
 

 

 市民文教常任委員会会議記録（概要） 

 平成３０年６月４日（月） 

 開  会 （午前９時０分） 

 （執行部の部長職、次長職、課長職職員の自己紹介） 

 【議  事】  

 ○特定事件「学校教育について」 

 ・所沢市立中学校男性教諭逮捕の事案について 

 【概要説明】  

内藤教育長  初めに、一言お詫び申し上げます。このたびの市内中学校における教職

員事故においては、学校を指揮監督する教育委員会としましては、学校教

育の信頼を損なうものでありまことに遺憾でございます。改めましてお詫

び申し上げます。市議会議員の皆さまに対しましても、本日は、この事実

の経過についてしっかり報告させていただきます。今後、より一層、再発

防止に努めまして、教育の信頼回復に努力してまいります。 

 

戸村学校教育

部次長 

事故の概要を説明させていただきます。なお学校名については、埼玉県

警の広報及び市教育委員会の報道対応では公表しておりませんが、報道の

うち数社では、学校名を入れての報道がありましたので、この場では学校

名を入れて報告させていただきます。 

平成３０年５月２４日木曜日、所沢市立中央中学校の臨時的任用教員成

田伶人２７歳が、建造物侵入の容疑により逮捕されました。逮捕の容疑と
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しては、５月１４日月曜日から１５日火曜日にかけて、当該教諭が同校３

階の女子トイレに侵入した建造物侵入の容疑でございます。その女子トイ

レでは、録画状態のスマートフォンが発見されております。以上が概要で

ございます。 

続きまして、これまでの経過と、現在の状況について説明いたします。

５月１５日火曜日午後０時５０分頃、給食準備の時間に、女子生徒が３階

女子トイレの個室に入った際、隣の個室内の汚物入れの陰に置かれている

スマートフォンを発見しました。スマートフォンは隣の個室に、壁のすき

間から撮影できるように仕掛けてありました。発見した生徒は、給食指導

で近くにいた当該教諭、成田教諭にそのスマートフォンを渡しました。午

後７時３０分、この当該教諭から学年主任に報告があり、学年主任はすぐ

に教頭に報告しました。翌日の５月１６日水曜日、教頭は校長出勤後すぐ

に報告をしました。校長は生徒への聞き取りの指示を行い、状況確認後、

午前７時５６分、市教育委員会へ一報を入れました。この日の午前中は、

校・園長会がありましたので、終了後、直ちに部長、次長が学校に行って

状況確認を行い、夕方には所沢警察署生活安全課少年係長に本件について

今後の対応等の相談をいたしました。また当該教諭については、校長が数

回にわたり、このスマートフォンはあなたのものかと確認をしましたが、

本人は否定をしております。５月１７日午後４時４０分、校長が所沢警察

署にスマートフォンを届け、この後も警察と対応についての相談を数回に

わたり行っております。２１日には現場検証と、女子生徒への事情聴取が
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行われ、校長が被害届を提出しました。５月２４日木曜日正午過ぎ、当該

教諭が建造物侵入の容疑で逮捕され、当日午後４時に、埼玉県警察本部か

ら広報がされました。市教育委員会には、直接取材、電話取材が十数件あ

りました。５月２８日月曜日、中央中学校では臨時の全校朝会を行い、生

徒に対し、校長から事故の概要説明と謝罪を行いました。５月２９日火曜

日、中央中学校で臨時保護者会を開催し、保護者に対して事故の概要と、

今後の対応について説明し、謝罪を行いました。５月３０日水曜日、市教

育委員会が臨時校長会を開催し、全小中学校長に対し、事故の概要説明と、

今月中の教職員事故防止研修の実施を指示しました。合わせて、所沢市校

長会でも、市教育委員会から指示された内容だけでなく、校長会として事

故防止の取り組みについて協議しているとの報告を受けております。 

続きまして、当該教諭についてご説明いたします。氏名は成田伶人、男

性、２７歳です。所沢市の任用は平成３０年４月からで、臨時的任用教員

でございます。任用に当たりましては、家庭科教員に欠員が生じたため、

県教育委員会の臨時的任用教員登録リストからご紹介いただいたもので

す。事故を起こすまでの勤務については不審な点はなく、特に問題はあり

ませんでした。 

最後に今後の対応についてですが、まずは生徒に対する心のケアについ

て、必要に応じ、市教育委員会から臨床心理士等の派遣を行うなど、万全

の体制を整えて生徒を見守ってまいります。また同校の家庭科担当につい

ては、県教育委員会の支援を受け、できる限り早急に配置を進めてまいり
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ます。この教員の処分等に関しましては、県教育委員会と連携し、必要な

手続を進めていくとともに、今後とも、学校や警察、関係機関と連携を図

りながら適切に対応してまいります。 

 

 【質  疑】  

石原委員  今回の内容に入る前に、昨年３件の重大事件があったが、その後の経過

と、それを受けてどのように対応したのか、また現在対応しているのか。

またこういった形で委員会を開くのは大変残念だが、なぜ再び事件が起こ

ってしまったのか伺いたい。 

 

戸村学校教育

部次長 

 まず昨年度の事件の経過についてご説明いたします。山口小学校におけ

る教諭の不適切な指導に対する処分については、平成２９年１０月１２

日、県教育委員会から、減給１カ月、１０分の１という懲戒処分を受けて

おります。また、山口中学校教員の覚醒剤保持に対する処分については平

成２９年９月２５日に県教育委員会から懲戒免職の処分を受けておりま

す。 

続きまして踏切事故の事案について、現在、市教育委員会では、関係者、

保護者や生徒等からの聞き取りを済ませ、報告書の作成に取りかかってい

るところです。作成は一周忌を目途としておりますが、今努力をしている

ところです。最後に昨年度からの不祥事発生を受けてということについ

て、昨年度の数件の教職員事故を受け、臨時校長会を開催し、各学校に教
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職員事故防止に向けた研修の実施を指示いたしました。各学校では研修を

通じ、昨年度起きた数件の教職員事故を他人事とせず、自分の問題として

重く受けとめ、教職員一人ひとりが教育公務員としての責任の重さを自覚

し、信頼回復に努力をしておりました。こうした中で今回の、事件が再び

起きてしまったことは痛恨の極みでございます。 

 

岩間学校教育

部長 

 補足をさせていただきます。聞き取りについて、次長から市教育委員会

からと話がありましたが、実際には調査員が行っています。調査員はいじ

め問題対策委員からお願いをしている公平公正な立場の者で、児童精神科

医、弁護士、臨床心理士、学識経験者としての大学教授の４名です。特に

弁護士、臨床心理士等については、県の職能団体に、公平公正な、所沢市

と関係のない立場の者の推薦を依頼し、できる限り公平性や中立性を担保

した形でお願いしたものです。その方たちが、手の挙がった保護者、生徒、

調査員側から聞き取りをお願いした方、遺族の方等から聞き取りを行いま

した。 

 

松崎委員  １５日について、事細かに日付や時刻の説明をされているが、午後０時

５０分から７時３０分頃までの間にはどのようなことがあったのか。当日

学校現場で何があったのかをもう少しご説明いただきたい。 

 

戸村学校教育  当日、生徒がスマートフォンを発見して当該教諭に渡した時間から、約
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部次長 ７時間の空白の時間がありますが、この間については、当該教諭がスマー

トフォンを預かり、どこにも報告をしていなかったという状況でした。 

 

松崎委員  そうすると、他の先生方も知らなかったということか。 

 

戸村学校教育

部次長 

 その間は、当該教員のみが把握をしており、他の教員は知りませんでし

た。 

 

松崎委員  生徒たちからの声もなかったが、いきなり当該教員がスマートフォンを

校長に提出したということか。 

 

岩間学校教育

部長 

 先ほどご説明したとおり、まず午後０時５０分の段階で、子どもが一番

近くにいたという成田教諭にスマートフォンを渡しました。成田教諭は渡

されてから、これは本人の話によるものですが、家庭科の教諭ですから家

庭科の準備室に置いておき、その間、生徒からは何も話はありませんでし

た。その後、午後７時３０分頃、成田教諭が学年主任に申し出て、そこで

他の教諭は初めてそういうことがあったとわかったということです。なお

生徒はその間、他の教員には一切話をしていません。通常の活動が放課後

まで行われて、部活も行われたと思いますが、子どもたちが下校した後の

話になります。 
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浅野委員  新聞か何かで読んだのだが、当該教諭が新しいスマートフォンを購入し

てきて、それを学年主任に出したということが書かれていた。そのことが

原因でこの人が犯人だとなったのか。 

 

岩間学校教育

部長 

 何社かからそういった報道があったことは認識していますが、警察の発

表には一切そういった内容はありませんでしたし、警察からそういった話

は伺っておらず、またそういったことは教えてくれませんので、事実かど

うかは確認できていません。 

 

内藤教育長  教育委員会としてはまだ本人と接見できていません。接見したい旨は申

し出ているのですが、まだ許可が下りておらず、教育委員会は逮捕後、本

人からの事情聴取が一切できていません。また、今部長が申し上げたよう

に、警察からの情報についても、捜査中であることから非常に制限されて

おり、新しいスマートフォンを購入したという情報については、私も新聞

で初めて知りました。そういった状況ですので、今お話ししている内容は、

新聞報道によると、もしくは警察の発表によるとという前提になります。

私たちが知りたいことはたくさんあるのですが、警察からはそういった細

かい情報については答えていただけないということです。現在、本人は拘

留中で、捜査取り調べ中ということもあり、我々も知らない事実が随分あ

るという状況です。 
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吉村委員 夜の７時３０分頃というと、先生方は皆さん学校に残っていたのか。 

 

岩間学校教育

部長 

 全員というわけではないと思いますが、教頭、学年主任等は残っており

ました。 

 

秋田委員  当該教諭は、家庭科のほかに２年生の副担任もしていたと聞いているが

事実か。 

 

戸村学校教育

部次長 

 

 ２年生の副担任を務めておりました。 

秋田委員 ２５日金曜日に報道各社が校門前にたくさんいて、校長の指示かと思う

が、生徒たちが教室に足どめされていたと聞いたが、事実か。 

 

岩間学校教育

部長 

その時ちょうど報道がされ始めたところだったようです。１０分から１

５分、様子をみるために学校長の指示により待機をしたという状況がある

ようです。その後、学校長の判断で下校に移ったと聞いております。 

 

秋田委員  その時に、生徒たちは理由を聞かされていなかった旨の話を聞いている

が、それは事実か。 
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岩間学校教育

部長 

 状況が定かでない中でしたので、さまざまな配慮からあえてそのまま当

日は下校させたという状況がございます。 

 

秋田委員 その日の夜に、生徒か保護者かは不明だが、ＳＮＳで拡散して荒れてい

たという話を聞いたが、学校や教育委員会は把握しているか。 

 

岩間学校教育

部長 

これにつきましては、我々もそのような心配があることからいろいろ確

認をいたしました。また、学校でも確認しましたが、そのようなことは確

認できませんでした。なかったということではなく、確認ができませんで

した。 

 

秋田委員  ２６日の土曜日も普段どおり部活動も行われたようだが、その時も、生

徒が原因を顧問の教員に聞いても教えてくれなかったと聞いている。そう

いったことでは、新聞報道がされていても学校側は生徒に言わないように

というマニュアルのようなものに沿って対応していたのか。 

 

岩間学校教育

部長 

 これにつきましても、学校側が把握できていないような内容が報道にも

ありましたし、報道ごとに内容に若干の違いがございました。そういった

ところから、学校ではしっかりとした事実をできる限り把握し、月曜日の

朝に生徒全員に対して同じ内容の話をすることとしました。部活動の顧問

が自分の知っている情報の中だけで話をすればさまざまな情報が伝わっ
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てしまったり、場合によっては憶測が入ってしまったり、余計に子どもが

混乱したり、事実ではないような不確かな情報が伝わってしまうといった

ことが心配されましたので、あえて情報は出さずに一本化して、月曜日の

朝に全体に示しましょうということで確認し、学校としては対応いたしま

した。 

 

秋田委員 ２９日の臨時保護者会では、説明に対してどのような内容の話が出たの

か。 

 

戸村学校教育

部次長 

２９日の中央中学校の臨時保護者会ですが、参加者は１９０名ほどでご

ざいます。保護者からのご意見、ご質問の内容については、今後の心のケ

アについてどのような対応をとっていくのかということや、先ほど秋田委

員のご質疑にあった、子どもたちの中でも情報が広がっているという情報

をいただいたことも確かでございます。それから、学校では今後子どもた

ちの動揺に対して丁寧に対応していくという旨の説明を行いました。 

 

秋田委員 そのトイレはあまり使用されていないトイレだと聞いたが、そのあたり

はいかがか。 

 

戸村学校教育

部次長 

 当該トイレにつきましては、子どもたちの教室のそばにあるトイレです

ので、子どもたちは通常使用しておりました。特に使用しないということ
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はございません。 

 

矢作委員  １５日の午後０時５０分に生徒が当該教諭にスマートフォンを届け、報

告が午後７時３０分ということでは時間があいているが、こういった場

合、教員としてはこういう対応をするというマニュアルがあると思う。報

告を受けたらすぐに報告をするのが当然かと思うが、そのあたりのことを

確認したい。 

 

岩間学校教育

部長 

 今ご指摘のあったように、このような案件があった場合はすぐに上司に

報告するのが当然と考えております。 

 

矢作委員  事故の概要の中で、１４日から１５日にかけて侵入したとあるが、前日

に仕掛けたとみていらっしゃるのか。 

 

岩間学校教育

部長 

 警察の調査の一環で、仕掛けた時間を特定する必要があったことから学

校に聞かれたものですが、トイレを誰かが必ず確認している時間があるの

かということで、実際にはそういったものはないのですが、前の日のちょ

うど午後２時５０分ぐらいに、生徒による清掃を行っております。その際

に女子トイレも行い、一般的には汚物入れの近くも見たり、仕掛けられた

あたりを見ていますので、その時にはおそらくなかったであろうというこ

とから、そこから見つかった時間までのどこかで仕掛けられたのであろう
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という意味で、警察でもそういった書き方をしています。前日からずっと

置いてあったということが確定したというものではありません。 

 

矢作委員 別件になるかもしれないが、中央中学校で、ここ数年の間に何件かの事

件があったような気がする。私の記憶では臨時教員の方が覚醒剤所持で捕

まったことがあったがそれ以降でもそういった事件はあったか。 

 

岩間学校教育

部長 

 ご指摘のありました覚醒剤の件については、おそらく６年か７年前だっ

たと思います。この件については報道もされております。また、昨年度、

他校でいくつかの案件があり、一昨年には中富小学校で教諭がパチンコ店

に置いてあった財布を取ったということが報道されていたと思います。そ

ういった意味ではさまざまな教職員事故が発生している状況がございま

す。 

 

松崎委員 もう一度、先ほどの話を確認したい。例えば、他校でいじめの問題があ

りましたと全国的になった時に、教育委員会が後から、知っていましたと

言うケースがあると思う。重要なことなのでもう一度聞くが、１５日火曜

日の午後７時３０分までは他の教員、校長、教頭、学年主任を含めてどな

たもこの事実を知らなかったということでよろしいか。 

 

戸村学校教育  そのとおりでございます。 
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部次長  

 

松崎委員 当日の午後には授業やホームルームはあったのか。 

 

戸村学校教育

部次長 

 授業は通常どおり行われていました。 

 

 

松崎委員 ホームルームはどうだったか。 

 

戸村学校教育

部次長 

 帰りの会という意味でのホームルームはございました。 

 

 

松崎委員 普通に考えると、これだけの事件が起こった時には生徒の中で広まった

り、先生に相談したりということがあると思うが、授業やホームルームを

行った先生を含めて誰も何も聞いていなかったということか。 

 

戸村学校教育

部次長 

微妙な事件だと判断したのかもしれませんが、子どもたちもスマートフ

ォンを預けた成田教諭以外には報告をしておりませんし、他の担任等にも

報告はなかったということです。 

 

石原委員 今、子どもたちとおっしゃったが、女子生徒一人ではなく複数人いたと
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いうことか。 

 

戸村学校教育

部次長 

スマートフォンを見つけた生徒は、その場にいた二名の生徒たちととも

にスマートフォンを渡しておりますので、その時点で事件のことを知って

いた生徒は三名であったということになります。 

 

岩間学校教育

部長 

補足をさせていただきます。この子どもたちは、学校の中でもかなりし

っかりした子どもたちだと聞いています。そういった中で、おそらく近く

にいた先生に渡したということで、当然対処してくれるであろうと思って

いたと思います。そういったこともあってかと思いますが、その後、子ど

もたちから情報が拡散したということは学校からは聞いておりません。ま

た、当該教諭は午後７時３０分まで誰にも言わずに、これは本人から聞い

たことですが、生徒から預かったスマートフォンを家庭科室に置いてお

き、その後、学年主任に申し出るのですが、その時も最初は、盗撮されて

いたかもしれないということや、録画状態にあったことをはっきり言わな

かったようです。そのため受け取った学年主任は、子どもが本来は学校に

持ってきてはいけないものを無断で持ってきたのかと考え、生徒指導上の

問題として、生徒指導担当に渡すように指示を出しました。その後、生徒

指導担当と当該教諭や何人かで話しているうちに、実は撮られていたかも

しれないと子どもが言っていたということが出てきたため、生徒指導上の

問題ではなく大変なことだということで動き出したという経緯がござい
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ます。 

 

浅野委員 先ほどマニュアルの話もあったが、昼頃生徒から預かったのに午後７時

３０分頃になって持ってきたことについて、なぜ学年主任は当該教諭に聞

かなかったのかと思ったのだが、そこまで大したことはないというか、こ

こまでの事件だとは思わなかったということか。 

 

岩間学校教育

部長 

 当該教諭に確認をしたところ、本人は、公にするほどのことはないと思

ったという、曖昧な言い方で答えております。 

 

浅野委員  当該教諭について、とても幼い印象がある。盗撮したかもしれないとこ

ろを、自分に届けられたので、データを消したりしたことはなかったのか。

今の時点では盗撮されていたかどうかも警察でないとわからないのか。 

 

岩間学校教育

部長 

現時点ではそこまではわかりません。私たちが一番知りたいことの一つ

ですが、警察から教えてもらうことができません。 

 

吉村委員  １５日の午後７時３０分までの間に、本人が一旦学校を外出したという

事実についてはわからないか。 

 

岩間学校教育  一度夕刻に翌日の家庭科の調理実習で使う野菜の購入に出ております。
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部長 その間、どうしていたかについては、本人は野菜を買いに行ったと言って

いますが、本当のところはわかりません。 

 

吉村委員  外出していた事実はあるということか。 

 

岩間学校教育

部長 

そのとおりです。 

 

 

矢作委員  １５日に事件が発生して、その後逮捕まで間、この教諭は通常どおり授

業を行っていたのか。 

 

岩間学校教育

部長 

 行っておりました。学校では、学校長が本人を呼び、正直疑わしいが、

これは君のものではないのかという確認を複数回していましたが、本人は

一切否定していました。そういった状態で、疑わしいというだけで学校に

来させない、授業を持たせないということはできない状態でしたので、通

常の勤務をしておりました。なお学校では当然、わかった時点から再発防

止に向けて、全てのトイレなど、そういったものが仕掛けられる可能性が

あるところを複数の教員で確認したりということは行っておりました。 

 

吉村委員  本人の経歴について、免許を取得したのが今年の３月で、４月１日から

の中央中学校が初めての職場であったと思うが、こういった場合でも、学
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年副担任という立場になるケースはあるのか。 

 

岩間学校教育

部長 

中学校の場合、基本的には教員は必ずどこかの学年に所属します。そう

なると担任か副担任のいずれかしかありませんので、公務分掌としては、

担任を持つよりは軽いということになります。なおそれ以外では、教務主

任など、学校の中心となって活躍する立場のみとなります。 

 

秋田委員 先ほど矢作委員の質疑に対し、通常どおり授業をしていたと答弁された

が、５月２２日と２３日の動向について伺いたい。私は保護者から、２２

日は通常どおり来て、２３日は家庭の事情で休んだと聞いている。話が違

うと思うのだが、いかがか。 

 

戸村学校教育

部次長 

 学校からの報告では、通常どおり勤務していたということで、私たちも

毎日、容疑者といってはおかしいかもしれませんが、言葉が適切でないか

もしれませんがこの教員が怪しいと考えておりましたので、出勤について

は確認しており、その中では家庭の事情で休んだという把握はしておりま

せん。 

 

秋田委員  保護者からは２２日は通常どおり来たが、２３日は家庭の事情で休んだ

らしいという話を聞いていたのでそれは違うのかと思ったのだが、いかが

か。 
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岩間学校教育

部長 

今確認したところ、２３日までは通常どおり出勤していますが、２４日

は休んでおります。この日が逮捕された日となります。 

 

島田委員長 昨年の対応も含めて質疑を求めたい。 

 

吉村委員 こういった事案が発生した場合の議会への報告のタイミングや内容に

ついて、一定のルールや判断基準はあるのか。議会としては報道がされる

前や、逮捕された場合は警察の発表がある前にある程度情報がほしいとい

う意見が時々ある。昨年は後手後手になっていたと思うがいかがか。 

 

岩間学校教育

部長 

教育委員会としては、少しでも早くと考えております。ただ先ほどの説

明でもあったとおり、まず先にこちらに情報が入るわけではありません。

警察とは連携を取っていますが、捜査に関することは教えてくれません。

そういった中で知り得た情報は、少しでも早く対応いたします。また報道

については、私たちが持っている情報とは別の情報が流れますので、私た

ちもそこで初めて知ることがたくさんあります。そういったところから、

ある程度、内容や事実の精査をした上でないと、憶測や間違いをお伝えす

ることになってしまいますので、どうしても警察の発表の後になってしま

います。その部分についてはご理解いただきたいところで、私たちとして

も早くしたいのですが、そうならざるを得ない状況がございます。 
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吉村委員 今回、逮捕されたという事実を教育委員会が把握したのはどのタイミン

グか。報道なのか。 

 

岩間学校教育

部長 

逮捕されたことは前日の２４日には聞きましたが、それ以上の詳しい状

況は全くわかりませんでした。また警察が広報するかどうかについても教

えていただけなかった中で広報がありましたので、こちらとしてもその広

報に基づいて動くという形になりました。逮捕という状況だけはわかって

おりましたので、学校も教育委員会も神経をとがらせていたといいます

か、情報の収集に努めながら、皆さまにも少しでも早くという形で、金曜

日の夕刻に資料提供をさせていただきました。できる限り早い対応をさせ

ていただいたと考えております。 

 

内藤教育長 保護者の情報についても、思い込みや勘違いに基づいた事実でないこと

も多く、そういったものに振り回されてはいけない、事件、事故において

は、まず被害の状況把握や子どもたちを守るという視点が大事であると考

えます。報告の仕方によっては、いろいろな噂が事実かのように広まって

しまい、それが全くの虚偽であることもありますので、ある程度、慎重に

進めざるを得ないところがあることをご理解いただければと思います。 

 

島田委員  今回、事件が起きて、昨年の３件の事件、事故についても途中の報告を
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いただいたが、できればどこかのタイミングで、委員会に対して教育委員

会から積極的に情報提供をしていただきたかったと思う。また臨時校長会

を開かれ、研修会などいろいろと指示をされたとのことであるが、その研

修会の効果について、引き続きこういった形で今年も事件が起こってしま

ったので、どのような研修会をされていたのか、またそれについての効果

について伺いたい。 

 

戸村学校教育

部次長 

 研修会については、例えば校長から、資料を用いて教職員事故について

の説明をするという研修ではなく、むしろ教員が自らの教育公務員として

の職責の重さを自覚できるような研修、例えば教員同士がグループを組

み、どうしたら教職員事故を防ぐことができるかといったことについてデ

ィスカッションを行ったり、教職員一人ひとりが教職員事故根絶に向けて

決意表明を行い、発表し合う場や、ロールプレイングの形で、マスコミ対

応について、こういう事件が仮に起こったとするとマスコミからこういう

質問が来るかもしれない、それについてはこう答えようという研修を行い

ながら、教員一人ひとりが、本当に教職員事故を根絶しない限り信頼回復

はあり得ないという自覚のもとに職務に当たることができる研修を実施

できるように教育委員会としても指示をしてきましたし、校長もそれぞれ

の学校の実情に応じて研修を行ってきたところです。 

 

浅野委員  今年４月に入った先生ということでは、まだそういった研修は受けてい
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なかったのか。 

 

岩間学校教育

部長 

 当該中学校でも、４月当初から研修を複数回にわたり行ってきたところ

です。そういった中でこのような事件が起こってしまったことについて

は、学校としても教育委員会としても、本当に、痛恨の極みですし、甚だ

遺憾でございます。 

 【質疑終結】 

 休  憩（午前９時４４分） 

 （休憩中に協議会を開催し今後の方針について協議） 

 再  開（午前９時４９分） 

秋田委員  本件についてはここで審査を終わりとしてもいいと思う。ただ昨年起こ

った事件などについて、経緯やその後の対応について文書にまとめたもの

があるとよい。その上で、疑問点があれば、あらためて協議するかどうか

判断をすればいいと思う。 

 

島田委員長  特定事件「学校教育について」のうち「所沢市立中学校男性教諭逮捕の

事案について」は審査を終結することでよろしいか。 

（委員了承） 

 散  会 （午前９時５０分） 

 


