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令和元年度第４回東村山市総合教育会議会議録 

 

○令和元年１２月５日（木）マルチメディアホール（いきいきプラザ

３階）に招集した。 

○出席委員は、下記のとおりである。（６名） 

 渡部 尚、村木 尚生、當摩 彰子、小関 禮子、佐々木 洋子、 

 櫻井 康博 

○関係職員の出席者は次のとおりである。 

教育部長 野 崎 満 指導室室長補佐 足 立 尚 弘 

教育部次長 田 中 宏 幸 経営政策部長  間 野 雅 之 

教育部次長 井 上 貴 雅 経営政策部次長 原 田 俊 哉 

統括指導主事 鈴 木 賢 次 経営政策部次長 河 村 克 巳 

教育総務課長 仁 科 雅 晴 企画政策課長 笠 原 貴 典 

○本会の書記は次のとおりである。 

  企画政策課 主査 東 要介 

○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について 

４ その他 

５ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 皆さん、おはようございます。お忙しいところ、早朝より

お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまから、令和

元年度第４回東村山市総合教育会議を開催いたします。 

  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いたします。 

○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を申し上げます。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「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。 
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  なお、資料につきましては、配付資料一覧表を確認の上、もしお持

ちでないもの、不足のものがございましたら、事務局までお願いいた

します。 

  以上でございます。 

  ○渡部市長 資料のほう、過不足ございませんでしょうか。もし、

後で何かお気づきの点があればお申し出いただければと思います。 

  それでは、早速でございますが、本日の傍聴者につきまして、委員

の皆様にお伺いさせていただきます。 

  本日の審議内容につきましても、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いたし

たいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 ご異議がございませんので、傍聴を許可させていただきま

す。また、会議途中で傍聴希望者が来た場合におきましても、同様に

入場を許可する形にいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 では、そのようにさせていただきます。 

  また、本来は、傍聴人の定員は１０名となっていますけれども、こ

の会場の規模から判断しますと１０人以上の傍聴が可能でございます

ので、万が一１０人以上傍聴希望者いた場合でも、席のある限りとい

うか入室が可能な限り傍聴を認めたいと思いますけれども、これもよ

ろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 では、そうさせていただきます。 

  それでは、傍聴を認めますので、入場させたいと思いますが、その

前に暫時休憩させていただきます。 

  事務局お願いします。 

○笠原企画政策課長 現在、傍聴希望者の方が８名いらっしゃっており

ます。それでは、入場してください。 

 

午前 ９時０３分 休憩 

 

午前 ９時０５分 再開 
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○渡部市長 休憩を閉じまして、会議を再開いたします。 

  ここで、傍聴の方にお願いをさせていただきます。傍聴に当たりま

しては、お手元にご配付させていただいております「傍聴者の方へ」

という文書の内容を遵守していただきますよう、お願いをいたします。 

  それでは、会議に入る前に一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

  改めて、皆様、おはようございます。教育委員の皆様には大変お忙

しいところ、本日第４回の東村山市総合教育会議にご出席を賜りまし

てまことにありがとうございます。 

  また、常日ごろは本市の教育の充実発展のためにご尽力いただいて

おりますことに改めて感謝を申し上げさせていただきます。 

  本題に入る前に１点、ご報告をさせていただきたいと思います。既

にお聞き及びだとは思いますが、１１月２８日から市議会定例会が開

催をされておりまして、実は現在の荒井副市長の任期が今年いっぱい、

今月の３１日で満了となりまして、ご本人からは、以前から今期限り

で後進に道を譲らせていただきたい旨のお話がございまして、その後

任について選考させていただいた結果、現の教育部長の野崎満さんに

お願いをすることにいたしまして、ご本人からも承諾をいただき、１

１月２８日の本会議で議会にお諮りをし、ご承認をいただいたところ

でございます。 

  野崎さんの任期につきましては、令和２年１月１日からということ

になりますので、年度途中で教育部長がお変わりになるということに

なりますが、教育長をはじめ教育委員の皆様には大変ご迷惑をおかけ

いたしますけれども、教育を精通した方が今度は副市長ということで

ございますので、多分、教育長をはじめ皆様も心強く思っていただけ

るのではないかというふうに考えているところでございますので、ご

理解いただければと思っております。 

  なお、野崎さんの後任の部長につきましては、現在内部で選考をさ

せていただいて、教育長ともご相談をさせていただきながら進めさせ

ていただくところでございますので、ご理解をいただければというふ

うに考えているところでございます。 

  また、今申し上げたように現在議会開会中で、きのうまで三日間市

議会の一般質問が行われまして、熊木議長を除く全議員さんから一般

質問をいただいたところでございます。今回はやはり１０月の台風を

受けまして、防災に関してのご質問が２４名質問中１２名の議員さん
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からいただいて、１日３人の方から防災関係、台風関係でご質問いた

だくということで、非常に関心の高さがありました。 

  一方で、実はことしは国連で子どもの権利条約が採択されて３０年、

我が国で批准されて２５周年ということで、３人の議員の方からこの

子どもの権利条約、あるいは、子どもの権利条例を作れというような

ご意見も含めて、３名ほどの方から子どもの権利条約関係でご質問い

ただきました。 

  特にやはりいじめ、それから虐待ということが近年非常に多く発生

をいたしておりまして、子供たちが本当につらい思いをしている中に

は尊い命を落とすような事案も発生しているということから、やはり

子どもの権利条約に沿ってこれからも子育て支援、あるいは教育等に

ついて、十分その精神を生かしてやるようにというような趣旨のご質

問でございましたので、もとい、私もそのことを踏まえてまいりたい

というふうに考えて、たびたび現在、この総合教育会議の場でいじめ

防止等のための基本的な方針の策定作業を進めさせていただいている

旨のことは申し上げさせていただきました。 

  また庁内で、実は今年度、虐待についても、理事者と部長級からな

ります庁内連絡会議を立ち上げて、児童虐待につきましても一所管の

問題ではなくて全庁的にこの防止、また発生した場合の早期発見・早

期解決に結びつけられるような体制の強化を図っていこうというふう

に取り組みを始めたところでございます。 

  ご質問いただいて、私のほうからもご答弁させていただいたのです

が、こういうことで今、こちらでいじめ対策、それから、将来的には

虐待ということで、できれば新年度に向けて子どもの権利条約の趣旨

に添いながら、新たな改正、虐待防止法も４月１日から施行されると

いうこともありますので、何らかの市長メッセージなり市長発議によ

る宣言のようなもので子供の人権、命を守るという強いメッセージを

出させていただきたい旨を議会でも答弁させていただいた次第でござ

いますので、引き続き教育委員の皆様にもご指導いただいて、よりよ

いそうしたメッセージを市内外に発して、市民の皆さんと子供の人権

と命をみんなで守っていこうという意識を共有できればなと考えてお

りますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  さて、本日の会議でございますが、１０月２日に開催しました第３

回の総合教育会議において、今年度策定予定の「東村山市いじめ防止
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等のための基本的な方針」について、皆様と協議をさせていただきま

した。本日の会議では、最初に前回の総合教育会議での意見を踏まえ、

事務局で整理した内容及びそれに基づきましてパブリックコメントを

行ったところ、多数のご意見をいただいておりますので、それについ

て報告をさせていただいて、委員の皆様にはそれらを踏まえて再度防

止について、本日ご協議をいただければと考えておりますので、よろ

しくお願いします。限られた時間ではございますが、さきに申し上げ

たように本日の議論が東村山市において、１件でもいじめがなくなる

ように、あるいは、発生した場合に早期解決に結びつけることに貢献

するような議論となりますようお願い申し上げて、私からのご挨拶に

かえさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、早速次第に沿って進めてまいります。 

  議題、「東村山市いじめ防止等のための基本的な方針」の策定につ

いてでございます。それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

○笠原企画政策課長 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、１０月２日に開催いたしました第３回総合教育会議で協

議いただきました、東村山市いじめ防止等のための基本的な方針

（案）について、会議後の経過報告をさせていただきます。 

  各委員の皆様には、パブリックコメント実施前に確認をさせていた

だいておりますが、改めて修正箇所につきましてご説明いたします。 

  資料１、東村山市いじめ防止等のための基本的な方針（案）、パブ

リックコメントの９ページ、⑤、重大事態発生時対応フロー図と資料

２の１ページの１をご覧ください。 

  対応のフロー図では、時系列ごとにフローを作成していたため、取

り扱う主体が何をするかということがわかりにくい図というご意見を

いただきました。そのため矢印を双方向にするなどして図を整理いた

しました。 

  そのほか各委員の皆様から頂戴いたしましたご意見の対応につきま

しては、資料２のとおりとなっております。 

  続きまして、パブリックコメントの結果についてご報告をいたしま

す。 

  総合教育会議でのご意見を踏まえまして、修正をした答申案をもと
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に本日お配りしている資料２でございますが、１１月６日水曜日から

２５日月曜日までの２０日間でパブリックコメントを実施いたしまし

た。周知方法は市報ひがしむらやま１１月１日号及び市ホームページ

等で掲示により行いました。 

  ご意見をお寄せいただいた方の人数は合計で９名、内訳は資料３に

記載のとおりでございます。 

  お寄せいただいたご意見の数は、５２件でございます。内訳といた

しましては、第１の基本的な考え方の１、基本方針策定の意義に関す

るご意見が２件。２、いじめの経緯について、４、いじめ方針等に関

する基本的な考え方については６件となっております。 

  また、第２、いじめの防止等のための対策、１、市における取組に

ついてが１６件、２、学校における取組が５件、方針（案）全般につ

いてが２２件となっております。 

  意見項目ごとにご意見をまとめ、方針（案）の該当ページを事務局

のほうで整理しております。本日の資料は、頂戴いたしましたご意見

のみを記載しておりますが、市の考え方につきましては、市長部局と

教育委員会で、現在、策定中でございます。 

  なお、今回パブコメでいただいたご意見を現時点で、方針（案）の

加筆修正が必要と考える場所が幾つかございますので、ご説明をさせ

ていただきます。 

  資料３のかがみをめくっていただきまして、９ページをごらんくだ

さい。№２の部分でございます。 

  国のいじめ防止対策推進法の施行から６年が経過し、なぜ今、いじ

め防止のための基本的な方針を定めるのか理由が明確でないとのご意

見をいただいております。ご意見にも記載がありますが、市議会から

の政策提言がきっかけであるならば、明記したほうがよいのではない

かというご意見をいただいておりますので、こちらにつきましては、

これまでの総合教育会議でもご報告はさせていただいておりますが、

市議会からの政策提言をきっかけとしていることにつきましては、記

載する方向で検討しております。 

  続きまして、５ページをご覧ください。番号１８番、№１８でござ

います。 

  ご意見は、重大事態発生時の対応フロー図を見ると、最後が議会へ

の報告となっている。そこで、重大事態のそこが重大事態対応の終着
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点なのでしょうか。というものでございます。こちらにつきましては、

資料１のパブリックコメント方針（案）の８ページの④、重大事態発

生時の最後の丸印の部分に記載しておりますが、再調査の結果を踏ま

え市長部局、教育委員会のみずからの権限及び責任において再発防止

のために措置を講ずることが当然必要となります。 

  しかしながら、フロー図を見ただけでは確かにわかりにくい部分も

ございましたので、現行のフロー図に同種の事態発生の防止のための

措置についても記載していこうと考えており、現在、市長部局と教育

委員会で、このフロー図につきましても修正をする方向で検討を進め

ております。 

  続きまして、１０ページをご覧ください。番号４１番、№４１のご

意見でございます。 

  こちらについても、№１８のご意見同様に議会への報告が終着点で

はないのではないか、というご意見でございます。議会への報告は、

国のいじめ防止対策推進法の第３０条第３号で定めておりますが、当

然、その市長部局、教育委員会がみずからの権限及び責任において再

発防止のための措置を講ずることが必要となります。つきましては、

№１８のご質問同様、検討してまいりたいと考えております。 

  １１ページをご覧いただきたいと思います。番号４７、№４７でご

ざいます。 

  資料１の方針の１３ページには、学校いじめ防止基本方針について

は、検証と改善という項目があるのに、その基本方針そのものには検

証と改善がないのでは、というご意見でございました。こちらについ

ても、ご指摘のとおり方針に検討と改善が必要と考えますので、対応

してまいりたいと考えております。 

  以上、パブリックコメントでいただいたご意見につきまして、加筆

修正と考えられる点についてご報告させていただきました。 

  事務局からの説明は以上でございます。ご意見のほど、よろしくお

願いいたします。 

○渡部市長 ありがとうございます。先ほどご説明申し上げたように、

１０月２日の第３回総合教育会議では、委員の皆様からさまざまご意

見をいただいて、最終的には私、教育長にお任せいただいて、修正し

た部分もありますし、ちょっと修正させていただいていない部分もご

ざいます。そこの部分については、多分パブコメ前に個別に事務局の
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ほうから委員各位にご説明をさせていただいたと思います。 

  その後、資料１でパブリックコメントをさせていただいたところ、

先ほど事務局からありましたように、資料３のように全体で９名の方

から５２件のご意見をいただいたということでございますが、項番で

言いますと１ページの２、それから５ページの１８、それから１０ペ

ージの４１、それから１１ページの４７については、修正加筆をする

べきだということで事務局としては判断をしたということで報告があ

ったところでございます。一応、この報告を受けて委員の各位からま

たご意見をいただければというふうに思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○渡部市長 教育長、どうぞ。 

○村木教育長 おはようございます。 

  とてもわかりやすくまとめていただいている中で、資料１の９ペー

ジ、この対応フロー図が要になり、ここにどう表現するかでその意図

や意義が問われると思っています。いただいたパブコメについて、事

務局から説明がありましたが、資料３の１０ページの４１に対する事

実関係を整理し調査することは大切なのですが、何が一番大事かとい

うと、やはりいじめの事実を解消する、解決する。そして最終的には、

加害児童生徒、被害児童生徒ともに通常の学校生活、日常生活が不安

なく送れることが大事だと思います。どの場面でいじめ解消の判断が

必要なのかという、このご意見は真摯に受け止め、様々なケースがあ

るので、図での示し方が全てをカバーできるとは思いませんが、ある

程度どの時点で解消の判断を行うのか、確認をするのかということを

表記する必要があると思っております。それがまず１点目です。 

  そして、２点目は、議会に報告するということは議員さん方は市民

の代表ですので、東村山の市民に対して説明をするということだと捉

えております。市長や教育委員会が何をもってこの対応に当たってい

るのかということは当事者である被害者、さらには被害者のご家族に

対して説明ができることが何よりも大事だと思います。最終的にはご

指摘いただいた、これはご意見でいうと、５番の１８の対応というこ

とになるのでしょうが、フロー図の中に最終的には当該児童生徒、保

護者、これは加害者も含めてだと思いますが、教育委員会や市長部局

のほうからどう報告をするのか、かかわっていくのかという流れがわ

かるといいと思います。ただ、この表については少し難しい思ってい
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ますが、何らかの工夫がなければいけないと思っています。 

  以上です。 

○渡部市長 パブリックコメント、先ほどありました項番４１と１８番

のご意見踏まえて、重大事態の発生時の対応フローについて、一応こ

れはフローでは議会への報告が最終になってしまっているんですけれ

ども、８ページの文章で書かれているほうの最終下段で見ると、「再

調査の結果を踏まえてみずからの権限及び責任において当該調査にか

かる重大事態への対処または当該重大事態と当市の事態の発生の防止

のために必要な措置を講じる。」というふうに記載がありますので、

この重大事態への対処、それから再発防止というようなことを当該児

童生徒と保護者に対して行うというような形でフローをもう一度記載

するということでご意見だと思いますが、事務局のほうはいかがです

かね。 

○笠原企画政策課長 先ほど申しましたとおり、重大事態の対応、議会

への報告をもって終了ではございません。今、市長が申しましたとお

り、８ページのほうで表現しておりますので、もちろん国の法律で定

めている議会の報告ということは当然重要ではございますが、このフ

ローに右上のほうに右斜め上に当該児童生徒・保護者という項目がご

ざいますが、最終的にこちらに必要な措置を講じていくというような

形でフロー図をまた戻すのか、あるいは、この枠の、今回最終的な判

断という処理としての対応を明記と記載するような形など、教育委員

会と市長部局で検討しながら、このフローについては改修をして検討

していきたいと思っています。もちろん議会の報告というものにつき

ましては、それはそれで残していくべきものだと考えていますが、ご

意見をいただいたとおり議会への報告をもって終着点ではないという

ような形のフロー図に最終的には変えていきたいなと考えております。  

  以上です。  

○渡部市長 よろしくお願いいたします。 

  他に皆さんのほうからお気づきの点、あるいは、パブリックコメン

トを踏まえての対応等については、何かご意見等があればお願いいた

します。 

  當摩委員、お願いします。 

○當摩委員 短時間にこれだけのことをまとめてくださったり、貴重な

パブリックコメントを読ませていただきまして、本当に今、社会がい
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じめということに非常に重大な課題として捉えているということを改

めて痛感いたしました。その中で、パブリックコメントを読ませてい

ただいておりますと、本当にさまざまな捉え方があるのだなと感じた

のですが、ここで一つ、ちょっと私も、このパブリックコメントのご

意見を拝見いたしまして、こういうときはどうするのかなと思ったこ

とを伺ってもよろしいでしょうか。 

○渡部市長 どうぞ。 

○當摩委員 確かに市内在住のお子様で、本市にある学校に通っていな

い子供たち、そういったことについては、このフロー図の中には触れ

られていないのですが、私、これはどうして策定されなければいけな

いかというと、まずは一義的第三者委員会というものが立ち上がった

ときに、そのことで十二分にさまざまな形でご納得いただけない場合

により精査したものを用意しなければいけない、そういう時代なのか

なと思っております。そのような捉え方をさせていただいているので

すが、でも、それも考えてみますと、どの例もそうした形でなるとは

限らないわけでありますから、例えば今課題になっておりますこのフ

ロー図を見ても、その中で、全部のことを想定してこんなことがある、

あんなことがあるということで、全てをあらわすことはまず不可能だ

という気持ちがございますので、これを本当により基本として、そし

て現場合わせという言葉は悪いかもしれませんが、それぞれの事例に

応じて柔軟に対応していけるという姿勢を持っていただけるように市

長部局にも特にお願いさせていただきたいなと思っております。 

  そしてまた、例えば、もしかすると、いじめの早期化で、幼稚園の

中でも保育園の中でもいじめは存在してしまうかもしれませんし、ま

た、小中公立の学校だけではなくて市内の私立の学校でもそうしたこ

とはあるかもしれない。そのときもここのフローチャートにないから

ということではなく、非常に受けとめられるという、まず心を尽くし

てあげられるということを一義の中に考えていただけると、この作業

が一番役に立つのかなというような思いを思っております。ですから、

全ての文言で全てのことをしてしまうようなことは、まずもって不可

能かなという印象を、読ませていただければ読ませていただくほど持

ちましたので、そうしたことの中で現状のものでやはりよろしいのか

なというのが私の意見でございます。 

以上でございます。 
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○渡部市長 ありがとうございます。 

  確かに、ご指摘のとおりで、いかに精緻にフローチャート描いても

それで全て対応し切れるかどうかというのはやっぱり事案ごとによっ

て状況違ってくる可能性もありますし、その場合はある程度臨機応変

に対応していくという。パブリックコメントでも児童について、今、

當摩委員触れておられましたが、市内の公立の学校に通っていない子

どもはどうなるんだとかというご意見も確かにございましたので、な

かなか私立の学校に対して市教委としてどこまで指導監督するという

ようなことについて法的には根拠がないんですけれども、少なくとも

相談はきちんと受けとめるとかということで、受けとめたことを適切

に学校側にお伝えをするとかということは当然あり得る話ですので、

そこについてはいちいちフローチャートには書けませんので、一応そ

ういう思いはこの場で共有して、今後の事案が発生すればそういう対

応をぜひさせていただければというふうに思っております。 

  ほかに皆様のほうからご意見ありますでしょうか。 

  櫻井委員、どうぞ。 

○櫻井委員 二つ質問、一つは質問なんでしょうが、一つは意見になる

かもしれません。まず、当市でパブリックコメントで９名の方からこ

のことについてパブリックコメントをいただけた。一般的に言うと、

この９名という人数は多いのか少ないのか、この辺が市の行政の中で

はどういうふうにご判断というか、受けとめられているのかな、まず

それを伺いたいなと思います。 

○笠原企画政策課長 現在、市ではみんなで進めるまちづくり基本条例

の考え方に基づきまして、新規で策定する計画ですとか方針につきま

しては、基本的に全てパブリックコメント、あるいは場合によっては

市民説明会で市民の皆様と情報共有するという形で行っております。

ですので、パブリックコメントの件数といたしましては、多分年間で

１０件近いパブリックコメントは実施しているのではないかなと考え

ておりますが、やはり計画の既に既存のある計画ですとか方針の更新

に関しましては、いただく件数としては、少ないものですと結果とし

てゼロ件だったというパブリックコメントもございますし、例えばや

はり市民の皆様の注目の多いものというか、例えば新しい計画を立て

るとか、新しい方向性を立てていくというものに関しましては非常に

多いご意見をちょうだいする、何十名という方々。分類いたしますと、
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１００件近いご意見をいただくときもございます。今回のいじめの方

針に関する９名の方からのご意見ちょうだいしましたが、こちらもい

ただいた書式といたしましては、一つの紙に羅列するような形で書か

れておりましたので、これを我々事務局のほうで体系別に分類させて

いただきましたことから５２件という数字になりましたが、企画政策

課のほうでパブリックコメントの全体的な所掌は行っておりますので、

直近の今年度のパブリックコメントの件等は見ておりますが、今回頂

戴いたしました９名、５２件という件数に関しては今年度の中では非

常に多い分類ではなかったかなということです。 

○櫻井委員 ありがとうございました。 

ポイントはやはりこの辺なんだと思うんです。やはり市民が自分た

ちの問題、自分たちの課題なんだということで今回はいじめですので、

学校という一つの、学校だけではないでしょうけれども、子供という

テーマではあるでしょうけれども、やっぱり市民がそういう高い意識

に立てるような、つまりいじめが起こってから対応するということも

もちろん大事だけれども、それを防げるいろいろな、いじめをなるべ

く少ないような人間関係の中に軋轢はどうしてもあるでしょうけれど

も、それが未来というか、当事者同士で嫌な気持ちにならないような

形でそういうふうなまちづくりという視点で教育の運動を、これをつ

くった後にもどう広めていくかというのがポイントになっていくんだ

ろうなというのを一つ感じました。それから、もう一つは、４７番で

したか、パブリックコメントの中にも検証と改善という表現があって、

そこは事務局のほうからも是非入れたいというはなしもいただいたと

思うんですけれども、これはやはり何年間といいましょうか、平成に

なってからと言ってもいいのかもしれませんけれども、やはり虐待、

それから体罰、それからハラスメント、いろいろな意味での煩悶的な

ことがすごくやはりたくさん論じられているという時代になってきて、

多分これは相当人間の文化が、基準が少しずつ変わってきているんだ

ろうと思うんです。そういう意味ではやはりこういうものが割合、そ

の時代時代を反映するような活動性というか、そのときそのときで検

証しながら改訂をしていけるような、そういうシステムは積極的に設

けたほうがいいんじゃないかなと、私は考えています。来年、市長さ

んのほうで強いメッセージを出したいという話、これはすごく賛成で

すけれども、やはり一回出したからということではなくて、やはり変
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化に応じながら、本市の状況に合わせながらより良いものをつくって

いくという、そういうことをこの方針の中にどこか例文でも入れられ

たらいいのかなという意見を持ちました。 

以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

そのほか、いかがでしょうか。 

小関先生、いかがですか。 

○小関委員 ありがとうございました。 

今、検証と改善については、今、櫻井委員と同じような考えを持ち

ました。人数ですけれども、人数的には回答者の方、少ないんですけ

れども、でも多岐にわたる内容が出てきていて、市民の皆さんと一緒

に考えるということは本当に大事なことだなというふうに思っていま

す。 

一つだけ、特別に異論とかということではないんですが、重大事態

の発生のところのフローで再発防止のための対策云々、当事者のケア

ということになりますけれども、これをこのフローの中に全体一つぽ

んと入れるのか、あるいは一つ重大事態発生のときの、本当にすぐに

動かなければいけない、機動的に動かなければいけないというその枠

と、それから少し外枠のような形で当然やっていかなければいけない

事後の指導もありますし、もちろんケアもありますし、再発防止策も

あるので、そのあたりは平面的に一本で通すのかどうかというのは、

ちょっと検討の余地があるなというふうに思っています。 

以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  櫻井委員、小関委員からも検証について、それから、あと、フロー

について小関委員からまた再度ご指摘がありました。その点、事務局

のほうで何か今お答えできることはありますか。 

○鈴木統括指導主事 おはようございます。指導室、鈴木でございます。 

今、委員からご指摘ありましたとおり、検証と改善につきましては、

学校の取り組みの中には位置づけており、学校のいじめ防止基本方針

は毎年検証、見直しを行い、次年度の改善を図っていくよう指導して

おります。教育委員会の取り組みにつきましても検証改善を進めてい

るところであり、明記させていただきます。実際に教育委員会の取り

組みを検証している機会といたしましては、いじめ問題調査委員会を
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年１回行っており、その会議において本市のいじめの対応についてご

指導いただいております。また、学校生活指導連絡協議会におきまし

ても学校の先生方、専門家の先生方にご協議いただきながら検証を行

っているところでございます。 

○渡部市長 フローについて、今お答えができれば。 

○鈴木統括指導主事 フローにつきましても、全てのケースをこのフロ

ーチャート図に落とし込むことは難しいと捉えておりますが、小関委

員からご指摘いただきました初動対応とその後のフォローに関しまし

ては、検討してまいります。 

  以上でございます。 

○渡部市長 先ほどもお話しましたが、フロー図なので、流れを基本的

に概略を示すものなので、全てを書き込むことはできませんが、場合

によっては初動とその後のケア、それから解決編というのでしょうか、

多少、分けられれば分けたほうがいいのかもしれませんし、それらに

ついては、事務局とまた私、教育長のほうにお任せをいただいて次回、

最終案をお示しさせていただくということでよろしいでしょうか。 

あとは、多分、検証と改善については、むしろ逆に各学校の策定し

ているいじめ防止のほうには記載があるということなので、そちらを

参考にしながらこちらのほうに追記をさせていただくような形に、お

そらくなるんだろうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

そのほか、まだご発言ありませんので、佐々木委員のほうで何かご

指摘、ご意見、ご質問があれば、お願いします。 

○佐々木委員 私はまず３４番のご意見の中で、解決のパターン、直接

かかわる保護者、先生方、学校の取り組みを励まし応援することが大

切だと考えますというご意見が保護者の立場としてもすごく励まされ

る一言だなというふうに思いました。学校側も一生懸命対応してくだ

さっていてもそのときの対応が本当によかったかどうかということは、

時間が立たないとわからない場合も多々あると思うので、子供たちが

実際にいじめに関するアンケートをとってくださっている学校もある

かと思いますけれども、その中で問題が起きた場合には、学校だけの

判断じゃなくて、保護者にきちんと報告をするような仕組みをもう少

ししっかりしていただきたいなというふうに思いました。 

すみません、根本的なところで一つ質問というか、どういう判断を

されるのかなと思ったんですが、重大事態発生時というところで教育
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委員会において重大事態であると認められたというふうに表記があり

ますけれども、実際にどこまでの範囲が重大、どこからの範囲が重大

になるのかというところが少し明確にもうちょっとなるといいのかな

というふうに今さらながらですけれども、思いました。 

以上です。 

○渡部市長 佐々木委員のほうから１点ご指摘、それから１点ご質問あ

りましたけれども、では、鈴木指導主事のほうでお答えをお願いしま

す。 

○鈴木統括指導主事 ありがとうございます。 

重大事態にかかわらずいじめが発生した場合におきましては、児

童・生徒及び保護者にもしっかりと状況を説明し、確認をしながら丁

寧に進めていくことが重要であると捉えております。また、被害者の

心情に寄り添いながら進めていくことが基本であり、学校にもそのよ

うに対応するよう指導・助言しているところでございます。 

次に、重大事態についてでございますが、重大事態の判断の基準と

して、例えば、児童生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な障害を

負った場合、金品等に重大な被害等を被った場合、精神性の疾患を発

症した場合等、さまざまなケースを想定しながら、事例をあげて各学

校には伝えております。重大事態の判断につきましては、学校と教育

委員会が協議をし、当該の児童生徒の状況も踏まえながら、適切に対

応してまいります。 

以上でございます。 

○渡部市長 よろしいでしょうか。 

  ほかに皆様のほうから、いかがでしょうか。 

  重大な事案にならない前にやはり発見して解決しないと、とんでも

ないことになってしまうということだと思いますので。 

○村木教育長 学校で勤務しているときに、先生方に対して、この重大

事態や事案をどう判断するという点について話をしてきましたのは、

今、統括からも説明がありましたけれども、もう少し言葉を整理して

伝えていました。大きく私は三つ意識してほしいとお伝えをしてきた

んですね。一つは当該児童生徒が登校しぶりの傾向が見られるとき、

要因はいろいろあると思いますが、いじめが背景にあるという前提で

動いていこうということ。それから本人の身体や財産に危害が加えら

れているとき、暴力や金銭的な要求、あるいは、心身の状態が日常生
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活の中で表出しているような兆候が見られたら、それはいじめである

と受けとめなければいけないということ。それと三つ目は保護者から

の訴えがあったときです。これはいじめに軽重はないということです。

本人が保護者に話をしていて、教員に相談するだけでは収まらない状

況になっているのを見かねて、我が子を守る親の気持ちを大事に受け

止める姿勢が大切です。しっかりと受け止め、そのことが大きな事案

でなければよかったと、そう思えればいいでしょうと伝えてきたとこ

ろです。その三つの判断を見誤らないように対応する。例えば、「い

じめられている子が普段から余計なことを言うからそうなってしまう

んだよ」とか、「場の雰囲気を理解していないから」とか、そういう

解釈を一切大人は持たないようにしようということを教員には話をし

てきました。ですから、言葉で整理するということよりもある程度こ

ういったイメージで捉えていこうということを学校においては校長が

しっかりと話をし、そして、それを受けた生活指導主任や学年主任が

子供たちに話をするということが大事だと思っています。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  まずはやはり一義的に教育現場で先生方が今教育長がおっしゃった

ようなサインを見逃さないということが大事ですし、それを例えば気

づかれた担任の先生とか、保護者から訴えのあった当該の先生だけで

とどめてしまうと、ちょっと問題が大きくなったときに対応が困難な

ので、やはりそれは学校長含めて学校として情報共有をしていただく、

場合によっては速やかに教育委員会のほうにも報告をいただくという

ことが重要で、事が起きて、万が一、児童生徒が自殺してからですと、

もう手遅れですから、そうならない前にやはり広く情報共有していく

ということで、重大事態というふうになっていますけれども、事が起

きる前に何とか対処していく、万が一起きてしまったときは、こうい

うフローでやりますということなので、本来はこのフローを機能させ

ることがあるような事態にならないようにするのがむしろ本願でござ

いますので、そのことはやはり繰り返し教育委員会のほうから学校に

はお伝えをしていただいて、先生方もそういう思いで日々、仕事をお

している、児童生徒に向き合っていただく。そこを市全体、あるいは

地域でバックアップをして、できるだけいじめがあってはならないん

だということを子供たち自身にも自覚をさせるということがやっぱり

大事なのかなというふうに思いますね。 



１７ 

  ほかによろしいでしょうか。 

  それでは、今日いただいたことを含めまして、再度、またパブリッ

クコメントでいただいて、こちらとしても基本方針のほうに修正記載、

あるいは追記が必要だと思われる事項については、次回までに修正、

追記をさせていただき、また、委員の皆様にお示しをさせていただい

て、次回、年明けになりますけれども、総合教育会議で最終決定をさ

せていただければというふうに考えておりますので、もし、またお気

づきの点があれば、直接、教育委員会の事務局でも構いませんし、市

長部局の事務局の企画政策課のほうでも構いませんので、何かあれば

ご連絡をいただいて、パブコメでもありましたけれども、法ができて

もう６年もたってからつくるんだからというようなご意見もあったの

で、せっかく後追いでつくる以上はしっかりしたものをつくっておい

たほうがよろしいかなと思いますので、念には念を入れて、ごらんい

ただいて、お気づきの点があれば、お申し出をいただければというふ

うに思っております。 

それでは、今日の議題については、一応、ご意見、ご質問が終了い

たしましたので、この辺で終わらせていただきたいと思いますが、皆

様方のほうから議題以外で何かございますでしょうか。 

よろしいですか。事務局のほうからその他で何かありますか。 

○笠原企画政策課長 ありがとうございました。 

今、市長からございましたとおり、本日委員の皆様から頂戴したご

意見とパブリックコメントでいただいたご意見を踏まえまして、次回

は令和２年２月５日（水）、また９時からこちらメディアホールで第

５回の総合教育会議を開催させていただきますが、次回の会議までに

は成案となるような形で基本答申をまとめてまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上です。 

○渡部市長 それでは、これをもちまして、令和元年度第４回の東村山

市総合教育会議を閉会といたします。まだ、１２月５日なので、委員

の皆様に年内お目にかかる機会もあろうかとは思いますけれども、も

しかすると、今年お目にかかるの最後かもしれませんので、また改め

て今年１年大変お世話になりましたことを感謝を申し上げ、来年もよ

ろしくお願いを申し上げさせていただいて、閉会のご挨拶とさせてい

ただきたいと思います。 



１８ 

  皆様、よいお年をお迎えくださいませ。ありがとうございました。 

午前１０時００分 閉会 

 




