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平成２８年第２回関市総合教育会議 

 

１ 日 時 

開会 平成２８年２月１７日（水）午後 ４時３０分 

閉会 平成２８年２月１７日（水）午後 ５時３０分 

 

２ 場 所 

関市役所 ３階 庁議室 

 

３ 構成員で出席した者 

   市   長       尾 関 健 治 

教育委員長       奥 村 陽 子 

教育委員（職務代理者） 足 立 司 郎 

教育委員        田 中   彰 

教育委員        井 藤 さやか 

教育長         吉 田 康 雄 

 

４ 説明のために出席した者 

教育委員会事務局長     平 田   尚 

教育総務課長（会議録書記） 宇佐見 秀 秋 

学校教育課長        寺 澤 徹 夫 

 

５ 出席した事務局職員 

教育総務課課長補佐     水 野 一 生 

 

６ 協議事項 

（１）いじめの現状と対策について 

（２）その他 

 

 

 議事内容（概要） 

 

○平田教育委員会事務局長 

  それでは、ただいまから第２回の関市総合教育会議を開催させていただ

きます。最初に、尾関市長から御挨拶をいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

○尾関市長 

  皆様、こんにちは。 

第２回の総合教育会議を開催いたしましたところ、奥村教育委員長はじ

め、お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。 
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先程は、来年度の予算案について御協議をいただいたということで、恐

らく各学校、いろんな要望があると思いますが、「１００％、来年度、すぐ

やります」と言ってしまえれば話は割と簡単ですが、予算制約がある中で、

少しでもという思いで予算全体を組んでおります。少しずつ改善していき

たいと思っておりますので、御理解をお願いします。 

きょうのテーマは「いじめの現状と課題について」ということで、お互

いに意見交換をする場にできればと思います。 

私自身、今となっては誰も信じてもらえませんが、田原保育園時代はい

じめられっ子でございまして、当時は女の子のほうがとにかく、口が達者

で、気が強い女の子には言い返せなくて、私はずっといじめられていたと

いう印象ですが、田原保育園の同級生に聞くと「いや、市長は女の子のお

気に入りで、何か特別扱いされていたことをうらやましかった」と、そう

いう記憶はただ抜けていて、保育園に行きたくないと母親に抱きついて泣

いていました。 

小学校とか中学校はお互いに多感な成長過程の時期であって、中学校時

代というのは、いじめというか、人間関係ですよね。こちらは殴りません

でしたが、同級生同士で１０人対１０人、呼びつけられて、私は殴られる

一方だったんですけども、１年生のときに、学校全体で騒ぎになったとい

うこともあります。女子生徒は女子生徒でまた微妙な時期なので、今でも

本当によく覚えていますけれども、一切、学校で会っても一部のグループ

から無視をされて、本当にどす黒い、鉛をのみ込んだような思いというの

は、４３歳になっても、３０年たっても実はまだ残っている。今になって

振り返ると、先ほど成長過程という話をしましたけども、いろいろなこと

があって、当人にとっては、私くらい割といいかげんな中学生時代であっ

ても、今でも覚えているぐらいですから、嫌な、腹の中に残ったものを真

面目で真剣に全てを受けとめてしまう子供だと、小学生でも、中学生でも、

高校生でも、本当につらいだろうなと思います。 

その意味では、やっぱり完璧に何もなしでお花畑の世界で、小学校も中

学校も高校もあるということは難しい。やはり大切なことは、教育委員会

の皆さんが中心になって、また教育現場の先生方は本当に一生懸命やって

もらっていますけれども、できるだけ大きくならないように、早目早目に

対応していくことが子供たちを救うことになるのかなと思っております。 

また、きょうは皆さんと一緒に現状を改めて聞かせていただいて、限ら

れた時間ではありますけども、意見交換をしていただければと思います。

きょうはどうぞよろしくお願いします。 

 

○平田教育委員会事務局長 

  ありがとうございました。 

では、続きまして奥村教育委員長、お願いいたします。 

 

○奥村教育委員長 

  今年度２回目の総合教育会議ということで、教育委員会を代表して少し

だけ挨拶をさせていただきます。 
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市長さんとこういった近いところで生の声で協議ができること、大変感

謝申し上げます。ありがとうございます 

きょうは、「いじめ」が議題と聞いております。 

先般の大津市の中学校２年生のいじめ自殺事件が発端となって、教育委

員会の責任体制の不明確さがクローズアップされて、教育委員会制度の改

革につながりました。 

そして、この事件からもう４年が経過しているわけです。その後も報道

等で皆さんが御存じのように、全国ではいじめが後を絶ちません。いじめ

が原因で不登校になったり、命を絶つというような悲しい事件もたくさん

起きています。このような悲しい事件が二度と繰り返されないようにと平

成２５年には「いじめ防止対策推進法」ができ、全国が取り組んでいるわ

けですが、その法律ができたからいいというわけではありません。関市で

もいろいろなことを実践しているわけですが、起きてからでは遅いので、

起きる前の予防的な対策を重視しています。 

昔から村八分とかいろんないじめがありました。今のいじめは陰湿であ

ったり、いろいろあるわけですが、本人がいじめられているという認識が

あれば、いじめと捉えていくわけです。いじめる子、それから見て見ぬふ

りをする子、それからはやし立てる子、そしていじめられる子のこの四者

がいると思いますが、学校では、取り巻きの子たち、見て見ぬふりをして

いる子と、それからはやし立てる子たちが正しい判断力を持ち、団結して

いじめを出さないことや、いじめられている子を守ってあげられるような

言動ができる子に育てることが大切です。 

きょうは、この総合教育会議が有意義な時間となり、そして関市の子供

たちが本当に安心して学校に通学し、充実感を味わえる教育をしていかな

ければなりません。 

きょうはどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○平田教育委員会事務局長 

  ありがとうございました。 

では、協議事項の進行につきましては、この会議は市長が主宰となって

おりますので、市長に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

○尾関市長 

最初に（１）の「いじめの現状と対策について」を議題とします。 

事務局のほうから説明をお願いします。 

 

○寺澤学校教育課長 

資料のほうは１ページ、２ページということで、Ａ４を１枚用意しまし

た。 

まず「いじめの現状」ということについては、１ページ目の１番と２番、

「対策」については、３番ということでまとめてあります。 

まず、「現状」ということで、１番は認知件数です。 
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【図１】は、１校当たりのいじめの認知件数、これは全国版が公表され

るときに、１校当たり何件かというような数値が出ますので、それで比較

をしました。２４、２５、２６年度の３か年の数値です。 

関市の認知件数は、全国や岐阜県と比べて少ない。２４から２５、２６

と減少傾向にあるというのが全国とは少し異なる特徴だと思います。 

これらを月別に見たグラフは【図２】です。これは黒い実線ですね。こ

れは今年度の１月から毎月、学校から報告を受けていますので、それをま

とめた月ごとの件数です。１月まで載っております。 

これは昨年度、一昨年度と比較してみますと、特徴として、このグラフ

の増減ですね。例えば秋の１０月、１１月は今年度も含めて、割といじめ

の認知件数が多い。あと１学期の５月、６月、７月あたりが今年度はちょ

っと多かったです。大体３学期になると収束し、件数として認知件数は減

っていく傾向があると思います。 

それでは、２についてですが、「いじめ」と一言で言っても、いろんなタ

イプがありますので、それをまとめたグラフです。これは１２月末現在で

３か年の比較をしています。 

一番左のグラフを見ますと、からかいとか悪口とかおどし文句ですね。

これは関市だけじゃなくて、どこの地域でもこの内容のいじめが一番多い。

いわゆる悪口ですね。「ばか」と言ったり、あるいはおどし文句というのも

あります。これはさまざまですが、例えば関市で言うと「早くしなあかん

よ」とかと言って強く注意をした。「もっと大きな声で歌わなあかんよ」と

か、それを非常に強い叱責を受けたということで悩んでいると、そういう

ものもここには入っています。２番目に多いのが軽くぶつかるとか、たた

いたりするというのが数値としては多いです。 

２ページをごらんください。【図４】です。 

いじめられた児童・生徒の相談の状況ということで、誰に相談を真っ先

にしているかということです。 

１番左が学級担任で、これはどの年度も学級担任にまず相談するという

のが一番多いです。 

今年度の特徴を一つ挙げるとすれば、学級担任とその右が担任以外、そ

の右が養護教諭、そしてその右がＳＣというのはスクールカウンセラーで

す。「等」とありますので、スクールカウンセラーは県からの派遣によるも

ので、１週間に１回程度しか来ませんけれども、関市ですと「心の相談員」

という相談員が多くの学校に常駐していますので、そういった相談員にも

相談があったという数字です。 

つまり、学校の中の担任以外の先生も含め、合わせると非常に多く、学

校の職員に相談する件数が全体的には多いという特徴があります。 

それから、３番については、「未然防止」がキーワードですが、どんな取

り組みをしているかということです。 

（１）はいじめのアンケート。これは３０校全てで行っていますが、年

に多くの学校が４回以上です。毎月とは言いませんが、２か月に１回とか、

かなりの回数を実施しています。年２～３回ということで少ない学校は小

規模校で、常に子供たちの状況を把握し、相談をしているので、あえてア
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ンケートをしなくてもいいという学校があります。したがって、アンケー

トも含めて、常にそういういじめの兆候がないかどうかというのは気にし

ています。 

そして、２については「いじめ撲滅宣言」で、小・中学校で子供たち、

児童会や生徒会が中心になって、子供たちが子供たちに呼びかけていくと

いう取り組みを重視しています。これも未然防止につながる大切な取り組

みだと思っています。 

そして、（３）のマイサポーター制度の導入等でございますが、１つ目の

心の相談員というのは、全中学校１１校と比較的大きな９つの小学校に配

置をしています。 

この相談員に相談をする、あるいは深刻な相談ではなくても、休み時間

に来てちょっとしゃべって、話を聞いてもらって帰っていくという対応を

してもらっていますが、これも非常に効果があると考えています。 

その下のスクールカウンセラー・スクール相談員というのは、これは県

費で配置をされているもので、スクールカウンセラーは全中学校区に配置

をしていますので、回数は少ないですが、全ての小学校に出かけてもらい

相談活動をしている。 

スクール相談員というのも、カウンセラーの資格はないが、それに準じ

た活動をしている相談員を幾つかの学校には配置しています。 

最後に、未然防止又は早期発見という視点で関市は他市にないマイサポ

ーター制度という取り組みをしています。これは担任の先生以外の先生を

子供自身が指名し登録をして、いつでも担任以外にも相談ができるような

体制をとっている。複数の先生に１人の子供、複数の先生が見とってくれ

るよというサインを送るという意味合いもあって、今年度、全小中学校で

やっていますが、【図６】はマイサポーター、相談員、スクールカウンセラ

ー等の相談件数が何件あったかというのをグラフ化しています。これは１

校当たりですので、例えばマイサポーターですと、合計で１校当たり２５

ということなので、掛ける３０校ですので、大体何件ぐらいあったかとい

うことがわかると思います。 

マイサポーター、相談員、カウンセラーとこういった複数の相談体制を

とっているということでございます。 

以上です。 

 

○尾関市長 

ありがとうございました。 

それでは、説明が終わりましたので、質疑や御意見等をいただきたいと

思います。ございませんか。 

 

○田中教育委員 

最初の【図１】で、関市は２４年から２５年、２６年に半分になってい

ますが、こんな施策をしましたとか思い当たることはありませんか。 

 

○寺澤学校教育課長 
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２４年度が実数でいくと１４６件となり、次の年が７１件で、２６年度

が６３件、２４から２５、半減しているということですが、特にこの施策

で効果があったということではないと思います。 

 

○田中教育委員 

全国的に見ても、特別変わっていないのに、どうして関市だけ半減して

いるのか。大変いいことですが何かあったのでしょうか。 

 

○足立教育委員 

いじめが原因で登校できなくなった場合、例えば転校するということも

あると思うんですけど、そういったケースはありますか。 

 

○寺澤学校教育課長 

いじめとまではいかなくても、友達関係でどうしてもというようなケー

スはあります。過去にもありました。ほとんどないんですけれど、ゼロで

はないです。 

 

○尾関市長 

小中３０校で平均すると、こういう数字が出てきますが、さきほど小規

模校の話がありましたが、多分、小規模校はそんなに数字が出てこないと

思います。つまり、良くも悪くも出てこない。大きい学校で件数が多いと

ころは何件ぐらいあるんですか。 

 

○寺澤学校教育課長 

今年度の１月末の時点で小学校で一番多い件数が１１件。中学校は１８

件です。この小学校の１１件と中学校の１８件は、かなりのパーセントを

占めています。実は２つに共通して言えるのは、「いじめっ子」と言ってい

いのかどうかわかりませんが、１人の子が６月はこの子に対して、９月は

この子に対してと、それでこれだけ数値が上がっている。学校全体にいじ

めが多くなっているということではないです。 

 

○尾関市長 

その対策というか、その小規模校を平均すると、１校当たり２件という

と、非常に少なく見えます。言い方は悪いですけど、ある意味、数字のマ

ジックみたいな話で、少ないところは少なくていいんですけども、１１件、

１８件というと、友達とかが入れかわり立ちかわりということかもしれま

せんが、関市全体で見ると少なく見えますけども、多いところというのは、

ある程度集中的にケアをしていかないと、なかなか難しいということです

ね。 

 

○吉田教育長 

生徒何人に対してどのぐらいと言ったほうがわかりやすい。これだけを

見ると数字のマジックとなってしまう。文部科学省の資料の出し方ですか。 
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○寺澤学校教育課長 

はい、そうです。 

 

○尾関市長 

文部科学省も「低くなりました」って言えるように、うまくそういうの

を選んでいるんでしょう。多分、対生徒数とかでやると、割り方の問題で

数字がここまで劇的には下がってないのかもしれませんね。 

 

○田中教育委員 

アンケートは無記名ですか。 

 

○寺澤学校教育課長 

記名式と無記名と両方あります。学校によってということもあります。

内容によっては同じ学校でも変える場合もあります。 

 

○田中教育委員 

これが本当に網羅している数字と考えていいのか、少し隠れているよう

なものがまだあると考えるのか、そこが難しいところだと思います。 

 

○寺澤学校教育課長 

アンケートから上がってくる件数としてはそんなに多くないです。やは

り、職員の目これが一番大事です。 

 

○田中教育委員 

そういうのも数字に入っとるわけですね。 

 

○寺澤学校教育課長 

はい。先ほど、２校がちょっと多いということでしたが、いろんな対策

をとらなければならないので、我々ができることの一つとしては、来年度

の人事配置、より強力な人を意図的に入れていきます。 

 

○井藤教育委員 

いじめの認知の数というのは、教師から見る目と子供から訴える数を含

めて、こういった数が出てくるのですか。 

 

○寺澤学校教育課長 

そうです。全て子供から訴えたのも「１」とカウントしますし、子供か

ら訴えがなくても、教師が最近ちょっと顔色悪いけどと思ったら、実はと

いう話を出したのも、これ同じ「１」として扱かい対応している。 

 

○井藤教育委員 

いじめと認知される、いじめの内容というか。いじめの内容の大小とか
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あるんですか。 

 

○寺澤学校教育課長 

一応、定義としては、子供がいじめられたと訴えている、あるいはそう

いう悩みを持っていれば、内容がどうであれ、いじめとして「１」として

カウントをします。だから、大きい、小さいは、この数字には反映されて

いません。 

 

○尾関市長 

例えば、これまでその認知された中で一番重いケースというのはどうい

ったことがあったんですか。 

 

○寺澤学校教育課長 

今年度でいきますと、例えば「金を持ってこい」と言って「５００円持

ってこい」と、「持ってこんと、たたくぞ」とかで実際にお金を持っていっ

て渡してしまったというケースが一番重い。１人の子が複数の子、４人ほ

どからお金を巻き上げていたという事例があります。 

 

○尾関市長 

しかし、私らの３０年前ぐらいだと、どれぐらいの数字だったんですか

ね。多分すごい数字になっていたんでしょうね。みんなお金を取られてま

したし、自転車が１日何台も、パンクになるか、画びょうが刺さっていた。 

 

○吉田教育長 

昔は本当にそうですね。だから、当時の話を聞くと横着さはすごいです

よ。やられたほうはやっぱり重かったでしょうね。 

 

○田中教育委員 

実際にそれで不登校になるというのは、結構ありますか。 

 

○寺澤学校教育課長 

昨年度、中学２年生の子で友達関係の悩みが発端で不登校になり、今年

度も不登校が続いている子はいます。それをいじめとカウントすれば「１」

なんですが、複雑な人間関係がありましたので、そうしたケースはありま

す。 

 

○尾関市長 

いじめている側の家庭環境というか、いじめられている側もちょっと言

い方は悪いかもしれませんが、そういう家庭環境を含めて、事情があるケ

ースというのはやっぱり多いと思います。お互いの御家庭というのは、例

えばお父さん、母さん方が離婚をされていたりとか、ちょっと経済的に厳

しいとか、割合としてはそういう御家庭が多くなっていますか。 
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○寺澤学校教育課長 

統計はとっていませんが、今おっしゃったようなケースは見受けられま

す。それが目立つかと言われると、そこら辺はわかりません。 

 

○吉田教育長 

多分しっかり統計をとれば、数字としては出てくる可能性はありますが、

そうしたことは難しい。 

 

○尾関市長 

分類することは、なかなか難しいと思いますね。 

 

○奥村教育委員長 

寺澤課長から説明があったように、アンケートや調査でつかむ場合と、

担任の目、教師の目で見抜くということが一番、特に先生と密接な関係に

ある小学校では早く解決に向かいます。 

朝、登校したときの何気ない子供の様子、あるいは休み時間など、元気

がないなど変化に気づくことが大事です。そのあたりから子供に接してい

くと、いじめが早く見つかります。アンケートと教師の感覚でつかむその

両方が必要だと思います。 

見抜くに当たっては、気づく、気づかないはそれぞれの個人差がありま

すので、先生たちが研修を積んで子供の様子から心を見抜くというような

ことが求められます。 

 

○足立教育委員 

いじめをする側とされる側というのは、例えば人柄的に見て、いじめを

する児童・生徒はどちらというと、力強いというか、けんかも強い、体が

大きい、いろんな要件的なものがあると思います。いじめられるほうとい

うのは、どちらかというと、おとなしいとか、内気だとか、そのあたりは

特徴ありますか。 

 

○寺澤学校教育課長 

いじめっ子は、体格も大きいというイメージがあったんですが、今はな

いです。だから、いじめられている側が弱々しいかというと、そうでもな

い。昔とは違います。 

あの子がというようなことがあるので、本当にそういう目で見ていく必

要があると思います。 

 

○足立教育委員 

どちらかというと、そのいじめられがちな子というのは、やっぱり友達

との関係をうまくつくれない、引っ込み思案である、そういうような子が

多いということが言われましたね。 

市長さんが言われたように、いじめるほうもどちらも家庭環境との関係

が実はそこにあるんではないかなと思う。だから何か特徴的なものがそこ



 

- 10 - 

 

に見えてくるとすれば、そこへの対応というものも必要かなと思いました。

さっきの２校でしたかね、１人の子が複数の子に対してというのがありま

したけども、そういう子があれば、その子に対しての指導と、家庭への対

応、また集団への対応というのも必要かなと思いますけど、どういういじ

めの関わり方をしているかによって、対応も変えていかなきゃいけないな

とは思いました。だから先ほどのような調査方法というのは、今後のため

にも必要な調べ方と思いました。 

 

○奥村教育委員長 

ネットによるいじめの実態はどうですか。 

 

○寺澤学校教育課長 

一応、１ページの【図３】ですか、【図３】で「パソコンなどによる誹謗

中傷」というところの件数はそこに当たりますが、いじめとして認知をし

て対応したケースは本当にごく少数です。 

ただし、ＬＩＮＥ等でトラブルになりかけたということはあります。 

 

○尾関市長 

そういう意味では、私も数がもう少し多いのかなと思っていました。こ

れは、ＰＴＡのほうでやっていただいた夜９時以降の禁止とか、少しは効

果が出ているんですか。何か最近は、結構みんな気にせずに使用している

と私もちらっと聞きました。 

 

○吉田教育長 

非常に衝撃的な記事でインパクトはありましたが、最近は「やらなあか

んぞ」という意識がだんだん薄れてきたので、この４月にＰＴＡ連合会か

らもう一度通知するなど、前向きになってやっていく必要がある。 

 

○尾関市長 

もうそろそろ、訴えていったほうがいいタイミングかもしれないですね。 

 

○足立教育委員 

マイサポーター制度は何年からら実施されたんですか。 

 

○寺澤学校教育課長 

一昨年度、小金田地区、瀬尻で試行的に実施し、昨年度多くの学校に広

まり、今年度から全ての小中学校で実施しています。 

 

○足立教育委員 

さきほど質問のあったいじめの件数が半減したという関連はどうでしょ

うか。 

 

○尾関市長 
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そのおかげだと言ってもいいのでは。 

 

○寺澤学校教育課長 

一昨年度瀬尻小学校が、初めて取り組んだ結果、不登校やいじめの数値

が減ったという事例報告があるので、全市的にマイサポーター制度の取り

組みによりいじめが減ったと言いたいですね。 

 

○吉田教育長 

担任の先生がいろいろ指導しても、本人が納得しなかったり、不登校ぎ

みになってしまったようですが、マイサポーターの先生が話をしたら、す

っきりしたという話を聞いている。 

 

○足立教育委員 

やっぱりいろんな人が関われるというところが大きい。誰にでも相談で

きるというところがね。だから、半減しているのはそのあたり大きいよう

な気がする。 

 

○尾関市長 

可能性はありますね。 

 

○吉田教育長 

そうであるなら、文部科学省もこれを取り入れて全国で実施するといい。 

 

○田中教育委員 

担任の先生は自分が指名されないとショックですよ。 

 

○吉田教育委員 

  担任の先生はどうなるとか、すぐそういうことを言うのですが、実際に

話を聞いていると、担任の先生がないがしろにされるような問題はほとん

どない。 

 

○寺澤学校教育課長 

そういうことは聞いていないですね。 

 

○尾関市長 

その点、大人も合う合わないがありますからね。 

 

○吉田教育長 

子供のために割り切ることも必要。 

 

○田中教育委員 

それは全員が必ず出しているわけではないわけですか。 
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○寺澤学校教育課長 

希望する人だけです。 

 

○吉田教育長 

このデータ的なものを見ると、１人が２人とか３人の先生を指名したり、

中には校長先生を指名したりしている児童生徒もいる。きのうも、田原小

へ行ったら、校長が「私は３人から指名されている」と話していました。 

 

○尾関市長 

マイサポーターは必ず選ぶんでしたか。 

 

○吉田教育長 

選ばない子もいると思います。ただ、年間に瀬尻小は３回も４回も実施

しますと、マイサポーターの方が増えたり減ったりします。 

 

○寺澤学校教育課長 

誰に何人登録しているかというデータももらっていますが、ある学校の

場合は１人が最低でも１人登録をしている。 

事例としましては、５年生後半から不登校、６年生当初は保健室登校と

いうところで、担任にも相談していたが、マイサポーターにも相談をして、

いつでも相談してもらえることに安心して登校できるようになったとか、

家での兄弟間でトラブルがあって、ノートに「死にたい」と書いてきた。

担任だけじゃなく、サポーターも複数で教育相談をして、十分話を聞いて

もらえたことで、すっきりして今は落ちついている。 

件数自体はそんなに多くはないですが、一つ一つを見ると非常に効果の

ある取り組みです。 

 

○奥村教育委員長 

先生たちの意識も随分変わってきて、自分一人で抱え込まず、全職員で

育てる、あるいは「報・連・相」報告、連絡、相談を密にしているという

ことが徹底してきているのでないでしょうか。 

 

○吉田教育長 

他市へ行って教員の話を聞きますと関市はすごく敏感で、温度差がある。

だから、自分の今赴任しているところは、担任だけでびっくりしたと言っ

ていた。だから、そういうことは言えると思います。だからといって安心

はできませんが。 

 

○尾関市長 

それこそ、アンケートも４回以上実施する等、ここまで徹底してやって

いるんだとびっくりしました。アンケートをとっているというのは知って

いましたけど、４回以上もとっているというのは、ここまでとは思ってい

ませんでした。 
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○井藤教育委員 

アンケートの内容はどういった質問があるんですか。 

 

○寺澤学校教育課長 

  学校によっていろいろ違いますが、Ａ４１枚で、低学年、高学年は違っ

ています。結構、質問項目は多いです。「最近、朝起きられますか」とい

うような質問から「最近、嫌なことがありましたか」とか、「勉強はわか

りますか」とか、非常に具体的な質問をしているところが多いと思います。 

 

○井藤教育委員 

  「いじめアンケート」という名前ですか。 

 

○寺澤学校教育課長 

どの学校でも、定期的にやっているのは「心のアンケート」ということ

で、その中にいじめの内容も入っていて学年ごとに内容も違います。 

 

○田中教育委員 

先生方は、今言われるようなことに気がついた場合に対処する時間とい

うのは本当に十分にあるのですか。 

 

○奥村教育委員長 

学校の中では、組織で動くということが大事です。生徒指導の先生が中

心になり、いじめ問題について最優先にし、組織で動くことが大切です。 

 

○田中教育委員 

全国的な話でインターネットでも話題になっていましたが、中学校で、

部活をやりたくない先生がたくさんいると聞いています。土日も全部、部

活動で自分の自由な時間がないというのが載っていた。そういうことから

も、マイサポーター制度は、いろいろな人が見るという点では一番いいの

かなと思う。 

 

○奥村教育委員長 

大勢の目で見ていくということですね。 

 

○尾関市長 

御意見いただきましたけれども、あとはよろしいですか。 

 

○井藤教育委員 

子供が子供に呼びかける取り組みというのが、この撲滅宣言の取り組み

はすごくいいなと思いました。ＰＴＡで県外の学校に視察に行った時だっ

たと思いますが、子供たちが昼休みとかの休み時間になったら、大きい子

が中心になって、いろんな各教室とかを見回って、この休み時間は、やっ
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ぱり先生の目が届かないところがあったりするのかなって思うと、子供が

子供をパトロールするっていう取り組みがあって、おもしろいなと思いま

した。それがボランティア活動なので、大きい子が小さい子にくっついて、

たすきを掛けてぞろぞろ歩いて、何かすごくいい。 

子供が子供同士で防げることってあると思います。 

きょうは、いじめの話なんで、うちの子に「いじめはどう」って聞くと、

「別にないよ」て言っていました。いじめの話も近所のお母さんたちから

出てこないので、学校の雰囲気も多分いいのだろうと思います。 

 

○尾関市長 

最初申し上げたとおり、簡単な問題ではないです。学校の先生が、やっ

ぱり一番わかっていらっしゃるという話と、できれば大勢の方で見ていく

ということが、あとは井藤さんからの「子供たち同士で」というお話もあ

りましたけども、一つこれをやれば解決できるという話ではないと思いま

すので、複層的にいろいろなものを組み合わせていくことが必要だと思い

ます。 

そういう意味では、これまでもマイサポーター制度をはじめ関市独自の

取り組みなどもしていただいておりますので、これらの充実と、また新し

い取り組みもあれば積極的に取り組んでいただければありがたいなと思

っています。 

いじめについては、あとよろしいでしょうか。 

それでは、（２）「その他」ですが、委員の皆さんから御意見あれば、き

ょう、御意見をいただければと思います。 

 

○田中教育委員 

予算的なことが大きく関わってくる話ですが、関市も給食費の無料につ

いて一度検討をお願いしたい。岐阜県では岐南町だけが給食費の無料化を

実施している。給食の支払いが困難な家庭に対しての対応はされていると

聞いていますが検討をしていただけたらと思います。 

 

○尾関市長 

現在、給食費の未納額はどれぐらいですか。以前よりは少なくはなった

んですか。 

 

○宇佐見教育総務課長 

年間、二、三十万円というところですかね。 

 

○奥村教育委員長 

昔は１校でそのくらいでしたから、随分減りました。 

 

○宇佐見教育総務課長 

３０校で金額にして２５万円です。未納がある学校は平成２６年度決算

で６校です。 
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○尾関市長 

ある意味、その給食費の無料化は子育て世代への支援です。山県市さん

も３歳、４歳、５歳児の保育料を無料にされています。 

生活困窮、低所得等で本当に苦しい家庭には、できる限り市としても支

援が必要だと思い、これまでも拡充はしています。今後も必要な部分には

お金を出していきたいというのが基本的な考えです。 

ただ一方で、年収１億を超える方から５，０００万の方、２，０００万

もいて、１，０００万や数百万の方もあり、関市だけ見てもすごく幅があ

ると思います。私は負担をしていただくべき方には、給食費の食材費に相

当する分だけ負担をお願いしていく。 

そして、ごみ袋等の負担の考え方もそうですが、ごみ袋ですとごみの処

理に４００円の経費がかかっていて、その内５０円分について、ごみを出

した人に負担をお願いするという仕組みに今度改めます。これも全額４０

０円払ってもらうという考え方ではなくて、残りの３５０円は関市全体の

皆さんからいただいた税金を充て、ただし一定の負担が必要であるという

考え方です。 

給食センターの建替えに係る費用や人件費等も含め、関市全体で子供た

ちのためにお金を使っていき、食材費の一定の分については負担をお願い

するほうが、私は考え方の整理としては合理的だと思います。 

生活の厳しいところについては、給食費も含めて、別にお金をその分の

せるという考え方がいいと思います。結果的にそれが給食費に回れば支援

ということになると思いますし、軒並み年収１，０００万の世帯から共働

きで２，０００万の世帯まで、子供のためだからということで食材費まで

無料にしてしまうというのは、私は引っかかりがあります。 

 

○田中教育委員 

議論の一つにしていただければと思います。 

 

○吉田教育長 

給食費の無料化は岐南町のみで、保育料は山県市だけです。意外と少な

い。中学生までの医療費無料化は、自治体に一気に広まりました。 

 

○奥村教育委員長 

学校で健康診断して、虫歯があっても医療費を自分で払うころは、なか

なか治せませんでしたが医療費無料化は大きいですね。 

医療費が無料になってからは、学校の健康診断により治す子は１００％

に近くなりました。 

 

○尾関市長 

  そのほかにはありませんか。 

 

○足立教育委員 
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  先日、関市公共施設再配置計画（案）の説明会に行ってきました。ある

人の質問で、板取小学校の施設内に板取保育園が入っていて、保育園児と

児童が一緒に生活していることが、全国でも珍しい方法だと言っていまし

た。小学校を中心にいろいろな施設をそこに統合してコミュニティーを作

り生涯学習をやっていくという案でした。板取小学校と同じように、ほか

の地区でも保育園等をそこへ統合してもらいたいという御意見でした。確

かに、小学生も保育園児に対しての情操教育的な部分もあるでしょうし、

奉仕的な気持ちも育つので是非、計画の中に入れていくことについて、一

考していただけたらと思いました。 

 

○尾関市長 

それぞれ、小学校とか保育園の耐用年数の違いといいますか、ちょうど

板取の場合は小学校が比較的新しく、児童数も少なく、保育園は耐震性能

が全くありませんでした。保育園を別の場所に建てようと決めたのですが、

その土地が土砂災害のレッドゾーンに入っていたりして、建設を白紙に戻

し、改めて関係者で協議し、小学校の中に併設するという結論に至りまし

た。ほかの地域も、足立さんがおっしゃるとおりで、施設にあきがあり、

かつまだ小学校のほうもうまく使えて、保育園の老朽化等で建て替えるタ

イミングであれば、板取のようなケースも出てくると思います。 

 

○足立教育委員 

そういう時期的なものもあるかと思います。 

 

○尾関市長 

そうです。施設に入れるのが目的になると、逆に高くついてしまいます。

施設の複合化は進めていきますが無理に複合化を目的にして、それをゴー

ルにすると、本末転倒みたいな話も出てきてしまうので、できる限りコス

トをかけずに有効活用していくという方針です。 

大きな方向性としては、武芸川事務所に養護訓練センターを入れたんで

すが、これも一つの複合化なんですが、こうした方向に関市全体としては

向いていくつもりです。 

最初は、あれをする学校のほうが結構反対というか、地元の人からも板

取の議員さんを含めていろんな意見はいただきました。 

 

○吉田教育長 

いろんな意見はやっぱり出るでしょうね。 

 

○足立教育委員 

出るでしょう、きっと。何か運営の面でも割安になりはしないかとか、

それは逆の面も考えられますけどね。 

 

○尾関市長 

実際やってみたら、思ったよりいろんな交流ができて、心配しておった
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けどもよかったなという意見のほうが今は強いと思うので、ありがたいな

というふうに思っておりますけど。 

これで、ちょっと、かなわん、大失敗じゃないか、もう責任をとれみた

いな話になっても、そういうふうなこともあります。 

それをまた別に新しくつくるのかみたいな話になってしまったり。 

 

○吉田教育長 

板取なんかは、本当にきちっと分けて、初めは小学生のほうから何か保

育園の子が入ってきてやかましいんやないかとか、そういう心配をしてい

たんですけど、そういうことは全くなくて、きちっと分けて上手にやって

おられて、しかも運動会なんかも合同でやっているというふうな、だから

非常にうまくいっている例だと思うんですけど、今のところ特に何か、反

対意見だとか、批判的なことは聞いておりません、私は。 

 

○平田教育委員会事務局長 

ないですね。今のところはいいようですね。 

 

○尾関市長 

また別のちょっと離れた場所につくるのではなくて結果的によかった

ですね。親御さんも安心ですね。 

 

○足立教育委員 

民間に委託とか、そういうようなものもあるだろうとは思いますけどね、

うまく交流ができるといいかなと思いますので。 

 

○尾関市長 

そのほか、よろしいですか。 

じゃ、ほかに御意見等がないようですので、本日の協議事項は全て終了

しました。 

ありがとうございました。 

 

○平田教育委員会事務局長 

ありがとうございました。 

じゃ、あと、連絡事項は何かございますか。 

 

○宇佐見教育総務課長 

特に連絡事項としてはございませんが、今年度２回、この総合教育会議

を持たせていただきましたが、一応、来年度も一、二回は開催していきた

い。 

 

○尾関市長 

回数は決まっていますか。 
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○宇佐見教育総務課長 

特に決まっていないです。前回の総合教育会議で位置づけていただきま

した教育に関する大綱が、教育振興計画が大綱になっているんですが、こ

れが来年度、きょうの予算の中でも御審議いただきましたように、見直し

がございますので、その件については一度お諮りをしたいと思っています。 

 

○平田教育委員会事務局長 

以上でよろしいでしょうか。 

それでは、これをもちまして第２回関市総合教育会議を終了させていた

だきます。 

ありがとうございました。 
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