令和 元 年度 第３回 東 村山市 総合 教育会 議 会議録
○令和元年１０月２日（水）マルチメディアホール（いきいきプラザ
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○会議 事件 は次の と おりで ある 。
１

開会

２

挨拶

３

議題
「 東村 山市い じ め防止 等の ための 基 本的な 方針 」の策 定

４

そ の他

５

閉会
午前９ 時０ ０分

○渡部 市長

開会

皆 様 、 おはよ うご ざい ます 。 定刻 にな りま した ので 、 ただ

いまか ら 、 令和 元年 度第３ 回東 村山 市総 合教育 会議 を開 催 い たしま す 。
教 育委 員の 皆様 には、 大変 お忙 しい 中 、ご 出席 賜り まし て 、誠 にあ
りがと うご ざいま す 。
そ れで は、 議題 に入り ます 前に 、本 日の会 議の 内容 と配 付資料 の確
認を事 務局 からお 願 いしま す。
○笠原 企画 政策 課長

おは よう ござ いま す。企 画政 策課 長の 笠原で ござ

います 。 よ ろしく お 願いい たし ます。
それで は、 本日の 会 議につ きま して、 ご 案内申 し上 げます 。
委 員の 皆様 には 事前に お伝 えさ せて いただ いて おり ます が、 本 日は 、
１

「東村 山市 いじ め防 止等の ため の 基 本的 な方針 」の 策定 につ いてを 議
題とさ せて いた だき ます。 また 、 児 童ク ラブの 学校 施設 利用 につき ま
して、 担当 所管 から 説明さ せて いた だき ます。 こち らに つき まして は、
市長部 局よ り担 当 所 管 でご ざい ます 児童 課 が同 席し てお りま す ので 、
よろし くお 願いい た します 。
な お 、 資料 につ きまし ては 、配 付資 料一覧 をご 確認 の上 、もし お持
ちでな いも の、 不足 な もの がご ざい まし たら、 事務 局ま でお 願いい た
します 。
本 日、 配付 させ ていた だい た 資 料と いたし まし ては 、資 料番号 はご
ざいま せん が、 東村 山市児 童館 ・児 童ク ラブ運 営等 検討 会に おける 検
討状況 につ いて（ 中 間報告 ）で ござい ま す。
以 上で す。
○渡部 市長

よろ し いでし ょう か 。

そ れで は、 早速 ですが 、本 日の 傍聴 者につ いて 、委 員の 皆様に お諮
りをさ せて いただ き ます。
本 日の 審議 内容 につき まし て、 事前 通知を 受け てお りま す が、 特段
の非公 開情 報は ない と思わ れま す の で 、 傍聴者 の入 場を 許可 し たい と
思いま すが 、 よろ し いでし ょう か。
（
○渡部 市長

異 議な し

）

そ れで は、入 場の 許可 をさ せてい ただ きま すが 、 また 、会

議途中 で傍 聴希 望者 が お見 えに なっ た 場 合 にも 、同 じよ うに 入場を 許
可し た いと 思い ま す が、よ ろし いでし ょ うか。
（
○渡部 市長

異 議な し

）

異議 が ない の で、 そのよ う にさせ てい ただき ま す。

ま た、 本来 です と定員 は１ ０名 と な ってお り ま すが 、 会 場 の規 模か
ら判断 しま して 、 １ ０ 名以 上お 座り いた だける と思 いま すの で、可 能
な範囲 で 傍 聴を許 可 したい と思 います が 、よろ しい でしょ う か。
（
○渡部 市長

異 議な し

）

異 議 が ござい ませ んの で、 傍聴を 許可 いた した いと思 いま

す。
事 務局 より傍 聴 者人数 の報 告と入 場 をお願 い い たし ま す 。
○ 笠原 企画 政策課 長
○渡部 市長

傍聴 者は 、 ７名 で ござい ます 。

そ れで は、 入 場を 許可 いた します ので 、そ の間 、 暫時 休憩

とさせ てい ただき ま す。
２

○渡部 市長

午前

９時 ０３分

休憩

午前

９時 ０５分

再開

休憩 を 閉じ ま して 会議を 再 開させ てい ただき ま す。

傍 聴の 方に お願 いを 申 し上 げて おき ます。 傍聴 して いた だくに 当た
りまし ては 、お 手元 にご配 布さ せて いた だいて おり ます 「傍 聴者の 方
へ」の 内容 を遵守 し ていた だき ますよ う 、お願 い申 し上げ ま す。
改 めて 、 ご挨 拶 申し上 げた いと思 い ます。
皆 様 、 おは よう ござい ます 。 本 日は 、教育 委員 の皆 様に は、大 変お
忙しい とこ ろ、 本年 度第３ 回の 東村 山市 総合教 育会 議に ご出 席をい た
だきま して 、 誠 にあ りがと うご ざい ます 。また 、常 日頃 、 東 村山市 の
教育の 充実 、発 展の ために 、委 員の 皆様 には多 大な ご尽 力を いただ い
ており ます ことに 、 改めて 感謝 を申し 上 げたい と思 います 。
ま た、 先週 金曜 日に行 われ まし た平 沢保治 多磨 全生 園入 所者 自 治会
会長へ の市 民栄 誉賞 贈呈式 に当 たり まし て、教 育委 員の 皆様 にもご 臨
席をい ただ きま した 。 誠に あり がと うご ざいま す。 翌日 、多 磨全生 園
の１１ ０周 年記 念式 典が行 われ まし て、 来賓と して 私も 出席 をさせ て
いただ き、 ご挨 拶の 機会を いた だき まし たが、 その 際に も、 このた び、
東村山 市並 びに 教育 委員会 、こ れま での ご功績 に対 して 平沢 さん に 市
民栄誉 賞を 贈ら せて いただ いた とい うこ とを申 し上 げさ せて いただ い
たとこ ろで ござい ま す。ご 協力 に感謝 申 し上げ たい と思い ま す。
本 日の 議題 につ きまし ては 、 「 東村 山市い じめ 防止 等の ための 基本
的な方 針 」 につ いて でござ いま す。 本件 につき まし ては 、か ねて申 し
上 げ て おり ます よう に、昨 年度 、市 議会 の政策 研究 会の ほう からい じ
め防止 につ いて のさ らに充 実、 強化 を図 るよう にと いう ご提 言を踏 ま
えて、 一定 の条 例整 備をす ると とも に、 これま で教 育委 員会 でいじ め
防止等 のた めの 基本 方針、 策定 をい ただ いてお りま すが 、法 の趣旨 で
は、首 長が 方 針 を定 めると いう こと にな ってお りま すこ とを 受けて 、
この総 合教 育会 議の 場で議 論さ せて いた だいて 、市 長部 局を 含めて 全
東村山 市の 方針 とさ せてい ただ くべ く、 協議を させ てい ただ きたい と
思いま す。
ま た、 条例 等に つきま して は、 一昨 日まで 、 東 村山 市議 会 ９月 定例
３

会が開 催を され てお りまし て、 今回 、い じめ問 題調 査委 員会 等に関 す
る 条 例 を、 これ は教 育委員 会の ほう から 上程 し てい ただ きま して、 ご
可決を いた だい たと ころで ござ いま す。 これま で規 則に よっ て設置 を
されて おり まし た東 村山市 いじ め問 題調 査委員 会に つき まし て は、 今
般の条 例に 基づ いて 設置を され ると いう ことと 、そ れか ら、 そこに 市
議会か らの ご提 言を 踏まえ て、 人権 問題 やいじ め問 題に 精通 されて い
る法律 の専 門家 とし て、弁 護士 を加 える という こと とさ せて いただ く
ととも に、 重大 事案 が発生 した 際に 、い じめ問 題調 査委 員会 で調査 を
してい ただ くわ けで すが、 その 後、 さら に再調 査が 必要 な場 合につ い
ては、 法に 基づ いて 首長が いじ め問 題再 調査委 員会 を開 催す ること が
できる 規定 にな って おりま すが 、そ れを 裏 づけ る条 例も この 際、加 え
させて いた だき まし て、い じめ 問題 再調 査委員 会の 設置 をで きる規 定
を設け させ ていた だ きまし た。
な お、 いじ め問 題調査 委員 会、 これ は教育 委員 会が 所掌 する附 属機
関とい うこ とに なり ます。 こち らに つい ては、 常設 の機 関と させて い
ただい て、 再調 査委 員会の ほう につ いて は、重 大事 案が 発生 し、教 育
委員会 の附 属機 関で ありま すい じめ 問題 調査委 員会 の調 査等 につい て、
当事者 等か ら不 納得 という か、 そう いう 事態に なっ た場 合に 、再調 査
をする とい うよ うな 形をと らせ てい ただ きたい とい うふ うに 考えて お
ります が 、 何よ りも 、いじ め問 題調 査委 員会、 さら には 再調 査委員 会
を開催 する よう な事 案が当 市で 発生 しな いよう に、 いじ め の 防止、 あ
るいは 、早 期発 見、 早期解 決と いう こと を教育 委員 会を 中心 に各学 校
現場で 徹底 いた だく という こと 、そ こに 、市長 部局 とし てで きる限 り
の支援 をし てい くと いうこ とが 何よ りも 肝要か なと いう ふう に考え て
いると ころ でござ い ます。
ま た、 後ほ ど議 論させ てい ただ きま すよう に、 基本 方針 につい ても 、
教育委 員会 、そ して 、各学 校並 びに 市長 部局も 共有 しな がら 、今申 し
上げた よう に、 市議 会から のご 提言 であ ります 、 「 いじ めで 泣く子 を
出さな い 」 とい う趣 旨にの っと って 、こ れから も力 を合 わせ て市長 部
局とし ても 頑張 って まいり たい と考 えて おりま すの で、 引き 続き教 育
委員の 皆様 のご 指導 とご協 力を 賜り ます ように 、よ ろし くお 願い申 し
上げた いと 思って お ります 。
そ れで は、 早速 でござ いま すが 、限 られた 時間 です けれ ども、 本日
の議題 でご ざい ます 「 東村 山市 いじ め防 止等の ため の基 本的 な方針 」
４

の策定 につ いて 、市 長部局 並び に教 育委 員会か ら説 明を 事務 局のほ う
からし てい ただ いて 、その 後、 意見 交換 をさせ てい ただ きた いと思 い
ますの で、 よろし く お願い しま す。
そ れで は、先 に 市長部 局の ほうか ら 報告 を お願 いしま す 。
○笠原 企画 政策 課長

それ では 、 市 長部 局のほ うか ら の ご 説 明とし て、

企画政 策課 より ご説 明させ てい ただ きま す。説 明は 、主 に資 料１、 ２、
３を用 いて ご説 明さ せてい ただ きま す。 まず、 資料 １ を ご覧 くださ い。
国のい じめ 防止 対策 推進法 につ きま して は、議 員立 法に より 平成２ ５
年、２ ０１ ３年 に制 定され まし た。 本法 は、我 が国 で初 めて のいじ め
対策の 法律 であ り、 いじめ をめ ぐる 未然 防止、 早期 発見 、事 案対処 の
それぞ れに つい て、 学校、 学校 の設 置者 、地方 公共 団体 、国 等の関 係
者によ る抜 本的 な対 策を講 じる こと によ り、い じめ から 児童 ・生徒 の
生命及 び尊 厳を守 る ことを 求め るもの で ござい ます 。
い じめ 防止 対策 推進法 第１ ２条 では 、 「 地 方公 共団 体は 、いじ め防
止基本 方針 を参 酌し 、その 地域 の実 情に 応じ、 当該 地方 公共 団体に お
けるい じめ の防 止等 のため の対 策を 総合 的かつ 効果 的に 推進 するた め
の基本 的な 方針 を定 めるよ う努 める もの とする 」と 定め られ ており ま
す。
いじ め防 止対 策推 進法に おき まし ては 、いじ め防 止の 取り 組みの 主
体者は 地方 公共 団体 とされ てい るこ とか ら、い じめ の問 題に ついて は、
教育委 員会 はも とよ り、市 全体 とし て捉 えてい く必 要が ある という ふ
うに考 えま して 、こ のたび の総 合教 育会 議の場 で今 年度 の議 題とさ せ
ていた だい た 次第 で ござい ます 。
先 ほど 市長 から ござい まし たと おり 、昨年 ７月 の市 議会 政策研 究会
「いじ めで 泣く 子を 出さな いた めに 」政 策提言 書に も同 様の 趣旨の ご
提言を いた だいて お ります 。
な お、 いじ め防 止対策 推進 法で は、 いじめ の防 止の 対策 に係る 組織
を規定 して おり ます が、当 市で は、 それ ぞれ学 校生 活指 導連 絡協議 会
やいじ め問 題調 査委 員会、 いじ め問 題再 調査委 員会 がこ の趣 旨を踏 ま
え、そ の 役 割を担 う ものと して おりま す 。
続 いて 、資 料２ 、横の スケ ジュ ール 表を ご 覧く ださ い。 「東村 山市
いじめ 防止 等の ため の基本 的な 方針 」 策 定ス ケ ジュ ール （案 ）でご ざ
います 。今 般、 総合 教育会 議で ご協 議し 、策定 する いじ め防 止等の た
めの基 本的 な方 針は 、市の 基本 方針 とし て広く 市民 の皆 様か らご意 見
５

をいた だく ため に、 パブリ ック コメ ント を実施 した いと 考え ており ま
す。ス ケジ ュー ル（ 案）の 番号 １が 本日 の第３ 回総 合教 育会 議でご ざ
いまし て、 本日 の会 議にお きま して 、基 本方針 の案 につ きま してご 説
明させ てい ただ き、 委員の 皆様 から の頂 戴した 意見 等の 内容 を踏ま え
まして 、１ １月 の上 旬から ２０ 日 間 でパ ブリッ クコ メン トを 実施し て
いけれ ばと 考え てお ります 。パ ブリ ック コメン トの 期間 が終 わ りま し
たら、 パブ リッ クコ メント でい ただ いた 意見を 集約 いた しま して、 番
号５の ほう でご ざい ますが 、第 ４回 、１ ２月５ 日の 総合 教育 会議に お
きまし て、 実施 結果 につい てご 報告 させ ていた だき ます とと もに、 さ
らに、 そこ でも委 員 の皆様 から ご意見 を 賜りた いと 存じま す 。
最 終的 には 、第 ４回の 会議 での ご意 見を踏 まえ 、意 見集 約いた しま
した成 案を 、来 年２ 月５日 の第 ５回 総合 教育会 議で ご了 承い ただき 、
市の方 針と して固 め てまい りた いと考 え ており ます 。
な お、 これ まで いじめ 防止 のた めの 基本的 な方 針は 、教 育委員 会に
て毎年 度、 改定 を行 って ま いり まし たが 、市と して の方 針と して改 め
るのに 伴い 、今 後は 、毎年 改定 では なく 、国や 東京 都の 状況 を 参酌 し、
必要な タイ ミング で 改定し てい く予定 で ござい ます 。
続 きま して 、資 料３を ご覧 くだ さい 。本日 、資 料３ とい たしま して 、
東村山 市い じめ 防止 等の基 本方 針（ 案） をお示 しさ せて いた だいて お
ります が、 現在 、教 育委員 会で 策定 して いる方 針を ベー スに 、これ を
継承す る形 で市 とし ての方 針と して 定め たいと 考え てお りま す。 主 な
変更点 につ きま して は、網 掛け 部分 で表 示させ てい ただ いて おりま す。
まず、 表紙 のと ころ では、 方針 の主 体者 が、こ れま で教 育委 員会の み
でござ いま した が、 市長部 局と 教育 委員 会が連 携し た市 とし ての 方 針
でござ いま すの で、 市と教 育委 員会 の併 記とさ せて いた だき ました 。
これは 、平 成２ ７年 度の本 総合 教育 会議 で策定 いた しま した 教育施 策
の大綱 と同 様 の 表 記 となり ます 。
２ ペー ジを お開 きくだ さい 。冒 頭で 述べま した が、 いじ め防止 対策
推進法 の趣 旨を 鑑み まして 、市 とし ての 方針を 策定 する 旨の 文言を 追
加して おり ます。
５ ペー ジを お開 きくだ さい 。第 ２、 いじめ の防 止等 のた めの対 策、
市にお ける 取り 組み でござ いま す。 こ こ での市 とは 、市 長部 局、教 育
委員会 の両 執行 機関 を指し てお りま す。 繰り返 しに なり ます が、基 本
方針の 内容 につ きま しては 、今 後、 毎年 度 毎で はな く、 法の 施行状 況
６

や東京 都の いじ め基 本方針 の改 定を 参酌 し、総 合教 育会 議を 通じて 、
適 宜、 必要 に応 じて 、今後 は見 直し して まいり たい と考 えて おりま す。
７ ペー ジを お開 きくだ さい 。先 般、 市議会 ９月 定例 会で 、東村 山市
いじめ 問題 調査 委員 会等に 関す る条 例を ご可決 いた だき まし たこと か
ら、こ れま で、 いじ め問題 に関 して 市長 部局の 附属 機関 であ る再調 査
委員会 は条 例で 規定 されて おり ませ んで し たが 、調 査委 員会 の条例 化
に伴い 、再 調査 委員 会につ きま して も、 条例で 明確 化す るこ ととい た
しまし た。
な お、 いじ め問 題 再調 査委 員会 につ きまし ては 、先 ほど 市長か らご
説明ご ざい まし たと おり、 常設 では なく 、調査 委員 会の 調査 結果を 踏
まえ、 市長 が必 要と 判断 と した とき に設 置する 非常 設の 附属 機関と な
ります 。再 調査 が実 施され た場 合は 、市 長 は再 調査 結果 を市 議会に 報
告する こと となり ま す。
９ ペー ジを お開 きくだ さい 。重 大事 態発生 時の 流れ を説 明した 部分
となり ます 。再 調査 を実施 した 場合 につ きまし ては 、市 長部 局、教 育
委員会 、そ れぞ れが 自ら の 権限 、及 び責 任にお いて 、 同 種の 事態発 生
防止の ため の必要 な 措置を 講じ る旨を 記 載して おり ます。
１ ０ペ ージ をお 開きく ださ い。 重大 事態発 生時 のフ ロー 図を記 載し
ており ます 。本 総合 教育会 議は 、東 村山 市総合 教育 会議 運営 に関す る
要領の 所掌 事項 に定 めると おり 、児 童・ 生徒等 の生 命ま たは 身体に 現
に被害 が生 じ、 また はまさ に被 害が 生ず るおそ れが ある と見 込まれ る
場合等 の緊 急の 場合 に講ず べき 措置 につ いて、 協議 、調 整す ること と
してお りま す。 本フ ロー図 でも その 役割 を 入れ させ てい ただ いてお り
ます。
市 長部 局か ら の 説明は 以上 でござ い ます。
○ 渡部 市長

では 、 続きま して 、教育 委 員会か らお 願いし ま す。

○ 鈴 木 統括 指導 主事

続き まし て、 指導 室より 、同 じく 資料 ３、東 村山

市いじ め防 止等 のた めの基 本方 針（ 案） につい てご 説明 いた します 。
本日 は、 参考 資料 といた しま して 、平 成３１ 年度 のい じめ 防止基 本
方針も 配布 させ てい ただい てお りま すの で、適 宜ご 参照 いた だきま す
ようお 願い いたし ま す。
お 手数 です が、 資料３ 、基 本方 針の ４ペー ジに お戻 りく ださい 。本
方針（ 案） は、 基本 的には 、先 ほど 申し 上げま した が、 これ までの い
じめ防 止基 本方 針の 内容 を 踏ま え、 新た に修正 等を させ てい ただい て
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おりま す。
（４ ）い じめ 防止 等の対 策を 推進 する ６ つの ポイ ント につ きまし て
は、こ れま での 方針 にも明 記さ れて おり ました が、 新た に（ ４）の 項
目とし て位 置づ けさ せてい ただ きま した 。この いじ め防 止等 の対策 を
推進す る ６ つの ポイ ントは 、東 京都 教育 委員会 が平 成２ ９年 度に策 定
いたし まし たい じめ 総合対 策第 ２次 にも 位置づ けら れて いる もので ご
ざいま す。 本日 は、 別添資 料と いた しま して、 いじ め総 合対 策第２ 次
の抜粋 版を 机上 に置 かせて いた だい てお ります 。こ ちら もご 参照く だ
さい。
本別 添資 料の ８ペ ージ、 ９ペ ージ にも ござい ます とお り、 学校の 取
り組み とし て、 この ６ つの ポイ ント を念 頭に各 学校 のい じめ 防止対 策
を推進 して いくよ う 、改め て規 定した も のでご ざい ます。
資料 ３、 方針 （案 ）にお 戻り いた だき 、６ペ ージ をお 開き くださ い。
いじめ 問題 調査 委員 会の委 員構 成に つき まして 、変 更点 を申 し上げ ま
す。こ れま では 、臨 床心理 士、 小児 科医 、保護 者代 表と 表記 されて い
たもの を、 心理 専門 家、小 児科 の診 療に 相当の 経験 を有 する 医師、 弁
護士、 その 他教 育委 員会が 認め る者 、と させて いた だき まし た。こ れ
は、こ のた び制 定い たしま した 東村 山 市 いじめ 問題 調査 委員 会等に 関
する条 例の 規定に あ わせて 整理 したも の でござ いま す。
次に 、７ ペー ジを ご覧 く ださ い。 （３ ）いじ め防 止等 に関 する具 体
的な取 り組 みと いた しまし て、 ①未 然に 防ぐた めに 、② 早期 に発見 す
るため に、 ③迅 速に 対応す るた めに 、④ 重大事 態発 生時 と、 四つの 段
階にお ける 当市 の取 り組み を規 定し てい るとこ ろは 、現 行 の 方針と は
変わっ てお りませ ん 。
各段階 にお ける 取り 組みの 中で 、新 たに 加わっ たも のは ござ いませ
んが、 例え ば、 ７ペ ージの いじ めに 関す る研修 のう ち、 １回 以上、 重
大事態 の定 義、 いじ め防止 基本 方針 の 内 容を扱 うこ と、 に関 しまし て
は、こ れま で④ の重 大事態 発生 時に 規定 されて おり まし たの で、① 未
然に防 ぐた めにの 中 に文言 整理 をさせ て いただ いて おりま す 。
また、 生徒 会サ ミッ トの取 り組 みや 、い じめの 認知 件数 が ゼ ロ 件で
あった 場合 の 公 表 に ついて 、ま た、 いじ め解消 にお ける 判断 の期間 や
流れな ど、 細か い規 定がこ れま でご ざい ました が、 これ らの 項目に つ
きまし ては 、本 方針 を受け た各 小・ 中学 校への 具体 的な 指導 、助言 の
中に含 めて まいり た いと思 いま す。
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次に、 １１ ペー ジを ご覧く ださ い。 ここ からは 、学 校に おけ る取り
組みに つい て 規 定 を してお りま す。 （３ ）学校 にお ける 「学 校いじ め
防止基 本方 針」 につ いてに おき まし ても 、未然 防止 、早 期発 見、早 期
対応、 重大 事態 への 対処の ４つ の段 階で 取り組 みを 整理 して いる点 に
つきま して は、 現行 の方針 と同 様で ござ います 。こ れま での 方針で は、
４つの 段階 にお いて 、例え ば、 道徳 教育 、人権 教育 の充 実、 また、 い
じめに 関す る授 業の 実施な ど、 学校 が行 うさま ざま な取 り組 みにつ い
て規定 をし てお りま した。 本方 針（ 案） では、 先ほ ども ご説 明いた し
ました とお り、 別添 資料の 東京 都教 育委 員会い じめ 防止 対策 第２次 、
１０ペ ージ から １３ ページ に規 定さ れて おりま す ４ つの 段階 に応じ た
具体的 な取 り組み の 項目に あわ せて整 理 してお りま す。
各学校 では 、こ れま でも東 村山 市の いじ め防止 基本 方針 と東 京都教
育委員 会の いじ め総 合対策 第２ 次を 参考 に、い じめ の防 止の 取り組 み
に努め てお りま す。 本方針 と総 合対 策の 内容が 深く 関係 する ことで 、
さらに 学校 にとっ て わかり やす いもの に なるも のと 捉えて お ります 。
本日、 お配 りさ せて いただ いて おり ます こちら のい じめ 総合 対策で
抜粋版 の資 料を ご覧 くださ い。 最後 の１ 枚に な りま す３ ４ペ ージ、 ３
５ペー ジを お開 きく ださい 。例 えば 、方 針（案 ） に もあ りま すとお り、
早期発 見の ため の取 り組み とし て、 学校 では、 いじ めの 定義 の正し い
理解に 基づ く確 実な 認知を 規定 させ てお ります 。こ ちら は、 いじめ 総
合対策 の３ ４ペ ージ 、３５ ペー ジを 各学 校で毎 年度 、年 度当 初、必 ず
全教職 員で 確認 する よう指 導し てお りま す。特 に、 この ３４ ページ の
表につ いて は、 全職 員がこ の表 の内 容を しっか りと 理解 して 、いじ め
の確実 な認 知を 進め ていく こと を指 導し ており ます 。こ れま では、 継
続性や 集団 性の 観点 から、 社会 通念 上の いじめ に目 を向 けて おりま し
たが、 法令 上で は、 被害児 童が 心身 の苦 痛を感 じて いる かど うか を 捉
え、個 別に 判断 する ことが 求め られ てお ります 。親 切の つも りで好 意
で行っ た言 動で も、 受け手 の心 身の 影響 によっ ては いじ めと 認知し 、
適切な 指導 を行 うこ とが求 めら れて おり 、教職 員が 何を もっ ていじ め
とする か、 その アン テナの 高さ や精 度を 向上さ せる よう 、指 導、助 言
をして おり ます 。例 えば、 この 表で いう と、表 の一 番左 の上 の部分 で
す。発 言の 苦手 な 子 供 に対 し、 周り の友 達が「 ○○ さん も意 見を言 い
なよ」 と強 く促 した 。これ も、 受け 手の 状況に よっ ては いじ めと認 知
し、適 切な 指導を 行 うとい うふ うに、 学 校には 指導 をして お ります 。
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このよ うに 、い じめ 総合対 策第 ２次 に規 定され てい る具 体的 な指導
内容を もと に、 学校 のいじ め防 止対 策を 進めて まい りた いと 思いま す。
今後も 、各 学校 に対 し、よ り具 体的 な指 導、助 言を 行っ てま いりた い
と考え てお ります 。
指導室 から は以上 で ござい ます 。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい まし た。 報告、 説明 が終 わり ました が、

本件に つき まし て、 皆さん から ご意 見、 ご質問 をお 受け させ ていた だ
きたい と思 いま すが 、いか がで しょ うか 。もと とな って おり ます基 本
方針、 教育 委員 会で 策定さ れて いる ので 、もう 既に 教育 委員 の皆様 は、
策定に 当た って かか わられ てお られ るの で、改 めて とい うこ とには な
ってし まう かな とは 思いま すが 、一 応、 市も関 与し て、 改め て基本 方
針を定 めさ せて いた だくと いう 趣旨 でご ざいま すの で、 お願 いした い
と思い ます 。ま た、 今、指 導室 のほ うか らご説 明あ りま した が、い じ
め総合 対策 、東 京都 の発行 して いる いじ め総合 対策 でも 、い じめの 概
念がか なり 拡大 をさ れてい ると いう こと を学校 はも とよ り保 護者や 地
域も認 識を して いく 必要が ある とい うこ とで、 これ らに つい ては、 教
育委員 会だ けで はな く、市 長部 局か らも 発信を して いく 必要 がある の
かなと 。そ んなふ う に受け とめ ている と ころで ござ い ます が 。
教育 長の ほうか ら 、何か ご発 言あれ ば お願い しま す。
○村木 教育 長

今、 まさに 市長 がお っし ゃって いた だい たと ころを 、改

めて私 もお 話をし た い と思 って います 。
別 添資 料と して 、いじ め総 合対 策第 ２次、 東京 都教 育委 員会が 作成
された 資料 の最 後の ページ 、い じめ の定 義が昭 和６ １年 度か ら 、４ 回
にわた って 変遷 して きてい ると いう こと は、そ れだ け課 題解 決の困 難
さを物 語っ てい る証 である と思 いま す。 全国各 地で いろ いろ な対策 が
とられ てい るに もか かわら ず、 残念 なが ら死亡 事案 が発 生し ている 。
そうい った とこ ろの 解決 を 学校 現場 にお いては 、い じめ が発 生した と
きに極 力、 加害 者、 被害者 、そ うい った 立場に 立ち なが ら、 教育的 に
解決し てい こう と 捉 え 、厳 しく 言う と、 そこに は甘 さが 生じ ている と
思うの です ね。 これ も重篤 な事 案に 限っ ては、 そう いっ た教 育的な 解
決だけ では とど まら ない、 法的 に解 決せ ざるを 得な い、 そう いった 捉
えが必 要で ある と思 ってい ます 。そ うい った意 味で は、 先ほ ど統括 指
導主事 のほ うか ら説 明があ りま した 、 ３ ４ペー ジ、 社会 通念 上のい じ
めに関 して は、 ある 程度認 知は され てい るもの の、 そこ から 上の好 意
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で 行っ た言 動や 意図 せず行 った 言動 、親 切のつ もり だと か、 悪気は な
かった のに 、こ うい った教 育活 動に おけ るさま ざま な場 面に おいて の
法令上 のい じめ の位 置づけ とい うの を児 童・生 徒に 正し く理 解をさ せ
るとい うこ とと とも に、や はり 、指 導す る教員 に対 して も学 校長を 中
心に研 修会 等で 認識 をさら に徹 底し てい く、深 めて いく 。先 ほどお 話
があっ たよ うに 、い ろいろ な啓 発 資 料 を 通して 、保 護者 に対 しても 新
たに理 解を 求めて い くとい うこ とが必 要 になる と思 ってい ま す。
私 が一 番強 調し たいの は、 教育 的解 決から 、や はり 、法 的な解 決を
せざる を得 ない 重篤 な案件 が生 じた とき に、ど れだ け緊 急性 をもっ て
危機管 理を 行っ てい くのか とい うと ころ がとて も大 事に なっ てくる と
思いま す。 これ まで のさま ざま な本 市に おける 課題 を整 理し ながら 、
法的に どう いう ふう に解釈 して いけ ばい いのか 、解 決し てい けばい い
のか、 そこ を大事 に してい きた いなと 思 ってお りま す。
以 上で す。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。基 本的に は、 受け たお 子さん が心

身の苦 痛を 感じ てい るかい ない かと いう ところ が判 断の 大き な分か れ
道にな ると いう こと になる ので 、こ ちら として は善 意の つも りで言 っ
た言葉 が相 手の 方に 苦痛を 与 え てい ると すると 、そ のこ とは いじめ に
認定さ れる 可能 性が 高いと いう こと にな ります ので 、な かな か現場 で
子 供同 士の 関係 性の 中では 、非 常に 難し いこと では ある ので すが、 そ
こを少 しず つ現 場、 教育委 員会 、そ して 市長部 局で 理解 を深 めてい く
という こと になろ う かと思 いま すが。
○ 村木 教育 長

続け て、そ れを 受け て、 基本方 針の （案 ）、 １０ペ ージ

を見て いた だき たい のです が、 市長 部局 のほう から ご提 案い ただい た
⑤重大 事態 発生 時対 応フロ ー図 とい うも のがあ りま す。 ご提 案いた だ
いたこ の流 れと いう の が、 表現 等含 めて 幾つ か 気に なる 箇所 がござ い
ます。 具体 的に は、 二つ ご 提案 させ ても らいた い と 思う ので すが、 重
大事態 が発 生し たと きに、 まず 一番 上、 安全確 保及 び不 安解 消とい う
ことで 、被 害児 童生 徒・保 護者 と書 いて ありま すけ れど も、 やはり 、
こ れ は 学校 で 子 供 た ちを預 かる から にお いては 、加 害生 徒の 児童生 徒、
それか ら保 護者 、こ れは※ で下 に２ 行書 いてい ただ いて いる のです け
れども 、「 調査 によ って明 らか にな った 事実関 係に つい ては 、当該 児
童生徒 ・保 護者 に対 して、 適時 ・適 切な 方法で 提供 ・説 明を 行う」 と
書 い て ある ので すが 、これ は情 報提 供す るだけ では なく て 、 まず、 事
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案につ いて 情報 をい ただく 場合 には 、場 合によ って は、 被害 児童生 徒
だけで はな くて 加害 の 子供 、あ るい は保 護者か ら、 ある いは 、学校 が
認知し てと いう こと がある と思 いま すの で、そ この 「被 害児 童生徒 ・
保護者 」と いう 表現 のとこ ろを どう する のか、 課題 も含 めて という の
が一つ 。そ うな った ときに 、学 校か ら情 報提供 する だけ では なくて 、
逆に情 報を もら うと いう、 双方 向の 矢印 がそこ には 必要 では ないか と
思って いま す。ま ず 、それ が１ 点目で す 。
そ れか ら、 ２点 目は、 ①か ら⑨ まで の流れ を時 系列 ごと にわか りや
すく書 いて いた だい ている ので はな いか と思う ので すが 、取 り扱う 主
体が、 例え ば、 教育 委員会 がど うす るの か、あ るい は 、 市 長 に報告 を
したと きに 、 市 長 の ほうか らど うい う流 れにな るの かと いう ところ の
矢印の 書き 方が 、本 当にこ れで いい のか どうか とい うと ころ を精査 が
必要な ので はな いだ ろうか なと 思っ てい ます。 具体 的に 申し 上げる と、
学校か ら教 育委 員会 が報告 を受 けて 、 市 長 に報 告を した り、 事態を 深
刻に受 けと めた とき には、 いじ め問 題調 査委員 会を 設置 して 動く わ け
ですが 、 そ の後 、今 度は 報 告が 教育 委員 会に 来 るわ けで すけ れども 、
普通な らば 矢印 が今 度は逆 に戻 ると いう 双方向 の矢 印に なっ てとい う
ことで 、主 体そ のも のがや るこ と が 何か という のが 一目 瞭然 になっ て
おいた ほう がい いの ではな いか なと いう 、図を 描く 上で の改 善点と し
て、ど うし たら いい のかと いう の は 少し 精査す る必 要が ある か と思 っ
ており ます 。
以 上で す。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。 そ の辺に つい ては 、今 後、議 論を

させて いた だい て、 ブラッ シュ アッ プ を させて いた だけ れば と思っ て
おりま す。
そのほ か、 委員 の皆 様から 基本 方針 等に ついて のご 意見 、ご 質問が
あれば 、お 願いし た いと思 いま す 。
○ 櫻 井 委員

学 校、 教育委 員会 が主 体か ら地方 公共 団体 がと いう形 で、

こうい う形 で取 り組 むその 背景 には 、 今 日 いた だい た資 料１ にもあ り
ますけれども、いじめ防止基本方針について、「地域の実情に応じ
て 」が 、一 つキ ーワ ードに なる のだ ろう と思う し、 当該 地方 公共団 体
におけ るい じめ の防 止等の ため の対 策を 総合的 かつ 効果 的に 推進す る
ために とい う、 この 辺が一 つの 大き なポ イント にな ると 思う のです ね。
今まで は、 教育 委員 会が学 校と いう 一つ の基準 でこ れを やっ ていて 、
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もちろ ん、 東村 山市 いじめ 防止 等の ため の基本 的な 方針 をず っと読 ま
せてい ただ くと 、教 育委員 会が 今ま でつ くって きた もの を、 従来の も
のをバ ージ ョン アッ プした よう な形 で、 教育委 員会 主体 にな ってい る
のは現 実な ので すけ れども 、や はり 、ま ちとし て、 東村 山市 の特性 と
して、 いじ めに つい て、例 えば 、学 校内 だけで 解決 する 問題 ではな く
て、学 校を 超え た中 で、例 えば 塾も ある かもし れま せん し、 地域の 活
動の中 でも そう かも しれま せん し、 いろ いろな 場面 で 子 供 た ち同士 は
接触を して いる わけ で、そ うい う場 面に 対する 共通 理解 とい うの か 、
情 報交 換が 必要 なの ではな いか 。当 市の 場合に は、 学校 生活 指導連 絡
協議会 がそ れに 当た るとい う表 現 で 読み 取れる と思 いま すけ れども 。
ここで 質問 なの です が、教 育委 員会 の立 場で質 問す るの もお かしい か
もしれ ませ んけ ど、 一つ目 は、 学校 生活 指導連 絡協 議会 でど の程度 い
じめ問 題対 策連 絡に 関する こと を協 議さ れてい る現 状が ある のかど う
か、 教 えて いた だけ ればと 思い ます 。も し、そ こが 弱い のだ とすれ ば、
やはり 、表 題に いじ め問題 対策 連絡 協議 会とい う表 題が つく 会議を 設
ける必 要が ある ので はない かな とい うふ うに自 分は 思っ てい ますけ れ
ども、 いか がでし ょ うか。
○ 鈴 木 統括 指導 主事

学校 生活 指導 連絡 協議会 につ きま して は、主 に年

間２回 行っ てい るの ですが 、夏 休み 前、 それか ら冬 季休 業前 と、 子 供
たちが 学校 から 地域 に戻っ てい く、 その タイミ ング で東 村山 警察や 、
それか ら 子 供関 係支 援セン ター 等、 地域 に戻っ てい く際 にご 協力を い
ただく 関係 機関 とお 話をさ せて いた だい ており ます 。当 然の ことな が
ら、い じめ 問題 だけ でなく 、さ まざ まな 生活指 導上 の課 題が ありま す
ので、 そこ も扱 って はおり ます が、 いじ め問題 、な かな か学 校だけ で
は見え ない 、地 域に 戻った 子供 たち のそ うした 姿も ござ いま すので 、
そうし たこ とを 議題 に挙げ て議 論を して いただ いて いる とこ ろでご ざ
います 。学 校生 活指 導連絡 協議 会の 中で も、い じめ 問題 につ いて、 か
なりの 時間 をかけ て 議論さ せて いただ い ている とこ ろでご ざ います 。
以 上で す。
○櫻井 委員

従 来、 学校生 活指 導連 絡協 議会 は 生徒 指導 が延 長上で 立ち

上げた とい うふ うに 、私は 理解 をし てい るので すけ れど も。 私、実 は、
他市で いじ め問 題対 策連絡 協議 会の 委員 長をや って いる ので すけれ ど
も、そ こは 、明 解に いじめ 問題 対策 連絡 を年２ 回で しょ うか ね、情 報
交換を しま しょ う。 結構 ボ リュ ーム のあ る会議 をや りな がら 、うち の
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地域で はこ うい う現 状があ る、 特に この エリア では とか 、特 に、最 近
はネッ ト情 報が 大き いので すけ れど も、 ネット では こう いう やりと り
がある とか 。何 か、 もしか した ら、 ここ の１４ 条１ に該 当す る よう な
ことを ダイ レク トに した委 員会 をつ くる 人が市 長。 今回 、こ ういう 形
で教育 委員 会主 体で はなく て、 市長 中心 のとい うよ うな 、そ ういう ま
ちづく りと いう 発想 でいく と、 必要 にな ってき てい るの では ないだ ろ
うかと いう ことを 、 意見と して は 持ち ま す 。
そ れか ら、 二つ 目です が、 別件 にな ります けれ ども 、こ れは意 見だ
けで話 をさ せてい た だきま す。
東 村山 市い じめ 防止等 の基 本的 な方 針の 、 特に これ は、 ずっと 読ん
でいる と、 重大 事態 の発生 時に 後手 に回 らない よう にと いう ことで 、
そ れ も 学校 だけ では なくて 、組 織と して 教育委 員会 も、 そし て 、加 え
て市長 部局 のほ う も という よう な形 で一 緒にや って いき まし ょうと い
う、こ の趣 旨は重 々 わかり ます 。
学 校の 校長 をし た経験 から 言い ます と、学 校 に おけ る取 り組み 、つ
まり、 １０ ペー ジを 受けて １１ ペー ジか らの学 校に おけ る取 り組み に
なるわ けで すけ れど も、学 校で の対 策、 先ほど 教育 長か らも 話があ り
ました けれ ども 、被 害児童 生徒 に加 えて 、加害 児童 生徒 と か 関係 し た
児童生 徒の ほう の 指 導も必 要な ので はな いかと いう お話 があ ったか と
思うの です けれ ども 、全く 同感 で、 学校 現場で 重大 事態 が起 こった と
きって 、す ぐに 動け るもの とい うの が、 やはり 欲し いの では ないか な
と思い ます 。そ うす ると、 ここ でい う１ ０ペー ジの 上の ほう の①、 ②
に当た るよ うな 、こ の辺の 部分 につ いて の具体 的な 説明 が、 １１・ １
２・１ ３・ １４ ペー ジあた りを 読ん でも 、なか なか 見え てこ ないか な。
防止と いう 視点 は結 構入っ てい るの です けれど も、 そう いう 場合に な
ったと きに 、ど う い うふう に校 長は 動き 、誰が 具体 的に どう いうふ う
にする か、 また 、誰 が委員 会に どう いう 方法で 報告 をし 、そ れを委 員
会がど うい うふ うに カバー をし てく れる の かみ たい な、 その 辺の図 と
いうの が、 この 次に 必要に なっ てく るの ではな いか な。 やは り、重 大
事態に なっ たと きっ て、お 互い にみ んな 平常時 では あり ませ んので 、
何かこ うい う手 がか りがあ った ほう が動 きやす いの では ない かな 、 そ
んな意 見を 持ち ま し た。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。櫻 井委員 のほ うか ら二 つほど 問題

提起と して 、学 校生 活指導 連絡 協議 会と は別組 織と して 、い じめ問 題
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対 策 連 絡協 議会 を立 ち上げ るべ きで はな いかと いう ご指 摘で ござい ま
す。こ れに つい ても 、今後 、議 論さ せて いただ きた いと 思い ます。 ま
た、重 大事 態が 発生 したと きの 初動 につ いて、 もう 少し 、フ ローチ ャ
ートに は安 全確 保及 び不安 解消 、報 告と いうぐ らい の記 載し かない の
ですが 、１ １ペ ージ 以降に もう 少し 具体 的にそ の辺 につ いて 記載が あ
るべき では ない かと いう。 これ につ いて も、今 後、 教育 委員 会事務 局
と市長 部局 事務 局で もう少 し掘 り下 げて 検討し てい く必 要が あるの で、
引き続 き議 論させ て いただ けれ ばと 思 っ ており ます 。
そ のほ か、 ござ いま す か。 やは り、 現場を ご経 験と いう ことで 、 小
関委員 さん 、 ご 指 摘 があれ ばお 願いし ま す。
○ 小関 委員

あ りが とうご ざい ます 。ま ずは、 いじ めに つい て、全 市的

に子供 一人 一人 を徹 底して 守る とい う、 この姿 勢は 貫い てい くとい う
ことで 、ぜ ひ、 早く 皆さん に知 らせ てい ただき たい なと いう ふうに 思
ってい ます 。
二 つあ るの です けれど も、 ちょ っと 先に、 具体 的な 防止 、学校 にお
ける取 り組 みと いう ような とこ ろな ので すけれ ども 、早 期発 見を し 、
という こと はと ても 大事だ と思 いま すけ れども 、非 常に １１ ページ に
具体的 に、 安心 して 生活で きる 学級 、学 校 風土 とい うよ うな ことが 出
ていま す。 ここ まで 踏み込 んで 書い たの であれ ば、 やは り、 授業の 中
でとか とい うこ とだ けでは なく て、 子供 一人一 人に 居場 所が ある、 安
心して 暮ら せる 学級 づくり 、学 級経 営と いうこ とを きち んと 打ち出 し
たほう がい いの では ないか なと いう こと が一つ です 。そ うし た中で 、
子 供た ち一 人ひ とり が輝い てい くと いう ことに なる のだ と思 います 。
その 中で いえ ば、 もう一 つ、 例え ば、 子供 が いじ めら れた ときに 、
同級生 には なか なか 言えな くて も、 上級 生に相 談が でき ると か。そ う
いうこ と も ある と思 います ので 、異 年齢 集団の 活動 を積 極的 に推進 す
るとか 、そ うい った こと も 、こ れだ け詳 しく、 細か く取 り組 みが書 か
れてい るの だか ら、 そこも 踏み 込ん でい ただけ れば いい かな と思い ま
した。
も う一 つな ので すが、 これ は 学 校に おける 子供 たち への 指導と いう
ことで はな くて 、組 織等の 設置 とい うこ とにも かか わる かと は思い ま
すが、 管理 職の 姿勢 という のは すご く大 事だと 思う ので すね 。職員 室
の文化 の問 題で す、 つまり 。学 校 文 化、 学級 文 化と いう よう な こと が
言われ て い ます けれ ども、 職員 室文 化と いうか 。先 生方 の人 間関係 と
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いうか 、 同 僚性 とい うか。 教師 が そ れぞ れ 支え 合う こと がで き る 職 員
室文化 をつ くる とい う、こ れは 管理 職の 非常に 大き な責 任だ と思い ま
す 。こ の学 校文 化に ついて 、組 織文 化に ついて 言及 して いた だける と
いいな とい うこと が 一つで す。
も う一 つ、 やは り、取 り組 みの 中に ネット いじ めに つい て書い てあ
ります が、 １２ ペー ジ。こ こま で書 いた のであ れば 、や はり 、これ か
らさら に情 報化 が進 んで、 子供 たち がス マホな どを 使う 、低 年齢化 し
ていく とい うこ とが 考えら れま すの で、 ここも さら に踏 み込 んでい き
たい。 例え ば、 こと しの初 めに 東京 都Ｓ ＮＳル ール みた いな ものの 話
のとき に、 例え ば、 朝の会 や帰 りの 会で 、 子供 たち に全 学級 でネッ ト
の使い 方に つい て指 導する なん てい う方 針が出 てい るの です よね。 そ
ういう こと の例 えば という よう なこ とで 、書く 必要 があ るの ではな い
かなと いう 。こ れか ら先、 見え ない いじ めとい うか 、ネ ット いじめ の
問題、 非常 に深 刻に なると 思い ます し、 先ほど の一 つの 言葉 でも、 文
字でぱ っと 出て きた ライン であ ると か、 そうい った 言葉 で 子 供がど れ
だけ衝 撃を 受け るか 。多分 、私 たち には 想定で きな いく らい 、 子供 た
ちの中 でい ろい ろ出 てくる ので はな いか と思う ので 、ネ ット いじめ に
関して のさ らに 踏み 込んだ もの があ ると いいな とい うふ うに 思 いま し
た。
以 上で ござい ま す。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。１ １ペー ジ、 １２ ペー ジにつ いて 、

せっか くこ こま で書 いてい ただ いた ので 、もう 少し 踏み 込ん でとい う
ことで 、幾 つか 学級 のあり 方、 ある いは 、異年 齢集 団の 取り 組みと か、
管理職 の姿 勢を 含め たそれ ぞれ の学 校の 教員集 団の 文化 、風 土のこ と
と か 、 ある いは 、ネ ットい じめ につ いて の言及 とい うよ うな ご指摘 も
いただ いた とこ ろで ござい ます ので 、こ れらに つい ても 、今 後ちょ っ
と、事 務方 でも 考え ていた だい て、 さら に議論 を深 めて いき たいな と
いうふ うに 思いま す 。
そ れで は、 當 摩 委員の ほう から、 ご 指摘が あれ ばお願 い します 。
○當摩 委員

こ の場 でこう いう こと をお 話させ てい ただ くの がふさ わし

いかど うか わか らな いので すが 、私 がＰ ＴＡ 等 の活 動を させ ていた だ
くきっ かけ にな った ことを ちょ っと お話 させて いた だい てよ ろしい で
しょう か。 と申 しま すのは 、 都 教委 のほ うの報 告の 中で 、取 り組み 報
告書の 中で 、３ ５ペ ージに いじ めと いう ものを どの よう に定 義が変 わ
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ってき たか とい うと ころ、 私、 大変 感慨 深く 、 今回 、読 ませ ていた だ
いてお りま すが 。こ こ で最 初の ６１ 年度 からと いう とこ ろで すね。 こ
のころ 、ち ょう ど私 の長女 、 今 ４５ 歳に なって いる ので すが 、彼女 が
３年半 、４ 年近 いア メリカ での 現地 校の 生活か ら日 本に 帰っ てきま し
て、ア メリ カで はそ れなり に さ まざ ま言 語にな れる こと も 苦 労した 子
で、日 本へ 帰っ て 中 学 から は「 日本 の学 校に 戻 れる ね、 よか ったね 」
といっ て か ら広島 に 戻って まい りまし た 。
本当に 親と して 恥ず かしい ので すが 、１ 年生の ３学 期に なる まで彼
女がい じめ に 遭 って いると いう こと に気 がつか なか った ので す。３ 学
期 に娘 の通 って いた 中学校 では 、当 時、 川越遠 足と いう のが ござい ま
して、 帰っ てき た娘 がわっ と泣 き出 した のです ね。 「ど うし たの」 と
言 った ら、 誰も 自分 を、そ れぞ れ好 きな 人たち で班 をつ くり なさい と
いった とき 、班 に入 れても らえ なか った と。「 えっ 」と 言っ たら、 ず
っと実 はい じめ に遭 ってい たと 。彼 女は そこで やっ と告 白が できた の
ですが 、理 由と いう のが、 アメ リカ から 帰って きた 子で 、 あ いつの 水
道を飲 んだ 水が 、あ とに飲 むと アメ リカ 菌が移 ると か、 聞き ました ら、
さまざ まな いじ めに 遭って いま した 。靴 を隠さ れ て い た 、傘 は持っ て
いった 日に 壊れ ちゃ ったと 言う ので 、ど うした のか なと か 思 って い た
のです けれ ども 、壊 された 。そ れか ら究 極は、 何か で彼 女だ けが呼 ば
れて職 員室 に行 く用 があっ たと きに 、翌 日お弁 当を 持っ てき なさい と
いう指 示を 先生 から 伝えら れた のに 、彼 女には 誰も 伝え なか った。 そ
して、 本当 に、 いわ ゆる典 型的 ない じめ ですよ ね。 わか りや すいい じ
めだと 思い ます 。で も、そ のこ とに 彼女 はずっ と耐 えて いた のです 。
そ の 後、 やは り、 当時 、 この 昭和 ６１ 年ごろ は、 まだ まだ 学校の 風
土が今 のよ うに いじ めとい うも のを 認識 する時 代で はな く。 ですか ら、
これを 読ま せて いた だいて 、隔 世の 感が あると とも に、 そう いう隔 世
の感が ある にも かか わらず 、ま だい じめ という もの がこ れだ け重大 な
事象に なっ てい る。 さらに 深ま って いる のでは ない かと いう ことが 、
私にと って は今 回、 このこ とを 一度 考え させて いた だく 中で 、大き な
自分の 中の 課題と な りまし た。
そして 、彼 女は どの ように それ を克 服し ていっ たか とい うと 、中学
２年生 にな りま して 、やは り、 仲間 に何 とか加 わら なけ れば いけな い
と思っ て、 小関 先生 とかよ くご 存じ だと 思いま す。 手紙 回し 。それ を
積極的 に自 分も 加わ ってい った ので すね 。学校 の先 生方 はそ ういう こ
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ともよ くご 理解 なさ ってい なく て、 私が うん、 と思 って 見つ けて、 彼
女にど んな こと をす ればそ れが 克服 でき るか、 一緒 に考 えま した。 そ
して、 「わ かっ た。 あ なた 書く こと が好 きなの だっ たら 、先 生のお っ
しゃる こと を全 部書 き取っ てご らん 」と 。本当 に一 生懸 命ノ ートに 書
きまし た。 それ によ って授 業に 集中 して 、幸い なこ とに 、３ 年生に な
って、 とて もよ くい ろいろ なこ とを 見て くださ る先 生に 出会 いまし た
ので、 彼女 も落 ちつ いて学 校に も本 当に 楽しく 行け るよ うに なった の
ですけ れど も。
そして 、こ れ後 日談 がござ いま して 、う ち、９ 歳年 下の 妹が おりま
して、 その 子が 中学 に通っ てい ると きに 、展覧 会が あっ たの で一緒 に
行った ので すね 。そ うした ら、 一緒 に行 った長 女が 、全 身鳥 肌が立 っ
たので す。 「マ マ見 て」 。 それ はど うし てかと いう と、 その ときの フ
ラッシ ュバ ック です ね。で も、 それ で私 、その とき 考え まし て、ち ょ
うどＰ ＴＡ をや って おりま した ので 、う ちの娘 、中 学３ 年の ときか な。
やはり 、い じめ のこ とを運 営委 員会 で考 えよう とい うよ うな ときに 、
娘に来 ても らい まし て、自 分が 受け たい じめの 体験 とい うの を運営 委
員会で話してもらいました。そのときに彼女が言ったことが、私は
「ああ 、彼 女は それ を克服 する べき 」と 思った ので すが 、 な んで自 分
がいじ めら れた のだ ろうと 思っ たと きに 、確か に、 人と 違う 帰国子 女
だとい うこ とが あっ たかも しれ ない けれ ど も、 中学 １年 から ２年ぐ ら
いのと きと いう のは 、みん な誰 々さ んの 子とい う、 親の 子と いうと こ
ろから 、一 つ自 立を 始めて 、そ のこ との アンバ ラン スが 他者 をいじ め
ること につ なが るの ではな いか と、 私は 理解し まし たと いう ような こ
とを彼 女が 言っ てく れまし た。 です から 、先ほ ど教 育長 がお っしゃ っ
てくだ さい まし た、 いじめ の被 害者 とそ の保護 者、 それ だけ ではな く
て、加 害者 とそ の保 護者の 方に もそ の説 明をし てい くと いう ことが 、
私は大 変大 事だ と思 いまし た。 それ は、 娘がそ のと きに 、中 心にな っ
ていじ めた 女の 子に 言われ たそ うな ので すよ。 「あ んた 、親 にちく っ
たろ。 私だ って 親い るんだ よ」 。で も、 それは 私は 「そ うだ ね。そ れ
はそう だよ ね。 」と 笑った ので すけ れど も、や はり 、そ うし たこと を
考えな がら 、字 面で 考える ので はな くて 、本当 にい じめ られ る子、 ま
た、そ れを いじ めて しまう 子の 双方 の気 持ちと いう のを 考え ながら 。
この流 れと して 、私 は重大 実態 が起 こっ たとき には 、本 当に もう一 度
検証す るこ との 必要 性とか は、 この 社会 事象の 中で 、大 変重 要なこ と
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だと思 って おりま す 。
ただ、 本当 に私 がな ぜ、例 えば 、人 権の ことを 一生 懸命 させ ていた
だくか とか いう 原点 として 、こ うし て人 を大切 に思 う心 、そ して人 を
尊重す る心 とい うの がどれ だけ 子供 を守 ってい くか とい うこ とを、 私
は思い なが らず っと さまざ まな こと をさ せてい ただ いて きた という こ
と で。 この 流れ とし ては、 今、 それ ぞれ の委員 がお っし ゃら れたよ う
な形も 加え なが ら、 十二分 に考 えて いっ て、そ して 、そ れが 本当に 実
施され るよ うな こと を私ど もは みん な見 守って いか なけ れば いけな い
のかな と思 って おり ます。 ただ 、い じめ られっ ぱな しで はな く、い じ
められ たこ とが 他者 を 慮っ たり 、優 しさ につな がる よう に、 被害に 遭
っ た子 供も そう いう ふうに 変わ って いけ るのだ とい うこ とは 、娘と の
生 活の 中で 実感し て おりま す。
個 人的 なこ とを 申し上 げて 大変 失礼 いたし まし たが 、以 上でご ざい
ます。
○渡部 市長

大 変貴 重なお 話を いた だき まして 、あ りが とう ござい ます 。

やっぱ り、 いじ めら れたお 子さ んに 深い 傷を残 す、 ご家 族に とって も
大変な こと だと 思い ますし 、そ れを 乗り 越える とい うの も、 また大 き
な力に なる こと には なりま すが 、ま ず、 何より もい じめ を根 絶する と
いうこ とを 、東 村山 市とし ては 、今 後、 進めて いく とい う強 い信念 に
基づい て、 学校 現場 から地 域、 保護 者、 そして 、我 々市 長部 局 も 含 め
ていじ めに 対し ての 認識を みん なが 共有 し なが ら取 り組 んで いくと い
うこと が大 事か なと 、 そん なふ うに 思っ ており ます 。重 大事 案を、 想
定を法 は求 めて いる ので、 つく らな けれ ばなり ませ んし 、こ うした 場
合には こう して いく という 業務 フロ ーの ような もの は、 どう しても つ
くらざ るを 得ま せん が、や はり 、そ うな らない とい うこ とが 何より も
必要な こと だと 私自 身も感 じて はお りま すので 、そ の辺 につ いて、 ま
た少し 議論 を深め さ せてい って いただ け ればと 思っ ており ま す。
最 後に 、佐 々木 委員の ほう から 、何 かご指 摘、 ご意 見が あれば お願
いしま す。
○佐々 木委 員

この ように 市と して 取り 組んで いた だけ ると いう こ とは 、

保護者 にと って もと ても心 強く あり がた いこと だな とい うふ うに、 ま
ず思い まし た。 市か らのご 案内 も、 きっ と保護 者に 対し てあ るとは 思
うので すけ れど も、 より身 近に ある 学校 現場を 通し て、 直接 保護者 の
ほうに 説明 して いた だく機 会な ども 設け ていた だけ ると 、あ りがた い
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のかな とい うふう に 思いま した 。
学校に おけ る未 然防 止等、 早期 発見 のた めの取 り組 みな どは 、より
細かく 丁寧 な説 明に なって いる ので 、す ごく先 生た ちに とっ てもわ か
りやす いの かな とい うこと 。あ と、 実際 に今、 中学 生と 高校 生の 子 供
がいま すけ れど も、 やはり 、学 校の 先生 たちも 早期 発見 や未 然防止 に
するた めの 取り 組み って、 すご く大 切だ なと思 うこ とが あっ て。例 え
ば、小 学校 から 中学 に上が ると き、 中学 校から さま ざま な小 学校が 集
まって きま すけ れど も、そ の中 で、 小学 校のと きに から かわ れてい た
お子さ んは 、ど うし てもそ のと きの こと 、例え ば、 変な あだ 名があ っ
たり、 こう いう ふう にして いた のだ よね という 変な こと ばか りが、 中
学、特 に１ 年生 とか は回っ てし まっ て、 嫌な思 いを して しま う 子供 た
ちは、 引き 続き 嫌な 思いを して しま って いると いう 状況 が、 実際に あ
るので すね 。た だ、 中学１ 年生 の段 階で 、未 然 に防 ぐた めに 学校の 先
生たち にご 協力 いた だける と、 中学 ２年 生、３ 年生 にな って 上がっ て
きても 、特 に大 きな 問題な く過 ごす こと ができ るか なと いう ふうに 、
それが 実感 してお り ます。
ただ、 保護 者の 意識 も変わ らな けれ ばい けない なと いう のが 実際の
ところ で、 私は 、な るべく 子供 たち とご 飯を一 緒に 食べ て、 「 きょ う
何があ った 」と か、 例えば 、運 動会 のと きに、 どう して も足 の遅い 子
がいる 。ク ラス のリ レーが どう して も速 く走れ ない とか 、い ろいろ あ
ります けれ ども 、そ ういっ た、 ちょ っと した愚 痴と か、 悩み とかも 聞
けるよ うな 時間 を親 子の中 で設 ける こと も大事 かな とい うふ うに思 い
ました 。
１ 点気 にな った のは、 加害 者の 、い じめを して しま った 子供だ けで
なく保 護者 への 指導 、保護 者指 導と いい ますか 、早 期に 発見 された 場
合には 、保 護者 のほ うにも ちゃ んと 連絡 してい ただ いて 、 そ の子が そ
れ以上 に嫌 な思 いを させる よう なこ とを しない よう な取 り組 みをし て
いただ ける といい か なとい うふ うに思 い ました 。
以 上で す。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。佐 々木さ んか らも 現役 の保護 者と

しての ご意 見を いた だきま した 。市 から も 保護 者の 方に 対し て、こ う
したい 、策 定さ れた 暁には 、何 らか の 形 でいじ め防 止基 本方 針につ い
ては、 市の ほう から も情報 発信 をさ せて いただ けれ ばと いう ふうに 考
えてお りま す。 また 、小学 校時 代か ら中 学に上 がっ て、 また 引きず っ
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てしま うケ ース と、 そこで うま く断 ち切 れるか どう かと いう のが、 こ
れは結 構、 私も 経験 上、い ろい ろな ケー スがあ るな とい うふ うに思 っ
ていま すの で、 そこ は何と か引 きず らな いよう にし てい くと いうこ と
で。結 構、 いじ めら れたお 子さ んが 、そ の後、 重大 事案 では ないに し
ても、 不登 校 気 味 に なって しま って 、中 学で完 全に 不登 校に なっち ゃ
うとか とい うケ ース もいろ いろ お聞 きを してお りま すの で、 そうい う
ことの ない よう に、 これは 学校 、教 育委 員会、 地域 で連 携を してい く
必要が ある のかな と 思いま す。
そ れか ら、 やは り保護 者の 意識 も非 常に重 要で 、特 に小 学生の 児童
のいじ めの 場合 、加 害側の お子 さん の保 護者に はそ のこ とを 、事実 を
承知を して いた だい て、保 護者 とし ての 適切な ご指 導を いた だくと い
うこと が大 事か なと 思いま すの で、 そこ につい ても 、ど のよ うな表 現
にする のか は別 とし ても、 何ら かの 形で 少し記 載が でき れば という ふ
うに思 って おりま す 。
い ろい ろあ りが とうご ざい まし た。 教育長 のほ うで まだ 何かあ れば 、
最後ち ょ っ とお願 い します 。
○村木 教育 長

最後 に、佐 々木 委員 さん のほう から 、保 護者 の意識 とい

う こ と があ りま した けれど も、 私も 、や っぱり 学校 が預 かっ て、生 徒
の対応 、保 護者 対応 してい ると きに 、解 決の方 向に 向か うの は、や は
り、保 護者 が変 わる という こと なの です ね。こ れは 、被 害の 保護者 で
はなく て、 加害 側の 保護者 、そ れを 取り 巻く周 辺の 保護 者の 意識が 変
われば 、必 ずい い方 向に向 かう なと いう 実感を 持っ て い ます 。その た
めには 、学 校長 を初 め、教 職員 が時 間を 惜しむ こと なく 、そ の事案 と
向き合 い、 そし て、 いろい ろな 話を 聞き 取りな がら 、最 善の 方 向を 探
ってい くと いうこ と が重要 かな と思っ て おりま す。
ま た、 東村 山は 、毎月 第２ 土曜 日を 家庭の 日と いう ふう に定め てい
ますの で、 そう いっ た中で 、親 子が 会話 をして いた だく とい うこと を
何らか の形 で普及 啓 発 、推 進を してま い りたい なと 思って い ます。
以 上で す。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい まし た。 きょう 、幾 つか 皆様 方から ご意

見、ご 指摘 をい ただ きまし たの で、 あと 、総合 教育 会議 、今 年度２ 回
を予定 して おり ます ので、 一応 、き ょう いただ いた ご意 見、 ご指摘 を
踏まえ て、 再度 、次 回、事 務局 から もう 一度、 文言 修正 なり 追求し た
部 分を 含め て再 提案 をさせ てい ただ いて 、ご協 議を いた だき たいと い
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うふう に思 います が 。
事務局 のほ うは、 そ れでよ ろし いです か 。
○笠原 企画 政策 課長

本日 、 教 育長 、委 員の皆 様か ら頂 戴し たご意 見に

つきま して 、教 育委 員会の ほう と事 務局 のほう で調 整を しま して、 パ
ブコメ を実 施す る前 に、 委 員の 皆様 に再 度、会 議を 開く 日程 はござ い
ません こと から 、個 別に郵 送等 で送 らせ ていた だき まし て、 こちら の
内容で 、き ょう のご 意見を 踏ま えた 箇所 を修正 させ てい ただ きまし て、
こちら の内 容で パブ リック コメ ント を実 施させ てい ただ い て よろし い
かどう か、 資料 のほ うを一 度お さら いさ せてい ただ いた 上で 、個別 案
内用の ほう 、も し、 また何 かあ りま した ら、加 筆修 正し てい ただい た
上で、 事務 局の ほう に送り 返し てい ただ きまし て、 １１ 月の 上旬、 予
定どお りパ ブコ メの ほう実 施さ せて いた だきた いと 思い ます 。次回 の
会議に おき まし ては 、パブ リッ クコ メン トでい ただ きま し た 意見へ の
市とし ての 回答 を踏 まえて 、再 度、 素案 のほう につ きま して 、ご 協 議
いただ けれ ばと考 え ており ます ので、 よ ろしく お願 いいた し ます。
○渡部 市長

１ ２月 の総合 教育 会議 を待 ってか らだ と、 パブ リック コメ

ン トを やる と、 年度 内の策 定が 間に 合わ なく な ると いう 事情 がある の
で 、パ ブコ メの 日程 が１１ 月に やら せて いただ きた いと いう ことな の
で 、今 日い ただ いた 意見に つい ては 、先 ほど申 し上 げた よう に、修 正、
追記を させ てい ただ いた上 でパ ブコ メさ せてい ただ きま すが 、もう 一
度、パ ブコ メす る前 に総合 教育 会議 を開 く暇が ない ので 、個 別に各 委
員の皆 様に 郵送 等で 方針の パブ コメ （案 ）をお 示し させ てい ただき ま
すので 、何 かご 意見 があれ ば、 また 、パ ブコメ でい ただ いた ご意見 と
あ わ せ て再 々修 正と いうこ とに なる かと 思いま す。 １２ 月の 時点で ご
議論い ただ けれ ばと いうふ うに 考え てお ります ので 、ご 理解 いただ け
ればと 思っ ており ま す。
そ れで は、 いじ め防止 等の ため の基 本的な 方針 の協 議に ついて は、
以上で 終了 させて い ただき たい と思い ま すが、 よろ しいで し ょうか 。
（
○渡部 市長

異 議な し

）

あり が とうご ざい ます。

そ れで は、 次に 、報告 事項 とい うこ とで、 児童 課よ りお 願いい たし
ます。
○竹内 児童 課長 補佐

私、 子ど も 家 庭部 児童課 で課 長補 佐を してお りま

す竹内 と申 します 。 よろし くお 願いし ま す。
２２

私 から は、 現在 、児童 課に おい て 、 今後の 児童 館・ 児童 クラブ のあ
り方等 を検 討す べく 行って おり ます 東村 山市児 童館 ・児 童ク ラブ運 営
等検討 会に おい て検 討が進 めら れま した 、学校 施設 を活 用し た四つ の
児童ク ラブ の運 営体 制につ きま して 、こ の 間の 検討 状況 等を ご報告 さ
せてい ただ きたい と 思いま す。
ま ず、 四つ の児 童クラ ブ、 具体 的に は、回 田小 、大 岱小 、秋津 小、
北山小 内に 整備 をさ せてい ただ いて おり ます児 童ク ラブ につ きまし て、
昨年度 、整 備を させ ていた だく こと につ きまし て、 これ まで 報告を さ
せてい ただ いた とこ ろでご ざい ます 。こ ちらに つき まし ては 、現在 、
令和２ 年４ 月の 開設 に向け まし て、 順次 整備の ほう を行 って いると こ
ろでご ざい ます。
こ の４ 校に 整備 してい る児 童ク ラブ の運営 体制 につ いて でござ いま
すけれ ども 、冒 頭申 し上げ まし た、 東村 山市児 童館 ・児 童ク ラブ運 営
等検討 会に おき まし て、本 年６ 月よ り具 体的な 検討 を進 めて きたと こ
ろでご ざい ます 。本 検討会 にお きま して は、令 和２ 年４ 月の 開設に 向
けまし て、 まず は速 やかに 検討 が必 要な ４校の 整備 をす る児 童クラ ブ
の運営 体制 の徹 底に 向けた 議論 を中 心に 進めて きた とこ ろで ござい ま
す。こ れに つき まし ては、 ９月 ３日 に開 催され まし た第 ３回 検討会 で
一定の 集約 がな され 、当市 では 第２ 野火 止 児童 クラ ブに おい て導入 実
績のあ る指 定管 理者 制度の 活用 によ る 公 設民営 の施 設と して 民間活 力
の導入 を図 るこ とな どが提 言さ れ、 ９月 ５日付 にて 検討 会の 会長よ り
市へ中 間報 告書が 提 出され たと ころで ご ざいま す。
本 日、 お手 元に お配り しま した 資料 が、そ の中 間報 告 書 でござ いま
して、 詳細 につ きま しては 、４ ・５ ペー ジを中 心に 、 後 ほど ごらん い
ただけ れば という ふ うに考 えて おりま す 。
この報 告書 では 、学 校施設 内に 新設 する 四つの 児童 クラ ブの 運営体
制につ いて ご提 言を いた だ いた こと に加 えまし て、 特に 児童 クラブ の
整備を 行う 四つ の小 学校の 利用 児童 並び に保護 者に 対し て、 必要な 情
報提供 、周 知を 行う ことに つき まし ても 、ご提 言を いた だい たとこ ろ
でござ いま す。
当市と いた しま して は、 こ うし た提 言を 受けま して 、 令 和２ 年４月
からの 運営 に向 け、 現在、 指定 管理 者の 募集や 選定 等に 向け た書類 の
準備を 進め てい ると ころで ござ いま す。 今後は 、指 定管 理者 の選定 と
あわせ て、 利用 児童 並びに 保護 者の 皆様 に、 必 要な 情報 提供 、周知 を
２３

すると とも に、 各学 校の皆 様と も協 議、 調整を 継続 させ てい ただき ま
し て 、 より よい 児童 クラブ 運営 が行 える よう努 めて まい りた いと考 え
ており ます 。引 き続 きご理 解、 ご協 力を 賜りま すよ うお 願い を申し 上
げます 。
な お、 本検 討会 にお きまし ては 、既 存の 児童ク ラブ のみ なら ず、児
童館も 含め まし た事 業全体 の将 来像 につ いて、 差し 当た り、 本年度 い
っ ぱ い をか けま して 、継続 して 検討 して いくこ とと なっ てお ります の
で、そ の点 もあわ せ てご報 告さ せてい た だきた いと 思いま す 。
児童課 から の報告 は 、以上 でご ざいま す 。
○渡部 市長

報 告が 終わり まし た。 市長 部局か らの お話 なの で、私 から

も一言 申し 上げた い と思い ます 。
昨 年度 、学 校施 設を利 用し て児 童ク ラブに つい て、 大量 に待機 児童
が出て いる クラ ブに ついて は、 学校 施設 内に児 童ク ラブ の設 置をさ せ
ていた だき たい とい うお願 いを させ てい ただき 、そ れぞ れの 学校長 に
もご了 解い ただ いた 上で調 査を し、 今年 度、回 田、 大岱 、秋 津、北 山
小学校 につ いて は、 学校側 にご 了解 いた だいた 教室 等に つい ては、 児
童クラ ブの 部屋 に転 用する べく 、既 に、 一部学 校に つい ては 、工事 等
に着手 をさ せてい た だ く運 びと なって お ります 。
運営体 制に つい ても 、課題 でご ざい まし たが、 今般 、検 討会 から公
設民営 とい うこ とで 、ご提 言を いた だき まして 、 こ れも 先ほ ど 申し 上
げた９ 月定 例会 で議 会でも いろ いろ ご指 摘、ご 意見 があ りま した。 と
いうの は、 公立 の小 学校の 中に 公設 民営 の施設 とい うこ とに なると 、
民間事 業者 、株 式会 社が必 ずし も該 当す るかど うか わか りま せんが 、
株式会 社に なっ たり 、ある いは 社会 福祉 法人に なっ たり 。い わば、 第
三者が 学校 の中 に常 駐する 形に なる のは どうな のか とい うよ うなご 指
摘もあ った ので すが 、事前 に所 管の ほう からは 各学 校の ほう にお話 を
させて いた だい て、 学校長 から はご 理解 をいた だい てい ると いうこ と
になり ます 。た だ、 細かな 運営 体制 等に ついて は、 これ から 事業者 が
決定次 第、 事業 者と 教育委 員会 、そ れか ら所管 の児 童課 と学 校で細 か
く調整 をさ せて いた だくこ とに なろ うか と思い ます 。と いう のは、 通
常の市 が直 営で 行っ ている 児童 クラ ブに ついて は、 終了 時間 が午後 ５
時４５ 分で 一応 終了 です。 保護 者か ら時 間を延 長し てほ しい という 要
望、強 くい ただ いて いるの です が、 直営 の体制 です と、 なか なかそ れ
ができ ない ので すが 、既に 先に 先行 して 試行的 に民 間移 管を 行って お
２４

ります 、野 火止 第２ 児童ク ラブ につ いて は、民 間事 業者 の自 主事業 と
して有 料で すけ れど も、 時 間延 長を して いただ いて いる とこ ろでご ざ
います ので 、恐 らく 、今回 に つ いて も、 事業者 にも より ます が、 時 間
延 長を され る可 能性 が ある とい うふ うに 思って おり ます ので 。 そう な
る と 、 学校 の先 生方 がお帰 りに なっ た 後 も、児 童ク ラブ だけ は開設 さ
れると かと いう ケー スが発 生す る可 能性 もある ので 、そ れら のこと に
ついて 、管 理責 任等 々の問 題も ある こと から、 そこ らに つい ては十 分
協議を させ てい ただ きたい とい うふ うに 考えて おり ます ので 、ぜひ 、
教育長 初め 、教 育委 員の皆 様の ご理 解を 賜れ れ ばな と思 って おりま す。
私 のほ うか ら一 言申し 上げ させ てい ただき まし たが 、本 件につ きま
して、 何か ご質 問、 ご意見 ござ いま すで しょう か。 いか がで しょう か。
よろし いで すか。
（
○渡部 市長

なし

）

あ りが とうご ざい ます 。そ れでは 、最 後に 、そ の他事 務連

絡等が ござ いまし た ら、お 願い いたし ま す。
○事務 局

事務 局か ら次回 の総 合教 育会 議の日 程に つき まし てご案 内い

たしま す。
次回、 第 ４ 回 総 合教 育会議 につ きま して は、令 和元 年 度 １２ 月５日 、
木曜日 、場 所は本 日 と同じ くマ ルチメ デ ィアホ ール となり ま す。
以上で す。
○渡部 市長

年 内、 また師 走の 押し 迫っ た時期 にな りま すが 、１２ 月５

日に、 また 本日 と同 じよう にこ ちら で総 合教育 会議 を開 催を させて い
た だ き 、引 き続 き、 いじめ 防止 等の ため の基本 的な 方針 の策 定につ い
てをご 議論 いた だけ ればと 考え てお りま すので 、よ ろし くお 願いい た
します 。
そ れで は、 以上 をもち まし て、 令和 元年度 第 ３ 回東 村山 市総合 教育
会議を 閉会 といた し ます。 どう もあり が とうご ざい ました 。
午前１ ０ 時 ２０分

２５

閉会

