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○議長（茅沼隆文） 

 再開いたします。 

午前１１時２０分 

○議長（茅沼隆文） 

引き続き一般質問を行いますが、その前に菊川敬人君に対する答弁の訂正があり

ますので、それを先に行います。  

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

先ほどの菊川議員の質問におきまして、一部訂正をさせていただきたいと思いま

して。 

１点、菊川議員のほうで児童・生徒の出席停止の規則改定のご提案があったので

すけれども、こちらのほうで調べましたところ、開成町立小学校及び中学校の管理

運営に関する規則、こちらのほうで出席停止の条文がもう既に設けられておりまし

て、ちょっと条文を読ませていただきますと、教育委員会は次に掲げる行為の１ま

たは２以上を繰り返し行う等、性行不良であって、他の児童・生徒の教育に妨げが

あると認める児童・生徒があるときは、その保護者に対して児童・生徒の出席停止

を命ずることができるということで、できる規定ということで既に設けてございま

したので、訂正をさせていただきまして、おわびをさせていただきます。どうも失

礼をいたしました。 

○議長（茅沼隆文） 

よろしいですか。 

それでは、引き続き一般質問を行います。  

３番、吉田敏郎君、どうぞ。  

○３番（吉田敏郎） 

皆さん、こんにちは。３番、吉田敏郎でございます。  

先の通告どおり、二つの項目に対して質問させていただきます。  

まず最初に、放課後子ども教室についてということで質問をさせていただきます。 

文部科学省で平成１９年度より、地域子ども教室推進事業を踏まえました取り組

みとして、国の支援の仕組みを変更した補助事業である放課後子ども教室支援事業

を創設いたしました。開成町においては、社会教育委員連絡協議会より答申があり

まして、学校の空き教室また運動場等を利用いたしまして、放課後に子どもたちが

安全・安心に学習し活動ができる放課後子ども教室を昨年、平成２４年１１月より

実施をしているわけでございますけれども、その放課後子ども教室の進捗状況及び

現況について伺いたいと思います。  

○議長（茅沼隆文） 

教育長。 

○教育長（鳥海 均） 

吉田議員のご質問にお答えいたします。  
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初めに、放課後子ども教室推進事業は、以前にも議員のご質問にお答えしました

けれども、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して子どもたちの安全・安

心な活動拠点を設け、地域の方々の協力を得ながらスポーツや文化活動などのさま

ざまな体験活動、地域住民との交流活動や学習活動等の取り組みを推進するもので

す。開成町では、教育委員会として、今日的課題として社会教育委員会議に諮問を

し、委員の皆さんに協議していただいた答申を受けながら放課後子ども教室を計画

いたしました。 

開成小学校におきましては、議員おっしゃるとおり、昨年の１１月より実施しま

した。現在、登録者は１７２名であります。当初は１００人を超える参加がありま

したけれども、このごろはちょっと寒さもありまして７０人、８０人前後の参加者

であります。開成小学校で実施している放課後子ども教室は、子どもたちが放課後、

学習や遊びをして学年を越えて交流したりする居場所と時間を提供することで、子

どもたちの心豊かな創造性や協調性などの育成を目的としています。全国各地に放

課後子ども教室が設置され、地域の文化を継承させたり、習字を指導したり、読み

聞かせを行ったり、調理を行ったり、支援者が指導内容を決めて支援を行っている

例もたくさん報告されています。  

開成小学校における子ども教室は、子どもたちが自主的に同級生と遊んだり、学

年を越えた友達と一緒に遊んだりして交流を深めるような考え方で子どもたちを

見守っています。もちろん、危険な状況や緊急のときにはスタッフが入り、しっか

りと指導を行うようにしています。実は、先日も友達同士、物を投げてちょっとけ

がをしたという状況がありましたけれども、学校の協力を得ながら保護者へ理解を

求めて穏便に解決をしました。  

現在、スタッフは、コーディネーター１名、学習安全サポーターが七、八名とい

う形で行っております。今後、子どもたちの様子を見て、スタッフの指導による活

動内容が必要になってくると想像できますので、現状を見ながら緩やかなカリキュ

ラムを考えることにしていきたいというふうに考えています。今後は、参加人数の

増加や対応課題も多くなることが予想されます。地域の方々によるボランティアス

タッフとともに、保護者の方々へのご協力をいただくことも考えていきたいという

ふうに思っています。 

また、子ども教室としての活動について、今後、開設場所を増やしていきたいと

も考えています。開成南小学校は平成２６年度に開室できるように今後検討してい

きたいというふうに考えていますが、実は、初めにもお話ししましたように、この

事業は子どもたちの減尐によって空き教室等が出てきたときの、その活用としての

意味づけが大変強いものであります。ご存じのように、開成南小学校は現在も児童

数の増加の傾向がありまして、空き教室はむしろなくなって埋まっていくという現

象です。放課後子ども教室をセットする場所的なことを考えますと、まず、開成南

小学校を開設する場合には、拠点となる場所がどうなるかということも大きな課題

として想定できています。  
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また、学校に限らず、開設する施設を増やしていくことも考えております。子ど

もたちの心豊かな創造性の育成のために、安全・安心な居場所と時間を町全体とし

て確保できるように工夫していきたいなというふうに考えています。行く行くは開

成町全体が、どこに行っても、どこでも遊べる安全な町であるということが理想の

子ども教室であるというふうに考えています。議員におかれましても、さまざまな

立場からご指導、ご協力をいただけるとありがたいというふうに考えております。 

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

ただいま教育長から答弁をいただきまして、放課後子ども教室に対して、これか

らいろいろ前向きな形で進めていき、開成町全体でよくしていこうということを聞

きまして、非常にうれしいことを聞いたということでございますけれども、尐し再

質問をさせていただきます  

昨年の１１月１４日から実施しておりまして、先ほど答弁の中にありまして、現

在１７０人の登録で、そして参加は、何年か前まで、５回目までは私も認識してお

りますけれども、最初は１６５人の登録で一番最初は１３３人が参加したというこ

とで、５回目までは１００人を超す参加者があったということで、答弁の中にもあ

りましたとおり、現在は１７２人の登録で、最近は参加が七、八十人だということ

で聞きました。まず最初に、この辺の人数の変更について、ちょっとお聞きしたい

のですけれども、変更があったという、１００人以上がずっと参加していたわけで

すけれども８０人ぐらいになったという、その辺の何か理由があったのか、それと

も。ちょっと、その辺を、まず最初にお聞きしたいのです。  

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

吉田議員のご質問にお答えをさせていただきます。  

先ほど教育長答弁でもございましたけれども、当初は１００人を超える、１回目

は１３３人。最近は七、八十人というところなのですけれども、寒さといったとこ

ろが大きなところかなとは思うのですが。あと、学校行事とか、そういったところ

でも、学年によっては、そのときに授業が重なってしまったりとか、ほかのところ

に校外へ行っていたりとか、そういった実態もあったように聞いております。大き

なところでは、インフルエンザも冬場になって多くなったというところもあります

し、そういったところなのかなというふうに感じております。  

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

今、答弁をいただきまして、確かに、放課後から１６時までということで現在行

っているようですけれども、高学年の授業になりますと、最近、授業数が増えまし
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て、授業が終わってから放課後子ども教室に参加するのはなかなか時間的に厳しい

のかなという面で参加人数が減っているのかということは理解いたしました。  

先ほどの答弁の中で、開成町の放課後子ども教室は、指導者が、ほかの教室と違

いまして、いろいろ、そういうカリキュラムをつくってから指導するということで

はなくて、子どもたちが自分たちで自主的に同級生と、また学年を越えた友達と遊

んだりして交流を深めていくということで、開成町独自のことで非常にいいのかな

ということはありますが、最初にお聞きしたいのですけれども、そういうことを始

めたときに、子どもたちが始めるときに戸惑いというものがなかったのかどうか、

ちょっとお聞きしたのですけれども。  

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

お答えをさせていただきます。  

確かに、当初、私どもも初めてということもありましたけれども、実施するに当

たっては他市町の実態のところもスタッフの方を交えて現地で視察をし、問題点等、

抽出しながら実施に当たったと。とはいっても、開成町の登録者数は大変多ござい

まして、現状では体育館とグラウンド、それと教室、そういった形で、いろいろな

施設を使いながらやっているという現状がありますので、その都度、教室を開いた

後に反省会等を設けて、改善点等をコーディネーターとともに毎回実施をさせてい

ただいているということで、子どもたちにとっても最初の戸惑いというのはあった

のではないかなというふうには若干思っております。  

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

私も何回か見学をさせていただいたのですけれども、コーディネーターが１名で

安全・安心学習サポーターが七、八名でやっていらっしゃるということなのですけ

れども、最初ということもありますけれども、この多い人数を、教室、体育館、そ

れから運動場で見守るということに対して、人数的に足りているのか、それとも不

足なのか、ちょっと、その辺をまずお聞きしたいのですが。  

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

お答えをさせていただきます。  

当初から、人数的にはこのぐらいの人数でということでは考えていたのですけれ

ども、やはり参加人数がどのくらいあるかというところがポイントとしてあったの

ですけれども、予想を超えて多かったなという感じを受けるのですが。それの体制

として、人数が多ければ多いほど子どもたちの目の行き届く環境というのは整いま

すので、今現在、七、八名体制で毎回実施をさせていただいておりますけれども、
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多ければ多いほどいいのではないかなといった感じは受けております。ただ、今、

現状では、補助を受けながら有償で、そういった方々に出ていただいておりますの

で、そういったところの課題も含めて今後の検討は必要かなというふうに考えてお

ります。 

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

これから、そういう形で人数が増えるかもしれないということは理解いたしまし

た。 

先ほど、様子を見て、例えば、スタッフの指導による活動内容が必要ならばカリ

キュラムを考えるということがありました。そのカリキュラムということは、どう

いったことを考えていらっしゃるのかを。始まったばかりで、いろいろ難しいかと

は思いますけれども、指導に対するカリキュラムはこういったことをしていきたい

のだということが、ちょっと、わかる範囲で結構ですので教えていただきたい。  

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

カリキュラムの関係なのですけれども、こちらにつきましては、コーディネータ

ーとともに私どもも一緒になって検討しているところでございます。 

まず、現状のところでいきますと、体育館に集まって、今日の出席状況を把握す

るためのカードを提出してもらって、それから体育館、グラウンド、教室というふ

うに分かれるわけですけれども、一部は体育館の中で学校の宿題を先にやろうとい

うことで宿題に取り組む姿勢が自主的にあらわれていて、保護者の方からも非常に

いいことだなといったところもありますし。  

そういったところの観点、学習という部分での観点をそこにプラスし、あとはス

ポーツの関係ですね。体育館で、もう自由に、バドミントンであったりとか、いろ

いろなスポーツをやっておりますので。それと、外ではサッカーをやっていたりと

か、教室では牛乳の空きパックを使った工作をやっていたりとか、いろいろ、既に

カリキュラム的には多尐はできている部分もございますけれども、子どもたちに合

わせた形で、その辺は組んでいきたいと。特に、今回の登録のお子さんたちの状況

を見ますと、どちらかというと低学年のお子さんが割と多いという現状がございま

すので、低学年のお子さんたちに合った内容が現状では望まれるのかなといったと

ころでございます。 

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

カリキュラムを今、課長からお答えいただきましたけれども、低学年棟のほうで

教室のほうでいろいろ制作等をやっているのも拝見させていただきましたけれど
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も、スタッフの方たちがいろいろご苦労して調達をしてくださって、いろいろ考え

てやっているようでございますけれども、備品とか消耗品等のことでちょっとお聞

きしたいのですけれども、現在、そういうものの消耗品等の充実に対しては、どの

ような形でしていらっしゃるか、お聞きしたいです。  

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

備品等につきましては、これは初年度ということもございまして、県の補助の対

象ということでございます。ことし購入しているのが、連絡用の携帯電話、コーデ

ィネーターの方を中心に連絡体制をしっかりしようということで携帯電話を配備

しているのと、あとはホワイトボードであったりとか事務用の机、こういった。実

態が大体見えてまいりました段階で、順次、購入をさせていただいているという状

況です。 

それと、消耗品等につきましては、順次、先ほどの工作の部分でもありましたけ

れども、そういった消耗品関係を購入して、折り紙を買ったりとか、そういった消

耗品等を別に購入をしているという実態でございます。 

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

実は、消耗品のことでちょっと今、お聞きしたのは、細かいことですけれども、

例えば、はさみとか、今、言いました折り紙、それから、あと、のりとか段ボール

とか、使いたいというときに物がなかったという場合に、やはり教育委員会のほう

で、そういう品物を。欲しいからという指導員の方たちから話があった場合に、ど

うしても調達するのに、いろいろ調達するまでの時間等が、いろいろなシステムが

あるので時間がかかるということで、できれば尐しでも早く欲しいという要望みた

いなものもあるみたいなのですけれども。そういうところを尐しでも早く品物をそ

ろえてというか、一つ、二つの場合は、すぐにでも対応できるようなことの体制を

とっていただければと思うのですけれども、なかなか、やはり調達の仕方が難しい

のかなということもあります。また、基本的には学校には迷惑はかけないでやると

いうのが放課後子ども教室の基本でありますので、そういう点について、消耗品の

ことに関しては、これから尐し早目にそろえていただければなと思うのですが、そ

の辺はいかがでしょうか。  

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

消耗品に関しましては、工作とか教室で行っている作業、そちらのほうが主にな

ってこようかと思うのですけれども、あとは参加人数の関係、その辺のところを把

握しつつ、それに対応した消耗品の数という形になってまいりますので、そろそろ、
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もう半年たちましたので、その辺はスムーズに行えるように、現場と調整をとりな

がら行っていきたいというふうに考えております。  

○議長（茅沼隆文） 

教育長。 

○教育長（鳥海 均） 

補足になりますけれども、基本的には、自分がやりたいことがあれば、自分で材

料を用意して、今日は放課後１時間、こういうことを遊びでやるのだと、やはり自

主的に自分から余暇の時間を過ごす方法を見出すというのがいいかなというふう

に思います。ですから、全てのものを子ども教室として用意するという発想よりも、

あるもので、居場所として時間があって友達がいるのだから、友達とともに遊んで

いくという、そういう基本的な考え方を崩さずに。コーディネーターの方々や指導

員さんが困らない程度のことは用意しますけれども、基本的には、あくまで子ども

自身が、今日は放課後子ども教室があるのだから、こうやって折り紙をつくって遊

ぶのだということで材料を持っていくような子どもにしていきたいというふうに

考えています。 

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

教育長の言うとおりだと思いますけれども、私が、ちょっと先ほど説明の仕方が

悪かったのかもしれませんけれども、そういう形で子どもたちが自主的にやる場合

においても、突然、尐なくて品物が足りないからということでお伺いしたというこ

とですので、そういう面で、尐しでも消耗品が早く子どもたちに回るような形をと

っていただければということでございます。  

それから、先ほど地域の方たちによるボランティアスタッフの導入を考えている

ということでありますけれども、団塊の世代の方々の知恵と知識、そういうのも利

用していただきたいと思うのですけれども、ボランティアスタッフの導入を考えて

いるということの中で、こちらのほうは、どういった方たちを、また、いつごろか

ら導入していきたいという考えがあるのかもちょっとお聞きしたいのです。  

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

ボランティアの方々の導入に当たっては、現在のところ具体的には出ておらない

わけなのですが、２年間、県補助がございますので、その間に、そういった無償、

有償問わずボランティアの活用、そういったものも考えていきながら、こういった

放課後子ども教室を盛り立てていきたいと、子どもたちの安全・安心を確保してい

きたいというふうに考えております。  

○議長（茅沼隆文） 

教育長。 
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○教育長（鳥海 均） 

本来ですと、どなたでも、子どもたちが遊んでいれば、そこに行って一緒に遊ん

でいただけるというのが理想の形なのですけれども、実は、そうではなくて、やは

り不審者である、いわゆる反社会的行動を起こす大人が多いから、こういう施設を

行政が用意して、おりの中で、悪く言えば本当に安全を確保した中で子どもたちを

遊ばせなければいけないという現実があるわけで、誰でも、ではボランティアとし

て来てもらえるか、それはもう決してだめだというふうに思います。ですから、こ

れからボランティアとしてやってくれる人にとっても、登録をしていただくに当た

って審査をして、この人ならいいということがなければ、やはり誰でもよろしいと

いうわけにはいかないというふうに思います。  

いつの世か、先ほどお話ししましたように、どなたでも広場に行って子どもと遊

んでいただける、そういう社会が来ることを理想としていますけれども、現実には

非常に厳しい状況ですので、そんなふうに、こちらがやはり安全を確保するという

意味で、スタッフもきちんと評価をして、この人なら大丈夫という人のみ採用して

いるのが現状です。非常に難しい状況なのですけれども、そんなことが現状です。 

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

そういうスタッフをこれからいろいろ考えて雇っていくということを今、お聞き

しましたけれども、その中で、ぜひ、財政厳しい折でございますけれども、有償ボ

ランティアとして、していただければよろしいのかなというふうに考えております。 

それから、去年の１１月から実施しているわけですけれども、そちらをお手伝い

しているコーディネーターとか安全・安心サポーターからの声として、水曜日に１

回、反省会をしているということですので、いろいろ、そういうお話、反省、こう

いうふうにしてほしいという課題等を含めて、教育委員会にはお話が行っていると

思いますけれども、現在、低学年棟のほうでやっている教室がありますけれども、

空き教室のところを利用していろいろしているわけですけれども、そちらのほうで、

やはり机といす、教室と同じような形で机、いすが並べられているわけですけれど

も、コーディネーターとかサポーターの方たちから、また、学校のままでそういう

形だと学校でやっているような感じになるので、できれば、そちらのほうを、床の

上の机を取っていただいて、その中で、マットが無理ならござでもいいので、ござ

を敷いて、そういう広々としたところで、そういう形で子どもたちと一緒に活動し

ていきたいというような話もあるのですけれども。そういうことは教育委員会もい

ろいろ考えていらっしゃると思いますけれども、そういうのを含めて、先々、そう

いうことを考えてやっていただければなと思います。  

そして、先ほど教育長から、開成南小学校については２６年度から一応、開設し

ていきたいという話がありました。ただ、開成南小学校の場合には人数も増えてい

るということで、教室は人数が増えると想定して多くつくっているわけですけれど
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も、いずれ空き教室がなくなるのではないかということで、ちょっと厳しい面もあ

るのかなという話を聞きました。その中で、学校に限らず他の施設で開設を考えて

いるということでありますけれども、他の施設での開設ということを考えている場

合に、どういったところで開設を考えているのか、ちょっとお聞きしたいのですけ

れども。 

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

他の施設ということですけれども、本来は、私もそうですけれども、小さいころ

自宅の近所で遊んだりとか、そういった形が一番望まれるのではないかなといった

ところで、文科省も地域の公共施設、そういったところを活用しながらやっていっ

たらどうかというような方法論が出ておりますので。現状では開成小の放課後子ど

も教室がやっと開設できたといった状況下でありますので、今後は南小、それから

地域といった段階で考えていくものだというふうに思っておりますので、現段階で

具体的にどうのというところまでは至っていないというところでございます。  

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

ありがとうございました。そういうことで、ぜひ前向きな形で進めていただきた

いと思います。 

そして、２６年度から新しいところで開設を考えていらっしゃるということなの

ですけれども、前回、答申がありまして、開成小学校でやるということで、２４年

度からやるよということで、結局、１１月にいろいろ大変な思いをして開設をして

くれたわけですけれども、今度の開成南小学校を始め他の開設場所で開く場合に、

２６年度から開設する予定の場合、尐しでも早い時期に開設をお願いしたいと思い

ます。 

そういうことで一つ目の放課後子ども教室についての質問を終わらせていただ

きまして、二つ目の項目について質問をさせていただきます。二つ目の項目といた

しまして、教職員のメンタルヘルスについてということで質問をさせていただきま

す。 

学校現場の教職員の病気休職者数は増加の一途、一向に改善の跡が見られないど

ころか、健康被害が後を絶たないと新聞等で報じられております。今日の教職員は、

社会の変化とともに多様化した保護者、児童・生徒の価値観にいろいろな局面で対

応しなければならない、さらに書類づくりや研修などで多忙化、そして長時間労働

が常態化をしております。多忙化による余裕喪失感は同じストレスでも成長や達成

感に結びつきにくいものであるということで、昨年、教職員のメンタルヘルスを話

し合うために文科省の検討会議が設置をされまして、中間報告をまとめ、この年度

末までに最終報告をまとめるということであります。  
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開成町の教職員のメンタルヘルスについて、伺いたいと思います。教職員の健康

管理は学校長の責任でございますけれども、学校現場では十分な配慮がされている

のか。次に、教育委員会は教職員の健康管理について、どういう指導をしているの

か。多忙化についての対策、業務の平準化は、また、相談体制の充実はということ

について、お伺いをしたいと思います。  

○議長（茅沼隆文） 

教育長。 

○教育長（鳥海 均） 

吉田議員のご質問に順次、お答えしていきたいというふうに思います。  

初めに、学校現場での十分な配慮がなされているかということについてですけれ

ども、開成町では、教職員の安全の確保及び健康の保持・促進並びに快適な職場環

境の形成のために開成町立学校教職員安全衛生管理に関する要綱を定め、各学校に

校長の指揮を受けて学校における安全衛生を担当する衛生推進者を置くとともに、

教育委員会に産業医を置いて教職員の健康管理に努めています。その中で、数名の

教職員が健康を回復し、平常勤務に戻れた例もあります。  

次に、教育委員会での教職員の健康管理について、お答えします。  

教育委員会内に開成町立学校教職員衛生委員会を設置し、各学校におけるメンタ

ルヘルスを管理しています。この委員会では、教職員の健康障害を防止することや

教職員の健康の保持・増進を図るための基本となるべき対策、公務災害の原因及び

再発防止対策について調査・審議しています。具体的には、各学校長より、１カ月

の超過勤務、時間外休日労働を含めて１００時間を超えた教職員について報告を受

けています。また、疲労の蓄積等が認められるときは、教職員の申し出を受けて産

業医による面接指導をすることとしています。各学校長から、出勤時間が早朝であ

ったり深夜に帰宅している教員がいると報告を受けた場合は、速やかに教育委員会

が指導を行っています。超過勤務時間が頻繁に１００時間を超える教職員に対して

受診勧告書を送付し、半ば強制的に産業医との面接を文書により勧告できることと

なっています。現在のところ、実際に勧告したことはありません。  

次に、多忙化についての対策及び業務の平準化についてですが、教職員１人１人

にパソコンを整備し業務の効率化を図っています。会議や出張の精選、効率化につ

いては、園長・校長会議等を通して校長に指導を行っています。また、学校経営支

援室を設置して事務の共同実施を行うことによって、教職員の抱えるさまざまな事

務を事務職員が処理し、子どもと向き合える時間の確保に取り組んでいます。ＮＰ

Ｏと委託契約し学習支援員を派遣したり、事業補助員等を非常勤職員として雇用し

たりするなど、有効な人材を学校に配置することで教員が児童・生徒１人１人と向

き合える時間を増やせるように措置をしています。調査報告書の減尐など、可能な

限り教職員の多忙化の解消を図れるよう教育委員会としても努力をしています。  

次に、相談体制の充実についてですが、昨年度は各学校で産業医による健康相談

を実施しました。お昼の時間、１３時から１４時の１時間、各学校に相談ブースを
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設けて、９月から半年間にわたり実施をしてきました。今年度は新規採用職員５名

を対象として産業医面接を行い、健康管理に努めてきました。  

多様な行動を起こす児童・生徒の対応や保護者の教育に対する価値観の多様化に

よる指導方針についての相談や意見は着実に増加し、その解決に向けた時間的な確

保は非常に困難をきわめている現状です。例えば、昨日ですけれども、電話で２時

間、保護者からの対応がありました。大変熱心な、熱心というかクレームなのです

けれども、２時間です。職員は、それに対して、やはり対応をしていかなければい

けないというのが現状です。このような中で、教職員を支援するための人的配置に

つきましても、県教育委員会に要望して職員の配当にも尽力をしていただいている

状況です。 

以上のような取り組みを行っていますが、今後ともさまざまな施策を講じながら

教員のメンタルヘルスの対応をしてまいりたいというふうに考えています。  

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

ただいま教育長から答弁をいただきました。いろいろ配慮していることや、ご苦

労のことは、非常に理解するところでございます。昨夜も、そういうことがあった

ということで、現場の先生方は大変な思いをしてやっているのかなということは理

解をしています。 

それでは、幾つか再質問させていただきます。  

学校現場での配慮の件ということでありますけれども、１０人以上５０人未満の

労働者を使用する比較的小規模な事業場においては、安全衛生推進者を選任しなけ

ればいけないというようなことがありまして、各学校に衛生推進者を置いていると

いうことでありますけれども、各学校にということで言われましたので、幼・小・

中の４校に専任して４人を配置していると理解してよろしいのか、それとも１人で

４校を賄っているということではないということで理解してよろしいのでしょう

か。 

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

安全衛生推進者の専任の関係でございますけれども、このお話をする前に前段で、

こちらの教育委員会で、先ほど教育長のほうで答弁がありました開成町立学校教職

員安全衛生管理に関する要綱、こちらの適用範囲の職員は、小学校、中学校の職員

であるとご理解いただければと思います。幼稚園につきましては、開成町の職員安

全衛生管理規定ということで、もう既に町の職員ということで、町でそちらのメン

タル管理、そういったものをやっていただいておりますので、こちらでは小学校、

中学校といったところがメインでございます。ということで、小学校、中学校、３

校に対して３名、専任をされているところでございます。  
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○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

小学校が２人、中学校が１人という３名ということでよろしいですね。ありがと

うございました。 

その中で、衛生推進者は、要するに、衛生にかかわる業務のみをするということ

で理解してよろしいでしょうか。  

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

お答えをさせていただきます。  

こちらにつきましては、教職員の健康の保持・増進を図るための施策であったり

とか健康障害を防止するための基本となるべき対策を行っていくということでご

ざいますので、そういったものを受けて開成町立学校教職員衛生委員会でいろいろ

お話し合いをしながら実施をしているというところでございます。  

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

わかりました。それは、そういうことで理解をいたしました。  

次に、教育委員会での管理についてということで、各学校長より、１カ月の超過

勤務、時間外休日労働時間が１００時間を超えた教職員の報告を受けているという

ことでありますけれども、今まで何人、そういう方がいらっしゃったのかをお聞き

したいのですが。 

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

何人というところまではご容赦いただければと思うのですが、随時、報告を毎月

受けておりまして、数名の先生方が、時期的なところもございますので平均という

形ではございませんけれども、数名いらっしゃるというところでございます。  

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

わかりました。数名ということで理解いたします。  

それから、疲労等の蓄積等が認められた場合は産業医による面接指導をするとい

うことでありますけれども、面接指導というのは任意であるのか、それとも義務づ

けられているのか。開成町の場合は、どのような形で面接指導を行っているのか、

ちょっとお願いします。 

○議長（茅沼隆文） 
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教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

面接指導ということでございますけれども、こちらにつきましては法律のほうで

先に定めがございまして、１００時間を超える労働者の申し出によって医師の指導

をしなければならないということでございますので、あくまでも本人のご意思、そ

ちらのほうが尊重されるといったところでございます。  

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

今まで、そういう形で本人の申し出によってしていくということですので、なか

なか言いづらい面があるのかとは思いますけれども。今、例えば、小・中、幼稚園

も含めまして朝早い出勤や夜遅く帰る先生方が結構いらっしゃるということで、そ

ういう早朝出勤や深夜帰宅の報告を受けた場合、教育委員会が指導を行っていると

いうことでありますけれども、そういう教職員に対しては、どういった形で教育委

員会が指導しているのかをちょっとお聞かせください。  

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

教育委員会の指導といいますと、現在、行っているのは、園長・校長会を通じて、

校長のほうから対象となった先生方に指導していただくという形をとってござい

ます。 

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

そういう形で指導を行っているという、ちょっと内容的に詳しいことはおっしゃ

られていないようなのですけれども、例えば、早朝出勤や深夜帰宅というのは、今

までいろいろ教職員のことに関して新聞等でもにぎわいを示しているわけですけ

れども、教材研究並びに書類づくり、そういったことに関して、やはり仕事を家に

持ち帰ってやらないようにということで持ち帰ることができないということが大

きな要因になっているのでしょうか。  

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

一概に、そういったお話ではないとは思うのですけれども。教育委員会の取り組

みといたしましては、教職員１人１人にパソコンを配備いたしまして事務の効率化、

そういったことを図ったりとか、あと一番問題なのは、個人情報の保護の部分が一

番重要だろうと。その辺の個人情報を持ち出して家でやるというような作業を、な

るべく学校で行っていただきたいと。その辺は、開成町のセキュリティーポリシー
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ということで、パソコンの運営上、そういった定めでやらせていただいております

ので、なるべく学校でというような指導をさせていただいております。  

ただ、どうしても作業的に追いつかないという場合は、管理職の許可の上、特別

に個人情報を持ち出し、専用のＵＳＢがございますので、セキュリティーの高い、

そういったものを持ち出してやるということも許可上はできるということになっ

てございます。ただし、基本は学校で作業を行っていただくと、特に個人情報に係

るものは、というような指導をさせていただいているところでございます。  

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

私も、ちょっと、その点、もう一度、聞きたいなと思ったのですけれども、今、

課長から答えをいただきましたので。やはり、特別な場合ということで限定されま

したけれども、校長先生とか教頭先生、そういう管理職の方からの許可があれば家

に持ち帰って仕事ができる体制があるということでお聞きしましたので、そういう

ことがあれば、先生方も、途中、どこも寄らずに帰って家で仕事ができるというこ

とも可能なのだなということで理解をいたしました。  

次に、教職員１人１人にパソコンを整備したり会議や出張の精選、効率化、教職

員の抱えるさまざまな事務を事務の方に処理をしていただいて、子どもと向き合え

る時間の確保に取り組んでいるということでありますけれども、取り組んでいると

いうことは非常に理解し評価をしたいところでありますけれども、開成町において、

実際に現場の教職員の人たちは、子どもたちを向き合える時間が十分にあると感じ

ているのでしょうか。 

○議長（茅沼隆文） 

教育長。 

○教育長（鳥海 均） 

全く考えておりません。足りないというふうに思っています。本当に、やはり先

生方が子どもと向き合う時間をどうやって確保しなければいけないかと、日々悩ん

でいるのが現状です。県教委のほうにも文部省のほうにも、３５人学級を中学３年

生までしてほしいとか、あるいは教科担任制の小学校３年生から５年生までに定数

外を１人くださいとか。やはり担任だけではどうしようもない現実がたくさんあり

ますので、決して十分ではない。しかし、尐しでもその時間を確保するように、開

成町としては皆さんのご協力を得て学習支援員や生活支援員を設置していただき

ながら、尐しでも教員が子どもたちと向き合える時間の確保のために全力を挙げて

今やっているような状況です。  

しかし、先ほども申し上げましたように、保護者の中には、きのうも県知事に電

話を入れて、県知事から「開成町の状況はこういうことなので、けしからん」とい

うようなことで上から来る、そういう現状です。そのことを一つ一つ、私たちは校

長を通して担任と理解して、「現実にはこういうことです」、内容をきちんと県教
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委に報告をする、そういう事務がたくさんあります。ですから、保護者の皆さんに

は、もちろん学校教育が全て信頼されているとは思いませんけれども、皆さんのお

力を得ながら、そういう雑務と言っては失礼なのですけれども、担任と保護者で解

決できるように私たちは指導を深めながらやっていきたいと思うのですけれども、

現実は逆です。どんどん県教委や、本当に私もびっくりしたのですけれども、県知

事さんに電話をして、開成町の一親が「こういうことで開成町の教育はなっとらん」

ということで足柄上教育事務所を通して現状を報告する、そういう事態もあります。

ですから、向き合える時間が十分なんて、とても思っていません。本当に尐ない時

間の中で、先生方は、どうしたら子どもたちと接する時間が多くなるかということ

を、日々、時間を見出すだめに努力しているというのが現状です。ぜひ、お力をか

していただきたい、そういうふうに思います。  

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

教育長が今、声を大きくして言うのはわかります。確かに、現場の先生からいろ

いろなお話を聞きますと、保護者の方たちからいろいろ、クラスのことに対したり

子どものことに対したり授業のことに対して、直接電話がかかってきたり、直接教

育委員会に行って、それから校長、教頭を通じて先生のほうに来るということで、

やはり現場の先生の方が一番ご苦労をしているのかなと思うこともあります。また、

半面、それをわかっていて、校長先生、教頭先生たちが間に入って、いろいろご苦

労していることも承知しております。  

しかし、確かに、非常に難しいという言葉ではあらわせない大変なことがあると

思います。教育長が今、言ったとおり、保護者と、それから現場の先生、それから

管理職の先生方と一緒に、そういう方たちがうまく話ができるようにというのはも

ちろん大事なことでありますけれども、そういうふうになるために現場の先生方の

本当にメンタル的な大変な思いをぜひ理解をしていただいて、保護者の方たちにも

教育委員会なり管理職の先生が説明をしていただいて理解を得るように、また、わ

かっていただくような、そういうことも必要ではないのかということを思います。 

それから、教職員の、今、とても子どもと向き合える時間が多いとは思っていな

い、尐ないということは重々わかっております。その中で、先生方、やはり教職員

の方は休みをとることがなかなか難しい。もちろん、ふだんの日に休みをとると、

すぐ、もってのほかだということが必ず声が聞こえてきます。そういうことで、年

次有給休暇等を取得しやすい環境づくりというのは考えていると思いますけれど

も、どういう形で考えていらっしゃるかをちょっとお聞き願いたいのです。  

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

年次有給休暇の取得でございますけれども、やはり先生がお子さんたちと向き合
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うことを考えれば考えるほど、年次有給休暇はとりづらいといった現状は確かにご

ざいます。その辺は工夫を学校でもしていただいておりまして、夏休みの研修期間、

やはり多くなるわけですけれども、そういったときを代替にやっていただくとか。

現状的には、ふだんの授業の中で有給休暇を取得しやすい環境にあるかというとこ

ろでは、現状ではなかなかとりづらいという部分は確かにございます。それが、１

点、お答えなのですけれども。  

先ほど教育長のほうで、ちょっと今の質問とは違うのですけれども、私のほうで

報告を詳細にしておりませんので、あれなのですけれども、県知事とか、その辺の

お話がございましたけれども、あくまでも教育熱心な保護者の方からの教育相談を

受けているという状況でございまして、詳細は今後調査をする内容でございますの

で。現象として、そういうことがあったという程度でご理解いただければと。あく

までも教育相談を受けて、やらせていただいている内容でございます。  

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

確かに、有給休暇をとるということが難しいことは承知しておりますけれども、

例えば、長期休養のときに休みをとるということで、今、お話もありましたけれど

も、そういうことは理解していますけれども、現実として、この四、五年以来、教

職員の方は、夏休みだといっても休みがあるわけではなく、有給休暇を利用して尐

し長い休みをとるような形でとっているということを理解しています。その中で、

「教職員はいいよな、春休み、冬休み、夏休みが長くていい」と、そういうことを

お話しする方はたくさんいらっしゃいますし、「そうではないよ」とはなかなか言

えない現場の方たちもいらっしゃいます。確かに、そういうことを自分の口から言

うことでもないし、そんなことをということは考えられますけれども、やはり先生

方のそういう立場を尐しでも皆さんにわかってもらえるような環境づくりという

ものは必要ではないのかなと思っております。ぜひ、教育委員会のほうでも、そう

いうことで何か手だてがあればと思って進めていっていただきたいなと思ってお

ります。 

それから、今、私もちょっと言いましたけれども、可能な限り教職員の多忙化の

解消を図れるよう努力しているということでございますけれども、特に、現場の教

職員の状況を把握し、もちろん把握はしていらっしゃると思いますけれども、現場

の教職員が意見等を言いやすい、そういう環境づくりをぜひつくっていただいて、

児童・生徒のためにも教職員がそちらに全力を向けられるような環境をつくってし

ていただきたいと、そういうふうにお願いしたいと思います。  

その中で、今回、最後の答弁の中で、団塊世代の先生たちがどんどん退職をして

いるわけですけれども、最近、若い先生がどんどん増えてまいりました。開成町に

おいても、新規採用教職員の方が５名いらっしゃって、その５名を対象に昨年度、

産業医面接を行ったということでありますけれども、どういった面接等の指導を行
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ったのかを、ちょっと、わかる範囲で結構ですので、言っていただければと思いま

すけれども。 

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

お答えをさせていただきます。  

新規採用の教職員の方ですと２パターンございますけれども、臨任等でほかの学

校現場にいてから入る場合と、あとは大学を卒業されて、そういったところから資

格を持って、すぐ現場に入るというパターンがございますので、そういった違った

環境でストレスを受けやすいということがございますので、昨年は、特に新規採用

の先生方に産業医の面接をやっていただきました。通常の健康診断の結果に基づい

て、学校の現場での状況、どうですかといったことを聞きながら、メンタルの部分

は大丈夫ですかということを確認したというところでございます。  

○議長（茅沼隆文） 

吉田敏郎君。 

○３番（吉田敏郎） 

今、課長から新規採用の先生方に対しての面接のことを聞きました。そういうの

も含めまして、団塊世代の教職員が退職して若い先生が増えてきました。その中で、

その間に入っている年代の先生たちがやはり尐なくなっております。若い人たちが

多くなってくる半面、そういう方たち、先輩たちが尐し尐ないなと現場においては

考えられております。その中で、昔みたいに先輩が後輩に対していろいろ教えなが

ら先生を育てていくという時代はありましたけれども、今は時間等もなく、そうい

うことがなかなかできにくくなってきたということが現状にあります。そこで、開

成町独自ということはあれなのですけれども、開成町で教職員の成長というか能力

アップにつながる、そういった施策等を、退職した教職員や団塊世代の知識や能力

のある方たちと話し合える場所をぜひ提供して、そういう形で進めていってくれた

らなと思います。時間がありませんので答えは結構ですけれども、今、そういう形

で進めていただけるとありがたいなと思います。  

最後に、先日の２月２８日、３月１日の新聞にこういうことが書いてありました

ので、それを読ませていただいて私の質問を終わりたいと思います。埼玉県の市立

小学校に勤める４０代の女性教諭が、担任した女児の保護者からたび重なる苦情な

どを受け不眠症になったとして両親に慰謝料を求めた訴訟の判決で、埼玉県なので

すけれども、熊谷支部は２８日、教諭の請求を退けたと。裁判官は、保護者の行為

は配慮に欠ける点や不注意な点が多くあるが不法行為の成立は満たさないと述べ、

判決によると、教諭は２０１０年６月、担任だった３年生のクラスの女児児童と別

の女児児童とのいさかいをめぐる対応で、女児児童の母親から相手が悪いのに娘に

謝らせようとしたと抗議をされたということで、その後、女児の連絡帳に教諭を非

難する記述を４３回されたということです。女児児童の両親は、県教育委員会にも
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文書を提出、女児の背中を教諭がたたいたと警察に届け出た。判決は、警察への申

告は客観的裏づけをとらず不注意と指摘したが、教諭が女児に不信感を募らせてい

る状況で冷静さを欠いていてもやむを得ないとしたと、こういうことが記事に載っ

ておりました。 

親の苦情に違法性なしということで出ておりますけれども、この新聞を読ませて

いただいて私の質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。  

○議長（茅沼隆文） 

これで、吉田敏郎君の一般質問を終了いたします。  

これで暫時休憩といたします。再開を１３時３０分といたします。  

午後０時２０分 

 


