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文教厚生委員会会議録 

平成２５年１０月１６日（水） 

午前１０時００分  開 会  

○澤田勝委員長 

  文教厚生委員会を開会します。まず、閉会中の調査事頄についてのうち、県外視察につ

いて、を協議題とします。 

   【発言する者あり】 

○山内悟委員 

  協議題に入る前に、昨日連絡のあった乙中の生徒逮捕の件で、文教厚生委員会としては、

どこまで言えるかわかりませんが、聞いておく必要があると思いますので、その件につい

て、まず協議題に入る前にお聞かせ願いたいんですけど。 

○岩橋平武学校教育課長 

  まず９月 17日に乙川中学校の生徒８名と亀崎中学校の生徒２名なんですけど、亀崎中学

校の生徒に対して、夕方から夜にかけて、亀崎中学校の生徒が生意気だとかそういうこと

なんですけど、タイマンをしようということで喧嘩の申入れみたいな形で、塾に通ってい

る亀崎中学校の生徒を乙川中学校の生徒が呼び出しをしました。そこで、近くのコンビニ

の駐車場でタイマンという喧嘩の約束だったんですけど、実は２対８という状況で亀崎中

学校の生徒が一方的にやられる形になりました。ただ、暴力については１週間に満たない

ようなケガだったので、そんなに大きなケガではなかったようです。そこで、２人の生徒

に対して８人の生徒が暴力をふるった中の２人が首謀者です。それで、９月 17 日から 10

月の何日かまで警察の方は当然知っておりまして、容疑の方がきちんと煮詰まったという

ことで、２人が逮捕ということになりました、氏名等については控えさせていただきます

が、おおまかなところについては今言った状況です。 

○山内悟委員 

  １か月近いブランクがあるというのは、プレス発表はプレスの方が控えてくれたという

こともあって、表沙汰にならなかったので遅れているということですか。 

○岩橋平武学校教育課長 

  こちらのほうには警察からすぐ連絡があるんですけど、なにぶんにも最初経過、いわゆ

るタイマンというと普通の喧嘩らしいですね。いじめとかそういうものじゃなくて、タイ

マンという喧嘩らしいですけど、警察もそれが通常の喧嘩なのかそういうことをずっと調

べていたようです。いろいろ聞き込みをしながらも調べていたということで、いよいよ今

回逮捕に踏み切ったと。あとの６人についても首謀者ではないですが、今後どういう風に

なっていくかを警察が調べているようです。 

○山内悟委員 

  そうすると警察の内定までの時間がかかったということですか。 

○岩橋平武学校教育課長 

  そういうことです。正式に逮捕という手続きに進んで、２人については特に身柄を確保

する必要があるというふうに決断したということです。 

○山内悟委員 

  その後は、そういう事件は今後どういう経過になるんですか。 
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○岩橋平武学校教育課長 

  ２人については、鑑別所に入ることになるんですけど、その後どういう展開になるかま

ではわかりません。 

○本間義正教育部長 

  この子たちが今からどの程度鑑別所の生活が行われるかというのは、我々ではわかりま

せん。鑑別所での態度等もあろうかと思います。１人の子は、保護観察中の子なので、２

人が同じような感じなのか、今までやってきた前歴だとか、今回の内容等によっても違っ

てこようかと思いますので、今の段階で我々が判断することはできないです。 

○山内悟委員 

  これで最後にしておきますけど、乙中ってすごく荒れているような感じを受けますけど、

過去のいろんな事件も含めて。何か今回の事件も含めて、原因があるんでしょうか。 

○加来正晴教育長 

  乙中の今回の生徒ですけど、昨年乙中でいじめを背景とした事件がありましたけど、そ

の時も教育委員会に呼んで、厳しく指導したりもちろん鑑別所に入ったり、今保護観察中

ですけど、なかなか家庭も母子家庭なんですけど、保護能力がない。教育委員会でかなり

しぼった時も、保護者が喰ってかかってくるような生徒ですので、ここで立ち直らないと、

一生ダメだぞというようなことも言っていますけど、今回は厳しくしないと、私たちもそ

ういう方向でやってくれということで、学校の方でも厳しくしていかないと通じていかな

いので、そういう教育ばっかりじゃなくて、福祉の面でもいろんな方面からも、家庭への

支援をしていかないと、保護者への支援、子どもの支援というのを今後考えていかないと、

本当に一部ですけど、学校全体がそういう無法地帯になっているかというとそんなことは

ありませんので、圧倒的多数はきちっとした学校生活を送っています。 

○竹内功治委員 

  今の教育長の話を聞いて、ある程度主犯の子が問題があるというのはわかったんですけ

ど、亀崎中学校、乙川中学校の生徒に対しては、何か対応とか、指導とかどうなんでしょ

うか。 

○白城智教主任指導主事 

  全生徒に対しては、もちろん通常やっていることだと思いますし、何か事案があれば全

体で指導していると思います。 

○竹内功治委員 

  今後指導していくということですか。 

○白城智教主任指導主事 

  先ほど部長も課長も申し上げたように、警察の取り調べ中というのは学校で何もできな

い期間なので、９月 17 日から１カ月あまりかかってしまったもんですから、その最中は学

校はやりたくてもできないということもあったかもしれないですけど、やはりこれは当然

指導すべきことですので、やっていくことかなと思います。 

○澤田勝委員長 

  他にご質問ありませんか。 

   【「なし」と呼ぶ者あり】 

  それでは、協議題に入ります。まず、県外視察の内容についてご説明させていただきま
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す。初日、10 月 24 日が東京都小平市、そして２日目、25 日が宇都宮市を予定しておりま

す。事前に口頭ではありますけど、行き先についてはご案内してあったと思いますので、

それでは詳細について、説明をさせていただきますのでよろしくお願いします。はじめに

小平市を選定したポイント等について説明します。 

   【小平市について、資料に基づき説明】 

  続いて宇都宮市についての説明を当局からお願いします。 

○白城智教主任指導主事 

   【宇都宮市について、資料に基づき説明】 

○澤田勝委員長 

  ありがとうございます。今小平市と宇都宮市の簡単な説明ではありましたけど、何かこ

こまででご質問等ありましたらお願いしたいと思います。 

○渡辺昭司委員 

  宇都宮市の状況なんですが、半田市も中学校２年生の夏休みでしたか、職業体験みたい

なことをやっていると思うんですが、ああいうのとの違いみたいなものが、宇都宮市との

中であるのかなと。客観的に先生達が感じられているようなことがあったらちょっとお聞

かせいただければと思います。 

○白城智教主任指導主事 

  半田市だけが中学校２年生を主体に行っているわけではなくて、愛知出会い体験道場で

すので県内の学校がすべて職場体験学習というものを進めているかと思いますが、これは

いずれもやっていることなのかなと思うところでありますが、よりその街の先生であった

りとか、地域の方が学校に来て授業をやっていくということについては、こちらの方が多

いのかなという印象は受けております。 

○渡辺昭司委員 

  地域の方が授業をされる割合が多いということですが、半田市でも今どんな状況なんで

しょうか。 

○白城智教主任指導主事 

  数はぱっと言えなくて申し訳ないんですけども、半田にある企業の方からはたくさん授

業をやっていただいたりとか、それは今進めておりますけど、やはり産業構造が宇都宮と

半田の違いがあるかもしれませんので、同じように比較して言うのはどうかなと。宇都宮

市のことが不勉強でいけないんですが。 

○澤田勝委員長 

  今のその数字というのは、視察に行く前に半田の現状を情報としていただくことはでき

ますか。 

○渡辺昭司委員 

  一度数字的なことを聞きに行ったときに化学とかだと中電の職員さんとか、ＪＦＥのい

職員さんだとか、どこだったかた忘れちゃったんですけど、そういう方が学校で指導して

いただいているというお話を聞いたんですが、もしそのような状況が分かれば、ちょっと

教えていただければと思います。 

○白城智教主任指導主事 

  関わっている企業の数とか、人数とか、そういう数字的なものがあればよろしいでしょ
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うか。 

○澤田勝委員長 

  実例とか、地域の方が講師で見えるのであれば、どういった内容ですとか、わかる範囲

で情報いただければ。他にご質疑ありませんか。 

   【発言する者なし】 

  それでは、小平市の方の調査事頄ということで、ホッチキス止めの最終ページですが、

正副委員長で相談して、この３点あげさせていただきました。小平市の方については、「優

れた「地域による学校支援活動」推進に係る文部科学大臣表彰」を受賞したということで、

その内容が、「地域参画型授業の推進について」ということでありますので、この辺の内容

について３点あげました。１つ目が、学校支援地域本部事業というのがＡ４の資料でいき

ますと、基本データというのがあると思うんですけど、この学校支援地域本部というのが、

コーディネーター８名ですとか、ボランティア登録数 14名とありますけど、ここの活動の

部分になります。この辺の活動の中で地域住民、企業との内訳とかですね、募集方法やボ

ランティアの登録者について詳しいことをご説明いただきたいということがまず１点。そ

して、文部科学大臣表彰を受賞されたということでありますので、この辺の特徴的な取り

組みなんかを参考にさせていただきたいということで、２点目にあげさせていただきまし

た。そして３点目に、先ほども申し上げましたけど、学区内に大学があるということで、

こことの連携で外国語の活動ということで年間通じて行っているということでありました

ので、これも尐し詳しくご説明いただきたいということで、この３点を事前に小平市の方

に提出したいと思っています。もし委員の中で事前にこういった質問等を送っておきたい

ということであれば、頂きたいなと思いますけどいかがでしょうか。この３点でとりあえ

ず出しておいて、また当日のご質疑等で深く聞けると思いますので、もしこれに追加して

事前に出したいということでありましたらご提議いただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○山内悟委員 

  先ほど評価の一つになっていた広報活動ですけど、ホームページ大賞東京都優秀賞を受

賞したということですけど、そのホームページを当日見せていただければ幸いです。 

○澤田勝委員長 

  今の広報活動の部分についても質問頄目として加えて、小平市の方に提出したいと思い

ます。内容としては、広報活動、広めに質疑をしておいた方がいいかなと思いますけど、

「広報活動について」というざっくりでよろしいでしょうか。 

   【発言する者あり】 

  ただ、紙の資料も向こうにあると思いますので、事前に用意して頂けるのであれば。そ

の点は加えて、あえてここの質問事頄に加えなくて、メールで向こうへ連絡するときにお

願いするということでよろしいでしょうか。 

○渡辺昭司委員 

  資料見て、事前にということがあればまた報告はしたいなと思いますけど、数的なこと

とか、聞きたいようなことがあれば事前に調べておいてもらった方が、実際の説明の内容

を聞いてみたなかで、違うなということの質疑に時間を割いた方がいいと思いますので、

その辺は徹底しておいていただけた方がいいなと。最近の視察は一応事前にそういった形
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のことでのう数的なことはなるべく事前にお聞きしておいた方がいいという流れが多いか

と思いますので。 

○山内悟委員 

  今の渡辺委員の申入れ、ここの焦点になっているボランティア登録数 140 人という非常

にたくさんの方が登録されているところで、その方が全員が教室に入って講義されている

かは知りませんけど、どういう方々、どういう職種の方々かという一覧表が欲しいという

ことと、それから、それはただ単に自分の企業の宣伝だけじゃなくて、キャリア教育です

ので、その中でどう生きていくか、こういう生き方もあるよ、こういう仕事もあるよとい

う子どもたちに夢と希望を与えるような話をされているんじゃないかと思うんですけど、

その内容についてもどんな話をされているのか、資料を当日いただければ。職種と講義内

容です。 

○渡辺昭司委員 

  ちょっと申し訳ないですけど、生涯学習課でやっている制度に近いようなものですか。

ゲストティーチャーでしたっけ。それとは違うんですか。客観的にちょっとそう思っただ

けで。 

○澤田勝委員 

  正直そこら辺まで、私も十分調べているわけじゃないんですけども、ボランティア登録

数という表現ですので。 

   【発言する者あり】 

  その辺りも確認したうえで、事前に今山内委員おっしゃった、当日よりも事前に聞いて

おいた方が、数字の部分に関してはあると思いますので、事前に確認をしておきます。当

日そういった数字を出してもらうのに時間を費やしても行けないと思いますら。この調査

事頄について、何かほかに追加する事頄がありますでしょうか。小平市についてですけど。 

○山本半治委員 

  基本的なことですけど、学校支援地域本部ですね。これが新しいということですけど、

これ自体がどういうものかということがまず最初わからないと、進んでいかないと思うん

ですけど、その辺は当然向こうが説明してくれると思うんですけど、その辺のところを最

初に予習して行かないといけないと思うんですけど。 

○澤田勝委員長 

  大変申し訳ないですけど、この辺の基礎的な部分に関しては、今ホームページで非常に

情報が出ていますので、ある程度視察の前に各委員さんについても情報収集したうえで参

加して頂きたいと思うんですけども、本当に今いろんな情報が出ていまして、ある程度事

前に収集したうえで行っていただければ。 

   【発言する者あり】 

○渡辺昭司委員 

  今山本半治委員が言われた中で、やっぱりこれとこれは何らかで下調べをしてきてくだ

さいということがあれば、委員の中で統一、共通した認識の中で臨んだ方がいいと思うの

で、その辺はまた、今日でなくてもいいですが、ちょっとお示しいただけた方がいいかな

と思います。 

○澤田勝委員長 
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  わかりました。今ご指摘いただきました、３本柱的な部分は調査事頄にあげてあるわけ

ですけど、もう尐し詳しく、共通という意味で事前に出せていただきますので、よろしく

お願いします。他にありませんでしょうか。 

   【発言する者なし】 

  では、小平市についてはこのような内容で事前に提出したいと思いますので、よろしく

お願いします。それでは、次に宇都宮市の部分ですがまず、資料を見ていただきたいと思

います。まず、「地域学校園の取組みについて」ということで、ここはこの地域学校園とい

うのが、先ほど説明いただいた中でも柱的な取り組みだということで、１つとして、各学

校に設置をしております魅力ある学校づくりをということで、地域協議会を設置している

ということです。そこで、地域協議会の構成内容だとか、取り組みの内容についてまずお

聞きをしたいなというのが１点。そして、２点目、小中学校の相互乗り入れ授業というこ

とで、中学校の授業に小学校の先生が教壇に立って授業を行ったり、逆のパターンもある

し、部活動を見学したりということが相乗り授業ということで、行っているようです。こ

の辺の成果、どの様な成果があるのかということをお聞きしたいなと思っております。そ

して、この相乗り授業について、教師の方や、ＰＴＡ、生徒のどのような反応があるのか

なということもお聞きしたいなということが記載してあります。あとですね、地域の連携

ということで、先ほども出ておりましたけど、「街の先生」という表現にしてありますけど、

これも登録の状況や活動状況等々をまずは広く質問をしておきたいなというふうに思って

おります。以上の４頄目を事前に宇都宮市役所の方に送りたいと思いますが、この宇都宮

市について何か追加の質疑等ありましたら頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○山本半治委員 

  ちょっと教育部の方に聞きたいんですけど、こちらの２番目の小中学校の相互乗り入れ

授業というのは、半田市はまったくやっていないんですかね。状況は。 

○本間義正教育部長 

  今私どもの幼保小中一貫教育の中で、中学校の連絡会というのをやっています。中学校

区ごとで、小中、幼保が入って情報交換を行ったりしているんですけど、そこの中で、中

学校の先生が一部小学校へ出向いたり、その逆もあったり、子どもの中でも交流があった

りしています。中学校の生徒が小学校の夏休みやなんかの水泳指導だとか、そういったも

のは、数字的なものは持っていませんけど、そういったことが、全ての学校で行われてい

るわけじゃないですけど、そういう傾向は半田市にも若干あります。 

○山本半治委員 

  ちょっとその辺のことを資料を出していただくと我々も行く前に半田市はこういうこと

をやっているのを、具体的に教えていただけるとありがたいと思います。せっかく行くの

で、半田よりすごければご報告できますけど、すごくなければね。お願いします。 

○澤田勝委員長 

  他にありませんか。 

   【発言する者なし】 

  今の半田市内での小中の交流事業といいますか、こうりゅうについての事前資料と、先

ほどの半田市内における企業の実績と言いますか、現状を、この辺の資料についてはいつ

頃提出いただけますでしょうか。 
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   【発言する者あり】 

  早めにお願いします。 

○本間義正教育部長 

  先ほどの企業による授業の状況ということですけど、これは地域の方は入れなくていい

ですね。極端なことを言うと、先ほど渡辺委員がゲストティーチャーの話を出されたんで

すけど、そういったものは除いた形で、あくまでも企業ということに特化した形でよろし

いでしょうか。 

○澤田勝委員長 

  もし手間かからずすぐ出るようであれば、共通認識としてあった方がいいですかね。 

○本間義正教育部長 

  調査も若干かけなければいけないところもあろうかと思いますけど、学校以外の外部の

方というような形で捉えれば地域の方も当然入った方がわかりやすいのかもしれません。 

○澤田勝委員長 

  せっかく県外視察行きますので、事前に掌握したうえで行きたいと思いますので、お手

数ですけど情報収集をお願いしたいと思います。地域の方もお願いします。それぞれ小平

市、宇都宮市の事前の調査事頄については、今日これで、今日中には先方に送りたいと思

っていますので、何か追加があればこの委員会が終わった後すぐにでもけっこうですので、

お知らせください。ここまでで、あらためてご質疑はありませんでしょうか。 

   【発言する者なし】 

  それでは、次に移りたいと思いますが、事前に正副委員長で調整してきました視察の工

程について、事務局から説明をお願いします。しばらく休憩します。 

午前１０時４０分  休 憩  

午前１０時４５分  再 開  

○澤田勝委員長 

  委員会を再開します。協議題２、その他を議題とします。視察後の委員会の開催日であ

すが、事前に調整をさせていただきました 10月 30日、水曜日の午前 10時から議会会議室

で開催したいと思いますので、お願いします。県外視察での各委員の皆さんの意見集約で

すけど、視察後の委員会の前に頂きたいと思っております。委員会が 10月 30日ですので、

10 月 28 日、月曜日の正午までに事務局へ提出いただきたいと思いますので、ご協力よろ

しくお願いします。もう１点、以前も連絡させていただきましたけど、10 月 29 日の火曜

日に有脇小学校へ学校訪問をさせていただくということであります。先日の半田小学校と

同様に３時間目の授業の途中から、お邪魔をして、４時間目見学させていただきたいと思

います。集合時間ですけど、10 時 45 分に市役所中庭に集合をお願いしたいと思います。

これについて、何かありませんでしょうか。 

   【発言する者なし】 

  その他に何かありませんでしょうか。 

○本間義正教育部長 

  明日ですが、成岩小学校でキャリア教育の研究発表会がありますので、是非またご覧い

ただきたいと思います。 

○澤田勝委員長 
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  今の件ですけど、行く方は駐車場の関係もありますので、委員揃って行きたいと思いま

すのでよろしくお願いします。明日は１時に中庭集合・出発ですのでよろしくお願いしま

す。 

   【発言する者あり】 

○鈴木幸彦副委員長 

  29日の有脇小学校の日に、委員長の代理で半田の福祉大会に出席させていただきますの

で、終わり次第直接有脇小学校に向かいたいと思いますので、集合時間には間に合いませ

んのでよろしくお願いします。 

○澤田勝委員長 

  よろしくお願いします。他にございませんか。 

   【発言する者なし】 

  他に無いようですので、これで文教厚生委員会を閉会します。 

午前１０時４８分  閉 会  


