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平成２４年第１２回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２４年１１月２９日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後７時００分

２ 場 所 室蘭市役所 ３階１号会議室

３ 本日の議事日程

日程 番 号 件 名

第１ 会議録署名委員の指名

第２ 会議録承認について

第３ 報告第１号 室蘭市教育委員会１２月行事予定の件

第４ 報告第２号 教育機関等に対する寄附採納の件

第５ 報告第３号 中央・港南地区統合小学校の校名選考について

第６ 報告第４号 室蘭市特別支援教育推進協議会諮問に対する答申の件

第７ 報告第５号 室蘭市いじめ問題総合対策の策定の件

４ 出席委員 西里委員長 芝垣委員 黒光委員 谷藤委員 山田教育長

５ 説明員 松村教育部長 高見教育指導参事 大谷総務課長 佐藤総務課

主幹［学校施設・施設適正配置］ 中澤学校教育課長 高橋指導

主事 萩原指導主事 山本生涯学習課長 真野図書館主幹 高

木青少年課長 照井学校給食センター所長
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西里委員長 それでは、ただ今から、平成２４年第１２回室蘭市教育

委員会定例会を開会いたします。

西里委員長 日程第１会議録署名委員の指名を行います。本日の会議

録署名委員に、山田委員を指名いたします。

西里委員長 次は、日程第２会議録承認についてであります。平成２

４年第１１回定例会の会議録は、先日、委員の皆様に、

案として配付いたしております。配付案のとおり、承認

することに御異議ありませんか。

（異議なし）

西里委員長 日程第３報告第１号室蘭市教育委員会１１月行事予定

の件を議題といたします。説明をお願いします。

大谷総務課長 報告第１号室蘭市教育委員会１２月行事予定の件のうち、

主なものにつきまして、ご説明申し上げます。次のペー

ジの報告第１号別紙をご覧願います。はじめに、学校教

育課でございます。２１～２６日に２学期の終業式が各

小中学校で行われます。次の、生涯学習課の社会教育で

ございますが、２０日に、「平成２４年第６回社会教育委

員の会」定例会が２階大会議室で開催されます。次の、

男女平等参画推進でございますが、８日に「平成２４年

度男女共生セミナー（後期）第２講『男性介護～家族の

つながり～』」が胆振地方男女平等参画センターで開催さ

れます。次の民俗資料館でございますが、「とんてん館寺

子屋教室」の「『しめ縄づくり』体験学習会」が９日に、

「『石臼もちつき』体験学習会」が１６日に開催されます。

次の、市民美術館では、１８日～２８日に「野本醇展－

心象表現の軌跡－」が開催されます。次の、青少年科学

館でございますが、１６日に「夢工房のスポットサイエ

ンス『消えるんです BOX』」が開催されます。次のページ

にお進みいただきまして、次の、スポーツでは、２日に、

「市民ボウリング交流大会」がディノスボウル室蘭で開

催されます。次の、図書館では、２２日に「クリスマス
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ふれあいコンサート」が図書館本館で開催されます。一

つとびまして、次の、青少年課では、１７～２１日に「年

末特別巡回」が中央・中島・東町地区で開催されます。

以上でございます。

西里委員長 ただいまの説明に対しまして、御質問等は、ありません

か。

黒光委員 質問ではないのですが、先日６歳と３歳の孫を連れて青

少年科学館に行ってきました。皆さんとても一生懸命で、

ちょっと気になるところがあるとすぐに説明してくださ

ったりして、結局１２時ころから閉館までいました。孫

もとても楽しんでいたし、とてもよかったです。

西里委員長 他にありませんか。それでは、報告第１号は、終了しま

す。次は、日程第４報告第２号教育機関等に対する寄附

採納の件を議題といたします。説明をお願いします。

大谷総務課長 報告第２号教育機関等に対する寄附採納の件につきまし

て、ご説明申し上げます。次のページの報告第２号別紙

をご覧願います。寄附採納につきましては、３件でござ

います。1件目は、本輪西小学校ＰＴＡ会長様より、書画

カメラ３台、金額にいたしまして２４万円相当のご寄附

がございました。このご寄附は教育振興のために役立た

せていただきます。２件目は、港北町の伊藤セツ子様よ

り、室蘭ふるさと応援寄付金として２００万円のご寄附

がございました。このご寄附は文化振興のため活用させ

ていただきます。３件目は、ふくろうの会代表様より、

図書２５冊、金額にいたしまして１８５，２５０円相当

のご寄附がございました。このご寄附につきましては、

ふくろう文庫に収められ、市民の読書普及のために活用

させていただきます。以上でございます。

西里委員長 ただいまの説明に対しまして、御質問等は、ありません

か。
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黒光委員 書画カメラとはどういったものなのでしょうか。

大谷総務課長 電気スタンドのような形をしており、先端にカメラがつ

いておりまして、その下に書類や物等を置いてそれをパ

ソコンやテレビの画面に映し出すこと出来るものです。

昔で言うＯＨＰのような使い方をするのですが、透明な

ものでなくても紙や立体的なものでもそのまま画像を映

し出すことができます。

黒光委員 どこの学校でも何台か持っているのでしょうか。

大谷総務課長 全ての学校の所有台数を把握しているわけではありませ

んが、公開授業などを見ますと活用されている学校があ

ります。

西里委員長 他にありませんか。それでは、報告第２号は、終了しま

す。次は、日程第５ 報告第３号中央・港南地区統合小

学校の校名選考についてを議題といたします。説明をお

願いします。

松村教育部長 報告第３号中央・港南統合小学校の校名の選考について

でございます。平成２７年４月１日開校を予定しており

ます、絵鞆小学校と桜が丘小学校と武揚小学校および旧

常盤小学校の統合による新設小学校の校名の選考結果に

ついてございます。統合新設校の新たな校名につきまし

て８月１３日（月）から９月１４日（金）までの約１か

月間一般公募を行いまして、去る１０月１６日（火）に

学校、ＰＴＡ、地域の方で構成されています統合推進協

議会におきまして応募作５２種１０３件より選考を行っ

た結果、『みなと小学校』を選定し、市教育委員会への推

薦する校名となった次第であり、報告第３号参考のとお

り、１１月１日に推薦書の提出があったところです。今

後の校名決定までのスケジュールですが、室蘭市立小中

学校設置条例の改正が必要となりますことから、次回の
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市教委定例会におきまして条例改正のための議案を提案

し、その後、市長へ条例改正の申し入れを行い、平成２

５年第１回市議会定例会において条例改正案の審議をい

ただくこととしております。以上でございます。

西里委員長 ただいまの説明に対しまして、御質問等は、ありません

か。

谷藤委員 最終的に選考に残った校名はどういったものがあるので

しょうか。

佐藤総務課主幹 最終的に残りましたのは、みなと小学校と室蘭小学校で

ありまして、それで決選投票いたしました。最終選考ま

で残ったのはみなと、蘭西、測量山、四つ葉、港小学校

の５つになります。

山田委員 詳しい選考等の過程については議案として提出する時に

説明いたします。

西里委員長 他にありません。それでは、報告第３号は、終了します。

次は、日程第６報告第４号室蘭市特別支援教育推進協議

会諮問に対する答申の件を議題といたします。説明をお

願いします。

中澤学校教育課長 報告第４号室蘭市特別支援教育推進協議会諮問に対す

る答申の件ついてご説明申し上げます。本件は、本年７

月に室蘭市特別支援教育推進協議会に対しまして、障害

児等に係る障害の種類、程度等の判断及び適切な支援の

在り方などについて諮問していたところでございますが、

１１月６日に同協議会より答申を受けましたので、本日

は、その判定内容を報告するものでございます。次ペー

ジの報告第４号別紙１をご覧いただきたいと存じます。

上段の表は、在学児童生徒９８名の判定結果でございま

して、現在の小学校１年生から中学２年生までの就学指

導対象者について、判定したものでございます。表の中

ほど計の欄で２６名の児童生徒が、障害の種類、程度に
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応じて特別支援学級の知的、情緒、肢体不自由と判定が

なされたものでございます。また同様に、中段の表は、

来年度小学校に入学予定の初入学児童のうち、受診者２

９名、うち１５名につきましての結果でございまして、

特別支援学級（知的・情緒）、特別支援学校と判定がな

されました。下段の表は、今年度の総受診者の合計で、

在校生９８名、初就学29名、合計で１２７名でありまし

た。因みに昨年は１４３名でございます。次に、次ペー

ジの報告第４号別紙２の平成２４年度発達障害部会答申

ですが、発達障害部会の中では、普通学級におけるＬＤ

やＡＤＨＤ、高機能自閉症といった発達障害が疑われる

児童生徒の支援のため、支援員の配置についての検討を

してございます。今年度は、小学校児童３９名、中学校

生徒５名について検討し、それぞれの普通学級における

支援員の必要性について、上段の表では、新規も配置を、

下段の表では現在配置されている学校への継続配置につ

いての答申でございます。なお、今後は、この答申を基

に、市教委又は在籍校がそれぞれの保護者への説明、協

議を行い当該児童生徒の就学先を決定することとなって

おります。また、支援員の配置つきましては、今後、学

校での実態などを含め、協議をして、配置を決定するこ

ととしてございます。以上でございます。

西里委員長 ただいまの説明に対しまして、御質問等は、ありません

か。

西里委員長 支援員を必要とする学校が小学校ではかなり多く、中学

校では減っているようですが、小学校から中学校へ行く

段階で特別支援学級の生徒が少なくなるのでしょうか。

中澤学校教育課長 そういった意味ではなく、今回の判定にかかった児童生

徒に対するものでありまして、判定にかかっていない児

童生徒もおり、そのまま継続していく児童生徒もおりま

す。

西里委員長 他にありませんか。それでは、報告第４号は、終了しま



7

す。次は、日程第７報告第５号室蘭市いじめ問題総合対

策の策定の件を議題といたします。説明をお願いします。

高橋指導主事 報告第５号、室蘭市いじめ問題総合対策の件についてで

ございます。本件につきましては、全国で相次ぐ児童生

徒の自殺やいじめの問題について、本市においては、い

じめは絶対に許されないという認識に立ち、教職員や保

護者、地域、関係機関が一体となって取組を強化する必

要があるとして、教育委員会、小学校長会、中学校長会

の３者により策定を進めて参りましたもので、この度、

策定が終了しましたことから、その内容について報告さ

せて頂くものです。では、報告第５号別紙をご覧下さい。

はじめに、表紙下部にございますように、本対策は、現

場の声を反映したものとなるよう小・中学校長会、教育

委員会の３者により内容について協議し策定に至ってご

ざいます。３ページをご覧下さい。「はじめに」というこ

とで、各校長会、教育委員会を代表しまして、教育長よ

り、「いじめという行為は絶対に許されない」という強い

意思表示と本対策の推進に係わっては、学校、保護者、

地域が一体となって取り組んでいくことの重要性につい

て示しております。４ページをご覧下さい。本ページは、

総合対策の概要を全教職員が把握できるようイメージ化

を図ったものでございます。表の左上には国、右上には

道や本市の動向や状況を示しまして、上段中央の「いじ

めを許さない取組の徹底」の必要性へと結びつき、本対

策の策定に至った流れを示しています。総合対策は、学

校という枠でくくられている中の大きな３つの柱から構

成しております。１点目は、「いじめを起こさせない」と

いう未然防止の観点、２点目は「小さなサインを見逃さ

ない」という早期発見の観点、３点目は「いじめられて

いるこどもを絶対に守る」という早期対応の観点です。

各学校ではこれらの観点から取組を推進すると同時に、

学校という枠組みの下にあります「いじめの取組に対す

る点検や評価」を適切に実施することを示しております。

ページの右横には、学校の取組を支援する市教委施策、

ページ下部には学校と家庭地域、関係機関、教育委員会
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との連携について示しております。 続きまして、５ペ

ージをご覧下さい。取組の内容に入る前に、今一度、全

教職員がいじめの定義や構造について再確認するよう本

ページを設けております。ページ中段の囲みでは、いじ

めである無しに係わらず、いじめの疑いがあるものや軽

微なトラブルについても、当然ながらその解消に向けて

支援すべきである事、ページ下段の囲みでは、いじめを

加害者、被害者だけの関係で捉えるのではなく、その周

囲の児童生徒への指導の重要性について触れております。

６ページをご覧下さい。大きな柱の１点目、いじめを起

こさせない観点からの取組内容です。主な内容を説明致

します。（１）として、学校としての対処方針の明確化と

公表です。学校は、いじめへの対処方針を明確にし、保

護者や地域へ積極的に公表することとしています。学校

としての強い意志を示すことにより児童生徒や保護者に

対し安心感を抱いていただくことや、地域や関係機関の

皆様に対し、地域ぐるみで子ども達を見守っていただく

こと等をねらいとしております。（２）として、多角的な

児童生徒理解の重要性を示しております。教職員は問題

等が起きてからの対処療法的な児童生徒理解ではなく、

日常から積極的に児童生徒とふれ合うことにより、はじ

めてその心や行動の変化に気付くことができるというこ

とについて、教職員に再確認させるものです。以下、主

として学校教職員の取組に係わるものを７ページの（６）

まで示しております。（７）では、児童生徒自身による未

然防止の取組として、各校の児童会や生徒会が主体とな

った仲間づくりの活動やいじめを無くすためのポスター

や標語づくりといった取組について積極的に取り組むよ

う促しております。８ページをご覧下さい。上部に掲載

しておりますのは本年度のいじめ根絶メッセージコンク

ール、小学校ポスター部門で全道で１番上の賞となる北

海道教育長賞を受賞しました高平小学校児童会一同によ

る受賞作品です。その下は、同コンクールの中学校の標

語部門で、全道で３番目に相当する賞を受賞しました桜

蘭中学校生徒の作品です。本コンクールの胆振地区大会

には今年度本市から９００点以上の作品を出品しており
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ます。こうした、積極的な参加は、多くの児童生徒の意

識啓発に効果があると考えておりまして、今後も積極的

な参加を各校に求めて参りたいと考えております。続き

まして、教育委員会による未然防止の取組として、一つ

飛びまして、９ページの（１０）ではいじめの未然防止

等にかかわる市教委施策を示しております。これら施策

について、改めて全教職員に周知し、引き続き有効な活

用や連携に努めるよう求めるものでございます。（１２）

いじめの未然防止に向けた連携についてです。本対策で

重視しております学校家庭地域の連携について、具体的

な連携の在り方について示しております。例えば、星印

の３つめ、各地区子どもを守る推進協議会やそれと同様

の組織、あるいは地域のパトロール隊などとの連携の強

化については、各種会議において、いじめの問題を取り

上げるなどして地域の皆様の理解協力を求めていくこと

について、本市独自の取組として積極的に推進を図るこ

ととしております。１０ページをご覧下さい、大きな柱

の２点目、小さなサインを見逃さない、早期発見の観点

からの取組です。（１）として、小さなサインを敏感に受

け止めることの重要性を示しております。日常のふれあ

いや教育相談等の直接的なかかわりにおいて、児童生徒

の表情や仕草、言動等の変化や違和感をこれまで以上に

敏感に察知すること、小さなサインを見逃したり、たい

したことは無いなどといった安易な判断をしてはならな

いことを再認識することをねらいとしています。（２）で

は、直接的なかかわりからだけではなく、アンケート調

査等、客観的な角度から児童生徒の状況を把握すること

の重要性を記しております。 年３回以上アンケート調

査の実施は、本市独自の取組として今後も継続して参る

ものでございます。以下、（５）までが学校における早期

発見の主な取組です。続きまして、（６）は、学校と教育

委員会両者による早期発見の取組で、月３日以上欠席し

た児童生徒の把握と予防的対応という本市独自の取組で

す。各学校では、児童生徒の欠席の状況や傾向を把握し、

欠席の裏にいじめ等の問題は潜んでいないか、家庭との

連携状況はどうかなどについて客観的に分析するための
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資料として、教育委員会では、各学校の取組状況の把握、

訪問アドバイザーとの連携や保護者との面談等について

検討し、必要な対応を行って参るものです。１２ページ

の（８）をご覧下さい。ここでは、児童生徒による早期

発見のための取組の推進の重要性について記載しており

ます。教職員や保護者、地域の方々等、子どもを見守る

側による取組と並行して、子ども達自身が、仲間を思い

やり、仲間の行動や言動の変化に気付き、互いに声を掛

け合い思いやるといった児童生徒の主体的な取組の推進

を図ることとしております。次に、１３ページをご覧下

さい。このチェックリストは児童生徒のいじめや人間関

係等のトラブルについて、教職員が客観的に把握するた

めの資料として、各種資料を参考に本市独自で作成した

ものでございます。学校生活１日を時系列に分け、児童

生徒の気になる様子について教職員が定期的にチェック

することにより、問題の早期発見を図るものです。続き

まして、１４ページをご覧下さい。大きな柱の３つ目、

いじめられている児童生徒を絶対に守るという早期対応

からの観点です。（１）として、いじめの対処方針に基づ

いた迅速且つ適切な対応を図ることとしております。い

じめの対処方針、いわゆる学校マニュアルにつきまして

は、すでに各校において作成しておりますが、その内容

について、１４ページ、１５ページに示しました基本事

項に基づき、各校で修正・改善を行い、全教職員へ周知

徹底を図ること、さらに、問題が発生した場合は、担任

個人だけでなく、学校組織として対応することを指示し

ております。１５ページの（２）では解決が困難ないじ

めの問題が発生した場合について、具体的な対応を示し

ております。①として、教育委員会との連携、②として、

警察等関連機関との連携について示しております。警察

との連携においては、第一に、児童生徒の生命または身

体の安全が脅かされている場合は直ちに警察に通報する

こと、第二に、児童生徒の行為が犯罪行為として取り扱

われるべきと認められる場合は、早期に警察に相談する

ことを明記しております。③では、いじめられている児

童生徒への支援の具体例を示しております。ひとつめの
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ポツでは、被害児童生徒の学校における学習機会の確保、

二つ目のポツでは、登校が不可能な場合の、適応指導教

室や家庭における学習機会の保証及び受入れ体制の早期

確立、１６ページ、３つめのポツとして、学習活動の適

切な評価について示しております。最後に、家庭との連

携についてでございますが、いじめの問題の解決に向け

ては、いじめた側といじめられた側のそれぞれの保護者

に対し、事実及び今後の方針等を伝え、理解を得られる

よう努めることとしております。さらに、そのためには、

一番下のポツに記載致しました、校内で犯罪行為として

取り扱われるべきと認められる行為があった場合の対応

について、日頃から保護者に周知を図ることとしており

ます。１７ページをご覧下さい。ただ今説明させていた

だきました、３つの観点からなる各校の取組について、（１）

各学校が自己点検表を作成し、定期的に点検を実施する

こと、（２）として、各学校が毎年行う、保護者や児童生

徒、教職員むけの学校評価の中にに、いじめの問題に対

する評価項目を位置付けることにより、いじめの問題を

隠さず、的確な対応に努める学校の確立に努めることを

示しております。１８ページからは資料として、掲載し

ております保護者や児童生徒、地域の皆様へ配布予定で

おりますメッセージやリーフレットを掲載しております。

まず、１８ページに掲載しておりますのは、教育委員会、

小中学校長会からのメッセージで、対象は、児童生徒、

教職員、保護者、地域の方々の４者でございます。児童

生徒に対しましては、学級活動や道徳の時間の中で、い

じめの問題について、認識を深めさせるために、１８ペ

ージのメッセージと共に、小学生には、１９ページのメ

ッセージを、中学生には２０ページのメッセージを同時

に配布する予定でございます。続きまして、２１ページ、

２２ページの文書は、保護者の皆様に対し、１８ページ

のメッセージと共に配布する予定のリーフレットでござ

います。内容としましては、前半が、本市いじめ問題総

合対策の概要、後半が家庭におけるいじめ問題への対応

についてでございます。本リーフレット内には、いじめ

を受けている可能性を客観的に把握するためのチェック
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リスト①、いじめや問題行動を行っている可能性を把握

するためのチェックリスト②を作成し、掲載をしており

ます。最後に２３ページのリーフレットでございますが、

こちらは、１８ページのメッセージと共に、地域の皆様

へ配布予定でございまして、内容は総合対策の概要と地

域の皆様に対しまして、地域における子ども達の見守り

活動についてお願いをさせていただく内容となっており

ます。ただ今、報告させていただきました総合対策につ

きましては１２月中に各校へ配布し、各校では、２学期

終業式までに全教職員による研修を実施することにより

周知し、保護者や児童生徒向けのメッセージ及びリーフ

レットについては終業式までに配布を予定しております。

地域の皆様へのメッセージやリーフレットの配布につき

ましては、町内会、自治会への回覧や子どもを守る推進

協議会等、学校あるいは教育委員会と地域の方々が集う

各種会議の場において配布して参る予定でございます。

以上、本市いじめ問題総合対策の策定について、報告を

終わらせていただきます。

西里委員長 ただいまの説明に対しまして、御質問等は、ありません

か。

黒光委員 命を大切にする総合学習の時間というのは、今勉強の方

の中身が多くなっているのですが時間はとれるのでしょ

うか。

高橋指導主事 総合的な学習の時間での扱いも可能ですし、あるいは道

徳の時間において生命尊重や思いやり、友情等を配布用

のメッセージを使用し児童生徒の認識を高めさせること

が可能になります。

黒光委員 道徳は何時間くらいあるのでしょうか。

高橋指導主事 中学校では年間３５時間になります。

萩原指導主事 小学校でも同様に年間３５時間あり週１時間の取り扱い
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になります。

谷藤委員 むろらん子どもサミットを昨年から開催しておりますが、

これの子供たちの反応はどのようなものなのでしょうか。

高橋指導主事 子どもサミットに向けてはまず各校で仲間づくりやいじ

めを無くすための活動を実践して来てもらうように子供

達に投げかけます。その実践報告を全小中学校の代表を

集めて行ってもらいます。その中から自校にはない取り

組みを吸収したり、あるいは意識の面で他の小中学校の

方が強く仲間のことを思いやる活動をしているとか、い

じめをなくすためにこんな活動をしているとか、自分は

ちょっと足りなかったなということを感じているようで

す。代表の児童生徒に感想を書いてもらっているのです

が、それを読みますと今後に向けての強い意志が強く表

れており効果が大きいものととらえております。

谷藤委員 それを各学校で児童会や生徒会で実際にやっているので

しょうか。

高橋指導主事 やってもらっています。

芝垣委員 いじめられている子供たちが親になかなか言わない状況

があります。資料の中で親が子供を見るポイントして細

かく書いており大変いいことだと思います。これを見て

親の方が自分の子供の日常の変化に気付いてくれる様な

チェックリストがあり、また逆にいじめをしている側は

チェックリスト２になるのでしょうが、自殺をする子ど

もなども見てもなかなか親が発見できなかったりして親

が悩んでいる例が多いので、そういう意味ではチェック

リスト１と２は表裏一体ですが親御さんがこういう様な

チェックリストを大いに活用して何気ない子どもの所作・

仕草・顔色などからいじめをしたりされているというこ

とが分かれば家庭内での予防であったり、初期の段階で

解決できる余地があるのかと思います。是非これは機械

的に配布するのではなく保護者の皆さんに活用するよう
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にいろいろな機会にこの話をした方がよいと思います。

西里委員長 現場の先生方がいじめに対する問題もそうですが、学級

を経営していくにもいろいろ内容があると思いますし、

こういった問題がかなり負担になる部分があると思いま

す。最近先生方に対して課せられている部分がかなり大

きくなっており、そういった中でいじめ問題に対して生

徒達にとっていい方向になるように向き合える時間を作

るために先生方への負担を減らすような考え方はあるの

でしょうか。文科省などからいろいろ言われていると思

いますが、それを全てやるととてもじゃないですが先生

方はまいってしまうのではないでしょうか。教育委員会

としてどういった形でサポートしていくのかを考えるの

が一番大事なのではないでしょうか。重点事項などを決

めるなどして方針を立てた方がいいのではないかと思う

のですがどうでしょうか。

山田委員 児童・生徒指導の部分の大きな話になりますが、基本的

には学習指導要領による指導が第一であり、当然学力も

指導要領に沿ってきちんとやっていくこととなります最

近よく今言われているのは時間外勤務の縮減であったり、

調査ものが多かったりするのはありますが、そこについ

ては多くを教頭が担っていて大変な部分があります。ま

た、特に中学校になりますが規模の大きい学校では教科

担任が多く生徒指導を重点的に担当できる先生がおり、

そういった先生が中心となって行うことができますが、

単学級の学校になると先生の配置が少なくなってしまう

ためそういった学校はかなり厳しい状況だと思います。

そういった意味でも統合によってある程度規模を確保し

ていかなくてはならないというものあります。昔も大変

だったと思いますが、ある程度規模が大きかったので先

生に人数がある程度いたためその中で生徒指導や学力な

どについても分担して行っていました。その辺が今は厳

しくなっております。

西里委員長 例えば今後２～３年はいじめ対策を重点的にやっていく
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ということは出来ないのでしょうか。どこかで道筋をつ

けておかなければいけないのではないかと思うのですが。

山田委員 どこに重点を置くのかというのは非常に難しいと思いま

す。今回作成した対策については普通にやっていること

で、新たな事は特にありません。学校の指導の範疇で通

常やっていることを改めて作成したというものです。特

に室蘭市では独自に適応指導教室や訪問アドバイザーを

配置してやっておりますので周辺と比べましても教職員

のここの部分においては時間外勤務も含めてある程度余

裕があると思います。今回対策を作成したことによって、

これまでそれぞれでバラバラに行っていたものが統一さ

れて取り組みやすくなったと理解していただきたいと思

います。

黒光委員 先生方の負担は特に変わらないということですね。

山田委員 負担増などという話ではなく、通常やっている中での一

つのマニュアルだと思っていただければいいと思います。

また、これで保護者が教育委員会や学校に相談しやすく

なるという面も考えられます。いずれにしてもある程度

バラバラで行っていたものを一つにまとめたことでやり

やすくしたということを考えれば先生方にとっては逆に

余裕ができたと考えていただければと思います。

西里委員長 こういった内容で実施したまとめを教育委員会などで報

告していただきたいです。期間が１年でも半年でもかま

いませんが、取組や成果を報告いただければありがたい

と思います。

黒光委員 もし先生方がこういった対応で大変であるということで

あれば専任のような人を置いたりするよう事は出来ない

のでしょうか。

山田委員 そういったことは考えておりません。あくまで教育の一

環であると考えます。
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芝垣委員 私も人に任せるのはいけないと思います。警察の介入な

どは一番最後の手段になると思います。

山田委員 変にそういった事をすると、本来の指導をせずに責任を

そちらの方に持っていく危険性もあります。先ほど訪問

アドバイザーを設置しているとお話しいたしましたが、

ある面ではいいのですが、少しでも困る事態になるとす

ぐにそちらの方に話を持っていく恐れもあります。お互

いに連携してうまくやっていく必要があります。本来生

徒指導や学力もそうですが常に接しているのが先生にな

るので児童生徒との信頼関係を含めて考えてもそういっ

た事は先生がやるべきだと思います。ちょっと困ったか

らすぐに第三者にというのはよくないと思います。

芝垣委員 いじめの問題もありますが、保護者が解決できないよう

な些細なクレームを学校側につけるというクレーマーの

問題が現実的に困っているようです。

山田委員 そういった問題に対応するために、学力の指導やいじめ

の問題に集中できないという事もあります。全てがそう

いうわけではありませんが。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、報告第５号は、終了し

ます。以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。

これをもちまして、平成２４年第１２回室蘭市教育委員

会定例会を閉会いたします。
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