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（午前９時５８分 開会） 

○市来賢太郎委員長 ただいまから、文教

常任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、東委員を

指名します。 

 先日に引き続き、認定第１号所管分の審

査を行います。 

 質疑に入ります。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 おはようございます。 

 まず、給食費のことでございますが、先

日、朝のテレビ番組を見ておりましたら、

給食費の滞納が非常に多いということで、

専門的な徴収員を教育委員会が雇って、そ

の給食費を徴収するというようなことを

やっている市があるということを見まし

た。 

 滞納をゼロにしたということで、どうい

うことを言うたんやというような内容で、

次年度の給食費を半分にするというよう

な、そういう条件のもとで、１００％の納

入を達成できたというような話を聞いて

おったんですけど、それもやっぱり賛否が

いろいろありましてね。 

 当然、納めなあかん給食費を、払うたか

ら次の年、半分にするということなったら、

まじめにきちっと払うとる人はどうなん

ねんということになるわけでありまして、

摂津市の給食費の納入状況をお聞きした

いと思います。 

 それから、次に、小学校の修学旅行の件

ですけど、これは以前、私が文教常任委員

会におったころ、さんざんこの話をさせて

いただきました。ニュートラベルですかね、

一業者が、ほとんど全て修学旅行から、遠

足、保護者の社会見学のことまで、その一

者が独占したような状況で、この摂津市の

教育委員会に、全ての面で関与されておっ

たということを聞きました。 

 自分の会社のホームページでも、摂津市

の仕事をやっているとはっきり書いてお

ったような状況で、それに対して私は質問

したわけですけど、その後、一定の改善が

見られたというふうに聞くんですがね。き

ちっとした説明会を開いて、業者を何者か

呼んだ後に、その中から選考委員会を開い

て、その業者を選んだというような、至極

当たり前のことをやっていただいたとい

うことで、私はある程度、その点は満足し

ておったんですけど、今現状、どういうこ

とになっているのか、その点をお聞かせ願

いたいと思います。 

 それから、これも久しぶりなんですけど、

卒業式、入学式の国旗・国歌の件ですけど、

卒業式の形態ですよね。あの形態も摂津市

独自といいますか、大阪市なんかのテレビ

を見ておりますと、やっぱり演壇に国旗・

国歌が飾られて、かけられて、それでしっ

かりとやっているような状況で、そういう

形態もしっかりとこれから、今後議論して

いく必要があるんじゃないかと思うんで

すけど。 

 さまざまな裁判等で、起立やら斉唱とか

いろいろなことで全国的になったという

ことなんですけど、起立はしてありますけ

ど、国歌斉唱ということは、私の知ってい

る範囲では、私は鳥飼西小学校と第二中学

校に行っているわけですけど、きちっとそ

ういう形で歌われてないことが、特に先生

方でも歌ってない方が多々おられるわけ

ですけど、その現状、摂津市の小学校、中

学校において、どのような状況になってい

るのか、なったのかお聞かせ願いたいと思

います。 

 それから、荒れた学校という形で、授業

が非常に成り立たない学校ということが
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いろいろ取りざたされておりましたし、摂

津市の場合でも、一部の小学校でその授業

が成り立たないクラスがあるというふう

にお聞きしましたけど、どのような状況に

なっているのかお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 それから、いじめ対策ですけど、これも

ほかの委員から、いろいろと質問されて、

そのご答弁を聞いたわけですけど、いじめ

というのは、私自身もいろいろ考えたり、

それから、私自身の小さいころのことも考

えながら、社会、世間一般でいろいろ取り

ざたされることを考えながら、いろいろ考

えたんですけど、単純に、加害者、被害者

という形では、やっぱり収まらないような

状況ではないかと思います。 

 例えば、時には、被害者が加害者になっ

たり、また、加害者が被害者になったりす

ることもあるし、物すごく糸がもつれ合っ

て、単純にその糸をもつれたところを切っ

てつないだらええのかということではな

くて、しっかりとやっぱりいじめ対策とい

うのは、そのもつれた糸をほどいていく作

業から始めていかなあかんのと違うかな

と思うんですけど、現実、摂津市の場合に、

いじめという問題があったのか、それから、

それに対してどのように対応したのか、い

じめに対してのお考えを教育長からお聞

かせ願いたいと思います。 

 それから、学習レベルの向上ですけど、

これも、ほかの委員からも、いろいろ話が

ありましたけど、学習レベルを上げるとい

うのは、口では簡単に言えますけど、なか

なか現実的には難しいことだと思います。 

 ただ、教員を強化して、補習をやっただ

けで、その学力レベルが上がるかというと、

なかなか、そうはいかないものがあるとい

うふうに思いますし、それから、家庭環境

もあるし、やっぱり、そういうさまざまな

複雑なものがまざり合って、単純には言え

ないことがあるんですけど、ただ、教育委

員会の限界があるということも、私もよく

存じ上げています。 

 しかし、教育委員会のその範疇で、何を

一生懸命やったらいいのか、何がベストか

ということをしっかりと、やっぱり考えて

いってもらわなくてはならないと思いま

すし、考えてはると思います。その辺をも

う一度、ご答弁いただきたいと思います。 

 それから、クラブ活動の指導員ですけど、

先日、私は剣道の指導者ということで、大

阪府剣道連盟が専門家を呼んで、大阪体育

大学の先生ですけど、講演をいろいろ聞き

ますと、１１歳から１７歳まで、これは精

神的もそうですけど、肉体的に一番大切な

時期だと聞きました。 

 １１歳から１７歳、その６年間をいかに

子どもたちの体力をつけるために鍛錬す

るかということが、これから一生のその人

間が元気か元気でないか、その一生にかか

わることやというふうにお聞きしたんで

すよね。 

 そういう点で、クラブ活動の重要性とい

うのは、みんなが認識するところでござい

ますし、私が文教常任委員会におらん間、

中学校部活動ガイドラインをつくられた

ということでお聞きしました。 

 ガイドラインも、絵に描いた餅だと、具

合が悪いわけであって、そのガイドライン

にのっとって、どのようなことをされたの

かお聞きしたいと思います。 

 それから、不登校の問題ですけど、この

摂津市で現実に、不登校の児童生徒はいる

のか、いないのか。いたとしたらどのぐら

いの子どもたち、生徒たちがいるのか、そ

れから、それに対しての対応はどうされて
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いるのか、されたのかお聞きしたいと思い

ます。 

 それから、これもほかの委員からも質問

あったと思うんですけど、教員の心のケア

です。これも、正確なデータはないんです

けど、毎年、自殺する方が２万人台いては

るということで、その中でも、男女の比率

はいろいろありますけど、やっぱりそうい

う形で、自分が壊れてしまうような教員も

いてはるというふうに聞きました。正確な

データじゃないんですけど、職種に分けま

すと、教職員が一番多いんじゃないかとい

うふうに聞いています。そういう面で、教

員の心のケア、例えば、学内においても、

当然、先輩、後輩がいてはるわけですから、

ベテランの教員が、いかに新人の先生方を

ケアするか、そういうようなきちっとした

場を持っているのか、持ったのかというこ

ともやっぱり聞いておきたいと思います。 

 それから、今、非常に景気が回復したと

いうようなことが言われておりますけど、

今現実に、要保護・準要保護の児童生徒が

非常に多いとお聞きしましたけど、実態は

どうなっているのか、お聞かせ願いたいと

思います。 

 それから、通学区域の件ですけど、私、

過去に一般質問で、市長のお孫さんの越境

入学のことを質問させていただきまして、

それに関して、さまざまな波及が及んだわ

けですけど、そのときに、教育長と一遍お

話ししたことがあるんですけど、大阪市の

中では、通学区域をなくして、選択できる

ようなところもあると聞きました。私も、

それが非常にいいんじゃないかと思って

います。区域をなくして、自分で小学校を

選ぶことができるように。そのことに関し

て、教育長もいろいろ議論したと思うんで

すけど、どういうふうにお思いか、これは

決算の審査じゃないんですけど、お聞かせ

願いたいと思います。 

 それから、歩きスマホの問題があります

よね。摂津市では、条例を引いたわけです

けど、子どもたちは、携帯電話を学校に持

ち込むなという形で、学校側は言っている

とは思うんですけど、今、交通事故とかい

ろいろ、非常に頻繁に起きていますよね。 

 夜、うちの近所の神社に行きましたら、

何かそういうゲームがあるんですか、子ど

もたちが、うろうろとゲームを持って、ア

イフォーンを持ちながら動いています。そ

れが夜９時、１０時になっても、そういう

形で、ポケモンＧＯですかね、それをやっ

ているような状況であるということで、そ

ういうことに関して、学校側はどのような

対応をされたのか。ポケモンＧＯは最近の

話ですけど、その歩きスマホに関して、ど

ういうふうに対応されたのかお聞きした

いと思います。 

○市来賢太郎委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、渡辺委員から

の給食費の滞納についてのご質問にお答

えいたします。 

 平成２７年度の給食費の徴収率につき

ましては、９９．４７％の徴収となってお

ります。滞納額で申しますと、１０４万１，

８４２円が平成２７年度の滞納となって

おります。４２世帯で、児童数で申します

と５１名の方、割合といたしましては、１．

１５％の滞納となっております。 

○市来賢太郎委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 学校教育課にかか

わりますご質問にお答え申し上げます。 

 まず、修学旅行の業者選定につきまして

でございます。以前に委員よりご指摘いた

だいたことをもとに、平成２４年７月に

小・中学校長に対し、複数業者からの見積



- 5 - 

 

もりや企画書を検討することなどを指示

した宿泊的行事等における業者等の選定

並びに教職員の綱紀の保持について通知

いたしました。 

 また、平成２５年６月には、検討委員会

の設置や修学旅行の取り扱い等を示した

マニュアル等を作成し、学校へ配布し、こ

れに基づいて処理を行うよう指導を行っ

たところです。 

 結果、全校において複数者の見積もりや

プロポーザル方式による業者選定が行わ

れており、近年で申し上げますと、平成２

７年度では、小・中学校で合計６者、平成

２８年度、今年度において合計同じく６者

が選定され、次年度は、未定校があるんで

すが、そこを除きますと、５者が選定され

る形となっております。 

 小学校だけで申しますと、平成２７年度

は、合計３者で、最も多い業者は、６校か

ら選定されておりました。平成２８年度は、

合計６者、最も多い業者は、４校から選定

されております。 

 このように、業者選定を行いましたもの

の、毎年、多くの学校から選定されている

業者があるのは事実でございます。理由と

いたしましては、学校が希望する宿泊地に

ついて実施できる多くの日を、その業者が

確保できているということであったり、そ

れから、他の業者よりも児童１人当たり数

千円近く安価で実施できるというような

状況が多いことなどが挙げられます。 

 続きまして、卒業式、入学式におきます

国旗・国歌にかかわる件でございます。 

 卒業式、入学式は、特別活動の学校行事

のうち、儀式的行事として行われておりま

す。儀式的行事のねらいは、小学校であれ

ば、児童が互いに祝い合い、励まし合って

喜びをともにすること、新しい生活への希

望や意欲を持てるようにすること、学校、

社会、国家などへの所属感を高めることな

どでございます。 

 学習指導要領の特別活動に、入学式や卒

業式などにおいては、その意義を踏まえ、

国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱する

よう指導するものと示されておりますの

で、この点を踏まえ、本市においては全校

において、式中、式場内に国旗を掲揚し、

国歌を斉唱しております。 

 まず、式の形態につきましては、いわゆ

る対面式と言われます卒業生と在校生、入

学生と在校生が向き合う形をとっており

ます。これらは、子どもたちとの距離が近

く、表情が見えること、多くは体育館の中

央等で、卒業式であれば、将来の夢等を語

るようなこともありますので、対面式を継

続して実施しているところでございます。 

 国歌の斉唱状況につきましてですが、小

学校の音楽の学習指導要領において、いず

れの学年においても歌えるように指導す

ることと示されておりますので、音楽の授

業において、それぞれの学年に応じて指導

を行っているところでございます。 

 実態といたしましては、校歌を含むほか

の曲と同じように、大きな声で歌唱できて

いる学校もあれば、ほかの曲ほど大きな声

で歌えていないような、もしくは、歌って

いても小さな声でしか歌えていないよう

な学校もあるという状況でございます。全

般的に中学校は、小学校に比べて大きな声

で歌えているとは言いがたい状況がござ

います。 

 続きまして、いわゆる荒れた学校にかか

わります現状についてお答えいたします。 

 残念ながら、一部の小学校等で、落ちつ

いて授業が受けられないようなクラスが、

毎年、複数存在している状況は事実として
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ございます。 

 理由といたしましては、さまざまなもの

が挙げられますが、子どもたちの生活環境、

子どもたち自身の特性、教員の指導体制、

いろいろなところがあろうかと思います。 

 そこで、学校側の対応といたしましては、

教員の複数指導による体制づくり、また、

個別に指導が必要な場合は、学校教育課か

ら派遣しております学習サポーター等を

活用しながら対応しているところです。 

 ただ、それでもなかなかうまくいかない

状況もございますので、昨年度も学校教育

課として行ったことではございますが、指

導主事を派遣し、指導主事が授業、子ども

の様子を観察しながら、学校に対して助言

等を行っていくようなこと、それから、ス

クールカウンセラーやスクールカウンセ

ラーのスーパーバイザー等にもご助言を

いただきながら、体制づくりや子どもへの

かかわり方について対応を行っていると

ころでございます。 

 続きまして、いじめに関することでござ

います。 

 まず、現状では、昨年度、国のいじめ問

題の調査において、軽微な事案でも計上す

るように変わりましたので、全国的に件数

は大幅に増加しているところです。 

 本市でも、前年度より増加をいたしまし

た。小学校で前年度より２７件増の５４件、

中学校で１６件増の３０件、合計８４件で

ございました。学年別で申し上げますと、

小学校６年生が最も多く、次いで５年生、

中学１年生という順番でございました。 

 いじめの態様につきましては、冷やかし

等が最も多く、次いで、軽くたたかれると

いうような事案でございました。 

 学校現場でいじめが重大な人権侵害で

あるとの認識の下、各校がいじめ防止基本

方針を策定し、道徳や集団づくり等、さま

ざまな機会を通じて、その防止に向けて取

り組んでいるところでございます。子ども

たちも、児童会や生徒会活動を中心に、い

じめをなくそうと取り組みを進めており、

学級単位でも学級活動等において、いじめ

をなくすような話し合いや取り組みが行

われているところです。 

 いじめ事案が発生した場合につきまし

ては、各校のいじめ対策委員会でいじめ事

実の関係の把握を行い、指導方針を決定し、

聞き取りや被害児童生徒の支援、加害児童

生徒の指導等を行い、継続した見守りを行

います。軽微なものであれば、迅速に解決

できる場合もあるのですけども、先ほど委

員がおっしゃっていただきましたように、

根深いものは簡単に解決できるものでは

ございません。長年の人間関係のもつれで

あったり、時には、その他の集団の中での

他者とのかかわりを通じた複数にまたが

っての理由等もあることもあり、人間の感

情の部分でのもつれというのは、そう簡単

にひもとくことはできないと考えており

ます。 

 ややもすれば、担任１人でいじめ事案に

かかわってしまいがちではあるんですが、

それだけでは十分に解決できないという

ことが正直ございますので、そこには、ス

クールカウンセラーですとかスクールソ

ーシャルワーカー、また、各校のいじめの

対策委員会のメンバー複数で、その問題を

詳しく洗い出して、時間がかかる場合もあ

りますけども、丁寧にその子どもがよりよ

い生活を送れるように、学びの場やさまざ

まな学校生活の状況を通じて、指導をしな

がら解決していく状況が粘り強く取り組

まれているところでございます。 

 続きまして、学習レベル、学力の向上に
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つきましてお答えいたします。 

 子どもたちが将来の社会を生き抜くた

めには、確かな学力、豊かな心、健やかな

体などのさまざまな力を身につけなけれ

ばなりません。その中での学力の定着に向

けては、本市の大きな課題であったことか

ら、これまでもさまざまな取り組みを行っ

てまいりました。 

 現在は、学力向上推進の懇談会で、有識

者ですとか、市民の方々に入っていただき、

本市の学力向上に向けての課題整理やご

意見をいただく場を通じて、対策を行って

いるところでございます。 

 学力につきましては、学習だけで学力向

上を図るというのは非常に難しい部分が

ございます。それは、心の部分、生活環境

の部分、生徒指導の部分であったり、また、

学校の経営そのものであったり、いろいろ

なものと総合的に、総体的にといいますか、

絡み合いながら高めていくものであると

いうことから、現在、摂津市では、学力向

上推進懇談会の中で、最低限これだけは取

り組もうというスタンダードというもの

を、その推進懇談会でつくり上げていると

ころですが、まさに授業づくりのこと、学

校の経営のこと、また、地域とのつながり

のことなど、総合的に高めていくような内

容で作成をしているところでございます。 

 続きまして、部活動に関するご質問でご

ざいます。 

 部活動は、委員もおっしゃられたように、

その技能のアップ、スキルアップのみなら

ず、人間性を育む、子どもたちの主体性、

また、人間関係づくりを含めて、人間力の

向上といいますか、非常に意義の深いもの

だと捉えております。卒業しても、クラス

の友達よりも部活動の仲間とつながり合

うような経験をされている子どもも多い

かと思います。ですので、その部活動がよ

り豊かなものとなるように、本市としても

取り組みを進めているところです。 

 昨年度、中学校の校長を初めとした関係

者から得た意見を参考にしながら、中学校

部活動ガイドラインを作成いたしました。

今年度の当初、中学校教員全員に配付し、

本ガイドラインに基づいて部活動運営を

行うよう指導いたしました。 

 この本ガイドラインに基づいて、より取

り組めるよう、部活動振興相談員が全校を

訪問し、全教員対象に研修を行いました。

特に、今年度は安全管理等について重点的

に話をいたしました。 

 続きまして、不登校にかかわる件でござ

います。 

 不登校につきましては、本市でも大きな

課題の一つでございます。昨年度の不登校

児童生徒数、病気等理由ではなく、３０日

以上欠席した児童生徒の数が小学校では

６０名、中学校では９７名、合わせて１５

７名でございました。 

 小学校は１２名の増、中学校は３名の減

ということで、中学校は、平成２５年度の

１２８人をピークにして、やや減少傾向に

あろうかと思いますが、小学校では残念な

がら増加傾向にございます。 

 続きまして、歩きスマホの件でございま

す。昨年度、児童会・生徒会が、小学校、

中学校、それぞれ代表者が集まり、携帯ス

マホの利用宣言というものを行いました。

これは、月に１回、家族で会議を行おうで

すとか、ながらスマホをやめようというも

のを児童や生徒が主体的に提案し、宣言し

たものでございます。 

 それらを各校で広め、子どもたちの声で

ながらスマホはやめようという動きをつ

くってきたところです。 
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 そして、先ほどお話しいただきましたよ

うに、今年の夏に、スマートフォンのアプ

リケーションを利用した通信ゲームとい

うんでしょうか、それが導入されたことに

より、歩きスマホが増えるのではないかと

いう情報が入りました。ちょうど、１学期

の終業式前後だったので、早急に「児童生

徒によるスマートフォン、携帯電話等の利

用について」という、教育長から保護者に

対しての通知文書を出しました。 

 既に、海外でこのゲームが使われて、残

念ながら交通事故に遭うというような事

案が多く生起していたことを受け、先ほど

申し上げました児童会・生徒会代表者の集

いの話も踏まえて、改めてご家庭でスマー

トフォンや携帯電話、携帯ゲーム機の利用

について、お子様と話し合う機会を設けて

いただきたいと、特に安全面のことについ

ては、ルールの確認を行ってくださいとい

うことをお伝えさせていただいたところ

でございます。 

 これらを受け、終業式の担任からの話の

ときに、スマートフォンの使い方で、なが

らスマホ全般をやめようと指導をしたと

ころでございます。 

○市来賢太郎委員長 奥野参事。 

○奥野学校教育課参事 それでは、渡辺委

員からの教員の心のケアについてのご質

問にお答えいたします。 

 教職員の中には、授業がうまくいかない、

子どもとの関係がうまく築けていないの

ではないだろうか、保護者への対応をどの

ようにしたらいいのかなどの理由により、

または、いろいろな要素が合わさって、悩

み、疲弊している者がおります。 

 学校長は、そういった教職員の状態は、

まず、勤務管理簿を中心に把握し、その数

字だけでは把握できないところは、教員の

面談や、もちろん、普段の様子等、教頭や

主席と連携をとりながら、アンテナを張り、

情報収集しているところでございます。 

 また、そういった教員の状況については、

こちらにも報告がありますので、相談に乗

っているところでございます。 

○市来賢太郎委員長 撰田課長。 

○撰田教育支援課長 教員の心のケアの

うち、特に経験の浅い教員のケアについて

ご答弁申し上げます。 

 経験の浅い教員の学校が占める割合は、

年々高くなっておりまして、本市におきま

しても、２０代、３０代、あるいは、経験

年数でいいますと、１０年未満の教員が７

割弱を占めるような状況になっておりま

す。 

 そんな中、教員のいわゆる専門性と言わ

れている学級経営、生徒指導ですとか、授

業のことに関しては、日々、向上に努めて

いるところですけれども、さまざまな課題

があり、なかなかうまくいかないような実

態も、事実ございます。 

 その中、学校教育相談員を３名配置し、

昨年度の実績でいいますと、延べ１，００

０回を超える巡回の直接指導をし、丁寧に

支援を繰り返しているところでございま

す。 

 また、日々の学校でのＯＪＴも大切であ

ると捉えておりますことから、各学校にメ

ンターチームというものを設置し、このメ

ンターチームは、比較的に経験年数の浅い

教員で構成されるチームですが、その周囲

といいますか、外枠をベテランの教員が支

えるという、日々、学校で支えができる人

材育成のチームを設置しているところで

ございます。 

 経験の浅い教員が、ベテランの教員に聞

くまでもない日々のちょっとした悩みや
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困り事について、そのメンターチームの横

のつながりで相談ができたり、近い先輩が、

去年、どのようにそれを乗り越えてきたか

というようなことを共有しながら育てて

いくとともに、それを縦のつながりでベテ

ランの教員、管理職、あるいは、先ほど申

し上げました学校教育相談員等が支える

ということで、縦のつながりと横のつなが

りの両面で、若い教員を支えながらケアを

しているところでございます。 

○市来賢太郎委員長 木下課長。 

○木下子育て支援課長 それでは、まず要

保護、準要保護の本市の状況についてご答

弁申し上げます。 

 本市では、経済的理由により就学が困難

な小・中学生の児童生徒の保護者に対しま

して、学用品等の費用の援助を行っており

ます。 

 平成２７年度の小・中学校の就学援助の

認定率の状況でございますが、小学校では

全児童に対して２８．８３％、中学校では、

２９．５４％、小・中学校合わせますと、

２９．０６％という認定率でございました。 

 必要な方に申請をいただけるように周

知に努めており、毎年、年度当初に申請書

を含んだ案内文書を、小・中学校通じて配

布しておりますほか、年度途中には、申請

忘れがないかを再度、文書にてご案内して

いるところでございます。 

 次に、通学区域の件について、現状につ

いてご説明をさせていただきます。 

 本市においては、通学区域を定める、い

わゆる指定校方式をとらせていただいて

おります。ただ、国においては、学校教育

法施行規則が過去に改正をされまして、各

市町村教育委員会で、学校選択制が導入で

きることとなりました。 

 大阪市内においては、ご質問にありまし

たように、平成２６年度から順次、区ごと

に導入をしておられます。区によって実施

方式に特色がございますが、例えば、隣接

する東淀川区では、小・中学校とも区域全

体から選択できるというようになってお

りますけれども、そのお隣の旭区では、通

学区域に隣接する区域の学校から選択す

るといった特色があるという状況でござ

います。 

 また、そのほか、寝屋川市では、来年度、

平成２９年度の入学生から、同一中学校区

の指定校でない小学校について定員を定

めた上でございますが、選択できるという

制度になるというふうにお聞きしており

ます。 

○市来賢太郎委員長 教育長。 

○箸尾谷教育長 まず、いじめについての

私の考え方ということでご答弁させてい

ただきます。 

 先ほど、担当課長からもありましたよう

に、いじめの定義につきましては、今まで

は、継続的というのが一つの要件だったん

ですけども、今回、文部科学省は、その継

続性という要件を外しました。簡単に言い

ますと、本人がいじめられていると思った

ら、それはいじめだと認定しなさいという

ように変わりました。ですから、報告件数

も上がってきております。 

 ただ、毎月、教育委員会議で、重篤な事

案について報告をしておりますけども、中

身を見ますと、我々から見たら軽微のもの

も増えています。そういう意味では、認知

件数が増えたからといって、それをもって

マイナスだとは思わないということです。 

 また、いじめにつきましては、私も現場

におりましたときに、実際、自分のクラス

のいじめも経験しておりますし、その指導

もしてまいりましたけども、やっぱり一番
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難しいのは、発見が一番難しいです。 

 その次に、難しいのが事実確認。いじめ

の事象を見たときに、例えば、たたかれて

いるみたいな状況があったとしても、本当

にその状況だけなのか、それがいつから始

まっているのか、また、関係者はその当事

者だけなのかといった事実確認が非常に

難しいということもありまして、本当にい

じめの指導というのは、事実確認をまずし

っかりすることがポイントだと思ってい

ます。 

 その後で、いじめの解決ということなん

ですけども、これもまた何をもって解決し

たかということも難しい。見えなくなって

しまっただけかもしれない。陰で続けて、

あるいは学校外で行われている可能性も

否定できませんから、そういう意味では、

本当に発見も難しいし、事実確認も難しい

し、その解決に向けての対応も難しいと思

います。 

 ただ、いじめ対応の基本は、そのいじめ

をみんなが知っているんだということを

当事者に知らしめることが大事だと私は

思っています。いじめって、どうしても隠

れた場所で、余り人が見てないところで行

われる場合が多いですから、やっぱり認知

したときには、その当該の児童生徒はもと

より、その保護者、関係する教員みんなが

集まって、事実確認をして、あんたたちが

やったこのいじめは、ここにいるみんなは

これからも見ていくよと、しっかり見てい

くから、絶対したらあかんよと、そのいじ

めを白日の下にさらすといいますか、それ

が一定、その後の抑止に効果があるんでは

ないかなと私は思っています。 

 それと、もう一つは、いじめというのは、

正直、子どもだけの世界で起きているわけ

ではない。大人の世界でも、いじめという

言葉が使われるかどうかは別として、同じ

ようなことがあります。ですから、そうい

う意味で、どこでも、いつでも起こり得る

という前提で学校では、いじめが起きても、

それを見逃さない、許さない子ども集団を

つくることが大事だと思っています。 

 いじめには、加害者と被害者がいます。

大事なのは、その加害、被害だけじゃなく

て、その周りでそのいじめを見てはやした

てている観衆に当たる者、あるいは、それ

を見て見ぬふりをしている傍観している

者、これらの周りの層が、そのいじめに対

してどう働くかで、そのいじめが広がって

いくか、おさまっていくか変わると言われ

ています。 

 ある研究では、外国では、いじめという

のは、年齢層が上がると減っていくんです。

ところが、日本は、年齢層が上がっても、

そんなにいじめは減らない。外国では、小

学校は多くても、中学校になるとだんだん

減ってくるんですけど、日本はそうならな

い。それは、子どもたちの中に、自分たち

の集団だから、しっかりやっていこうとい

う自立心といいますか、主体的な考え方が

育ってないのが一つの原因かなと思いま

す。いじめというものを許さない、あるい

は、いじめを見たときに、単に傍観するん

じゃなくて、例えば、クラスの隅でいじめ

が行われているときに、周りの子が「やめ

とけ。」と、あるいは、女の子が「そんなの

やめときいよ。」と、そういう言葉を発す

るか、発しないかで、変わってくるだろう

と思いますので、そういう雰囲気がクラス

の中につくられることが大事だと思いま

すから、そういう意味では、いじめをつく

らない学級、集団づくり、子どもたちの自

主性、自立性を育てることが、いじめをな

くしていくことに一番大きな効果がある
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んじゃないかなと思っています。 

 続きまして、通学区域ですけど、これは、

以前にも別の議員さんからも本会議でご

質問もいただきました。そのときもお話を

させていただきましたが、もともと文部科

学省は、平成９年から一定、選択は認めて

いたんですけども、なかなか増えない。少

し古いですけども、平成２４年のデータで、

市町村内に２校以上ある学校の中で、全区

域的な学校選択を認めているのは全国で

５％、６１市町村程度でした。 

 今回、先ほど答弁ありましたように、大

阪市がなりましたので、そういう意味では、

数は増えていると思います。正直、一旦や

り始めたら、戻すわけにいきませんので、

とりわけ大阪市の状況をしっかり見てい

く必要があるかなと思っています。 

 新聞報道ですけども、大阪市は、中学校

の選択のための一つの資料として、中学校

ごとの高校進学者数を公表するというよ

うな取り組みもしているみたいですけど、

あの影響がどう広がっていくのか見てい

かなあかんなと思います。 

 そもそも、学校選択制、大阪府教委にお

りましたときにも議論させていただきま

した。選択制を進めるという目的の一つの

理由が、そうすることで学校間同士の競争

が生まれて、よくなるんと違うかというご

指摘がございました。 

 ところが、実態は、学校選択を実際やっ

ておられる市でお聞きしますと、学校選択

で、ある非常に荒れた中学校においては入

学希望者が減ってしまい、ある年では、本

来、来るべき入学者数の４０％ぐらいしか

子どもが来なくなったという状況がある

と。 

 ご存じのように、学校の教員というのは、

生徒数によって決まりますので、４０％、

半数以下の生徒しか来なくなったら、それ

だけ教員も減らされてしまうということ

で、しんどい中で頑張って立て直そうと思

っても、教員も減らされてしまって、結局

その学校は、非常にしんどい思いをしたと。 

 何とか先生方も頑張るんですけども、一

旦あの学校はという風評が出ますと、なか

なか集まらないと。その学校の校長に、い

ろいろ話を聞きますと、本当に苦労してお

られる様子でした。 

 そういう意味で、本市に住んでいる子ど

もたちにとって、どの学校へ行っても、伸

び伸びと学習することができる環境を整

えるというのが教育委員会の役割であり

まして、そういう意味では、例えば、設備

でありますとか、あるいは教員配置のソフ

ト面なんかも、課題の多いところには加配

をプラスしたりして努力をしております。  

けれども、そういう努力を続ける一方で、

違う学校へ行きたいんだという要望があ

るということは、我々も真摯に受けとめて、

地域の、あるいは保護者の声をしっかりお

聞きして、先ほど申し上げたように、大阪

市等の取り組みも十分注視しながら考え

ていきたいというふうに思っています。 

○市来賢太郎委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 最初に、給食の納入状況

をお聞きしました。この５１名の方が未納

ということなんですけど、生活困窮者の方

に対しては、いろいろ制度があると思うん

ですけど、この前テレビでやっとるのを見

ておったら、当然、払えるようなお立場で

も払っていただいてないということで、こ

れはけしからんということでやられたみ

たいですけど、そういうことに関しては、

やっぱりしっかりと払ってもらうという

ことで、取り組みをやっていかなあかんと

思うんですよ。 
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 当然、さっきも言いましたが、払えない

人には無理やと思うんですけど、そういう

ことに関して、いかに具体的にどういうよ

うなアプローチをされているのか、された

のか、その辺もお聞きしたいと思います。 

 それから、修学旅行の件ですけど、デー

タ、後で見せてもらえますかね。業者のデ

ータね。結局、聞くところによりますと、

また元に戻りつつあるというような形で

聞いております。 

 私が一番問題なのが、世の中の流れから

言うたら、当然、この行政に関しても、さ

まざまな工事とか、いろんな発注があると

きには、やっぱり複数の業者から選んで競

争というか、入札をしていって、それから

選定されるという形、これは公という組織

にとっては当然の話なんですけど、学校現

場も公の組織ですから、そういうことを、

やっぱりきちっとやる必要があるわけで

すよ。世の中の常識から考えたら当然の話

です。 

 私が前に質問したときには、ある業者は、

組合のさまざまなことも関与するという

形を聞きました。そこで、大阪府下のある

学校で、校長先生が業者からいろんなもの

をいただいて、旅行か何かに行ったんかな。

それによって逮捕された事実があるわけ

ですけど、なあなあになってしまって、組

合の旅行から、例えば、極端な話、家族旅

行から、その業者に頼んだときに、優遇を

受けないという保証はないわけでしょう。

そんなことを考えたら、私が心配しとるの

は、学校の先生方、非常に無防備と違うか

なと思うんです。無防備になってしまうん

と違うかと。 

 だから、例えば、その業者に頼んどった

ら、かゆいところに手が届くような配慮も

やってくれると思う。しかし、そのことに

甘えとって、そういう落とし穴に陥ってし

まうんと違うかなという危惧を感じるわ

けなんです。 

 私がいつも言うように、修学旅行の行き

先が、何で伊勢から広島に変わったんやと

いうようなこと、以前、質問したことがあ

るんですけど、広島への修学旅行は単に旅

行じゃない、我々は世界で唯一の被爆国や

ということを子どもにしっかりと学校の

教育の一環ということでやるということ

を言ってはるんやったら、きちっと先生方

がそのプランニングをやりながら、例えば、

語り部に関しても、その業者から呼んでく

るような状況があったわけですよ。その業

者がちゃんと用意しときますというよう

な形。それだけの気持ちがあるんやったら、

全て学校の先生方、忙しい忙しいというこ

とは理由になりませんからね、これは授業

の一環やと言うてはるんやったら。そのプ

ランニングを構築して、手間をしっかりと

かけて、しっかりと自分らでプランニング

した中で、それを公にして、そこでさまざ

まな業者がその内容を検討しながら、応募

というか、手を挙げてくるというような状

況、これが健全な一つのあり方やと思うん

ですよ。 

 そのことをしっかりやらなあかんと私

は思うんですけど、後からデータが来たら、

それを見ながらまた質問しますけど、その

ことに関してどういうふうに思うか、一遍、

ご答弁いただきたいと思います。 

 それから、卒業式、入学式ですけど、私

は四半世紀以上議員やっているんですけ

ど、議員になったときからずっとこのこと

言ってますわ、ずっと。僕は、当たり前の

こと言うとるんです。決まりで決まって、

それをやりなさい、教職員も教育公務員で

すから、そのことをきっちりやってくださ
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いということを言うとるだけの話です。 

 通過儀礼いうのがありますよね。さまざ

まな我々が大人になる中に、例えば、家庭

の中での儀礼では、ひな祭りとか端午の節

句とか、七五三とかね。これは、それぞれ

の考え方を持ってやっぱり通過儀礼とし

て各家庭でやっている方もおられます。 

 ただ、学校しかできないことってあるん

ですよ。式典とかいうのは。地域でもやっ

ているところありますけど、式典というの

は、家庭ではできないわけであって、そう

いう式典を、例えば、式次第にのっとって

きちんとルールに基づいてきちっとやる

ということも教育の一環やと思うんです。 

 例えば、今、国際化、国際化と言われて

いまして、英語がしゃべれるだけが国際化

じゃないわけですよね。それから、いろん

な語学が勉強できる、精通しとるだけが国

際化じゃないわけです。やっぱり、さまざ

まな国にこれから行ったときに、さまざま

な国の儀礼というのがあるわけです。その

中で、例えば、国旗・国歌のことに関して

も、きちっとした教育を受けてなかったら、

相手の国に対して非礼が生じることがあ

るわけですよ。 

 国によっては、非常にその厳しい罰則を

与えられることもあるし、例えば、そこで

仕事をされるときのさまざまな関係も、こ

れで壊れてしまうこともあるかもしれま

せん。国際化ということを言うんやったら、

そういうきちっとした国としての儀礼を

しっかりとやって、それから、相手に対し

て、相手の国に対しての敬意、そして、自

分の国に対してのそういう思いをしっか

りとすることが、これも教育の一環やと思

うんです。 

 私、一つだけ、ちょっと進歩したなと思

うのは、やっぱりピアノ演奏で、国歌を弾

いておった。これはもう、一つの進歩だと

思うんです。そういうことからして、内容

がどうこういうところは、イデオロギーが

どうかは別にして、これは、国でそういう

形で認められたわけですから。認められて、

その教育指導要領ですかね、それによって

しなさいということなんですから、ルール

に基づいて、きちっとやっとるわけであっ

て、違法をやっとるわけじゃないわけです

よ。内心の自由を言うんやったら、授業な

んか成立せえへんわけですよ。社会の授業

をやっとるときに、「私、親から聞いとっ

たのは違うことやから、こんな授業受けら

れません。」って、子どもらが、「私らは内

心の自由です。」と言うて、学校を帰って

しまったらどうなるかということです。そ

うでしょう。 

 これは教育なんですから、心を変えろと

いうわけでないんですよ。教育としてやっ

とるわけですよ。一つの成長過程において、

やっぱりやらなあかんこと、そして通過儀

礼の学習も踏まえて、やりなさいというこ

とで、文部科学省が通達しとるわけですか

ら、それを何をぐじぐじしとんねんという

こと、僕らとしては言いたいわけです。 

 例えば、国歌斉唱のときに、学校の先生

が歌うてないですわ。私、第二中学校を見

とったときに、全部が全部とは言いません

けど、ほとんどの先生方、歌うてない。そ

の先生方を見て、子どもたちが歌うかとい

ったら、歌うことないですわ。きちっと教

えていない。教えろということを、教えて

いないんですよ。それで、例えば、すぐ校

歌になりますよ、そしたら皆、胸張って校

歌を歌うてはりますわ。 

 だから、心の中で先生方が何を思おうが、

それは勝手ですよ。思想信条の自由が保障

されておるわけですから、決まり事で。憲
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法でね。それは勝手やけど、一つのルール

を守れということを言うておるんで、そう

いうことから言い出したら、今まで、さま

ざまなこのいじめの問題とか言うてます

けど、先生方がルールを守ってなかったら、

先生が言うこときかんでいいのかという

ことになりますからね。そういう点、どう

いうことなのか、もう一遍きちっとお答え

願いたいと思います。 

 それから、授業が成り立たない学校、教

育長、これは、本当にまじめにきちっと授

業を受けたいんやと、もう中学校の場合、

中学校はそうかもしれんけど、小学校の場

合でも、授業を受けて、私はやっぱりそれ

なりの中学で勉強して、それなりの高校に

行きたいねんと、私は単に、当たり前のこ

とですし、公平にやっぱり教育を受ける権

利があるわけです、子どもたちには。それ

が、その学校でそのクラスに入ったおかげ

で、公平に授業を受ける権利を阻害されと

るわけですよね。 

 そういうことに関して、非常に子どもた

ちは不公平といいますか、よその県に行っ

て、よその市に行ったら、きちっと授業を

受けられるかもしれません。でも、そうい

う状況で、授業を受けられない状況が、こ

れはええのかと。これは、先ほどの通学区

域にもかかわっとることなんです。ほんな

ら、おとなしく授業を受けられるような形、

学校に行きたいと、当然そういう形で、親

御さんも子どもたちも思いますよね。 

 だから、今言うたように、そういう考え

を持った子どもたちが不公平な状況を強

いられとるわけです。その学校に行くこと

によって。先生方が与えられた対応を一生

懸命に、また、新任の先生が何とかこれを

正常に変えようと思って努力され、さまざ

まなベテランの先生方もやっても、それで

もそのクラスが荒れているような状況に

あるわけでしょう、対応できないわけです

よね。 

 それはもう、子どもには荒れて、その原

因になっている子どもには、それなりの家

庭状況もありまして、家庭環境のいろんな

面もありますけど、やっぱり大多数の子ど

もたちは、きちっと勉強したいと思ってい

る方々が多数おられるわけです。 

 何かね、この前、話がちょっとそれます

けど、やっぱり世界で見とると、学校へ行

きとうても行かれへん子どもたちがたく

さんおるわけですよ。アフリカのほうへ行

ったら、「学校へ行く暇があったら牛の世

話をせえ。」とかね。あんなこと言われて、

学校へ行きたいんやという夢を持ってい

る。そういう子にしたら、学校へ行くこと

が夢なんです。 

 学校、不登校の問題もかかわってきます

けど、このような国がある中で、国によっ

たらですよ、学校の授業が成立せえへんの

は非常にぜいたくだということも、やっぱ

り子どもたちにきちっと広い視野で教育

する必要があると私は思うんです。 

 だから、この成立しないクラスに関して、

ほんなら具体的に、どういう形で対応した

らええのかというのは、私は教育の専門家

じゃないから、なかなかそういうことで、

皆さんに対してきちっとした指摘とか指

導なんかできることはないんですけど、た

だ、言えることは、これもちょっと余談に

なるんですけど、学校の先生方というのは、

どっちかといったら恵まれた環境におい

て、やっぱり人生を歩んでこられた方が多

いと思うんです。それなりの大学まで行っ

て、それなりの学力もあって、皆、大概の

場合ですよ、ええ子やなという感じで育っ

てきた方々が多いと思います。 
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 しかし、私みたいなやんちゃをしとる人

間は、やっぱり、さまざまな状況がある中

で、気持ちの中で、まともにしたいんやけ

ど、なかなかできない、自分だけが仲間外

れされるんちゃうかと、いろんな複雑な思

いがあると思います。 

 そういう子どもたちは、学校の先生だけ

ではどないもいかへんような状況、「おま

えら、どうせわからへんねや、おれらが言

うても。」というようなね。ひょっとした

ら、そういう感じを持っているかもしれま

せん。「今、おれらの苦しみわかるか。」と

かいうようなね。そういうことを思ってい

るかもしれません。そのときに、さまざま

な地域の方々の力をかりるということも、

やっぱり必要ではないかと思うんですよ。 

 私、第二中学校に剣道を教えに行ったこ

とありますよね。そのときに、やんちゃな

子、いっぱいおりましたけど、皆、私の言

うことは非常に聞いてくれたんですよ。

「おい。」と言ったら、「はい。」って返事

しよるし、先生が、「返事するってびっく

りしますわ。」と訳のわからんこと言うて

はったけどね。 

 だから、日ごろと違うようなパターンに

変えながら、やっぱりそういう形の子ども

たちに接することも必要じゃないかと思

うんです。これは私の要望で終わらせとき

ますけど、そういうことはやっぱり必要で

はないかと、方程式だけではおさまらんよ

うなことが多々あると、教育の問題という

のは、方程式ではおさまらんようなことが

非常に多いと思います。 

 だから、そういうことを、いろんな方々

からの知恵をかりながら、やっぱり学校の

先生がそういう形で対応することが必要

ではないかというふうに私は思います。こ

れは要望にしておきます。 

 いじめ対策ですけど、私の家内と話をし

とるときに、中学校でいじめられたことを

いまだに忘れてないという子たちがおり

まして、その子の話になって、いまだに興

奮して私に話をするんですけど。いじめと

いうのは、非常にこれは、一生涯、何かや

っぱり心の中に残るみたいですね。 

 また逆に、私の娘なんですけど、クラス

に知的障害がある子どもさんがいてはっ

て、しゃべっとるときに、別にその気はな

いんですけど、何か、はたから見とったら、

ばかにしとるような状況に見えるという

ことで、先生から非常に怒られたらしいん

ですけど、全く本人にもその気ないし、障

害のある子は、当然、そういう気持ちはな

かったと思うんですけど。 

 ほんなら、結局、その子とはもう話をせ

んとこうと思って、私はそのつもりないん

やけど、幼児言葉を言うたときに、それに

返して幼児言葉で返しとったら、それに対

して怒られたという。 

 これは、非常にデリケートな問題がある

んですよ。加害者、被害者を決めつけたら、

子どもたちの社会がずたずたになる可能

性があるんです。お互いにお互いのことに

関して、やっぱりそこで第三者が入ったと

きに、事情もわからんで入ったときに、傷

つけてしまうという、そういう危険性もあ

るわけです。 

 しかし、今、悲惨な状況もあるわけやか

ら、何とかしてそれを介入せなあかんとい

うことも、当然やと思うんですけど、その

ような状況の中で、私は、やっぱり子ども

たちにいかに話し合いをさせるかという

ことが大切と違うかなと思うんです。 

 私らの過去にもあったけど、中学校でも

そういう問題があって、そこで、先生方が

絶えず、「私は一々、そのことに話は介入
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しないから、君らでちょっと一遍話し合い

をしなさい。」と言われて、何回も何十回

もその話し合いを繰り返したことがあり

ます。 

 ほんなら、自然と子どもたちの中で防御

システムができ上がってしまうような状

況があったんです。そのいじめに対してね、

防御するような。防御というのは変な意味

じゃなくて、いじめに対しての防御システ

ムです。だから、先ほど教育長もおっしゃ

ったように、例えば、誰かがそういう発言

をしたときに、「そんなこと言うたらあか

んやないの。」とか、誰かがフォローする、

誰かがそういう状況になって誰かがフォ

ローするようなね。 

 子どもたちの社会というのは、我々が思

っているほど幼稚ではなくて、子どもたち

の社会は社会なりに進化しとるんとちゃ

うかなと思うし、考えさせるということが

一番大切なんとちゃうかなと私は思うん

です。 

 だから、大人たちが制度をつくったり、

いろんな文部科学省の話やけど、文部科学

省は勝手に頭で考えて、こんなこと言うた

ら怒られるけど、現場の職員にそれをポン

と持っていっとるわけですから、その辺、

現場の職員がそれに従ってやらなあかん

ようになって、さっきの国旗・国歌の問題

は大変やと思うんですけど。 

 ただ、本当に子どもたちの能力を信じて、 

自分がそういう立場やったらどういうふ

うにするねんとか、子どもたちに一遍、そ

の問題に対してしっかりと議論させたら

いい。私らは、中学校のときにそういうこ

とをしながら、解決して、いまだに中学校

の同窓会をやっていますわ。 

 だから、そういうことがひょっとしたら

ですよ、これは全部の解決策につながらん

と思いますけど、ひょっとしたら、そうい

ういじめの解決につながっていくんでは

ないかというふうに、私は思うんでありま

すけど、その点について、教育長、もう一

度お話を聞きたいと思います。 

 それから、不登校の問題も、これはいじ

めとの関連はあるんか、ないんかいうこと

を、お聞きしたいと思うんですけど、不登

校の問題は、一時、私も不登校になったこ

とがあるんですよね。非常に嫌な思いをし

て、不登校になったことがあるんです。 

 私の実体験の話をしますと、私もいじめ

に遭いましてね、そんなの信じられんと思

うかもしれんけど、私、千葉県に住んでい

たんですよ。千葉県の習志野市というとこ

ろにおったんですけど、そこから岡山県に

帰ったときに、言葉が標準語に近かったん

ですね。この私が、「だってさ。」と言うと

ったんです。ほんなら、みんなから、もう

いじめられましてね、「言葉がきざや。」と

か何とか言うてね。物すごくいじめられて、

ほんで非常に学校に行くのが嫌になって、

家は母子家庭やったから、母親が仕事に行

っとったんで、私は学校に行く格好してう

ろうろして、補導員に補導されたことある

んですけど、そのときはそういう対策とか

なくて、単に怒られただけの話ですけど、

そういう経験があるんです。 

 その不登校の問題も、これも本当に家庭

環境、学校環境、さまざまな要因がやっぱ

りそこにかかわってくるわけです。さっき

言ったように、いじめの問題にもかかわっ

てくるかもしれませんけど、そういう形と

のつながりがあるかどうかだけお聞かせ

願いたいと思います。 

 それから、要保護、準要保護ですけど、

わかりました。３割ぐらいの方々がそうい

うことに使用されとるということで、制度
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が適用されているということをお聞きし

ましたのでわかりました。 

 通学区域はそれで、分かりました。 

学力レベルの向上ですけど、これも本当

に一言でなかなか言えないんですけど、こ

れ現実問題として、若い世代の方々が引っ

越してきて、私は現実に聞いたんですけど、

タワーマンションに引っ越してきて、これ

から摂津市で子育てをしようかというと

きに、摂津市の学力レベルを知って、せっ

かく買うたマンションを売って、よそに引

っ越されるという方がおられたわけです。

そういう現実があるわけです。これは絶対、

これから子育てをしようかというお母さ

ん方は考えることなんですよ。 

 これは、いろんなことでつながっていく

んですけど、若い世代がこのまちから減っ

ていったらどうなるかということを考え

たら、単に学校、学力のレベルという問題

じゃなくて、やっぱりそういうことまでつ

ながっていくわけです。 

 さっきも言うたように、「おまえどない

すんねん。」と言われたら、私自身にはそ

ういうすべはないんですけど、ただ、現実

として、若い世代が定着できない、若い世

代がそういう形で学校へ行くようになっ

たら引っ越すというようなことを、摂津市

は前から言われていましたでしょう。そう

いう現実に対して、やっぱりしっかりと考

えていかなあかん。 

 それにはやっぱり、学校の先生も、「私

らが努力しとるけど、親御さんもしっかり

してもらわな困ります。」ということを、

やっぱりきちっと言うべきですわ。これは

学校のいかに優秀な教師がいても、その教

師の中でも、今言うたように、荒れたクラ

スもあるという現実の中で、学力を上げる

というのは、やっぱり至難のわざやと思い

ますけど、ただ、やっていかなあかん。 

 そのことに関しても、言うべきことはし

っかり言う、これは、病巣いうたら言葉悪

いんですけど、一体この原因は何やという

ことを把握して、その病巣を取り除くとい

うことをせなあかんわけでしょう。 

 そのためには、やっぱり聖域を設けたら

あかんと思うんです。聖域という言葉は適

当じゃないと思うんですけど、「ここから

先、家庭のことまで言われへんわ。」とい

うようなことやなくて、しっかりと保護者

の皆さんに、言うべきことは言わなあかん

と思います。 

 私は、非常に残念やったのが、昨年かな、

先生の成績のつけ間違いがありましたね。

あのときに、学校説明会に１８人の保護者

しか来いひんかったということが、私は非

常にショックやったんです。 

 自分の子どもの成績を間違えられたら、

高校の進学まで、ひょっとしたら影響する

んじゃないかというように、保護者は当然

思いますよね。そしたら、その説明会に来

て、やっぱりきちっと物申すところは言わ

なあかんと、普通は思いますし、私の友達

関係にそういう話をしとったら、「そんな

もの、許されへん。」というふうなことで

言われていますよ。 

 しかし、その説明会に１８人しか来なか

ったということは、非常に私はショックや

った。それは、やっぱりそこに原因がある

んちゃうかなと、私は思いました。我々の

立場やったら、これは非常に言いにくいん

ですけど。でも、やっぱり、教員が「保護

者と私らの役割はこういうことやけど、あ

なた方の役割はどうですか。」というよう

な、役割分担をしっかりお話しすべきちゃ

うかなというふうに私は思うんですけど、

そういうことに関してお答え願いたいと
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思います。 

 それから、クラブ活動の件ですけど、ク

ラブ活動の重要性は、しっかりと認識を持

っておられるというふうに、ご答弁の中に

ありましたけど、しかし、聞きたいんです

けど、クラブを維持するための外部指導員

は一体どのぐらい呼んでおられるのか。そ

れから、クラブの増減について、どのよう

な状況かということをお聞かせ願いたい

と思います。 

 それから、教員の心のケアですけど、先

ほども言いましたように、学校の先生は皆、

まじめな方が多いから、保護者からのさま

ざまな要求を全部受け入れてしもうて、そ

こで、自分自身がどうしたらええんやろと

いう追い詰められるような状況が、ひょっ

としたら起きているんじゃないか、また、

子どもがさまざまな問題を起こして、それ

に対しての対応が適切なのかどうなのか

ということも、やっぱり自問自答しながら、

若い教員はやっておられるというふうに

思いますし、これも先ほど言いましたよう

に、教育長のお立場で、これはしっかりと

保護者に対して役割分担をやっぱりきち

っと言うべきちゃうかなと思うんです。こ

こまでは学校がせなあかんけど、ここから

先は家庭の問題ということを、それぞれの

ＰＴＡ活動の中で、学校現場において、そ

ういう話はされとると思うんですけど。 

 エスカレートすると思うんですよ。モン

スターペアレンツという言葉が、過去にお

いて、今でもあるとは思うんですけど、そ

ういう形で言うてきたように全部受け入

れてしまうより、きちっとその辺の役割分

担をはっきりさせて、それ以上のことをや

っぱり、限界があるということはしっかり

と示すべきやというふうに、私は思うんで

す。 

 そうせんと、もう人間のキャパシティと

いうのは限界があるわけですから、それを

超えてしまったら、先ほど、撰田先生のほ

うからご答弁で、盤石な体制をとっとるけ

ど、心の問題というのは、体制だけじゃな

いと思うんですよ。そのフォローをしとる

というのはわかるんですけどね。 

 だから、当然、教員としての範疇はある

にしても、往々にしてその範疇を超えてし

まって対応していかなあかんというよう

なこともあるというふうに思いますので、

その辺も教育長からお言葉いただきたい

と思います。 

 歩きスマホなんですけど、ほんまに日本

でも、何件か歩きスマホで交通事故が起き

てますよね。それから、自動で閉まるホー

ムにせんとホームへ落ちてしまうという

ような話を聞いたりするんです。 

私、扇町公園に２か月に一遍、「関テレ

けいこ会」という、関西テレビの剣道のけ

いこ会があるんで扇町体育館に行くんで

すけど、あそこすごいですよ。夜、ＪＲの

コンコースみたいなものです。もういっぱ

いの人で、全部あれをやっとるんですよ。

そこに、子どもたちがぎょうさんおるんで

す。一応、夜８時半ぐらいにけいこ終わっ

て、夜９時ごろですか、帰ってもまだずっ

とおるんですよ。 

 これは、歩きスマホの問題だけじゃなく

て、夜にこんなことでええのかなと私はい

つも思うんですけど、その辺のこともじっ

くり、三者で親、先生、子どもたちと交え

て、議論するべきとちゃうかなと思うたり

するんですよ。 

 きょうびのことやから、安全対策として、

携帯電話を一切使うたらいかんというわ

けにはいかんわけですけど、しかし、異常

な状況というのは、やっぱり見逃すわけに
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いかへんので、そういうことに関しても、

やっぱりやる、そういう形で対応していた

だけるような気持ちがあるのかどうかお

聞かせ願いたいと思います。 

 以上で２回目を終わります。 

○市来賢太郎委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、渡辺委員から

の給食費に係る２回目のご質問にお答え

いたします。 

 支払い能力がある方に対して、具体的に

どのようなアプローチをしているかとい

った内容のご質問でございますけれども、

現在、給食費を未納されている方につきま

しては、学校管理職である校長先生・教頭

先生や担任の先生が、例えば、保護者面談

や家庭訪問等の場を通じまして、支払い状

況につきまして、聞き取りを行いまして、

支払い能力があると思われる方につきま

しては、粘り強く、口頭や書面による督促

を定期的に行っております。 

 なお、先ほど、委員からも言っていただ

いておりますけども、経済的に支払い困難

な家庭の方につきましては、就学援助の制

度の利用を勧めさせていただいておりま

す。今後も引き続き、公正・公平な徴収事

務に努めてまいりたいと思っております。 

○市来賢太郎委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 学校教育課にかか

わります２回目のご質問にお答えいたし

ます。 

 まず、学力にかかわるところでございま

すが、当然、学力というのは、学校だけで

身につけていけるものではございません。

ご家庭の当然、かかわりが必要でございま

す。ですので、これまでも、例えば、全国

学力・学習状況調査の説明会、保護者向け

に開催したこともございました。北地区１

回、南地区１回などのように、地区に分け

て行ったときもありますし、中学校区にそ

れぞれ１回ずつで行った年もございまし

た。 

 ただ、先ほどの成績処理の説明会と同様

に、保護者の方の参加者数というのは非常

に少なかったです。そこから、我々は、保

護者の方々になかなか届かないというこ

とを非常に実感しているところでござい

ます。 

 よって、各学校で保護者会なり懇談会な

りで、きちんとお伝えしていくことをメー

ンに据えながら、家庭学習の大切さという

のは訴えかけてきているところでござい

ます。 

 教育委員会といたしましても、昨年度で

あれば、長期休業の前に家庭で行っていた

だきたいことをまとめたリーフレットを

お配りしたり、ホームページ等で呼びかけ

等も行っているところでございますが、正

直、なかなかお伝えしたい方々にお伝えし

切れていないというのが現状でございま

す。 

 ここは、学力・学習状況調査の結果から

も、子どもたちが休日に勉強を全くしない

というような割合が全国と比較しますと

非常に高いということもございますので、

非常に大きな問題と捉えております。粘り

強く、そして、真摯に向き合っていきたい

と考えております。 

 続きまして、部活動に関するご質問でご

ざいます。外部指導者は、例年、各校１名

から３、４名程度の方々にご指導いただい

ているところではございますが、今年度で

申し上げますと、１２名の方々にご指導い

ただいているところでございます。 

 主に、バドミントン、ラグビー、ソフト

ボール、バレーボール、サッカーという運

動部と、吹奏楽や美術などの文化系のクラ
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ブがございます。 

 続きまして、廃部等、部活動がなくなっ

ていく状況についてでございますが、昨年

度は一つの部活動が休部といいますか、部

活運営をやめました。それ以外でも、過去

をさかのぼれば、それぞれの学校で数部、

合計しますと５校で５０部ぐらいの部活

がなくなっていっている現状がございま

す。短い期間のものもあれば、長い期間あ

ってなくなっていったものもございます。 

 続きまして、不登校に関しますご質問に

お答えをいたします。 

 不登校の理由は、複数の要因が重なって、

その状況に至っているケースがほとんど

ではございますが、残念ながら、いじめ等

が原因で学校に来づらい状況というのは、

少なからずございます。 

 いじめと認定されていないような問題

行動の中でのことも含め、そして、３０日

に満たないものも含めると、数多くあるの

が現状でございます。 

 その後、学校での対応を行った後に登校

できるような子どもたちがほとんどでは

ございますが、先ほど委員もおっしゃって

いただいたように、いじめを受けた子ども

の心の部分というのは、そうそう簡単に傷

が消えるものではありませんので、学校で

楽しい生活を送りながら、少しずつ改善を

していくことであったり、また、心理にか

かわることですので、臨床心理士ですとか、

保護者の理解も得ながら、さまざまな人間

でフォローアップしていくことを続けて

いきたいと思っております。 

 それから、歩きスマホや、ながらスマホ

についてでございます。学校でスマートフ

ォンや携帯電話の指導で話をすることと

いうのは、年々増えてきております。これ

は、授業の中でも行うことも増えてきてい

ますし、ＰＴＡの方々からの要望もあって、

ＰＴＡの主催の講演会等で携帯電話やス

マートフォンの使い方に関する講演等も

どんどんと増えてきているようなところ

があります。 

 もはや、子どもたちの問題というよりも、

社会の問題なんだとは思うんですけども、

子どもたちの携帯電話、スマートフォンの

所有率というのは非常に高いです。摂津市

は、全国平均と比べても非常に高いですの

で、よい面も当然あろうかと思いますけれ

ども、課題も大きいことから、学校教育の

中でも、いろいろな形で取り組んでいきた

いと思っています。 

 先日の第三中学校で行われたスケアー

ドストレート、スタントマンによる交通現

場の再現等を行う指導を行った際にも、摂

津警察の方に来ていただいて、講話の中で、

スマートフォンによる事故等についても

触れていただいているところです。 

 何より、携帯電話やスマートフォンを所

有させているのは保護者の方々ですから、

そこはやはり責任を持って、子どもたちに

所有させていただきたいと思っておりま

すが、保護者の方々も多くの情報をお持ち

でないと思うんです。そこは我々、学校現

場の者からも、保護者の方々にいろんな形

で情報提供していかなければならないと

思っていますから、学校のいろいろな取り

組みの中で、保護者、教員が一緒になって、

子どものスマートフォンや携帯電話をめ

ぐる環境については話し合う場というの

は設けていくべきだと思っておりますの

で、引き続き対応を進めていきたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○市来賢太郎委員長 前馬部長。 

○前馬次世代育成部長 小学校の修学旅
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行にかかわってのご質問にご答弁申し上

げます。 

 業者を選定する際に、例えば、業者に対

して学校の考え方を説明する説明会、そし

てまた、それをもとに企画を出してきた業

者を選定するに当たってプレゼンテーシ

ョンを行わせて、委員会をつくって選定し

ていく過程が、全校で行われている現状で

ございます。 

 ここで重要なことは、まず、業者に対し

てどんな修学旅行を行いたいか、自分たち

の思い、目的を明らかにしながら、自分た

ちで仕様書をきちんとつくっていくとい

うことが重要であると考えております。 

 だんだん慣れてきて、去年どおりとかい

うことにならないように、改めて子どもた

ちの現状を見ながら、よりどういうところ

に焦点を当てるかとか、仕様書づくりのと

ころから、毎年毎年、丁寧に行っていくよ

うに、改めて指導も行ってまいります。 

 今のシステムというものは、単に業者選

定の問題だけではなく、自分たちの教育活

動をより充実させて、子どもたちに力をつ

けていくということが目的だろうと考え

ておりますから、その目的に沿った形で取

り組みを進めてまいりたいと考えていま

す。 

 次に、卒業式、入学式の国歌の件でござ

います。国際化社会が進んでいる中で、我

が国のこと、そしてまた、相手国のことを

お互い敬っていき、その関係性をさらに発

展していくこと、大変重要ですし、また、

そのような力が子どもたちには今後、求め

られていきます。そんな中での国歌の指導

であると捉えておるところでもございま

す。 

 国歌については、小学校１年生から、「音

楽の授業で歌えるように指導するものと

する」と、学習指導要領にも明記されてい

ます。このことは国歌が単に儀式で歌う歌

ではないということのあらわれだと考え

ています。 

 したがって、小学校１年生からの指導の

積み重ねというものの中で、小学校の儀式、

中学校の儀式があると考えておりますし、

改めて小学校１年生からの指導について

も、徹底していきたいと考えております。 

 中学校の音楽には、「歌えるようにする

ものとする」という文言はございません。

それは、小学校での積み重ねがあり、歌え

るようになっているという前提で、儀式の

ときにどのように対応すればいいかを子

どもたちは判断する力が身についている

ものと、考えられているととらえておりま

す。 

 繰り返しになりますけども、小学校から

の積み重ねというものを、きっちりと行っ

ていけるようにしていきたいと考えてお

るところでございます。 

○市来賢太郎委員長 教育長。 

○箸尾谷教育長 まず、いじめについてで

すけど、いじめは、子ども同士で話し合う

ことが大切と違うかというご指摘ですけ

ど、先ほどご答弁申し上げましたとおり、

私も全くそのとおりだというふうに思っ

ています。 

 先ほど、委員は、子どもの社会は進化し

てるんちゃうかというふうにおっしゃい

ました。進化しているかどうかわかりませ

んけど、私、現場にいたときに、ちょっと

内心驚いたのは、子どもたちの中で、同士

の評価というのは、教員が思っている評価

と違うことが間々あると。あの子、ちょっ

と何かおとなしいし、頼りないなと、私は

見ていた子が子どもの中では、あの子は頼

りになるんやというようなこともありま
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して、教員の見方だけじゃなくて、子ども

たちの集団としての力も生かしていくと

いうことがやっぱり大事なんやろうなと

いうふうに思います。 

 先ほども申し上げましたように、私は、

児童会・生徒会活動の活性化というのをい

ろんな場面で現場の先生方にも話をさせ

てもらっているんですけれども、何か生徒

会活動、児童会活動というと、執行部の子

どもたちだけがやる、何か御用組合的な、

そういう活動が今まで主流だった部分も

あるんかなと思いますけど、やっぱり今の

子どもたち、それではなかなかついてこな

い。 

 やっぱり生徒会活動というのは、一つの

部活動ではなくて、生徒会には生徒全員が

入っているわけですから、やっぱり執行部

だけの活動にならないで、各クラスできち

んと話し合いをして、それを持ち寄って活

動する。また、生徒会が学校に対して、生

徒の意見を代表して、例えば、靴下のこと

について要望するとか、そんなことも私は

ありやろうなと。そんなときには学校は学

校で思いを、教員は教員で思いを説明すれ

ばいいわけですし、子どもたちは子どもた

ちで、それを聞いてしっかり考えて何かや

ったんだと、仮に要望が通らなくても、や

ったんだという、その生徒会活動をやって、

みんなで考えたんだという、成就感といい

ますか、達成感みたいなのを味わわせてや

る、そういうふうに力をつけていけば、私

はいじめとか、あるいは先ほど話のあった

授業中の授業妨害的なことも、おさまって

いくんではないかなと思っています。それ

が、今のさまざまな学校の課題を解決する

一つの大きな方策だというふうに私は思

っています。 

 それと、学力について、保護者の協力が

大切というお話だったと思いますけど、先

日、ある小学校３年生の保護者の方とお話

をしていまして、その方がおっしゃってい

たんですけど、同じ小学校３年生の保護者

６人ぐらいで話をしていたと。 

私の知り合いは、上に大学生の子どもさん

もいておられて、一番下のお子さんが小学

校３年生ですから、母親の年齢層でいうと、

私の知り合いだけが少し上で、あとは小学

校３年生が初めてのお子さんの若いお母

さんで、その中で、学校の宿題の話になっ

て、教科書を読んで保護者にチェックして

もらうという宿題があるけど、そんなのし

たことないという保護者の方が、６人中５

人。私の知り合いは、昔からしているから、

それは当たり前やと思ってやっていたけ

ども、ほかの５人のお母さんは、今までそ

んなの、１年も２年もそんな宿題あったけ

ど、したことないと。勉強は、学校が教え

てくれるものでしょうというお考えだっ

たそうで、正直、そういうお考えの方もい

らっしゃるとは思うんですけど、ただ、例

えば、小学校の低学年で九九を学んだとき

に、学校できちっと九九は学んでも、なか

なか学校の授業だけでは覚えられへんの

であって、私、息子と一緒に風呂へ入った

ときに、熱いお湯の中に肩までつけて、き

ょうは九九の７の段と８の段を全部言え

るまでは出たらあかんとかいうようなこ

とで、息子も顔真っ赤にしながら言うてま

したけど、やっぱり、ああいう家庭で、勉

強をやらせるとかではないけれども、いろ

んな場面でそういう、親子でそういうこと

をやることって、大事なんやろうなと。 

 だから、もちろん、学校が責任を持って

学習については指導しなければいけませ

んけど、今、「さまざまなことを学校やれ。」

と言われていまして、学習指導要領にした
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ためられたもの以外に、例えば、新たなこ

とで言うと、選挙権の年齢が引き下がった

ことに対して、その辺の教育を学校ですべ

きちゃうかとか、また、今、法教育である

とか、古くは環境教育、食育、読書指導、

教科の中におさまらないことを学校はい

っぱいやらなあかん。 

 なかなか授業が込んでいて、先日の委員

会でも、学習プリント採点等補助員のご質

問もいただきましたけども、確かに私も、

宿題の丸つけは教員がしてあげるのが一

番いいだろうと。でも、考えたら、昔、私

の時代は、宿題は次の日の授業に先生がま

ず、宿題出せと、１番、黒板でやれという

ふうに、黒板で宿題をやらされるみたいな

ことがあったと思うんですけど、今、もう

宿題を授業で見直す時間というのがほと

んどない。 

 だからもう、宿題は、集めて、本来だっ

たら先生が丸つけをして返すんですけど、

なかなかその授業もきちっと詰まってし

まっていますから、なかなか返せない。な

ら、子どもたちは、宿題したのに返ってこ

なかったら、だんだん宿題に対する意欲も

減ってくる。 

 それやったら、やっぱりまず、丸つけと

いうのも、例えば、１０個宿題出して９個

合うて、１個間違えたら、先生が指導すべ

き、ほんまは、それは１０個とも指導、子

どもに「９個ようやったね、でもここだめ

やったね。」という、それも大事なんです

けど、そういう状況では、丸をつけるのは、

もうほかの人でもええやんかと、間違えた

ところをきちんと先生が、ここどうして間

違えたんかということを指導すればいい

んじゃないかと。 

 それが、だから１００人おったら、１，

０００個の丸つけは、もう別の人が丸だけ

つけて、この子はここ間違えたんだという

ことで、附せんでも貼って、担任に返して、

担任がその日のうちに子どもを呼んで、間

違ったところだけ、「ここおかしいよ。」と

言って指導し、毎日出してもらった宿題を

毎日採点して返ってくるほうが、子どもの

家庭での学習意欲につながるんではない

かなという思いから、ああいう事業をやら

せていただいているということで、委員が

おっしゃるように、私も家庭でのそういう

取り組み、非常に大事だと思います。 

 先ほど、課長が申し上げたように、なか

なか伝わらない部分とか、先ほど、委員も

おっしゃっていただいたように、説明会を

開いても来ていただけない方々もいらっ

しゃいますけど、そこを何とかしていかな

あかんというふうに思っていますので、ま

たいろいろ知恵を絞りながら考えていき

たいと思います。 

次に、通学区域についてです。荒れた学

校でも、ちゃんと授業を受けたい子どもが

いると、やっぱり授業を受けたい子どもが

受けられない状況というのは、やっぱり一

番よくないというふうに私も思っていま

す。 

 そういう子が、きちんと受けられない授

業の中で、だんだん学習意欲を失っていく

というのは、容易に想像できますから、そ

こは大事だと思っていますけども、ただ、

その解決策として、そういう学校に行くの

が嫌やから、違う学校へ行くということで、

解決するかは疑問です。極端なことを申し

上げるようですけども、例えば、その学校

の子が全部隣の学校へ希望して行ってし

まったら、そしたらどうなるんや思います。 

 やっぱり、摂津市のような小さな市域で

は、ご指摘のように、荒れた学校で子ども

たちが授業を受けられない状況にならな
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いように、しっかりと指導していくべきで

あって、その解決策の一つとして、学校選

択、通学区域を考えていくというのは、先

ほど申し上げたように、その効果、あるい

は影響について、先進的な市の取り組みも、

きちんと見ながら考えていかなあかんな

というふうに思います。 

○市来賢太郎委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 給食費の納入ですけど

ね、これも私ごとになるんですけど、私が

先ほど言うたように、千葉県から岡山県に

変わってきたときに、給食費の徴収という

ことで袋を渡されて、当時は１５０円だっ

たの覚えています。給食費の袋、私だけか、

何人かわからないけど、渡されへんかった

んですね。それを母親に言いますと、母親

が何でやろうって、「一遍、学校へ電話す

る。」と言って電話したら、「あんたのとこ

ろは母子家庭やから、学校でちゃんと対応

してますんで、ご心配なく。」と言われた

と。うちの母親が、「いや、先生のご配慮

は非常にありがたいんですけど、うちの子

は普通に、きちっと払わせていただきます。

そういう制度があるのはわかっています

けど、うちの子はきちっと払わせてもらい

ます。」という言葉が、私、電話の横でお

って、いまだにその言葉を非常に覚えてい

るんですよ。母親は懸命に、そのことを自

分自身に言い聞かせながら頑張ってきた

と思うんですけどね。 

 だから、そういう気持ち、この５１名の

方にというのは、なかなか難しいんですけ

ど、やっぱり、たかが給食費の未納という

こと、形じゃなくて、これは非常に子ども

たちにとって、今後にやっぱりつながって

いくようなことだというふうに私は思う

んです。 

 だから、その辺のことはしっかりと親御

さんと、難しいとは思いますよ。しっかり

と話し合いをしながら、やっぱりそういう

形で、これはお金の問題じゃないと思うん

ですよね。そういうことで、やっぱり話し

合いをされるべきというふうに、これも要

望にしておきますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 それから、修学旅行の件ですけど、さっ

きも言いましたように、非常に危険なのは、

教師の方々が業者との接触の中で、そうい

う危惧を感じるんです。なあなあになって

しまうことが非常に怖い状況で、行政全般

からいうと、こんなことは、とんでもない

話やということになるというようなこと

が、教育の現場でもしか起こっているよう

なことになったら、その辺のわきが甘いと

いいますか、そういうような状況に陥る危

惧を感じますし、当然、業者の方々という

のは、自分に対してそういうお呼びがかか

って、そういう仕事を受けたいという気持

ちがあるから、いろんな方策をとってきは

ると思うんですよ。 

 そういうことに対しての危惧を感じま

すので、その点、また資料が出たら、きち

っともう一遍話をしますけど、先ほど前馬

部長がおっしゃったように、厳正に当たり

前の法則をきちっと規則、ルールにのっと

ってやるということが、未然の防止につな

がっていくんじゃないかというふうに思

いますので、その辺は強く要望しておきま

すので、お願いします。これは、定期的に

やらんと、またそういう形で戻ってしまう

危惧があるんで、その点はよろしくお願い

したいと思います。 

 それから、卒業式、入学式の件ですけど、

さっきも言いましたように、これは四半世

紀言い続けたということを言いましたけ

ど、やっぱりそういう形でしっかりと職務
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命令をやっぱり言うて、そういう形で当然、

決まり事をしっかりと行うということが、

これは原則やし、学校というのはさまざま

な教育の中で、ルールを守るという教育を

行うということ、これも大切な一つの大き

な教育の一環ですよね。だから、それがど

ういう理由であろうと、ルールは守らなあ

かん。 

 例えば、交通違反にしても、一々、苦情

を聞いとったら、交通違反のルールをつく

れないじゃないですか。ルールがあるとい

うことなんで、それに従わすということが、

この法治国家の、また、法治国家で生きる

べき一つの手段として、子どもたちにしっ

かりと勉強させなあかんわけですから、そ

ういうことは、やっぱり教員が率先してや

らなあかんわけですよ。 

 そのことも、また質問いろいろしていく

と思いますので、強いご指導をお願いした

いと思います。これは要望にしておきます。 

 それから、いじめについてですけど、こ

のことは、特定の専門家の方々の話もそう

ですけど、その事象、事象において、複雑

に入り込んだ個人のさまざまな感情やら

性格やら、今、なかなかそのことに関して

解決策は出ないと思いますけど、本当に、

私は非常に僭越で、そういう釈迦に説法み

たいなことを言いましたけど、やっぱり子

どもたちに議論させて、子どもたちに、一

体何でこういうことになったんやと、その

アドバイスはしっかりと教員にやっても

らわなあかんですけど、考えさせてやるこ

とは、深層心理にかかわってくることでし

ょう。だから、これはあかんことやと子ど

もたちが自主的に思わん限り、やっぱりそ

ういう方向に行ってしまう。人間のさまざ

まな感情の中で、やっぱり自分の日々の苦

しみをほかに転換したいとか、それから、

そういうストレスの解消にとか、これもさ

まざまな自己防衛本能です。その一つの一

端として、他人を傷つけるということがや

っぱり起きてしまうというのが人間の一

つの深層心理の中にあるわけです。そうい

う対象じゃないというようなことを、しっ

かりと子どもらにやっぱり意識づけるこ

とが、抜本的な改革になるとは思いません

けど、一つの事例として、やっぱりやられ

たらどうかなというふうに思うんです。こ

れも要望しておきます。 

 それから、学校のレベルの問題ですけど、

三位一体という言葉ありますよね。キリス

ト教の言葉ですけど、父と子と聖霊ですか

ね、それを当てはめるのは非常に不敬なこ

とかもしれませんけど、しかし、生徒と、

子どもたちと教師と保護者がしっかりと、

これはもう言い尽くされている言葉やと

思うんですけど、スクラムを組むことが一

番というふうに思いますし、その辺のこと

は、粘り強くですわ。粘り強く、根気よく、

やっぱり保護者に説いていくということ

が必要じゃないかというふうに思います

ので、その辺のことで、若い世代が出てい

くというような、まちにとってこれは決し

ていいことやないんで、そういうことも考

えながら、やっぱりやっていただきたい。

これも要望にしておきます。 

 それから、クラブ活動についてですけど、

全部で５０の部が廃部になったと、先ほど

言いましたけど、去年は１部になっていま

すけど、増減と言っても、増えていること

はないんですね。実際に、増はどうかとい

うことを聞いたんですけど、それがないと

いうことは、５０のクラブがなくなったと

いうだけで、増えてないんやね。 

 だから、そういうことやったら、やっぱ

り、これはゆゆしき問題ですわ。そういう
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必要性があるやら言いながら、５０の部が

廃部になっていくというのは、言うとるこ

とと現実と全然違うんちゃうかなと思う

んですけど、その点、もう一度それ、廃部

になったいきさつ、何で廃部になったのか、

ほんで、それに対してどういうふうな対応

をしたのかということをお聞かせ願いた

いと思います。 

 通学区域のことも、今言うたら、抜本的

な解決策にならんというのはわかります

けど、ただ、よく保護者の中で、単純な話

ですけど、「もう学校を変わりたいわ。」と

簡単に言いはりますよ。でも、それは本当

に保護者の中では、やっぱり切なる思いだ

と思うんですよ。 

 今の状況やったら、何か一つの枠に入れ

られて、「ここからのことはでけへん。」と

言われて、しかし、「何でうちの子だけこ

んな目にあうんや。」とか、「うちの子はも

っと勉強したいと言うとんのに、何で塾に

行かさなあかんねん。」と言うて、「塾のお

金、何で私らが払わなあかんねん。」とつ

ながっていくわけですやん。 

 だから、教育長がおっしゃったように、

抜本的な解決策として、通学区域を変える

ということで、そういう保護者の要求を満

たすというわけにはいかんですけど、ただ、

現実問題、そういうことは平気で言いはり

ますよ、皆。そうでしょう。 

 だから、その辺に関して、やっぱり自由

に選択するということが、これは、今言う

たように、いろんな弊害があって、いろん

なことがこれから生まれることかもしれ

ません。今だったら、大阪市がやっている

状況をしっかりと見定めた中で、やっぱり

摂津市の判断を今後していただきたい、こ

れは要望しておきます。 

 それから、スマホの問題ですけど、歩き

スマホの問題も、これから僕らが考える範

疇を超えた、非常に大変なことがいろいろ

と出てくる可能性があるんです。この問題

も、非常にいろんな問題が絡んでいるわけ

ですけど、現実問題として、子どもの非行

につながっていったり、夜、うろうろする

ことによって事件に巻き込まれたり、それ

から、今言うたように、交通事故やら、さ

まざまな事象につながっていく可能性が

あると。 

 学校の先生が想定して、その危険の警鐘

を保護者に、子どもらにしっかりと鳴らし

ていく必要がある。そういうことを、その

ことに関して、どういうふうに思うか、ご

答弁いただきたいと思います。 

 以上で、３回目を終わります。 

○市来賢太郎委員長 暫時休憩します。 

（午時１１時４９分 休憩） 

（午後 ０時５７分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 前馬部長。 

○前馬次世代育成部長 それでは、部活動

にかかわってのご質問にご答弁申し上げ

ます。 

 廃部になった部が、かなり多くあるとい

うことで、その廃部になったいきさつ等で

ございます。一部の学校では、生徒数の減

少により部員が少なくなった、あるいは多

くの部を維持することができなくなった

ということで廃部になった状況がござい

ました。また、指導者が転勤、あるいは退

職したことによって、特別な指導が必要な

部が部を維持することができなくなった

という場合もございました。そのような状

況の中で、部が減っていった状況がござい

ます。 

 対応でございますが、部活動は確かに重

要な教育活動でございます。ですから、何
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とか維持できるように、これまで外部指導

者を学校に導入するなど部活動の維持を

図ってきたわけでございますが、今後は国

レベルでも昨年１２月にチームとしての

学校のあり方と今後の改善方策という中

央教育審議会答申が出ましたけれども、そ

の中でも部活動の重要性を考えて、部活動

指導員、これは仮称でございますが、職員

として位置づけて部活動の振興というも

のを図っていきたい。また、その部活動指

導員の任用に際して、教育委員会が生徒の

発達段階などに応じた指導ができるよう

な研修を行うことと記されております。こ

れは、まだ中央教育審議会答申の段階では

ございますが、国レベルでも部活動の位置

づけは、教育活動というには大変曖昧なも

のでございましたが、国のほうでも教育活

動に位置づけながら正規の職員を配置し

てという方向でございますが、予算のこと

もございますので、今後の動向には注目し

たいと思っています。 

 しかし、本市におきましては外部指導員

を派遣しながら現在の部活動を維持して

まいりたい、そのように考えておるところ

でございます。 

 それから、歩きスマホの問題に対しての

ご答弁でございますが、新聞報道でもござ

いますように、例えば、運転中のスマホの

操作によって死亡事故が発生する。あるい

は、歩きながらスマホをしている状況の中

で事故に遭ったりとか犯罪に巻き込まれ

てしまったりの事案が発生いたしており

ます。 

 大人は、ついつい子どもの問題というふ

うに捉えがちですけども、大人も含めて大

きな社会問題になっているのが、スマホの

問題ではないかと思っています。そういう

意味で、保護者に対しては子どもだけの問

題ではない。保護者にとって、我が子の教

育について考えなければならないし、自分

たちの社会規範といいますか、自分たちの

行動という意味でも大変重要なことであ

ると、そのような意味合いから警鐘を鳴ら

していきたいと考えております。 

 なお、市のＰＴＡ協議会のほうでもスマ

ホの問題については、継続的に協議を行っ

ていくということを伺っておりますし、さ

まざまなところとタイアップしながら、歩

きスマホだけではなくて、スマホ、携帯の

利用等について我々もともに考えていき

たいと考えております。 

○市来賢太郎委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 先ほど要望という形で

終わらせた修学旅行については、質問した

いことがあったんで、もう一遍、質問しま

す。 

 国旗・国歌の問題ですけど、平成２７年

度は説明を受けたんですけど、今後どのよ

うな取り組みをされるか、具体的にもう一

遍きちっとご答弁いただきたいと思うん

です。 

 これも、今言うたように、この問題に関

して、私、四半世紀やっとるわけですから

ね。学校によって、歌うてないとか、歌う

とるとかいうような状況が、学校によって

ばらつきがあることもおかしい話ですよ。

本来ならね。そういうこともあるから、具

体的にどのような形にされるか、もう一遍

ご答弁していただきたいと思います。 

 それから、歩きスマホの問題も、社会問

題になってきて、それを提供している業者

に対して、いろいろ申し入れはしているん

ですけど、これから子どもたちがそのこと

によってトラブルになってしまうという

ことは目に見えてわかるわけですよ。そう

いうような状況をいかに事前にきちっと



- 28 - 

 

防ぐかということをやっぱり真剣に考え

ていかなあかんわけであって、例えば、対

策本部ぐらいを設けてええん違うかなと

いうように思うんです。 

 だから、今年度はそういう形で取り組ま

れたんですけど、これは予算の時に言わな

あかんのやけど、対策本部みたいな形でや

られる意向はあるのかどうかもお聞きし

たいと思います。 

 それから、部活動の件ですけど、どんど

ん外部指導員を入れていくという形をと

って、やっぱり活性化を図らなあかん。子

どもの数が少なくなったから部活動が少

なくなるというような消極的なことでは

なくて、やっぱり何らかの形で、ボランテ

ィアで学校の先生方が部活の顧問ですか、

そういう形になられるということを、先ほ

どのご答弁の中で、それも改善していかな

あかんというような形で言うておられた

んですけど、そのとおりやと思います。 

 だから、何らかの部活動に対しての、ボ

ランティアだけではなくて、教員に対して

の配慮も必要やし、外部指導員をしっかり

と充実させるということが、やっぱり子ど

もの部活の活性化につながっていくしね。 

 例えば、摂津市内での競い合いもそうで

すし、それから大阪府やら他市の学校との

やりとりは、子どもたちの励みになるわけ

やし、やっぱりそんな中で摂津市において

本田選手とかさまざまなアスリートが誕

生していますけど。そういう子どもたちの

可能性を引き出すという意味でもやっぱ

り部活動は大切だというふうに思います

んで、その辺のことはしっかりと認識を新

たにしてください。 

 学校の現場というのは、どうしても外か

ら来る人間に対して、理屈抜きにちょっと

抵抗感があるというように思うんですけ

ど、そういうことを払拭していただいて、

その充実に向けて取り組んでいただきた

い。これは、要望にしておきますんで、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○市来賢太郎委員長 前馬部長。 

○前馬次世代育成部長 国歌の斉唱等に

かかわっての具体的な取り組みでござい

ますが、校長会等を通して、適切な実施に

ついては指導しておるところでございま

す。責任者として、また管理者としての校

長に自覚を促すとともに、指導を強化して

まいりたいと考えております。 

 また、学習指導要領に基づいた実施とい

うことで、指導要領の実施状況であるとか、

その調査についてもきちんとやっていき

たいと考えておるとこでございます。 

 おっしゃるとおり、長年の課題ではござ

います。前進した部分はあるとはいえ、ま

だ十分に歌えていない状況もございます。

改善を図っ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。 

 それから、歩きスマホの問題でございま

すが、これは先ほど、大人も含めて全体の

問題であると申し上げましたが、庁内でさ

まざまな関係部が取り組みをこの夏から

も行ってきたところでございます。子ども

だけではなく、全ての大人から子どもまで

の問題であるという認識で、他の市長部局

のほうとも連携しながら取り組みを進め

てまいりたいと考えております。 

○市来賢太郎委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 例えば、国旗・国歌の問

題ですけど、データ的にこの学校はどうい

う状況やったとか、あの学校はどうやった

とかというようなデータが、もしあるよう

でしたら、そういう状況判断を総合的に、

いろいろその辺の学校等の状況判断をさ

れとると思いますんで、その辺をお聞かせ
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願いたいと。 

 それから、委員長、先ほど私は修学旅行

の件で資料を求めたわけですよ。私の質問

の間にその資料が出てくると思とったん

ですけど、出てきていないわけで。修学旅

行の件は要望にしとったんですけど、資料

に基づいて質問したいと思うんでね。だか

ら、資料提供を早急にお願いしたいと思う

んです。 

○市来賢太郎委員長 暫時休憩します。 

（午後１時  ７分 休憩） 

（午後１時３８分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 前馬部長。 

○前馬次世代育成部長 それでは、卒業式、

入学式の国歌斉唱に係る状況のデータに

ついてご答弁申し上げます。 

 具体的に教職員が何割歌っているか、あ

るいは児童生徒が何割歌っているかとい

うようなデータはございません。しかし、

府のほうから実施状況の調査は提出を求

められております。 

 調査の内容を申し上げますと、式場内で

の国旗掲揚について、それから式次第に国

歌斉唱の記載があるかどうか、また式の中

で国歌斉唱が行われたかどうか、国歌の指

導というものが事前に行われたかどうか、

さらには国歌斉唱時の教員の起立状況、こ

のような調査がございます。今申し上げた

５点につきましては、いずれも適切に行わ

れたと回答いたしております。 

 教職員が歌っていない状況と児童生徒

が歌っていない状況というのは、区別して

考えていく必要があろうかと考えており

ます。 

 つまり、教職員は教育公務員であり、学

習指導要領に沿って指導していくわけで

ございますし、大阪府の国旗掲揚、国歌斉

唱の条例もございます。自らの立場という

ものを考えて適切な態度とる必要がござ

います。つまり、歌うという姿を見せるこ

とが公務員としてのあるべき姿と考えて

おりますので、指導を適切に行ってまいり

ます。 

 児童生徒については、もちろん歌ってい

ない子どもに理由を聞いていくことは、で

きないことであると考えています。しかし、

歌うのが儀礼上も、それから国際関係等を

いろいろ考えたときに必要なことだとい

うことは教えていき、また歌えるように指

導していくことが式の事前から必要であ

ると考えております。  

それから、修学旅行に係る状況の資料で

ございます。 

 私どものほうで、後日の提出と解釈して

おりまして、まことに申しわけございませ

んでした。 

 行き先であるとか日程、それから旅行業

者、それからどのような組織で業者選定を

したか、業者選定の方法、仕様書を何者に

送ったのか、またそれに応えてきたのが何

者あったのかというようなことが主な内

容でございます。このような内容で、現在、

状況を把握しておるところでございます。 

○市来賢太郎委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 国旗・国歌の件ですけど、

それなりに府教委から報告をしてほしい、

しなさいということがあって、それなりに

調べたと思うんですけど、ただ、学校によ

って非常にばらつきがある。その辺のこと

をしっかりと校長会とかで指導されると

思うんですけど、私が行っとる第二中学校

なんか極端に歌うてない先生方が多いで

す。 

 そういう学校に対して、ほんなら先生方

に対してどういうような一つの指示を出
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しとるのか。校長に全部お任せするのか、

主事が行って、そういう形で教員と話し合

いをしながらきちっとした適正な対応を

されるのか。また、その後、処罰の対象に

なるということは、しっかりとそういう形

で言うているのか。そういうことをやって

いるかどうか、一遍そのことだけ、事細か

にそういう指導をしているのかどうかね、

その状況がずっと続いとるわけですから、

ご答弁いただきたいと思います。 

 それから、旅行社に関して、これを見て

やっぱり小学校の場合、１０校中６校まで

が、私が前に指摘した業者がやっている。

それなりの方式をやっとるということな

んですけど。一つの企業がそういうもんを

独占したら、さまざまな弊害が起きるとい

うことは、毎回、口酸っぱくなるほど言っ

ていますよね。だから、そういう会社は、

例えば３分の１、３分の１ぐらいに、ずっ

とそういう一つの独占にならないような、

そういう方策をやっぱり教育委員会がと

るべきやと思うんですよ。その中で、業者

間の話で、これは決して許されることやな

いんやけど、そういうようなことがあるか

もしれんし。これ全部がこのままやったら、

極端にその辺を是正されても、こういう形

で戻ってくるんやったら、そういう割合を

しっかりと決めながら業者の選定を行う

べき違うかなと思うんです。行うべきとね。 

 こういう資料をきちっとつくって、事前

につくって、やっぱり我々に見せてほしい

んですよね。これ、前馬部長、私がどうい

う質問をするかというのは大体お話させ

ていただいた。その中で、こういうことは

必ず出てくるわけですから、こういう形で

資料に基づいて質問したほうがいいわけ

ですから、そういう非常に先の危惧を私は

感じているんで、そういうような例えば割

合を決めて業者を選定するようなお考え

はないかどうか、これもご答弁いただきた

いと思います。 

○市来賢太郎委員長 前馬部長。 

○前馬次世代育成部長 国歌斉唱にかか

わってございます。 

 校長会での指導というものは、数度行っ

ております。２学期後半から３学期にかけ

て毎月校長会がございますが、その中で指

導を行っております。もちろん文書による

指導もございますし、教育公務員としての

立場というものをよく考えるように、また

条例のことについても説明しておるとこ

ろでございます。 

 現状で誰が歌っている、歌っていないと

いうことの細かな調査というのはなかな

か困難ではございますが、やはり歌うとい

う姿勢を見せることというのは求められ

ることと捉えておりますので、どのように

指導していくのか、またどうすればきちん

とその責務を果たせるのか我々はよく考

えた上で、その指導のあり方もさらに考え

てまいりたいと思います。 

 処分ということがございましたけども、

もちろん職務命令が出れば、職務命令に反

した場合は処分ということも考えなけれ

ばなりませんし、現状把握しながら今後の

あり方をさらに考えていきたいと思いま

す。 

 それから、修学旅行にかかわってでござ

いますが、複数の業者が立候補して、そこ

から公平に選んでいくシステムがとられ

るということが、まず大事だと考えており

ます。 

 現在、平成２７年度に関しましては６校

が以前独占していた会社がとっておりま

すけども、それよりも少なくなっている年

ももちろんございますし、何年かの推移を
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見ながら状況を見ていく必要があると考

えております。 

 一番問題になることは、学校が教育活動

においてどのような修学旅行を子どもた

ちに経験させたいかでございます。１回目

の答弁でも申し上げたんですけれども、お

任せになるとか、もう行き先が自動的に決

まっているとか、そういうことになれば業

者が限定されることもあると思います。や

はり、今年度の修学旅行は、どんな目的で

何をしたいのか、どんな教育的な意義があ

るのか、どんな効果を求めるのか、それを

やはり教育者である限りは、毎年きちんと

考えていくことが必要だと考えておりま

す。その上での業者選定であるかどうか、

きちんと見きわめてまいりたいと考えて

おります。 

 もちろん、全部が同じ会社になってしま

うということは不自然ではあります。調査

の趣旨も踏まえ、以前のような状況になら

ないようにきちんと注意して見ていきた

いと考えております。 

○市来賢太郎委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 国旗・国歌の問題は、本

当に四半世紀やってきたわけですけど、先

ほどおっしゃいましたように教育公務員

ですから、公務員は、やっぱりきちっとし

た公務員の法律もそうですし、府教委やら、

それぞれの組織の中で決められた一つの

もんにきちっと従わなあかんという義務

がある。それやのにルールを守らんと、こ

の人間基礎教育じゃないけど、ルールを守

る人づくりと言われとるわけですよ。ルー

ルを守らんと、自分らは思想信条やと言う

んやったら、もう公務員をおやめになって、

自分の好きなほうへ行きはったらええわ

けです。 

 それが守られへんかったら、そういうこ

となんで、それはもう重々きちっと、これ

も納得しませんけど、再度やっぱり強い口

調で言うていただきたいと思います。これ

も要望というより、私も納得しませんけど、

そういう形でしたいと思います。 

 それから、私が前に質問したときに、修

学旅行ですけど、旅行社が既に来年度の宿

を予約しているんですね。予約を入れとん

ですわ。次へ来るときも、例えば、鳥飼西

小学校が「来年来ますんで。」と言うて、

その業者が旅館にもう予約を入れている

んですわ。そういう状況がずっと続いとっ

たわけですよ。 

 結局、その中で、そういう形で当然行か

なあかんとこを確保せなあかんからとい

うことで、前もってそういう形で言うとい

うのは、旅行社がようやることですけど、

それはあくまでも普通の旅行ですわ。人数

集めを後でダーッとせなあかんというの

はね。でも、修学旅行でそれをしたら、こ

れ本当に単に出来レースの業者選定にな

っているのかと当然思いますよね。この６

者、実際そういう形でやっているん違うか

なと、私は危惧するわけです。 

 だから、そういう点のルールを逸脱して、

私らは摂津市の仕事をやっているという

形で言い切ったような内容をホームペー

ジに書いて、それも指摘されて、慌てて自

分のホームページから削除した、その会社

が削除したという事実があるわけですけ

ど、そういうような出来レースになってし

まうことが非常に危険を生じるというこ

となんで。本来は、前馬部長がおっしゃっ

たように、本当に修学旅行の目的、授業の

一貫やと言うんやったら、その内容はどう

するかということをプランニングからさ

まざまなプロセスを教員がやっぱりやら

なあかん。それを省いてしもての修学旅行
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になるから、こういうことになるわけです。 

 本来の目的に立ち返ったら、こういうこ

とにならんわけであって。でも、現実、ず

っと質問がなかったらこういうことにま

た戻りつつあるわけですよ。増えていっと

るわけですよ。 

 だから、今言うたように、例えば、業者

選定を厳正にやっても、その割合をきちっ

と決めながら３割・３割・４割とか、そう

いう形で決めながらやらんことには、自由

競争と言うけど、そこに非常に我々が見え

ないもんがあるような感じがしてしゃあ

ないんですよ。 

 その辺を再度質問したいと思いますん

で、よろしくお願いします。 

○市来賢太郎委員長 前馬部長。 

○前馬次世代育成部長 この資料をごら

んいただいておわかりいただけると思い

ますが、次年度の業者を選定するのに当た

っては、既に宿泊地が決まっているとかは

ございません。あくまでも各会社から提案

をいただいて、それをプロポーザルで選定

していくというようなシステムをとって

おります。 

 しかし、ついつい気心が知れているので

この会社を選んでいるというような疑い

をもし持たれることがあるとすれば、信用

という意味でも学校にとってはマイナス

でございます。 

 選定の過程も含めて、どこへ出しても問

題ないような形で取り組んでいくように

指導を徹底してまいります。 

 会社がまた元に戻っているというよう

に、この数字だけを見るとお思いになるか

もしれません。もし私も第三者であれば、

そういうふうに感じる可能性はございま

す。感じるということは、さまざまな懸念

を抱いていただいているということだと

思いますし、学校が信頼を損ねることがな

いようにという意味で警鐘を鳴らしてい

ただいていると思っております。様々な声

にも耳を傾けながら、公平公正に業者選定

をするよう各学校にもきちんと指導して

まいりますので、ご理解をよろしくお願い

したいと思います。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 もう一つ僕が懸念しと

ったのは、結局、過去において組合もこの

会社が全部丸抱えでやっとる事実があっ

たわけです。摂津市の教職員組合がね。そ

ういうことが、結局、なあなあになってし

まうん違うかなというようなことがあっ

たんですよ。だから、観劇の券とかを渡し

たり、そういうことがあるということを聞

きましたからね。だから、私的なとこでも

つながっとるような状況の中で、果たして

中立性を守れるかという僕は危惧を１度

質問したことがあるんですよ。現実に、そ

ういう形の事実はあるかどうか。その組合

も丸抱えでこの会社を使うてるかどうか

ということだけ確認したいと思いますん

で、答弁お願いします。 

○市来賢太郎委員長 前馬部長。 

○前馬次世代育成部長 教職員団体とこ

の会社がつながっているかどうか、それは

よくわかりません。といいますのも、ホー

ムページにあったのも教職員厚生会の指

定業者ということであったと思います。 

 厚生会と教職員団体とのつながりとい

うのがあるか、ないか、これはいろいろ見

方も分かれるところだと思うんですけど

も、ただ、教職員にかかわる団体と結びつ

きがあるということで、ついつい有利にな

るんじゃないかと考えられ、かつてのプロ

ポーザル等で行っていなかったときは、疑
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われても、それは一つ仕方がない状況もあ

ったかと思います。 

 現状で言えば、どの会社も対等な形で、

学校から仕様書を送って、この仕様書で企

画が出せるかどうかということで対等に

送りますし、そういう意味では、現在、も

ともと関係があった中で、何か出来レース

になっているような状況はございません。 

 繰り返しになりますけども、一旦、疑い

というものがあれば、なかなか拭い去るこ

とができるものではございませんので、改

めて疑念を持たれることがないように

我々も指導してまいりたいと思います。 

○市来賢太郎委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 これ最後にしておきま

すけどね、当然、私的なもんまで僕らは踏

み込めんのが事実ですけど、今言うたよう

に、その先に何があるかということをしっ

かり僕らは見なあかんわけで、制限という

か、ある程度そういう形の制限をかけなが

ら、またこれが何年か経って、またやった

ら、ほとんどそういう会社になってしまう

ようなこと。一生懸命そういう中立性を守

りながらやっとると言うけど、現場で修学

旅行の業者との交渉は、今、前馬部長はや

ってはらへんでしょう。だから、私は制限

をかけるべきというふうに思います。独占

がないように、やっぱりそれなりの割合の

制限をかけながら選ぶという方法が私は

必要じゃないかというふうに思いますん

で、これは強く要望して質問を終わります。 

○市来賢太郎委員長 ほかに質疑はあり

ませんか。 

 東委員。 

○東久美子委員 それでは、大きく５点で

質問をさせていただきます。 

 図書館、学力、交通安全教室、学校給食、

生徒指導にかかわることです。 

 初めに、図書館についてお伺いします。 

 図書館のことについては、私もたびたび

質問してまいりましたが、目に見えて著し

く変化がこの３年間あったように思いま

す。ブックシャワーが入っていたりとか、

それから書架の整理方法を利用者の立場

に立って、わかりやすく改善されている。

それから、読書手帳を配付されて大人もシ

ールを貼ることができるとか、いろいろな

方法でたくさんの方に利用されるように

工夫されているなと感じております。 

 お聞きしたいのは、摂津市民図書館等協

議会がございますよね。それは非公開にな

っておりますので、傍聴とかは行けないわ

けなんですけれども、ここでどういうふう

なことが議案になっているかというのは、

冊子のほうで、４回開催されて、どういう

内容やということは報告されております

ので、目を通させていただきました。 

 お答えいただけるのなら、この会議の中

で実際にどのようなことが会議で話し合

われた中で反映されたのかという１点、お

願いいたします。 

 ２つ目は、点字の本ですよね。点字の本

が、また違う形で貸し出しが行われている

と思うんですが、そこのところのどのよう

な形で目に障害がある方にも図書を利用

していただけるようにされているのかを

お伺いいたします。 

 ２点目、学力のことです。 

 本当に学力については、なかなかすぐに

成果が出るものではないということはわ

かりますし、今までさんざん地域での保護

者対象の学力テストの結果報告会など積

み重ねてこられたことも努力されている

ことの一つに上げられるかなとは思って

おります。 

 ただ、今までも重ねて質問させていただ
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きましたけれども、学力定着度テストにつ

いて、私は反対の立場です。それは、子ど

もと向き合って、時間をつくって、例えば、

宿題を出したと、先ほど教育長がおっしゃ

ったことに、ちょっと私はひっかかりがあ

ったので質問させていただいているわけ

なんですけれども、丸をつけながら、子ど

もに、「ここ間違っているね。」、「ここ何で

間違ったんかな。」というふうな形の丸つ

けができていたのが、もう何年も前の話に

なっちゃうかもしれませんが、そういう実

態があったんですね。 

 ところが、今は本当に教師的に大量なプ

リントもあるし、子どものほうは子どもの

ほうでこなさなければいけないというこ

とで、教師が忙しいだけでなく、学校現場

の煩雑はあるかと思います。 

 それで、先ほど教育長がおっしゃったこ

とで、学習プリント採点等補助員のことを

おっしゃったかと思うんですが、２人配置

されていることの、それから活用の様子も

お伝えくださったんですけども、私はこれ

についても、どういう経過で補助員が現場

についたかということについて、ちょっと

かみ合わないなというところがあります

ので、この経過をもう一度説明していただ

きたいと思います。 

 次は、３点目は交通安全教室のことなん

ですけども、交通安全教室、新しい形とい

うのか、今までやった形ではなく、子ども

たちに今後の取り組みで期待できるのは、

考えさせる交通安全教室というのができ

るかなというように捉えたんです。 

 決算だけではなく、次年度の予算につな

がる事柄でとても大切やということを部

長会で話されていました。市長でしたか、

出ていたと思いますので、ここのところで、

大阪府の自転車条例について、これは要望

なんですけれども、この中で、なぜこのよ

うな条例ができて、保険に入ることを義務

化されていますよね。保険に入らなければ

いけない理由、それから、委員会でもスマ

ホのことがたくさん出ていたと思うんで

すね。子どもたちが加害者にならないため

にも、それからもし誰かを傷つけたときに、

死亡事故もあったからこういうものがで

きたと思うんですが、そのときにも対応で

きない。ところが、安易に考えると、保険

入ってんねんみたいな形で流されてしま

って、そのやってはいけないことをしなが

ら運転なりしていたら、保険適用されない

ということも含めて、これが本当に家庭で

していただきたい。 

 本当は家庭かなとは思うんですけれど

も、今度から安全教室の形が少し変わるよ

うですから、これは要望です。できれば、

この辺の自分が道を走行するときの責任

というものを自覚させるような形の学習

もお願いしたいなと思いますので、よろし

くお願いします。 

 それから、学校給食のことですが、学校

給食のことについてお尋ねしたいのは、事

務の管理及び執行状況の点検及び評価報

告書がありますよね。この評価報告書の中

で、小・中学校給食事業というのがＢにな

っていますよね。この評価の基準というん

ですか、これがＢですかと思うところがあ

りますのでね。この評価、Ａはどういうふ

うなことでＡになるのか、Ｂはどういうこ

となのか、Ｃは、Ｄはということを少しお

聞きしたいと思いますので、お願いいたし

ます。 

 それから、生徒指導のことにかかわって

ですが、学力向上に取り組みたいけれども、

摂津市の厳しい実態があると、会議の中で、

いろいろと出されていることかと思いま
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す。学校によっては、この課題が一番大き

く占めている場合もあるかと思います。 

 私は、定例の教育委員会にほぼ出ており

ますが、そのときにここの問題行動の報告

を聞く中で、件数が多ければ、ある意味、

「あっ大丈夫や。」と思うんですね。それ

は、教育長もおっしゃっていたように、そ

れをいじめというふうに捉えることがで

きる摂津市の力やと思うんです。 

 これは、本当に前からずっと積み上げて

きた力と思うんですね。だから、摂津市の

学校現場はいじめとかね、まだ十分じゃな

いですよ。１００％でない。それから、７

割が１０年未満の職員になったというこ

ともおっしゃっていたから、そういう中で

十分ではないんですが、このあたりは摂津

市の積み上げの成果かなと思うんです。 

 それで、事例の数だけにこだわらず、学

校から上げてもらえること。その上げてこ

られた内容を、きちんとオープンにされて

いることについては評価しています。 

 このあたりが教職員が本当に悩んでい

るところと思うんです。まだまだ若い教職

員の人が保護者との対応が上手でなかっ

たりとかします。職場で無駄話というのは

ちょっと言い方が悪いんですけれども、情

報交流ね、ささいな話の中で、交流の機会

が減っているように思いますので、委員会

としてどのようにそういうような保護者

対応等をフォローされていかれるのか、そ

このところをお聞かせください。 

○市来賢太郎委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、図書館に

関しますご質問につきましてご答弁をさ

せていただきます。 

 まず、第１点目、市民図書館等協議会の

中で議論された件で、改善された点は何か

あるのかというご質問でございます。 

 摂津市民図書館等協議会につきまして

は、大きな目的といたしましては、現在、

民間の指定管理者が運営しております図

書館につきまして、その運営が適切に行わ

れているか、市民目線、第三者の目線で評

価を行いまして、またそれを現在の指定管

理者にフィードバックすることによって、

よりよい図書館としていくということが

目的でございます。 

 その中では、単に点数づけを行うだけで

はなく、実際に委員が図書館に赴き、利用

し、気づいたことなどを議論して改善につ

なげるということも実際に行っておりま

す。 

 その内容につきましては、非常に多岐に

わたりまして、細かいことから大きなこと

まで数多くございます。今回、２点だけそ

の例を挙げさせていただきます。 

 １点目は、これは図書館システムの件で

ございますが、先日も答弁させていただき

ましたが、昨年コンピューターシステムに

つきましては、新規システムに更新させて

いただきました。以前より、図書館等協議

会より要望がございましたが、旧システム

におきましては、例えば、文学全集に関し

ましては「文学全集何々」「何々全集第１

巻」というようなタイトルの検索はできま

すが、その中の作品名につきまして、シス

テム上表示されないような仕様となって

おりました。そのため、自分が実際に読み

たい本が図書館システムで検索してどこ

にあるのかということが、非常にわかりに

くいというご意見を頂戴いたしまして、今

回のシステム更新におきましては、単に

「全集」と表示するだけではなく、その中

にどういったタイトルのものが記載され

ているのかまで細かく表示するようにシ

ステムの変更をさせていただいておりま
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して、よりわかりやすく検索ができるよう

になったとご好評をいただきました。 

 また、２点目につきましては施設管理の

件でございますが、市民図書館におきまし

ては、子ども用のトイレ、大人用のトイレ

は、全て和式トイレでございました。やは

り、近年、子どもさんにとっては、和式ト

イレの使用が難しいということで、委員の

方から洋式にしてはどうかということ、ま

た成人用トイレにおきましても、鞄などを

置くスペースがないというようなご指摘

をいただきまして、対応しております。 

 続きまして、２点目のご質問で点字等、

障害者向けのサービスにつきましてのご

答弁をさせていただきます。 

 本年４月から、障害者差別解消法が施行

されております。それ以前からも、障害者

対応というものにつきまして、図書館はさ

まざまな施策を行っております。 

 書籍に関しましては、点字図書及びデイ

ジー図書と呼ばれます、いわゆる音声訳図

書の提供をさせていただいております。 

 点字図書につきましては、娯楽本が約２

００冊、また点字の雑誌というものがござ

いまして、こちらが約２０冊、また点訳つ

きの絵本も取りそろえておりまして、点字

書籍といたしましては約２００冊。また、

音声訳図書といたしましては、広報せっつ

などの音声訳も含めまして約１，０００冊

ほどの蔵書となっております。 

 しかしながら、これらの数では、ニーズ

にお応えするにはやはり少ないというこ

とで、これら点字図書及びデイジー図書に

つきましては、現在、障害者サービスを供

用する図書館ネットワークがございまし

て、そちらの中で相互貸借を行う契約を結

んでおります。これによりまして、必要な

図書を全国の図書館から取り寄せてお渡

しするということが可能となっておりま

す。 

 また、障害者の方に関しましては、ご利

用をご希望される方は、実際に図書館にお

いでいただかなくても郵送でお渡しする

というサービスも行っており、障害者の方

も不自由なくご利用していただけるよう

な環境づくりに努めております。 

○市来賢太郎委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 それでは、学校教育

課に係りますご質問にお答えをいたしま

す。 

 まず、学習プリント採点等補助員にかか

わりましてですが、こちらのほうは昨年度

より小学校２校にモデル校といたしまし

て１名ずつ配置をしたところでございま

す。 

 こちらは、同年度より実施をいたしまし

た学力定着度調査に向けて、そして日々の

授業改善、子どもたちの学習意欲の向上、

さまざまな学力向上の施策とも絡めなが

ら子どもたちの学習意欲も高めていきた

いという大きな思いをもとに、まずは反復

学習ですとか、ふり返り用の学習を、朝の

時間や宿題等でのプリントの活用を進め

ていくために配置をしたところです。 

 こちらにつきましては、今年度さらに１

校増やしまして、３校という形で取り組ん

でおります。経緯といたしましては、以上

でございます。 

 続きまして、交通安全にかかわってでご

ざいますが、中学校のスケアードストレー

トの取り組みは今年度で終了をいたしま

した。 

 事故の現場等を再現することを通して、

先日もご答弁いたしましたが、事故の恐ろ

しさや事故のメカニズムも改めて感じな

がら、次は自分自身が被害者という立場だ
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けではなく加害者に回るかもしれないと

いう気持ちにもさせておきたいところで

ございました。 

 今年の平成２８年の春先に条例等が制

定されて、保険等への加入の一定義務づけ

といいますか、保険等の加入について保護

者等に勧めていく形についても、教育委員

会から学校に対して調査を行い、促しを進

めてきたところでございます。 

○市来賢太郎委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、総務課にかか

わります質問にお答えをさせていただき

ます。 

 点検評価についてのご質問でございま

す。 

 ５４ページの小・中学校給食事業に係り

ます評価がなぜＢであったのかというご

質問であったと思いますけれども、点検評

価報告書につきましては、平成２０年に地

教行法の改正がございまして、報告書を作

成し、公表を義務づけられたところでござ

います。 

 これまで点検評価は毎年行わせていた

だいておりますけれども、小学校、中学校

給食事業、この評価報告書の１ページのと

ころに各事業の評価基準というものを、昨

年度、平成２６年度の点検評価からこの基

準を取り入れさせていただいております。

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評価基準を設け

ております。 

 今回、小・中学校給食事業ですけれども、

その中での中学校給食事業が平成２７年

６月からスタートいたしております。中学

校給食の喫食率等、目標を掲げてやらせて

いただいておるんですけれども、５４ペー

ジの今後の課題というところにも書かせ

ていただいておるんですが、まだまだ喫食

率も含めまして、我々改善していかないと

いけないところも認識しておりますので、

小学校の給食事業等につきましては、おお

むね目標どおり達成させていただいてお

るというふうに判断させていただきまし

て、最終的には知見者の方、また教育委員

さんからもいろいろご意見いただきまし

て、Ｂ評価とさせていただいたところでご

ざいます。 

○市来賢太郎委員長 撰田課長。 

○撰田教育支援課長 生徒指導にかかわ

りまして、特に保護者対応等の教員のフォ

ローについてのご質問にご答弁申し上げ

ます。 

 体制としては、大きく２つ体制を組んで

おります。 

 一つは研修でございますが、研修はすぐ

役に立つということを目標に研修を行っ

ております。保護者の対応というのは、マ

ニュアルどおりですとか、一定の講義を聞

いたことで、すぐに同じような対応の事例

があるかというと、なかなかそういうこと

ではございませんので、過去に起こりまし

た事例をもとにロールプレイを行いまし

て、そのときの危機管理の点で、どういう

ところの観点を大事にして対応すること

が保護者の対応がスムーズにいくのか、不

信感を与えないような対応になるのかと

いうような研修を行っているところでご

ざいます。 

 もう一つは相談体制でございまして、護

者、子どもはもとより、教員、教職員に対

しての相談体制も敷いているところです

ので、指導上でうまくいかないときの悩み

でありますとか、あるいは子ども理解と申

しますか、発達の問題なのか、子どものこ

の状況をどういうふうに理解したらいい

んだろうかというようなことも含めまし

て、さまざまな相談に対応しているところ
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でございます。 

○市来賢太郎委員長 東委員。 

○東久美子委員 それでは、図書館の関係

のお答えをいただきましたので、協議会の

の内容とか改善点はわかりました。 

 続けてご質問をさせていただこうと思

っていたのは、身体障害の方と余り図書館

で出会うことがなかったんですね。図書館

的にも、車椅子だったらちょっと狭いかな

とか、でも広さを広げるというわけにもい

かないし、かなり工夫されて展示もされて

いるしという、なかなか厳しいなとは思っ

ていたんですが、そういう方たちにも郵送

で借りたい本がお届けできるというよう

なことで、きちんと考えてくださっている

ということがわかりました。 

 実際、ネットで図書とかを購入される方

も増えているとは思うんですけれども、図

書館に行って、本屋さんもそうなんですが、

実際に本棚から引き出してパラパラとめ

くる中で、ああ、こういう内容なんかなと

か、隣に並んでいる本を引き出して、あっ、

こういう本もあるのかということで新し

い本との出会いもありますので、これなか

なか難しいことだと思います。 

 でも、今後、またいろんな方がご利用で

きるように、郵送サービスは本当にいいサ

ービスだなと思いますが、これはまたご検

討くださいということでお願いいたしま

す。 

 学力の件なんですけれども、これについ

ても本当に再々言ってきましたのでね。教

育長が先ほどおっしゃったことでいくと、

各校にもっと増やすのかということと、私

は各校に１人いたとしても、対象は１年生

から６年生ですよね。どれだけ丸をつける

んだとか、いろいろなことを考えると、も

う検討していただきたい時期やと思って

おります。何を検討するかも、教育長は言

ってくださっていると思うんですけども、

子どもの定数の改善ですよね。３５人、も

しかしたら、それ以下でもいいかもしれま

せんが、そういうふうなことは、ずっと伝

えてくださっていることだと思っており

ますから、重ねて言いませんけれども。 

それから、教職員は定数が決められてい

るんですけれども、もし増えたとしたら、

ほかの先生にお願いしてできた空き時間

をクラスの子どもたちのノートの点検と

かできますから、そのときに点検するなり

で、本当に教室の先生が子どもと近い位置

にいられることをそういうことで進めて

いただきたいと、もう再々言っていますし、

教育長もわかっておられると思いますの

で、学力については担任と子どもが触れ合

えるような方向でのことをお願いします。 

 既に学力のことについては、ただの単な

るお勉強だけではなくて、子どものメンタ

ルな面とか含めて、好きな先生の授業はす

ごく子どもは頑張るじゃないですか。そう

いうところがあるので、学力だけつまみ出

して力をつけるということは難しい。本当

に難しいと思うんです。だから、生徒指導

とか、いろんなところで構成しないと、な

かなか改善を図りにくいんですね。教育長

も例に挙げておられましたけれども、家庭

に宿題を持って帰って、本読みを聞いてい

ない、聞いているは大きい違いですよね、

毎日のことですから。そのことで、摂津市

は物すごくいい取り組みをされているん

ですよ。１年等の指導の補助員がいますよ

ね。あの配置は、本当にありがたい配置だ

と思う。なぜかというと、子どもの学校へ

来たときの準備とか授業中の姿勢とかで

はなく、やっぱり学力を上げるためにある

一定の時期、九九を覚える時期があります
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よね。各校でそうされているかと思います

が、九九を覚える時期に教室に行って、２

年生の子どもたちだったら２年生の子ど

もたちが給食を準備しているときに廊下

に呼び出すなり、教室の隅っこで、みんな

聞いて確認してあげる。一対一で確認せえ

へんかったら、なかなか難しいんですね。 

担任は何してんねんということだと、給食

指導をしていますよね。とても手が回らな

い。熱いものもあるし、安全も図らないか

んのでね。そういう意味で、摂津市が配置

した１年生等の補助員というのは、本当に

あれは子どもに近い位置で、子どもの学力

はガンと上がりませんしね。見えないです

よ。でも、すごく効果があったと思います。 

 これについても、報告が、数値化みたい

な面があったと思うんですが、こんな数値

化することじゃない評価がありますでし

ょう。そういうところは、こだわらなくて

もいいんやないかなと思うんですね。 

 そういう意味で、摂津市が取り組まれた、

独自で、ほかの市も入ってきているようで

すが、この取り組みは、すごくよかったと

思いますので、こういうような取り組みを

広めていただきたいということで、要望に

しておきます。 

 学校給食のほうなんですけれども、簡単

に言うと小学校のほうができています。中

学校のほうはちょっとまだ十分じゃない

ですが、あわせてＢですみたいなことです

ね。そうかなと思うんですね。あわせてＢ

にもならないぐらいに、中学校は深刻です

よと受けとめていただきたい。 

 これは、事務報告書のほうに中学校の食

数が出ていたと思います。１番ではないで

すね。一番上から言うと、第一中学校を例

に出させていただくと４，８５４で、括弧

の中は１，１６０、これが教職員の数と思

います。３，６９４名の生徒が給食をとっ

たわけですね。これ１４０回ですよね。１

４０で割って、なおかつクラスが５クラス

ですよね。５クラスが３学年ですね。これ

で割ると、１回当たり１クラス１．８人ぐ

らいの数になると思うんです。 

 こんな機械的な計算は意味ないんです

ね。クラスに偏っているかもしれないし、

それから修学旅行とかで上の学年がいな

くて、だから一つの教室の中で、３年生が

いない分、ほかの学年が増えている可能性

もあるから。でも、一つの例なんですが、

やっぱり教室に２人ぐらいだと食べにく

いですよ。 

 それで、デリバリー方式の給食が始まる

ときに心配していたのは、混乱が起きない

か、物の受け取りですよね。生徒が配膳室

にとりに行ったときに、渡し間違いがない

かということとか心配していたことにつ

て報告を受けていないのでゼロと捉えて

よろしいですよね。それほど丁寧にやるこ

とはされているんですけれども、生徒が教

室に帰ったら、下手したら食べ終わってい

るという中で、食べるのはちょっときつい

ですね。 

 それと、私は２回試食をさせていただき

ました。１回目は、デリバリー給食が始ま

りますよというときに、市役所の中で食べ

させていただきました。それから、もう一

回は学校に行って試食しました。そのとき

はクラスも回らせていただけたので、多い

クラスは半分を超えていたと思うんです

ね。それは１年生でした。その１年生のク

ラスが半分超えていたら、お弁当を持って

いる子のほうが、ちょっと何か珍しいし、

食べたいわみたいな雰囲気の盛り上がり

があったと思うんですね。ところが、今、

減ってきている面もありますよね。 
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 やっぱり担当の方が自信を持って、こん

ないい給食なんやから食べてほしいと言

えるか、ちょっと難しいなと思うのかによ

って、今後どういうようにされますかとい

うことでお答えいただいていたのは、試食

会をするとか、それから食べやすい状況を

つくるとかおっしゃっていましたけれど

も、なかなか率を上げることは難しいので

はないかと思います。３０％という目標、

本当にこの目標の設定で、今後クリアでき

るのかなと思う面もあるんです。 

 いろんな人の考えがある中で、この形で

スタートしたんですね。スタートした以上

は、やっぱり子どもはどうもできないんで

すよね。だから、もしかしたら６，０００

円という払い方がきついのではないか。そ

うしたら、例えば、今日、子どもに渡す５

００円は出せるけれども、まとまって６，

０００円というのが出しづらい。それから、

２人子どもがいていたら１万２，０００円

ですよね。それから、いろんな家庭の事情

の人がいる中で、その額がやってみてどう

なのかということも含めて再度検討して

いただきたいなと思います。 

 私が言っているのは、数にばっかり頼っ

ているし、実態は少し違うかもしれません

けれども、やっぱりここのところで、一番

少ない学校ですよ。一番、５校中で少ない

学校は、１回当たり、単純に数字で割ると

０．５になるんですよ。こんなことはあり

得ないんですけどね。そうしたら、食べた

いか、食べたくないかというのは答えが出

ますよね。その辺りも踏まえていただきた

い。 

 これも担当の方、ほかの市の実態を見て

も数字は高くないですよね。それほど高く

ないです。ということがあるので、日々ど

うしよう、ちょっとでも率を上げようと頑

張っておられると受けとめて、おとつい改

善策をお答えになったその範囲だけでな

く広げて、もう少し検討していただきたい。

率が上がらないとほかの委員がおっしゃ

ったのと私も同じで、これが固定してしま

うんではないかと思います。その辺り、担

当の方も、私は課長に食べてくださいとか

言う気はないんですけれどもね。栄養士の

方もおられるし、いろんな方がかかわって

おられるんですが、頭で考えることと実際

に食べてみることとか違う部分が多々あ

りますので、また課長の感想もあるかと思

いますので、これからの取り組みの中で積

極的にかかわっていってくださったらい

いかなと思いますので、これは本当に子ど

もの立場になってお願いします。 

 本当に、小学校の給食がよかったんです

よ。食器もすごく悩んで、小学校の食器、

あれ高いでしょう。割れるんですよ。でも、

割れるものを選択したんです。割れるから

いいんですよ。だから、物を大切にするこ

とも学べた。そういうふうな日々の丁寧な

生活の中で、食器を割らんようにするには

どうするということ。給食をとりに行く窓

口のところで、押し合いへし合いで人に当

たれば食器を落としますよね。そういうこ

と、体にしみついた体験の中でいろんなこ

とを学ぶチャンスやと思うんです。 

 だから、ぜひここのところ、教室でみん

ながお弁当を広げて食べ終わったころに、

上に上がっていって食べないかん子ども

たちが摂津市内にいてるんやなというふ

うなことも観点に入れて取り組んでいた

だきたいということで、これも要望にして

おきます。 

 生徒指導については、これは学校現場の

人に連絡を何かどこかに入れると、もう９

時に帰ったとか、遅い時間に帰っていると
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いう実態があります。もう知っておられる

と思うんですけども。それは、摂津市の教

職員は手を抜かないんですよ。その辺りは、

本当につき会っているというのかな。担任

１人任せにしなくて、学年の人も残ってい

ると思うんです。そういう中で、チームで

やっているかなと思います。 

 研修をされているということだったの

で、研修内容でお願いがあります。その内

容なんですけれども、教職員が打たれ強い

ようにメンタルを鍛えるような研修、どち

らかというと学校の中で学校はやっぱり

助け合いとか、なかなか温かいものもある、

角度を変えると、ぬるいところがあるかも

しれない。そういう中で、お互いに理解し

合いましょう、話し合いをしましょう、一

つの方向で皆まとまっていきましょうと

いうような中で教職員はやっていると思

うんですけれども、いろんな保護者の方は

いろんな仕事、いろんな社会経験されてい

る方を対象にしなければいけないときに、

学校を出て、また学校ですよね。その中で

育った人が、他の保護者理解をするという

のはなかなか厳しいところがあると思い

ます。 

 本当に、ほかの委員もおっしゃっていた

ように、教職員の病休とか多いというのを

本当に皆さんご存じのようなところです

よね。だから、メンタルを鍛えるような研

修、難しいんですが、また工夫していただ

けたらと思います。 

 これも要望にさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

○市来賢太郎委員長 ほかに質疑はあり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○市来賢太郎委員長 以上で質疑を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午後２時３５分 休憩） 

（午後２時３６分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○市来賢太郎委員長 討論なしと認め、採

決します。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○市来賢太郎委員長 可否同数でありま

す。 

 よって、委員会条例第１６条の規定によ

り、委員長が本案に対する可否を裁決しま

す。委員長は、認定第１号所管分について

認定すべきものと裁決します。 

 よって、本件は認定すべきものと決定い

たしました。 

 これで、本委員会を閉会いたします。 

（午後２時３７分 閉会） 
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