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午後２時３０分 開会 

                    

開会 

                                       

●事務局（総務部長） 

 本日は、ご出席ありがとうございます。 

なお、高橋委員におかれましては、欠席 

となっていることを報告申し上げます。 

 それでは、平成２８年第１回七飯町総合 

教育会議を開会いたします。 

 本日の会議は、公開の原則により実施し 

ております。本日の傍聴者は定員１０名に 

対まして、傍聴者なしとなってございます。 

 それでは、次第に記入しておりませんで 

したが、会議録署名委員について、お諮り 

いたします。 

 会議録は、公開の原則になっております 

ので、会議終了後調製させていただき、議 

長であります町長と、会議において決定い 

たしました委員１名の署名後に、公開をし 

て参りたいと思います。 

 前回は、鈴木委員が、当時、教育委員長 

であったことから、署名委員と決定してお 

りました。 

 今回は、委員の推薦の方をよろしくお願 

いしたいと思います。 

●説明員（総務財政課長） 

 事務局案でありますけれども、前回の総 

合教育会議においては、当時鈴木委員長が 

署名することで、当時は職務代理者が山川 

委員さんになっておりましたのりで、順番 

からということでいけば、山川委員さんに 

今回の署名委員さんにお願いしたいと思い 

ますが。どうでしょうか。 

（「良いんじゃないですか。」という声あり。） 

●事務局（総務部長） 

 それでは、山川委員さんよろしくお願い 

いたします。 

 それでは、次第の２町長の方からご挨拶 

を申し上げます。 

●町長 

本日は、平成２８年第１回目の総合教育 

会議を開催させていただきましたところ、

教育委員の皆様方には、年度末を迎える月

の、多忙な中、ご出席いただきまして、あ

りがとうございます。 

 昨年４月２４日に開催されました、平成 

２７年第１回の総合教育会議において、七 

飯町教育大綱については、平成２７年度限 

りということで、現在の「七飯町教育振興 

基本計画」を充てることと決定しておりま 

す。 

 本日は、協議事項として３件の予定であ 

りますが、各委員さんのご意見を賜りなが 

ら、進めさせていただきたいと思いますの 

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

                    

議事 

                   

●事務局（総務部長） 

 ありがとうございます。それで早速、議

題の方に入りたいと思います。 

議長は、「七飯町総合教育会議運営要項」 

第４条第１項の規定によりまして、町長が 

行うことになってございます。 

町長、よろしくお願いいたします。 

                                       

協議事項 

（１）七飯町教育大綱の策定について 

                        

●町長 
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 ただ今、事務局の方から、議事の進行に 

ついてありましたので、それでは、早速、 

協議事項の「（１）七飯町教育大綱の策定に 

ついて」を議題といたします。事務局、説 

明願います。 

●説明員（総務財政課長） 

 ただ今、町長のあいさつにもありました 

が、平成２７年度に限り、現在の「七飯町 

教育振興基本計画」をもって大綱としてお 

ります。 

本日は、平成２８年度以降の七飯町教育 

大綱について、審議をいただきたく議題と

なっております。 

案内の際は、パブリックコメント中との 

ことであり、計画期間が平成２８年度から

平成３２年度の５年間とした「第２次七飯

町教育振興基本計画」（案）を同封させてい

ただいております。 

 本日は、教育委員会議において「第２次

七飯町教育振興基本計画」が承認されたと

のことでありますので、平成２７年４月の

総合教育会議においてお話しをさせていた

だきましたが、教育振興基本計画を定めて

いる場合には、その中の目標や施策の根本

となる方針の部分が大綱に該当すると位置

付けることができると考えられております。     

首長が、総合教育会議において教育委員

会と協議・調整し、当該計画をもって大綱

に代えることと判断した場合には、別途、

大綱を策定する必要はないとされてござい

ます。 

 以上、平成２８年度以降の大綱について、 

協議をお願いしたいと思います。よろしく 

お願いいたします。 

●町長 

 ただ今、事務局から説明が終わりました 

けれども、私は、この第２次七飯町教育振 

興基本計画の策定においては、教育関係者 

の意見を踏まえ、また、パブリックコメン 

トの実施など、広く町民からの意見を聴く 

などの手続きを踏まえ、策定されたもので 

あると捉えております。 

また、前回の委員会においても鈴木委員 

から「沢山の方針があると、現場が混乱す

る」との趣旨の意見があったかと記憶して

おりますが、私は、パブリックコメントを

実施するなど、広く町民に周知の中で策定

されたこの計画を、平成２７年度同様に、

大綱として位置付けていってはどうかと考

えております。 

 期間についても、各委員さんの、ご意見

を聞かせていただければと思います。 

 以上でございます。 

●委員（鈴木委員） 

 ４ページの、教育振興基本計画の第２次

案の４ページなんですけれども、それの後

段の方にですね「現計画期間中にもという

ことで、教育の世界で起こっている問題だ

とか課題だとかが述べられておりますので、

それを受けて七飯町の教育振興を担ってい

くという、そういう必要性があると思うん

ですね。これらのことが、ここにしっかり

と明記されておりますので、この教育振興

基本計画の２次案をもって、七飯町教育大

綱として私はよろしいのではないかと思い

ます。 

●町長 

 期間については、どのようにしたらよろ

しいでしょうか。 

●説明員（総務財政課長） 

 事務局の方から情報提供ということで、

昨年法改正がありまして第１回を開かせて
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いただいております。その中で、大綱の対

象となる期間については、ということでコ

メントがございますので、それを情報提供

という形で、提供させていただきます。 

 大綱が対象とする期間については、法律

では定められていないが、地方公共団体の

長の任期が４年であることや、国の教育振

興基本計画の対象期間が５年であることに

鑑み、４年から５年程度を想定しているも

のであること。と書いてございますので、

各委員さんの判断によりまして、この計画

は何年にした方がよろしいか、ご協議いた

だければと思います。以上でございます。 

●町長 

 今、事務局の方から情報提供がありまし

た。 

●委員（鈴木委員） 

 この案の５ページに標記されております

ように、平成２８年度を初年度として成３

２年度までの５年間を計画期間とする２次

案で示されておりますので、これで５年、

５年ということで私は良いのではと思いま

す。 

●町長 

 他にご意見ございませんか。 

（「ございません」という声あり。） 

 それでは、七飯町教育大綱については、 

「第２次七飯町教育振興基本計画」をもっ 

て、大綱と決定させていただき、期間は、 

平成３２年度までの５年間と決定させてい 

ただきたいと思いますが、よろしいでしょ 

うか。 

（「はい」という声あり。） 

 ありがとうございます。それでは、その 

ように決定させていただきます。ありがと 

うございました。 

 

                                       

協議事項 

（２）教育委員会機構の見直しについて 

                        

●町長 

続いて、「（２）教育委員会機構の見直し 

について」事務局よりお願いします。 

●説明員（総務財政課長） 

 それでは、（２）教育委員会機構の見直し

についごて、説明申し上げます。 

配布しております資料に基づき、説明さ

せていただきます。まず、１ページ、教育

委員会機構の見直しについて、 

１、教育委員会に教育次長、部長待遇の配

置ということでございます。 

従前一般行政職員としての位置づけであ

った教育長が法改正により、平成２７年１

０月８日から特別職となり、同時に教育委

員会委員長が廃止されたことから、事務局

体制を強化のため、事務局を総括する次長、

部長待遇でございますが、の配置を導入し

たいと考えております。 

 なお、道内の類似団体の８町の状況と北

斗市の状況は、別紙１のとおりとなってご

ざいます。 後程、ご説明申し上げます。 

２点目といたしまして、スポーツ合宿の強

化。 

 教育次長制度を導入し、現在、町長部局 

と教育委員会部局に事務が重複するスポー 

ツ合宿とスポーツ施設の活用業務の合理化 

と強化を図るため、「七飯町教育委員会事務 

局組織規則」の一部を改正し、新たにスポ 

ーツ振興課を設置し、スポーツ合宿と施設 

の有効活用を図り、スポーツ振興の強化を 

目的とし一部の機構を見直す。 



5 

 

３点目といたしまして、七飯町行政組織規

則の見直し 

教育委員会事務部局に総務部政策推進課

内の係内業務としていた「スポーツ合宿の

誘致に関すること」を移行することと、総

務部総務財政課内の係内業務を見直し、町

長部局の事務分掌を規定している「職員係」 

を「人事係」とする一部を改正するものを

行う予定でございます。 

４、行政組織機構についてということで、 

 別紙２、これもあとで説明いたしますが、 

現在３部、１８課６０係を、改正後は３部、

１９課、６０係、１課増やすという内容の

改正を予定してございます。 

５．実施時期でございますが、 平成２８

年４月１日発令とさせていただきたいと思

ってございます。２ページになります。 

６番として、条例改正についてでございま

すが、今回の一部機構の見直しについては、

条例改正等に該当する事項はないというこ

とで、条例改正はありません。 

７、規則等改正についてでございます。 

 今回の一部機構の見直し等について、規

則等の改正が必要となるものは、ここの（１）

から（12）ということで列記しております

が、今回の教育次長及びスポーツ振興課の

新設ということの、文言の整理が主なもの

でございますので、この中で既に委員会に

諮って文言を直しているものもあるかとは

存じますが、あくまでも内容が平成２７年

３月１６日のデータを参考に作っておりま

すので、そこらへんはご了承おき願いたい

と思います。 

 教育委員会に関係する部分については、

教育委員会議に諮り最終的に決定されます

ので、その際は、教育委員の皆様によろし

くお願い申し上げます。 

 それでは、別紙１でございます。道内の

類似団体及び近隣市の状況の一覧でござい

ます。表の上の部分が、町長事務部局、下

部分が教育委員会部局と分けて書いてござ

います。 

 類似団体は余市町から始まりまして幕別

町までということになってございます。そ

れぞれの町の人口、これは平成２７年１月

１日現在の人口を標記してございます。 

 町長部局につきましては、それぞれの町

は部制をひいてございますが、余市町は４

部制、美幌町では４部制、遠軽町は３部と

数字が書いてございますが、その下に各部

の名称が記載してあります。 

 今回の教育委員会関係でございますが、

余市町におかれましては部制はひいてござ

いません。美幌町から幕別町においては、

各部制をひき、教育部という名称で部制を

ひいてございます。 

 北斗市におかれましては、部制というこ

とではなくて、教育次長を配置し、部長待

遇で配置をし、事務を執行しているという

状況でございます。 

 続きまして、次のページＡ３を折ってご

ざいますので、Ａ３をお開きいただきなが

ら見ていただきたいと思います。 

 左手が現行の組織図で、右手が変更後の

案でございます。緑色で塗っている部分が、

今回の変更箇所となります。 

 先ほど説明いたしましたが、町長部局の

部分については、総務財政課の職員係が総

務財政課人事係に名称を変更しているとい

う内容でございます。 

 下の方に教育委員会を緑で色づけしてご

ざいます。現在は、教育委員会は教育長の
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下に各課がございます。スポーツ振興係は

現在生涯教育課の所属となってございます。 

変更後については、教育委員会は教育長

の下に教育次長を置き、生涯教育課のスポ

ーツ振興係をスポーツ振興課を新設し、そ

こにスポーツ振興係を配置するというよう

な変更でございます。 

 続きまして、次のページ、別紙３でござ

いますが、これは先ほど言いましたとおり、

今回の部分で、変更が生ずる部分を改正前、

改正後ということで、別記して、アンダー

ラインを引いてございますので、後程、見

ていただきたいと思います。 

 先程、説明いたしましたが、教育委員会

関係につきましては教育委員会議に諮り、

最終的に改正になります。今回のこの部分

については、教育次長、スポーツ振興課 

設けることによる対照表ということで、後

で、ご一読いただければと思います。 

 最終的には２２ページまで新旧対照表が

ございますが、こういう形で変更してまい

りたいと考えてございますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。簡単ですが、

機構の見直しについての説明とさせていた

だきます。 

●町長 

 はい、ご苦労様です。ただ今、事務局か 

ら説明がありましたが、町長部局について 

は、平成２６年１０月から部長制度へ移行 

しておりましたが、教育委員会については、 

現行どおりとしておりました。 

しかし、法律改正による教育委員会の在 

り方が変更され、事務局体制の強化が望ま

れており、平成２８年４月１日から教育次

長を新たに設けることと、生涯教育課の業

務見直しを行い、更なるスポーツ振興を強

化することと、町民の健康の保持増進を図

ることを目的とし、スポーツ振興課を設置

する見直しとなっております。 

 先般、議員全員協議会にも情報提供させ 

ていただき、本日の総合教育会議に報告 

させていただきました。 

委員の皆様から、ご意見があれば伺いた 

いと存じます。よろしくお願いいたします。

よろしいですか。 

（「はい」という声あり。） 

それではご意見が無いようでありますの 

で、教育委員会の機構の見直しについては、

了承賜ったものとさせていただきます。あ

りがとうございました。 

                                       

協議事項 

（３）いじめ防止基本方針について 

                        

●町長 

それでは、「（３）いじめ防止基本方針に

ついて」事務局より説明をお願いします。 

●説明員（学校教育課長） 

 （３）いじめ防止基本方針について、ご

説明いたします。 

 ２０１１年に大津市で、子どもがいじめ

を原因とした自殺が起きまして、残念な事

件が起きてしまった。その事件をきっかけ

にいじめ防止対策推進法が公布されました。

平成２５年の施行でございます。 

 法律の内容は、学校、保護者、地域住民、

児童相談所など関係者が連携して、いじめ

防止対策に取り組むよう求めた他、いじめ

防止基本方針を定め、具体的に機能する防

止組織を置くよう義務付けられております。

また、被害者が自殺を考えるような、心身

に重大な被害が及びそうな場合、また、い
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じめや、いじめが原因で不登校になってい

る場合などの重大事態につきまして、重大

事態では、学校又は教育委員会が調査組織

を作って事実関係を明らかにし、貴重な情

報を保護者らに提供することになっており

ます。 

町内の小中学校のいじめの防止について

の関係なんですけれども、方針として学校

の実情に応じましていじめ防止等のための

基本的な方針を、平成２６年度には全ての

小中学校で策定してございます。 

七飯町のいじめ防止対策については、平

成２７年度に議会の議論を経て制定する条

例化が望ましいのか、法の趣旨の一つであ

る総合的かつ効果的に推進するために住民

の意見を聴くパブリックコメント経て、柔

軟性のある方針として策定するのが良いの

か、教育委員会議で内容についても検討協

議していただいたところであります。 

方針案として策定しまして、パフリック

コメントを１２月３０日から１月２８日ま

で行いまして意見を聴取したところでござ

いますけれども、意見はございませんでし

た。 

このいじめ防止基本方針には、いじめを

防止するためのいじめ問題対策連絡協議会

ほか２つの組織を条例として定め、きちん

と対応できるようにしていきたいと考えて

おります。 

そこで、３月開催されます第１回定例会

で条例提案してまいりたいというふうに考

えてございます。 

 まず、七飯町いじめ防止基本方針、お配

りしております内容でございます。開いて

いただいて、はじめにというところでです

ね、いじめの対応が学校における最重要課

題というふうに捉えておりまして、全力で

問題の克服に取り組むことが記載されてお

ります。地域社会の大人一人ひとりが、い

じめに役割と責任を自覚いたしまして 

社会総がかりでいじめの問題に向かい合わ

なければならない。 

七飯町では、このいじめ防止対策推進法

に基づきまして、七飯町教育委員会、学校、

地域、家庭が連携いたしまして、七飯町い

じめ対策方針を定めるということで、方針

を定めたものであります。 

第１章といたしまして、いじめの定義で

ございます。いじめということで、いじめ

の定義でございますが、いじめに当たるか

否かの判断につきましては、いじめられた

児童生徒の立場に立って、いじめられたと

いう自覚があればいじめということで定義

してございます。 

それから２つ目といたしまして、いじめ

の防止等に関する基本的な考え方、（１）と

しまして、いじめ防止でございます。全て

の児童生徒にいじめは決して許されない行

為であるということを理解させるというこ

とと、豊かな情操や道徳心、自分の存在と

他人の存在を等しく認めて、お互いの人格

を尊重し合う態度の醸成を必要であるとい

うことを書いてございます。それから地域

との関わりを積極的に行うために、コミュ

ニティスクールの導入など、コミュニティ

スクールにつきましては平成２８年度から

導入することになっております。そこで、

導入いたしまして開かれた学校づくりを推

進して、地域ぐるみで子育てを行う意識を

高めるということで、いじめ防止を図ると

いうことでございます。 

２ページ目でございます。（２）といたし
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ましていじめの早期発見、いじめはどの児

童生徒にも、どこの学校でも起こり得ると

いう前提に立って、教職員だけではなく、

保護者、地域社会含めて、児童生徒に関わ

りのあるどんな些細な事でも軽視すること

なく、積極的に認知するよう努めるという

ことでございます。 

（３）といたしまして、いじめへの対処、

学校は直ちにいじめを受けた児童生徒の安

全を確保し、いじめを知らせてきた児童生

徒の安全を確保しまして、事情を確認して、

適切に指導、そして組織的に対応する、そ

れから家庭への連絡、教育委員会への報告

相談を行って、必要に応じて関係機関と連

携して対応することを述べております。 

それから（４）といたしまして、地域や

家庭との連携といたしまして、いじめを防

止するために地域社会や家庭の役割が非常

に大切だということで、地域社会の大人の

役割、非常に大きなものがありまして、大

人のする行為についての事ですとか、大人

自身の社会のルールを守ることが、子ども

たちの健全育成の第一歩になる。それから、

家庭にあってはいじめは決して許されない

行為である、子どもにしっかり普段から教

えて行かなければなりません。子どもがい

じめを見たり聞いたりしたら、たとえ注意

する勇気が無くても、見ないふりとか知ら

ないふりとかしないで、先生、保護者に報

告するということが大事だいうことを、普

段から教育していくというようなことをし

て、地域や家庭で連携していただきたいと

いうことでございます。そういうことによ

って、いじめをしない、させないという取

組を学校だけでは無く家庭や地域社会全体

で、児童生徒を見守っていくということを

期待しております。 

第２章といたしまして、いじめ防止等の

ための七飯町の対応として、組織を設置す

るということで、一つ目といたしまして、

七飯町いじめ問題対策連絡協議会を設置い

たします。連絡協議会におきましては、学

校、ＰＴＡ、住民団体、地域福祉団体、行

政等で構成するものでございます。 

それから２つ目といたしまして、七飯町

いじめ防止対策推進委員会の設置でござい

ます。推進委員会につきましては、基本方

針に基づいたいじめ防止に係る調査研究と

有効な対策を検討するために、専門的な見

地から審議を行っていただきます。それか

ら重大事態が発生した時には調査を行う、

ということになってございます。学識経験

者や専門的知識を有する方々で構成してい

ただき、公平性中立性を確保すことを定義

してございます。 

それから（３）、３つ目といたしまして、

七飯町いじめ問題に関する調査委員会の設

置でございます。調査委員会につきまして

は、町長の附属機関として設置するもので

ございます。調査委員会は教育委員会から

重大事態の結果報告を受けた後、これの対

処、重大事態への対処、当該重大事態と同

種の、同じようないじめの発生の防止のた

めに必要があると認めたときは、教育委員

会又は学校の調査結果について再度調査を

行うことができるという調査委員会でござ

います。 

 それから、２つ目には、いじめの防止の

ための七飯町が実施する施策を掲載してご

ざいます。これにつきましては、いじめの

防止、いじめの早期発見等を記載しており

ます。それから、いじめへの対処、４つ目
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といたしまして関係機関との連携、それか

ら、教職員の資質向上、研修の充実をして

行こう施策でございます。 

 それから、第３章でございます。いじめ

の防止等のために学校が実施する施策でご

ざいます。学校につきましては、既に基本

方針を策定してございますけれども、一つ

目として学校いじめ防止基本方針の策定で

ございます。既に策定しておりますけれど

も、見直し等を行いながら進めていく、策

定後は速やかに公表して、保護者、地域社

会の理解と協力を得ていく。 

 それから、２つ目として、学校における

いじめ防止等に対策のための組織というこ

とで、学校いじめ対策組織を設置するとい

うことで、いじめの防止に対して取り組ん

でいくことを規定してございます。 

 ３つ目といたしまして、学校におけるい

じめ防止等に関する措置、いじめの防止、

それからいじめの早期発見、それからいじ

めへ対処、地域や関係機関との連携等を記

載してございます。 

 それから第４章、重大事態への対応とい

たしまして、教育委員会と学校は、重大事

態が発生した場合について記載してござい

ます。いじめにより当該学校に在籍する児

童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害

が生じた疑いがあると認めるとき。それか

ら、いじめにより当該学校に在籍する児童

生徒が相当の期間、学校を欠席することを

余儀なくされている疑いがあると認めると

き。要するに、子どもたちの命、財産等に

被害が生じた時、相当な期間休んでいると

いうようなときは調査するということでご

ざいます。 

 重大事態の報告につきましては、学校は、

このような重大事態が発生した場合につき

ましては、速やかに教育委員会を通じてそ

の内容を町長に報告します。 

 調査主体の決定でございますけれども、

学校又は教育委員会が実施しますけれども、

実施主体につきましてはそれぞれ教育委員

会が判断いたします。 

 重大事態の調査でございますが、学校が

行う調査につきましては、学校の対策組織

を母体として速やかに実施します。教育委

員会につきましては、その調査につきまし

て必要な指導や情報提供等の支援を行いま

す。 

 それから、この学校による調査では当該

重大事態への指導と対応や同種の事態や同

じ様ないじめの発生の防止につながらない

というふうに判断した場合、附属機関であ

ります推進委員会の方で調査を行うことに

なります。 

 それから、教育委員会又学校は、被害を

被った児童生徒、それからその保護者に対

して、個人情報に十分配慮した上で、調査

によって明らかになった内容について、事

実関係の情報を適切に提供する。 

 それから３つ目としまして、教育委員会

又は学校は、調査結果について町長に報告

することになってございます。 

 それから４つ目といたしまして、重大事

態の再調査及び再調査結果を踏まえた措置

ということで、１つ目、調査結果の報告を

受けました町長は、その重大事態への指導

と対応や同種の事態の発生の防止に資する

ため、再調査が必要であると認める場合、

調査委員会により再調査を行うことができ

る。 

 それから２つ目といたしまして、再調査
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を行ったときの対応について書いてござい

ます。被害児童生徒や保護者に対し、経過

報告の情報提供を行うということでござい

ます。情報提供を行うに当たっては、被害

を受けた児童生徒、それから保護者の心の

ケア、落ち着いた学校生活を取り戻すため

の支援に努めるということと、情報発信時

の個人のプライバシーの配慮に十分注意す

るということでございます。 

 それから、町長及び教育委員会は、再調

査の結果を踏まえ、自らの権限と責任にお

いて当該調査に、専門家の派遣いたしまし

て必要な支援を行う。また、再調査を行っ

たときには町長は、その結果を町議会に報

告するということを規定しております。 

 第５章といたしまして、その他いじめの

防止等のための対策に関する事項でござい

ます。 

 基本方針の策定から３年の経過を目途と

いたしまして、国・道の動向も踏まえまし

て、基本方針の見直しの検討の必要がある

というときには、連絡協議会での議論を踏

まえ必要な措置を講ずるものとします。 

 教育委員会は、学校基本方針についてそ

れぞれの策定状況の確認、それから公表を

指示します。それから、学校基本方針を見

直す場合も、同じような考え方で指導して

行くということでございます。 

 それから、この基本方針の中で３つの組

織がございますけれども、七飯町いじめ問

題対策連絡協議会、それから七飯町いじめ

防止等対策推進委員会、それから七飯町い

じめ問題に関する調査委員会をそれぞれの

組織について条例化していくところでござ

います。これら条例につきましては、今年

３月に行われます第１回定例会に条例提案

をする予定でございます。 

 七飯町いじめ問題対策連絡協議会につき

ましては、別な資料でお配りしております

けれども、１ページでございます。第１条

では設置、第２条ではどのようなことをす

るのかということで記載してございます。

いじめの防止等に関係する機関及び団体等

との連携に関する事項、いじめの防止等の

対策に関する事項、いじめの防止等に係る

施策の推進に必要な事項を協議するものと

しいるものでございます。委員につきまし

ては１５人。それから任命につきましては

教育委員会が任命いたします。 

 それから委員でございますけれども、児

童生徒の保護者の代表者、住民団体の代表

者、地域福祉団体の代表者、委員の任期に

つきましては２年ということで考えてござ

います。 

 それから、問題対策連絡協議会の庶務は、

教育委員会学校教育課において処理すると

いうことでございます。 

 それから、七飯町いじめ防止等対策推進

委員会でございますけれども、所掌事項は

第２条で定めてございまして、教育委員会

の諮問に応じて、いじめの防止等のための

調査研究等を行うと共に、有効な対策を検

討いたします。専門的見地から審議を行っ

ていただく機関でございます。 

 それから、学校において発生しましたい

じめに関しての通報、相談を受け付けまし

て必要な調査を行う、それから児童生徒、

保護者に対する支援、いじめを行った児童

等、その保護者に対する助言を行って、当

該いじめの解決を図ることを任務としてご

ざいます。 

 それから、子どもの命、心身に重大な被
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害、相当の期間欠席する重大事態に係る調

査も行う。それ以外のものについては、教

育委員会が必要と認めるものについての調

査を行う。委員につきましては、１０人以

内で組織しまして、教育委員会が任命いた

します。 

 第４条で、学識経験を有る者。いじめの

防止等に関する知見を有する者。教育委員

会が適当と認める者。任期につきましては

２年でございます。 

 この委員会の庶務につきましては、第９

条に書いてありますように、教育委員会学

校教育課において処理するものでございま

す。 

 ３つ目の組織でございます。５ページに

ありますけれども、七飯町いじめ問題に関

する調査委員会条例でございます。所掌事

項につきましては、町長の諮問に応じまし

て法第２８条第１項、重大事態の答申をす

るために、学校及び教育委員会が行った調

査についての再調査ということで、調査審

議をすることを目的としてございます。 

 委員につきましては５人。それから、町

長が任命する形になります。学識経験を有

する者。いじめ防止等に関する知見を有す

る者。町長が適当と認める者。委員の任期

につきましては２年としてございます。 

 それから、委員の他に臨時の委員、特別

の事項を審議調査するために必要があると

きには、委員を置くことができる。この委

員につきましても、町長が任命できるとな

ってございます。そして、調査が終了した

段階で解任するということでございます。 

 この庶務につきましては、町長部局の民

生部子育て健康支援課において処理すると

いうことになってございます。青少年問題

対策連絡協議会の事務局が子育て健康支援

課でございまして、いじめの調査に対しま

しても事務局をお願いするものであります。 

 これにつきましては、先ほども言いまし

たように今年の３月、第１回定例会に条例

提案いたしまして、新規条例ということで

民生文教常任委員会の方に付託されまして、

６月の定例会で採決がされるというふうな

予定でございます。 

 内容につきまして、ご説明させていただ

きました。 

●町長 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりましたが、委員さ

んからのご意見を伺いたいと思います。 

何かございますでしょうか。 

（「ない。」という声あり。） 

それでは、ないようなのでありますので、 

（３）いじめ防止基本方針についてはご了

承賜ったものといたします。 

 議題は、全て終わりました。４その他に

なりますが、委員の皆様、何かありますか。 

●委員（山川委員） 

 単純な質問なんですが、機構の見直で、

教育次長が配置されるということなんです

が、委員会との関係というのか、例えば通

常こう委員会が開かれる中で、次長さんと

いう人は出席されるのでしょうか、そして

必要な情報提供をしていただけるものなん

でしょうか。 

●説明員（総務財政課長） 

 機構の見直しについては、こちらで考え

させていただき、提案させていただいてお

りますが、当然、事務を総括していただく

という立場でございますので、教育委員会

議には教育長とともに、教育次長も出席し、
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従来どおり各課長にも出席していただくこ

とになります。 

●町長 

よろしいでしょうか。 

●委員（山川委員） 

 はい。 

●町長 

 他にございませんか。 

（「なし。」という声あり。） 

 ないようなので、事務局の方は何かあり

ますか。 

●説明員（総務財政課長） 

 総務部からは、特にございません。 

●説明員（学校教育課長） 

 教育委員会も、特にございません。 

●町長 

ないようでありますので、議事の進行を

終わらせていただきます。 

委員の皆様のご協力に対しまして、心か

ら感謝申し上げ、終了させていただきます。 

どうもありがとうございます。 

                    

閉会 

                                       

●事務局（総務部長） 

町長、議事進行、大変お疲れ様でござい

ました。 

これをもちまして、平成２８年第１回七

飯町総合教育会議を終了いたします。 

大変、お疲れ様でした。 

 

 

午後３時１０分 閉会 
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署名する。 
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