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平成２７年１２月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２７年１２月２４日（木）午前１０時から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 教育長（玉川登美男） 

教育委員会委員（福嶋礼子，岡井敬治，伊藤久仁子，下古谷博司） 

 

４ 議場に出席した職員 

文化振興部長（古川滋），教育次長（篠原政也），参事（冨田佳宏），参事兼教育総務

課長（前田靖子），学校教育課長（山田洋一），教育指導課長（山田純生），教育支援

課長（薗田雅司），参事兼文化課長（井上陽子），参事兼生涯学習課長（浅野浩），参

事兼スポーツ課長（石坂健），書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１）平成２８年度教職員人事異動基本方針について        （学校教育課） 

（２）鈴鹿市社会教育委員の解嘱について             （生涯学習課） 

（３）鈴鹿市公民館運営審議会委員の解嘱について         （生涯学習課） 

 

 

６ 報告事項 

（１）平成２８年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園式・入学式について   

（教育指導課） 

（２）第１８回鈴鹿シティマラソン開催結果について          （スポーツ課） 

 

７ その他 

（１）児童生徒が主体的に取り組むいじめのない学校づくりについて  （教育支援課） 

（２）１月教育委員会定例会の開催について            （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 なし 

 

（教育長）皆様，おはようございます。ただ今から平成２７年１２月教育委員会定例会

を開催いたします。本日の議事録署名委員は，福嶋委員にお願いいたします。 

 

（教育長）まず，議事に入ります前に，「鈴鹿市社会教育委員の解嘱について」及び

「鈴鹿市公民館運営審議会委員の解嘱について」を日程に追加し，議題といたした

いと思いますが，これに御異議ございませんか。 

 

（委員一同）異議なし 
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（教育長）御異議ないものと認めます。それでは議案第１７４２号及び議案第１７４３

号を日程に追加し，議題といたします。 

 

＜＜ 議案第１７４２号，第１７４３号の議案配布 ＞＞ 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１７４１号「平成２８年度教職員人事異

動基本方針について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，平成２８年度教職員人事異動基本方針を定

めるについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１条第８

号の規定により，この議案を提出いたします。なお，詳細につきましては学校教育

課長より説明いたします。 

 

（学校教育課長）それでは，私から議案第１７４１号「平成２８年度教職員人事異動基

本方針」につきまして説明申し上げます。２ページを御覧ください。昨年度と比較

しますと，次期三重県教育ビジョン（仮称）の関係で，若干の文言の修正がござい

ますが，考え方としての大きな変更点はございません。読みあげまして説明とさせ

ていただきます。 

平成２８年度教職員人事異動基本方針 

県の人事異動基本方針を踏まえ，教職員の人事異動を積極的に推進し，鈴鹿市の教

育の振興と刷新を図る。 

平成２８年度教職員人事異動基本方針（三重県教育委員会） 

次期三重県教育ビジョン（仮称）では，「生きる喜びを感じながら，志を持って夢

を実現させていく力」，「他者と支え合いながら，社会を創っていく力」を子どもたち

に身につけて欲しいとしているところである。このため各学校では，これらの力を育

む教育を着実に推進し，本県の教育水準を向上させ，県民の公教育に対する信頼を高

めていかなければならない。また，各学校においては，学力と社会参画力の育成，豊

かな心の育成，健やかな体の育成に取り組むとともに，家庭や地域と連携・協力して

魅力ある学校づくりに取り組みつつあり，今後も，質の高い学校経営を目指して継続

的な改善を一層推進する必要がある。こうした中で，教職員一人ひとりが，やりがい

を高め，その能力を十分に発揮し，使命感と情熱を持って，児童生徒の目線に立った

教育の実践に取り組めるよう，次の基本方針に基づき，積極的，計画的な人事異動を

行う。 

１ それぞれの学校の経営方針に資するため，教職員の適正配置に努める。 

２ 校長の意見を尊重する。 

３ 教職員の年齢・教科・勤続年数等を考慮し，学校運営組織の充実に努め，あわせ 

て気風の刷新を図る。 

鈴鹿市内人事異動基本原則 
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（１）人事異動については，学校又は個人にとって著しく公平を欠くことのないよう

にする。 

（２）人事異動にあたっては，原則として現任校勤務３年以上の者を対象とする。 

（３）現任校での勤務年数は，原則として８年を限度とする。 

（４）近親者（血族３親等，姻族２親等）の同一校勤務は，できる限りこれを避ける。

（５）往復人事異動（Ａ校Ｂ校の行き来）は，できる限りこれを避ける。 

（６）特別な条件を伴う人事異動については，検討する。 

上記の内容は，市立幼稚園教員にも準用するが，幼稚園のみ（２）（３）を以下の 

とおりとする。 

（２）人事異動にあたっては，現任園での勤務年数の最低ラインを定めない。 

（３）現任園での勤務年数は，原則として６年を限度とする。 

以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）実際，現在のところ何年くらいで異動される方が多いのでしょうか。それ

と，幼稚園の方は６年を限度としているのは，鈴鹿市内人事異動基本原則が８年と

なっていますが，何か理由があってのことなのでしょうか。この２つを教えてくだ

さい。 

 

（学校教育課長）まず１点目の御質問でございますけれども，初任者，あるいは長年月

勤務者によって傾向が異なっておりまして，初任者の方は基本的に地元の学校には

配置しないというのが県の方針でございますもので，３年から５年くらいで，例え

ば，松阪市でありますとか伊勢市の方でありますとか，そういった地元に帰りたい

という希望で変えられる方はその年数で書かれる方が多うございます。一方市内の

希望につきましてはですね，多くの方はもう７年，８年という限度に近い方が多く

ございまして，当然，まれに，３年以上の方も書けますもので，３年以上経った方

で書かれる方もございますが，多いのは７年，８年という年数に近い方，限度に近

い方になっております。それから幼稚園の年数が短いということでございますが，

こちらにつきましてはですね，やはり園の数も職員も少ないというということもご

ざいますもので，異動を活発にすることによりまして，人事異動を円滑にしたいと

いうようなこともございますもので，そういった方針でさせていただいております。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは御意見もないようですので，お諮りし

ます。議案第１７４１号「平成２８年度教職員人事異動基本方針について」を原案

のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 
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（教育長）御異議がないようですので，議案第１７４１号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に，議案第１７４２号「鈴鹿市社会教育委員の解嘱について」及び議案第

１７４３号「鈴鹿市公民館運営審議会委員の解嘱について」をお諮りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）それぞれの議案の提案理由でございますが，鈴鹿市社会教育委員及び

鈴鹿市公民館運営審議会委員の解嘱について，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務

委任等に関する規則第１条第１０号の規定により，この議案を提出いたします。な

お詳細につきましては，生涯学習課長より説明いたします。 

 

（生涯学習課長）それでは，私からは議案第１７４２号「鈴鹿市社会教育委員の解嘱に

ついて」並びに議案第１７４３号「鈴鹿市公民館運営審議会委員の解嘱について」

を一括で説明申し上げます。追加議案を御覧ください。１ページ，２ページでは社

会教育委員について，３ページ，４ページが公民館運営審議会委員についての解嘱

でございます。この件につきましては，平成２７年１２月２２日付けで，鈴鹿市社

会教育委員及び鈴鹿市公民館運営審議会委員の山中秀志さんから辞職願いが提出さ

れましたので，同委員の解嘱について御審議をお願いするものでございます。山中

委員は平成２６年５月に鈴鹿市青少年育成市民会議の会長に就任し，同年６月１日

から社会教育委員並びに鈴鹿市公民館運営審議会委員として，１年６ヶ月あまり活

躍されましたが，このたび辞意を固められました。山中委員の後任の社会教育委員

でございますが，１月に予定する社会教育委員会を最後に，平成２７年度に予定す

る会議は全て終了することや，社会教育委員として出席いただく市の事業等も概ね

終了していることから，平成２８年５月３１日までの残りの期間を，社会教育委員

８名体制から，１名欠員の７名体制で進めていく予定でございます。また，鈴鹿市

公民館運営審議会は，「公民館長の諮問に応じ，公民館における各種の事業の企画実

施につき調査審議する。」とされていますが，現在，公民館長からの諮問もなく，鈴

鹿市公民館審議会開催予定がないことや，会議における定数の過半数以上を見込め

ることから，８名体制から，１名欠員の７名体制で進めていく予定でございます。

よろしく御審議いただきますようお願いします。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（教育長）よろしいでしょうか。御意見もないようですので，お諮りします。議案第 

１７４２号「鈴鹿市社会教育委員の解嘱について」及び議案第１７４３号「鈴鹿市

公民館運営審議会委員の解嘱について」を原案のとおり承認することに御異議はご

ざいませんでしょうか。 
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（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７４２号及び議案第１７４３号を原案

のとおり承認いたします。 

 

（教育長）続きまして，報告事項に移ります。「平成２８年度鈴鹿市立幼・小・中学校

（園）の入園式・入学式について」をお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の１番目，「平成２８年度鈴鹿市立幼・

小・中学校（園）の入園式・入学式について」報告申し上げます。１ページを御覧

ください。幼稚園につきましては，入園式期日は平成２８年４月８日，金曜日，午

前１０時，会場は各幼稚園となっております。小学校につきましては，入学式期日

は平成２８年４月７日，木曜日，午前１０時３０分，会場は各小学校となっており

ます。中学校につきましては，入学式期日は平成２８年４月７日，木曜日，午後１

時３０分，会場は各中学校となっております。なお，開式時刻につきましては，一

部の幼稚園・小中学校で変更となる場合もございます。以上で報告とさせていただ

きます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（下古谷委員）幼稚園の方が８日ということで，小中は７日，１日ずれているのは特に

理由はございますでしょうか。 

 

（教育指導課長）兄弟姉妹の関係等考慮しまして，１日ずらして参加できるように配慮

させていだいております。 

 

 

（下古谷委員）すいません，そうするとその，小中は，一緒でも良いのでしょうか。 

 

（教育指導課長）日にちは同じではございますけれども，小学校の場合は午前中，午後

は中学校というように配慮をさせていただいております。 

 

（下古谷委員）ありがとうございます。非常にありがたいことだと思います。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，２番目

の「第１８回鈴鹿シティマラソン開催結果について」をお願いします。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは報告事項の２番目の「第１８回鈴鹿シティマラソ

ンの開催結果について」説明申し上げます。教育長並びに教育委員の皆様には，開

会式に御臨席いただきまして，まことにありがとうございました。また，教育長に
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おかれましては，スターター及び表彰式でのプレゼンターを勤めていただき，御礼

を申し上げます。今大会の参加者の状況でございますが，全国３５都道府県から７，

５５９名のエントリーがございました。そのうち，三重県内からのエントリーは５，

２７７名で，全体の約７０パーセントを占めております。また，三重県内からは，

大台町を除く，２８市町からエントリーがございまして，そのうち鈴鹿市内の方は

２，１１１名で，全体の約２８パーセントでございました。当日の参加者でござい

ますが，全体で７，０２０名，参加率は，約９３パーセントでございました。なお，

競技別部門の詳細につきましては，２ページから３ページに記載の，参加者一覧表

のとおりでございます。以上で報告とさせていただきます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）今年は人数も増えて，お天気に恵まれてとても良かったと思いますけれど

も，スムーズにいろいろ運営をやっていただいたと思うのですけれども，今後こん

な課題が残ったとか，そういう点についてはどうでしょうか。 

 

（スポーツ課長）あそこのコースの中で，これだけの多くの部門の方をこう，走ってい

ただくという，時間的な部分も含め，いろいろと課題はあったのかなというように

思っております。特に１０.０ｋｍの部門で男子が出て，そのあと女子が出てという

かたちで５分間の時間差があったのですけれども，どうしても途中で皆さんが，男

子女子が一緒になってくるという状況もございますもので，女子のトップの方がみ

えたときに，男子のちょっと遅い方の中を縫って走っていくとか，いろいろそうい

うような状況も出てまいりましたので，多分ほかのこういうマラソン大会とかジョ

ギング大会，大体，男子女子一緒にスタートするものが多いというかたちになって

おります。そのあたりは，今後また陸協の方と調整しながら進めていかなければい

けないのかなというような，少し一つの課題としては残ったような状況でございま

すけれども，今後またそれは協議をさせていただきたいというように思っておりま

す。 

 

（福嶋委員）ありがとうございます。スタートが男女一緒ですし，結構人数が多いし，

種目も多いので，いろいろ並大抵のことではないと思いますがよろしくお願いした

いと思います。 

 

（伊藤委員）今年はずいぶん暖かかったのですが，７，０００人が走りますと多少なり

とも具合の悪い方とか，けがをされた方というのも出られたのかなと思いますが，

そういう報告事例はありませんでしたか。 

 

（スポーツ課長）やはりこう，気温も高かったということもあって，脱水症状とまでは

いきませんけれども，少しふらっとなられた方であるとか，あるいはゴールの方も

含めて皆さんが一斉に入ってきますので，それでこけられて足や膝を擦りむかれた
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方とか，そのあたりの方はおみえになりますけれども，鈴鹿回生病院も含めてすぐ

に応急対応ができるような体制もとっておりますし，特にそれ以外で救急車で搬送

されたとか，そういった大きなけがの方あるいは病気になられた方というのは今回

出ておりません。 

 

（岡井委員）９３％の参加率で，若干不参加の方もみえたのですけれども，その方達も

一応３，０００円でしたか，参加費をいただいておると思うのですけれども，Ｔシ

ャツでしたか，届けるとかそういう配慮は無かったのですか。 

 

（スポーツ課長）参加者で，参加の申し込みをされて，お金も払われて，当然当日何か

の予定で来れない方もおみえになると思いますので，その方々には後日になります

けれども，Ｔシャツ，プログラム含めて送付をさせていただくようにはしておりま

す。 

 

（下古谷委員）かなり高齢の８３歳という方も出席されていまして，健康診断のような

こともされているのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）当然健康診断というか，自分のそれは，まず自分でされて出てくるの

が状況だと思いますけれども，当日どうしても少し気分が悪くなったとか，またあ

るいは膝であるとか，そのような体調面も含めてというのは鈴鹿回生病院の医科学

のチームがブースで出ていただいておりまして，そちらの方でまず健康診断含め，

あるいは少し体調の悪いところであればこういうかたちでいろいろトレーニングさ

れたら良いとか，そういうようなことも含めて，相談をできるコーナーも設けてお

りますので，そちらの方にも数多くの方が，ランナーの方がお見えになったという

ように聞いておりますので，そのような体制も含めてやらせていただいておりま

す。いろいろなマラソン大会の中でですね，こういうような，回生病院さんがみえ

てブースを作って相談コーナーをもっていただいておるというのは，全国でもまれ

なケースでございまして，特にその部分については好評を得ておるような状況でご

ざいます。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，その他

の事項に移ります。 

 

（教育長）本日のその他の事項は，今日的な課題に関する意見交換として教育支援課長

から児童生徒が主体的に取り組むいじめのない学校づくりについて，その取組を説

明していただき，その後，意見交換を行うことといたします。それでは，まず資料

の説明をお願いします。 

 

（教育支援課長）それでは，私からはその他事項の１番目「児童生徒が主体的に取り組

むいじめのない学校づくりについて」につきまして，説明申し上げます。１ページ
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を御覧ください。まず，鈴鹿市におけるいじめの現状と主な取組についてでござい

ますが，１の（１）にあるように，１１月２４日現在で，すべての市立の小中学校か

ら教育委員会事務局へ報告のありましたいじめの認知件数は１４０件で，その内訳

は，小学校５０件，中学校９０件となっております。また，その１４０件のうち 

１１５件については，鈴鹿市が実態把握の取組として年間３回実施している「いじめ

に関するアンケート」により，認知したものでございます。１の（２）にありますよ

うに，５月と９月に実施したアンケート調査の結果から，「いじめを受けている」と

の回答は，小中学校合わせて１，３８５件あり，その一つひとつについて聞き取りや

教育相談などを行い，文部科学省の「いじめの定義」に基づき，学校がいじめと認知

して対応した件数が１１５件ということになります。認知されましたいじめ事案に

つきましては，学校の迅速な児童生徒への聞き取りや教育相談，家庭連絡，教育委員

会事務局や子ども家庭支援課との連携による対応を行っており，児童生徒間の関係

を修復した上で再発防止に向けた見守りを行うなど，継続して取り組んでおります。

次に，いじめ問題への取組ですが，教育委員会事務局等行政によるものとしては，平

成２６年９月に策定した「鈴鹿市いじめ防止基本方針」に基づき取組を行っておりま

して，その主なものが２の（１）から（５）でございます。また，各学校による主な

取組といたしましては，３にありますように，市の基本方針を踏まえ，平成２６年度

末までに各学校において「学校いじめ防止基本方針」が策定されており，その基本方

針に基づいて，①から⑤のような取組が実施されております。それぞれの詳細につい

ては省かせていただきますが，今回教育委員の皆様に報告させていただきたい内容

としましては，２ページからの「児童生徒が主体的に取り組むいじめのない学校づく

り」についてでございます。いじめ防止については，「鈴鹿市いじめ防止基本方針」

にもいじめ防止等に関する基本理念として，教職員はもとより，保護者や地域の方々

など地域ぐるみでいじめ問題に取り組みますとあり，児童生徒を取り巻く大人が強

い決意を持って取り組んでいくということが述べられておりますが，それと併せて，

児童生徒には，「いじめは絶対に許されない行為であること」を理解させ，いじめ問

題に主体的に行動できる力を育むとしております。いじめは大人の目につきにくい

時間，場所，手段で行われたり，遊びやふざけあいを装って行われたりするなど，大

人が気づきにくく，判断しにくい形で行われることがあります。教育委員会といたし

ましても，教職員の資質向上の取組の重要性はもとより，児童生徒とともにいじめ問

題に取り組んでいくことが，いじめを訴えやすい体制をつくることにつながり，また

いじめが起こりにくい学校にしていくことにつながる重要な取組であると認識し，

取組を進めているところでございます。今回御紹介させていただく取組は３つござ

いまして，一つ目は，２ページと３ページにございます中学校を対象とした生徒会研

修会の取組です。この研修会は，亀山市と合同で前期・後期の年間２回開催しており

まして，７月に行われた前期の研修会では，「いじめ」について，本気で，本音で，

考えてみましょうというテーマで，グループワークを含めた講演会を実施いたしま

した。また，後期の研修会につきましては，昨年度よりその内容をいじめ問題に特化

し，「いじめ防止フォーラム」として開催いたしました。この研修会に参加するにあ

たっては，各中学校において「いじめを生まない，許さない学校」にするために大切
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にしていきたいことを話し合い，それをイメージする言葉を持ち寄りました。３ペー

ジの「いじめ防止宣言」を御覧いただきますと，この研修会で，これは最終的に採択

された宣言なのですが，宣言文の周囲に配置されている丸印の中に出ている言葉が，

各中学校が，いじめ防止のために大切にしたいと考えたことを表した言葉です。この

研修会では，それぞれの言葉に込められた思いや，いじめ防止の取組などをグループ

別討議やパネルディスカッションで交流をいたしました。参加者からは，「一人ひと

りの話をみんなが熱心に聞いてくれて自分も話しやすかったです。話し合いに答え

なんかなくて，本当に大切なのは自分が学んだことをどう実践するかだと思います。」

という声であるとか，「いじめ防止宣言にある言葉には，鈴亀地区中学生のたくさん

の思いがつまっていて，必ずこの言葉を，思いをこの場で終わらせず，みんなに広げ

ていきたいです。」等の感想がありました。この宣言文については，鈴鹿市・亀山市

のすべての小中学校に送付され，各学校においては，報告会や還流学習会などが設け

られ，各学校で掲示されております。続きまして二つ目の取組ですが，「いじめ防止

啓発のための川柳の取組について」です。４ページを御覧ください。この取組は，８

月８日に開催した子ども会議の中で，いじめ防止の取組についての意見交流の中で，

参加した子どもから，「いじめ防止の取組の一つとして，児童生徒の考えや思いの入

った川柳を募集して，市全体で取り組んではどうか」という意見を受けて取り組んだ

ものです。教育委員会より，各小中学校に募集したところ小学校２，１６１点，中学

校１，１５５点の合計３，３１６点の応募があり，優秀作品に選出された作品例を，

３のところに載せさせていただきましたが，作品とともに，その作品に込めた思いも

併せて読んでいただきますと，子どもたちがいじめの問題をどうとらえ，どう向き合

おうとしているのかがよく伝わってくると思います。これらの作品については，毎年，

教育支援課で作成している「いじめ防止啓発ポスター」に掲載し，各学校園や公共施

設等に掲示をしていきたいと考えています。最後に，三つめの取組は，１２月１１日

に行われた箕田小学校における人権集会の取組です。５ページを御覧ください。この

人権集会は，児童会が中心となって行われた取組で，自分たちが考えた人権劇を披露

したり，大木中学校区で実施された「人権フォーラム」に参加して学んだことを自分

の意見を交えながら発表をしました。そして，最後に児童会の役員から，「みんなで

あいさつ」・「みんなであそぶ」という取組を通して「いじめのない楽しい学校」にし

ていこうと呼びかけがあり，各クラスで作成した「あいさつ運動ののぼり旗」が全児

童に披露されました。写真にございますように，体育館に掲示された各クラスののぼ

り旗はとても迫力があり，いじめ防止の気運の醸成に効果があったものと伺えます。

以上が，「児童生徒が主体的に取り組むいじめのない学校づくり」の取組についての，

本年度の特徴的なものを紹介させていただきました。いじめ防止対策については，早

期発見・早期対処が重要であることは言うまでもありませんが，いじめはどの学校で

も，どの児童生徒にも起こりうる問題であることから，未然防止の対策がとりわけ重

要となってきます。学級活動や児童生徒会活動等において，児童生徒の発達段階に応

じた主体的な取組を系統的に実施できるよう今後も取組を進めていきたいと考えて

います。以上で説明とさせていただきます。 
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（教育長）ありがとうございました。ここから先については，私どもも含めて意見交換

というかたちで進めたいと思います。 

 

（福嶋委員）いろいろ取り組んでいただき，特にその川柳についてはですね，私は市の

文芸賞の審査をやっているのですけれども，それより良いというか，そういう作品

が集まっているなと思い，良い国語教育にもなったなというように思っております。

一つお尋ねしたいのが，最初の，１のいじめの現状についてというところで，「いじ

めを受けている」との回答が小学校で多くて，中学校が少ないということなのです

けれども，結果，認知した件数というのが逆転して中学校のほうが多いとなってい

るのですけれども，それはどういうことなのかな，小学生の場合はちょっとした勘

違いがあるのかなとか，そのあたりはどのように判断されているのかお尋ねしたい

のと，それからいじめの件数の流れというのは，最近少し減ってきてはいるのか，

少し教えていただければ。 

 

（教育長）何か付け加えていただくことはありますか。 

 

（教育支援課長）このいじめのアンケートに関しては，小学校の１年生から中学校の３

年生まで，小中学校では問いかけの違うアンケートで行っていくのですが，一つひ

とつの内容を見ていきますと，嫌な思いをしたことがあるということに関して「は

い」というように答えた子どもがやはり小学校の低学年等は多いということもあり

まして，内容を「はい」と答えた子どもに関しては全て教職員の方が聴き取りをし

たりとか，相談をしたりというようなかたちで対応をさせていただいているのです

が，お互いの誤解であったりとか，単なるけんかであったりとか，言葉の行き違い

であったりとかということが理由になっているものがたくさんありまして，その中

でいじめの，これは芽になるようなことであるとか，そういうようなことに関して，

いじめの件数として認知して対応させていただいているということが今の現状にな

っております。実際にはそういったことに関して小学校の子どもたちは，その学校

でそれぞれ嫌な思いをしたということに関して「はい」と返事をしてきておるので，

そのいじめの認知件数と合わせたときに，大きな件数のずれが起きてくるところが

出てくるということになるのですが，中学校の場合は，ある程度いじめというもの

に関しての認識も育ってきているというところもあるので，実際には申し出のあっ

た件については，やはりそれは何らかのかたちでいじめに関連するような出来事が

多いという結果なのではないかなというように思っております。件数のことにつき

ましては，少ないというお声があったと思うのですけれども，これは実際には昨年

度までのいじめの認知件数と比較をすると，今回はずいぶん件数としては多くなっ

ています。これには理由がありまして，今までのいじめの認知というものに関して

は，岩手県の矢巾町の子どもが自殺するというようなこともありまして，個人のト

ラブルとして考えていて，いじめとして認知していなかったというようなことが矢

巾町の件ではあったということもあって，基本的にきちんと，そういういじめの認

知に関して学校は受け止め対応しているのかという一つの問いかけもありました。
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それからいじめの認知に関しては，それぞれの都道府県を比較すると８３倍だった

かと思うのですが，認知件数の割合を見たときに非常に大きな，都道府県による差

があったというようなことがあって，文部科学省の方からこの８月に，一つひとつ

のアンケートからあがってくる子どもたちのいじめを受けているという声に関して

は，やはりきちんと重く受け止めて，それがいじめに当たるか当たらないかという

ことは別にして，それぞれの声にきちんと対応した取組をしていきなさいと通知が

ありました。それとともに，初期的ないじめであっても，それから短期間で終わっ

たいじめに関しても，積極的に認知をして対応をしていきなさいというような文部

科学省からの通知もございました。それに併せてですね，昨年度のいじめのアンケ

ートについても，本年度の８月までに行われたアンケートにしても，全て各学校で

そういったものも入っていなかったかどうかというあたりのことも含めて，認知件

数については見直しをかけて，積極的に認知をして取組を進めていきましょうとい

うような流れで今進めてきております。そういったことから，この認知の件数に関

してもこの９月のアンケートと５月のアンケートに関しても，１１５件というアン

ケートも，そのアンケートのいろいろな声を受けて積極的に認知をしていった上で

の件数ということになります。 

 

（教育長）かなり学校現場も気をつけてはいるのですけれども，なかなか今の状況では，

子どもの状況からではなかなか把握をしにくいという。その中で，より敏感に，し

かも初期の段階で先生が一言声をかけて，それで今はいじめが起こっていないとい

うようなかたちになってきているのも，子どもの側から見るとやはりそういういじ

めを受けたという，その件数としてはあげていこうというようなかたちで積極的に

捉えているという，そういうことですよね。数としては上がってきている部分と，

合わせて今までのいじめが，集団でしかも継続的にという部分ではなくても，初期

の段階からしっかり見ていこうと，ケースとして数えようというようなかたちに変

わったということで，かなり先生の意識自体も変わってきています。 

 

（福嶋委員）小学校よりも中学校の方が認知件数が高くなっているのですが，小学校よ

りも中学校の方が先生方の目線が届きにくいというようなことはありますか。小学

校は担任も，目が届いているというように思うのですけれども，そのあたりはどう

でしょうか。 

 

（教育長）小学校の場合は学級で担任がずっと見ていただいているというのがあります

けれども，中学校は逆に担任だけではなくて，教科担任であるとか部活の先生も見

ていただいておるので，いろいろなところから今日はこの子は少し雰囲気がとか，

ちょっと元気がないとか，そういう部分は複数の目で見ていただけるのかなという

ように思っております。中学校だから担任の先生の関わり方が少なくなっている部

分，心配な部分あるかもわかりませんが，現実はそうではなくて，情報が共有でき

ておりますので，そういうことはないかなと思っておるのですが。 
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（福嶋委員）むしろ中学生そのものが，自我の意識が強くなってきているというところ

で，そういう問題が発生しやすいのですかね。 

 

（教育長）なかなかそういうかたちで，より表に非常に出にくくなっておりますよね。

小さい子どもだとすぐに先生に訴えてくる部分もあります。そのあたり，教育支援

課長の方で何か付け加えていただくことがありましたら。 

 

（教育支援課長）やはりアンケート結果などを見てみますと，中学校の１年生の数が，

中学校では多いということがありまして，これはまあ，タイミング的にはいろいろ

な小学校の子どもたちが集まってきて，１年生の時にはそういういろいろな人間関

係の安定していくまでの摩擦がある中での件数かなというように思いますし，委員

さんがおっしゃられたみたいに小学校なんかでいうと，やはり２年生，３年生，４

年生あたりまでは，こういった嫌なことがあったということをストレートに先生た

ちに伝えることができるのだろうなと。でも，それが５年生，６年生といくにした

がって，やはり数的には少なくなっていく。それは事案自体がどうかというあたり

のこともあるかもしれないのですが，本人からの申し出であったりとか，いろいろ

な思春期の初めというようなところでですね，そんなことも影響しているのかなと

いう部分もあります。あと，教職員の見つける目という部分については，教育長が

言われたようなところが結構あるのかなと。いろいろな目でたくさん見るというこ

とは中学校の場合だと多いと思いますが，小学校の場合でも，今いろいろなことを

組織的な対応でということで進めておりますので，やはりいじめを受けやすい子ど

もであったりとか，特別に配慮のいる子どもであったりとかという子どもについて

は，学校の中で共有をするということは行われておりますので，いろいろな形で，

いろいろな先生方に見守っていただいているという体制にはしていただいていると

いうように思います。 

 

（教育長）そうですね。職員会議とか，それから各部会の中でも情報共有はしておりま

すし，小学校，中学校とも，いろいろな先生の目で見ていただいて，また関わって

いただいているというような現状はあります。ただなかなかそれも実際難しく，発

見をするというのは難しい面もございますので，当然家庭との連携に加えて，学校

との連携なども必要なのかな。特に，見守り隊の方などは，朝この子は今日あまり

元気ではなかったとか，報告をいただくこともあり，対応している現実もあります。 

 

（下古谷委員）今の件数のところで関連してですけれども，生徒さんの方からアンケー

ト調査で１１５件というかたちにはなってきて，教育委員会の方では１４０件，基

本的にはこのアンケート調査の中身というのが全部網羅されたかたちで，教育委員

会に報告されているのでしょうか。それとも，新たにここで発見されたというもの

もあるのでしょうか。今まで認知していなくて，あらたに出てきたというものもあ

るのでしょうか。 
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（教育支援課長）アンケートで発見したというものもありますし，それまでに対応中の

ものに関して子どもがこういうことがありますというようなかたちで，あげていた

ものも両方ございます。 

 

（下古谷委員）ということは，やはりアンケートで初めてわかったというものも，中に

はあるということですね。 

 

（教育支援課長）そうですね。件数としてはアンケートから分かってくるというケース

がやはり多いですね。 

 

（下古谷委員）このアンケートというのは記名されているのか，それとも無記名ですか。 

 

（教育支援課長）記名のアンケートです。 

 

（下古谷委員）中学生くらいですと，名前を書くというのに抵抗はないでしょうか。 

 

（教育長）定期的にやっておりますので，そのようなことはないと思います。 

 

（下古谷委員）なかなか名前を書くということで誰が書いたかというのが分かるとなる

と，抵抗があって書かないというようなイメージを持ったりするのですけれど。 

 

（教育長）そのあたりは誰が言ってきたからとか，後で聞くにも，その場は何も伏せて

聞いておりますので，そのようなことはないと思います。 

どうです，そのあたりは。 

 

（教育支援課長）それがないかというと，やはりいじめって，そのいじめられている子

にしてみたらそのことを，いじめられているよということが言えたらそこから解決

が始まっていくわけなので，全部このアンケートで拾えるかどうかということに関

しては，やはり委員さんの指摘のように全部は拾えていないという認識を私たちは

持ってやらなければいけないなというようには考えております。このアンケートに

つきましては，自分がいじめられているというように答える設問と，それから自分

ではなくて，自分の身の周りでそういういじめられているような人を知っています

かというようなアンケートも取らせていただいております。それで，そこからあが

ってきた事案についても，こういうことを聞いたのだけれどどうなのということを，

例えば周囲の子から聞いたり，そのことであがってきている子に関して，教育相談

を受けたりとかですね，そういうような対応はさせていただいております。 

 

（下古谷委員）ますます先生方は大変ですね。 
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（伊藤委員）なかなかいじめって奥が深くて，とりあえず件数を把握することがまず１

点だと思いますので考慮していただいているのですけれども，もともと少子化でち

ょっとしたことに対して非常に敏感な子どももみえるでしょうし，なかなか難しい

ですよね。そもそもやはり子どもたち自体が弱体化しているというと怒られるので

すが，やはりちょっと抵抗力がなくなってきていて，昔は兄弟で揉めたりとか，い

ろいろなことが，家ではしょっちゅうみたいな時代でした。そんな中でずっと育っ

てきた時代というのはもう終わってしまったのですが，大人の世界もパワハラとか

セクハラとか，ありとあらゆるものがあって，その挙句の果ては各国の紛争とかと

いう，もうこれは人類の永遠のテーマかなと思っています。そこで，例えば中学校

で，メディアで捉えられたような案件について，事例として新鮮なうちに，皆で話

し合うような時間を持てるといいかなと思います。授業がタイトなのでなかなかそ

ういう余裕の時間がないのかなと思うのですが，一つの案件をテーマで皆で話し合

ったときに，考え方の違う子とかも出てくると思いますので，テレビとかで大きく

報道されたりしていることについて，君たちはどう思うのというような投げかけを

していただいて，子どもたちの考える傾向を，探っていった方が対処の仕方がわか

るのではないかなと思いますので，大きな案件について少しそういう，子どもたち

の中での意見交換の時間をとっていただけるとありがたいかなと思っておりますの

で，お時間ありましたら検討してください。 

 

（岡井委員）教育委員会が中心になって，行政としての，また学校による取組もいろい

ろですね，きめ細かくやっていただいて本当にありがたいなと思っております。今

回子どもが主体的に，生徒会研修始め，いろいろな場でですね，この３ページの防

止宣言も良いと思いますけれども，取組んでいて本当に素晴らしいなと思います。

ただ少し見えてこないのが，保護者です。保護者とか地域の方も何か活動に取り組

んだ方が良いと思うのですが，自分としては，そういった活動が見えてこない。も

しあれば，こういうところに鈴鹿市としてのいじめ問題への取組なのですから，例

えば市Ｐ連はじめ，単Ｐの取組とかね，あるいは学校運営協議会が自分のところの

校区の親御さんや地域の人にどういうようなことを発信して取り組んでいるのかと

か，そういうところも少し書いていただけるとありがたいと思います。なぜかとい

うと，どこかで重要ないじめの事件が起こるとします。学校はすぐその日のうちに

緊急保護者集会を開いて，親御さんはほとんど出席すると思うのですが，自分の子

の学校はどうなっているのだろうと。ただどうもその後，メディアの報告も悪いの

かもしれませんが，何か親御さんたちがその場でですね，学校を非難しているとこ

ろとかをいろいろ聞いたのです。転じてこう，私たちの家庭はどうなのかと，一人

ひとりの家庭はどうなのと。いじめる子，特にいじめられる子よりもいじめる子，

自分のところのうちの子が，いじめる子がいなければいじめはないわけです。どう

もその保護者会のあとの空気というのでしょうか，何とか，自分の家に目を向ける，

地域に目を向けるような，視点をね，そのようにしていければ良いように思います。

なかなか学校や行政は言いにくいのですが，もう少し市教委や市Ｐ連と連携して親

御さんをもう少し動かすような。そういうような気運を作っていただくことがやは
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り，子どもや先生方や行政は本当によくやってくれているのだけれども，何かよそ

事のように，自分の学校にことがあれば，皆いそいそと学校へ駆け込む姿がテレビ

に映っております。その時に本当にその場で，一回ＰＴＡの然るべき場でですね，

教育を考えるということはどうなのかなと，そういう家庭や地域への目に見える取

組についてもまた，何か報告できるようになれば良いなと思います。５ページのＦ

ａｃｅｂｏｏｋの下の２行にもございますが，鈴鹿市の全ての学校が「いじめのな

い楽しい学校」になっていくよう，今後も保護者や地域の皆様の御支援・御協力，

これを具体的なかたちで，目に見える簡素なかたちで，やはりこう，進めていただ

けるとありがたいかなと思いました。意見です。 

 

（教育長）いろいろな御意見をいただきましたし，また私も含めてですね，いじめのな

い学校というのはやはり就任当初から私，安全安心な学校づくりというのは言って

おりますので，お聞きした御意見もさらに発信しながら進めていきたいというよう

に思っております。時間の関係もございますので，このあたりで今回の意見交換は

終了させていただきたいと思います。 

 

（教育長）それでは，次に｢１月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（教育総務課長）次回の教育委員会定例会を平成２８年１月２１日，木曜日，午前１０

時から，こちらの教育委員会室において開催したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（教育長）ただ今の提案に，御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議ないようですので,１月教育委員会定例会を１月２１日，木曜日，午

前１０時から教育委員会室において開催することにいたします。 

 

（教育長）それでは，最後に私から皆様に報告することがございます。今月３１日をも

ちまして，岡井委員が教育委員会委員を退任されることとなりました。岡井委員に

おかれましては，平成２４年１月１日に就任され，任期満了となる今月末までの４

年間，教育委員会委員の職を務め上げられました。岡井委員におかれましては，私

も実は平成３年に指導主事として教育委員会に入らせていただいた時に，既に県の

充て指導主事をされていまして，そして指導係長もされておりまして，その時に指

導課の指導主事の心構えとか助言の仕方とか，いろいろと御指導いただいた，そう

いう経験もございます。その後，教育次長，それから最後は神戸小学校の校長とし

て退任され，そのような御経験から学校現場や，それから教育行政に非常に明るく，

様々な御助言をいただくとともに，教育委員会活動におきましても，大変，御活躍

いただきました。また，朗らかで明るく，誰からも愛される人柄の委員でございま

すので，この度の退任は，とても残念に感じておりますが，御本人の固い御意志も
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ございまして，委員のこれまでの御功労に敬意を表すとともに，今後の御健勝と御

発展をお祈り申し上げたいと存じます。委員会を代表いたしましてお礼を申し上げ

ます。本当にどうもありがとうございました。それでは委員から，御挨拶を頂戴い

たしたいと存じます。岡井委員，よろしくお願いいたします。 

 

（岡井委員）皆様本当に長い間お世話になりました。私，今月をもって，委員を退任さ

せていただきます。前任の長谷川教育長さん，現在の玉川教育長さんはじめ文化振

興部長さん，次長さん，参事さん，各課の課長さんには，本当に４年間，御厚誼，御

指導いただきまして本当にありがとうございました。私も現職の頃は足して１５年

ほど指導員，そして退職後もまた教育委員として図らずも４年務めさせていただき

まして，本当に教育委員会にはお世話になりました。この４年間，在職中私が特に

印象深かったのは，挙げるとすれば２つ。「中学校の完全給食」と「平田野中学校の

新校舎の完成」でございました。私が最後に教委にお世話になったのは平成１６年

でした。ちょうど９年前ですかね。その年度に中学校給食検討委員会の答申を経て，

次の年の平成１７年度からは中学校は「ランチサービス」をするということでね，

本当によくこぎつけていただいて。これを決めるのに本当にいろいろな手続き踏ん

で，やっとこぎつけたなあとそういう気持ちだったのです。それから１０年，今年

５月に中学校給食が完全実施されました。私がその時思ったのが「よくこんなこと

ができたなあ」と。愛情弁当でずっとやってきたのによくこんなことができたなと

いうのが私の率直な感想でございました。次に平田野中学校の校舎建築ですけれど

も，当時，平成１６年度は用地買収の大詰めの段階でした。あの頃地権者は確か 

３０人から４０人くらいいたのですよね。非常に苦慮されていた，そういう時期でご

ざいました。中学校給食にしても，新校舎の建設にしましても，私には当時のそうい

った状況が思い起こされ，本当に感慨深いものがありました。そしてこの２つをとっ

てみても，食の教育の推進，それに伴う保護者の弁当づくりからの解放，安全快適な

校舎建設による学習環境の整備等の成果は，行政に携わって見える皆さん方の全身

全霊，誠心誠意の努力のおかげでありまして，改めて，素晴らしかったなあと思って

おります。かつて，中教審の答申，これは平成９年でしたかね，第二答申というのは，

私はこれが一番の名文だと思うのですけれども，「教育は子どもたちの自分さがしの

旅を扶ける営みである」と書いてあるのです。校長試験の時にもこれを書きました。

小中は特に学力ですよね。履歴書も満足に書けない者が就職できるかと。そういうよ

うなことも書いたのです，これを書きました。この文章は，私は，いろいろ教育の定

義はありますけれども，これ以上の教育の定義を言っているものはないと思ってお

ります。「自分さがしの旅」とは，「自己実現」を図っていく道のりであり，市民一人

ひとり，子どもから大人まで，死ぬまで「こういう自分でありたいな」という，そう

いうものを目指して，学び続けていく道のりだろうと思います。そして，「自分さが

しの旅を支援する教育」は，学校はもちろん，図書館で，公民館で，博物館で，体育

館で，今日課長さんたちが御努力，御活躍いただいているそれぞれの場，全てが学び

の場であって，そこで展開されるものではないかなと思います。市民一人ひとりが，

「こうなりたいと思う自分」・「こうありたいと思う自分」になれるように，豊かに学



17 

び続けていくことを力強く応援していただくよう，今後とも，鈴鹿市の教育行政，文

化・スポーツ行政をますます発展させていただくようお願いいたしまして，最後の御

礼の言葉とさせていただきます。長い間，本当にありがとうございました。 

 

（教育長）岡井委員，長い間本当にありがとうございました。特に，今年につきまして

は新教育委員会制度のもとで，総合教育会議に加わっていただいて，御意見もいろ

いろ付け加えていただき，素晴らしい教育大綱ができあがったと思っております。

本当に，長いことありがとうございました。 

 

（教育長）以上をもちまして１２月教育委員会定例会を終了いたします。ありがとうご

ざいました。 

 

１２月教育委員会定例会終了 午前１１時５分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長  

 

委 員  


