会議の非公開】

鹿児島委員長 　議案第５１号につきましては、久喜市審議会等の会議の公開に関す
る条例第５条第４号の審議・検討等情報に該当する案件でありますこ
とから、また、議案第５２号につきましては、人事案件でありますこ
とから、会議を公開しないこととさせていただきたいと存じます。い
かがでしょうか。

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長 　異議なしと認めます。よって、これより会議を非公開とさせていた
だきます。

鹿児島委員長 　はじめに、「議案第５１号　平成２４年度久喜市一般会計補正予算
（第２号）（案）に係る意見聴取について」を上程し、議題といたし
ます。教育長の提案理由の説明を求めます。

（非公開案件につき省略、全員賛成により原案どおり可決）

鹿児島委員長 　続きまして、「議案第５２号　久喜市公民館補助委員の任命につい
て」を上程し、議題といたします。教育長の提案理由の説明を求めま
す。

（非公開案件につき省略、全員賛成により原案どおり可決）

鹿児島委員長 　これをもちまして、会議の非公開を解きます。暫時休憩いたしま
す。

（暫時休憩）

鹿児島委員長 　再開いたします。

【議案審議終了】

鹿児島委員長 　以上をもちまして、教育長から提出されました議案につきまして
は、すべて終了いたしました。

【次回定例委員会の開催】

鹿児島委員長 　続きまして、日程第５、次回の定例委員会開催日でございますが、
いかがいたしましょうか。事務局より提案があればお願いします。
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教育総務課長 　事務局といたしましては、次回は９月１９日の水曜日、午後１時３
０分から、もしくは９月２１日の金曜日、午後２時３０分からを考え
ておりますがいかがでしょうか。

鹿児島委員長 　ただ今、事務局より提案がありましたが、まず、第１案の９月１９
日はいかがでしょうか。髙木先生はどうですか。

髙木委員 　この日はちょっと難しいです。

鹿児島委員長 　では、９月２１日はどうですか。

髙木委員 　この日もちょっと難しいです。

吉田教育長 　９月２０日の木曜日は、議会の教育環境常任委員会がありますの
で、定例教育委員会を入れることができないんですよ。

鹿児島委員長 　榎本委員さんはどうですか。

榎本委員 　大丈夫です。

鹿児島委員長 　坪井委員さんはどうですか。

坪井委員 　どちらでも大丈夫です。

鹿児島委員長 　それでは、第１案の９月１９日でよろしいですか。

（結構ですとの声あり）

鹿児島委員長 　それでは、次回の定例委員会は、９月１９日、水曜日。時間は午後
１時３０分からとさせていただきます。詳細は追って事務局からお知
らせいたします。

【閉議、閉会】

鹿児島委員長 　これをもちまして平成２４年久喜市教育委員会第１０回定例委員会
を閉議、閉会といたします。
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発言者 会議のてん末・概要　

様式第２号（第４条関係）

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　鹿児島金衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　榎本　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　坪井喜代子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

平成２４年　９月１９日
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