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八尾市教育委員会（３月定例会）会議録 

 

【寺前委員長】 皆さん、おはようございます。 

 ３月の定例教育委員会を開催いたします。よろしくお願いいたします。 

 まず、教育委員会２月臨時会会議録の一部承認について審議いたします。 

 ２月臨時会につきましては、非公開審議部分がありますので、公開可能な時期が来た段

階で、会議内容について再度審議いただきたいと考えています。したがって、今回は公開

可能な一部のみの審議となっております。委員の先生方、何かご質疑ございますでしょう

か。 

【全議員】 異議なし。 

【寺前委員長】 よろしゅうございますか。全委員、ご異議なしと認めます。よって、２

月臨時会会議録の一部について承認と決しました。 

 次に、教育委員会２月の定例会会議録について審議いたします。委員の先生方、何かご

質疑ございますでしょうか。 

【全議員】 異議なし。 

【寺前委員長】 よろしいですか。全委員、ご異議なしと認めます。よって、２月定例会

会議録について承認と決しました。 

 それでは次に委員長報告、私の方から行わせていただきます。 

開 催 年 月 日  平成２０年３月２１日（金） 

開 催 場 所  本館６階 大会議室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

寺前 委員長 

篠原 委員長職務代理者 

百瀨 委員 

山本 委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

・巽教育次長兼教育総務部長・川田学校教育推進長・藤田生涯学

習部長・斉藤教育総務部次長兼総務人事課長・中山教育総務部次

長・浅野教育総務部次長・下司教育総務部次長・倉本生涯学習部

次長兼生涯学習スポーツ課長・松岡教育政策課長・瀬戸施設管理

課長補佐・藤井学務給食課長・柿並指導課長・吉岡教育サポート

センター所長・渡邉人権教育課長・竹内青少年課長・大谷八尾図

書館長・蒲生桂青少年会館長・田中安中青少年会館長・岸本文化

財課長 
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（委員長報告） 

２月 23日（土 ） 

３ 月 ２ 日 （ 日 ） 

３ 月 1 4 日 ( 金 ) 

３月 17日（月 ） 

３月 18日（火 ） 

午後12時30分より、少年サッカー大会閉会式に出席。 

午後１時より、こどもフェスティバルに出席。 

午前10時より、市議会文教産業常任委員会に出席。 

午前９時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前９時30分より、市立小学校卒業証書授与式に出席。 

 

【寺前委員長】 続きまして、教育長報告について、中原教育長の方からお願いいたしま

す。 

（教育長報告） 

２月 22日（金 ） 

２月 23日（土 ） 

２月 25日（月 ） 

 

２月 26日（火 ） 

 

２月 27日（水 ） 

 

２月 29日（金 ） 

３ 月 １ 日 （ 土 ） 

 

３ 月 ２ 日 （ 日 ） 

３ 月 ３ 日 （ 月 ） 

 

３ 月 ４ 日 （ 火 ） 

３ 月 ５ 日 （ 水 ） 

 

３ 月 ６ 日 （ 木 ） 

３ 月 ７ 日 （ 金 ） 

 

３月 12日（水 ） 

 

 

３月 14日（金 ） 

３月 17日（月 ） 

 

３月 18日（火 ） 

３月 19日（水 ） 

午後１時30分より、学校園危機管理対策本部会議に出席。 

午後０時30分より、少年サッカー大会閉会式に出席。 

午後１時より、行政改革推進員及び各課推進員による庁内ワーキン

ググループ最終報告会に出席。 

午前９時より、庁議に出席。 

午前10時より、中河内地区人事協議会に出席。 

午後４時40分より、包括外部監査の結果報告に出席。 

午後６時より、改革推進計画に関する監理委員の会に出席。 

午前10時より、市議会３月定例会本会議（１日目）に出席。 

午前９時30分より、「こころの再生」府民運動  あいさつキャラバ

ン隊による啓発活動に出席。 

午後１時より、こどもフェスティバルに出席。 

午前９時30分より、部長会、男女共同参画推進本部会議及び行政の

福祉化検討会議に出席。 

午前10時より、市議会３月定例会本会議（２日目）に出席。 

午前10時より、市議会３月定例会本会議（３日目）に出席。 

午後３時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前10時より、市議会３月定例会本会議（４日目）に出席。 

午前10時より、市議会３月定例会本会議（５日目）に出席。 

午後７時より、ＰＴＡ会長会議に出席。 

午前９時30分より、消防記念日式典に出席。 

午前11時30分より、市議会３月定例会本会議（６日目）に出席。 

午後４時30分より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前10時より、市議会文教産業常任委員会に出席。 

午前９時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時より、社会教育委員会議に出席。 

午前８時30分より、特別職会に出席。 

午後１時30分より、体育振興会理事会に出席。 
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【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 ただいまの委員長報告並びに教育長報告につきまして、何かご質疑ございますでしょう

か。 

【篠原委員長職務代理者】 教育長報告の中で１番目の学校園危機管理対策で、ひったく

りとか連れ去り事件が減っているということで喜ばしいことだと思うんですけども、これ

に直接つながりはないんですが、昨日八尾の市政だよりが家に届きまして、その２ページ

目か３ページ目に、小学校全校にＡＥＤを設置するんだというふうな内容の記事がありま

して、それについて、もしご存じでしたら、いつ頃までに小学校全校に設置が完了するの

か、あるいは、機械もつけるだけではだめなようで、そういったときの対策というのも必

要だと思うんです。それの扱い方の講習とか、そういった情報をお持ちの方がありました

ら、この機会にお聞かせいただきたいと思います。 

【松岡教育政策課長】 ご報告が遅れまして申しわけございません。今年度、全中学校に

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置させていただきました。 

 特別支援学校のほうは先に設置させていただいておりますが、来年度の予算に向けまし

て、市政運営方針でも記載されておりまして、全小学校に設置させていただくということ

でございます。 

 教育委員会関係では、それ以外に青少年センターと山本球場にも来年度設置させていた

だくと。それから、今年度に寄附をいただきまして、曙町と福万寺の両運動広場のほうに

も設置させていただくということでございます。 

 設置台数がかなりに上りますが、それの操作自身は特に講習を受けない方でもある程度

は利用できるわけでございますけども、救急救命講習、他の救急救命の実技も含めて、ま

た教育長報告の中にもありました学校園危機管理対策本部会議が主催で、毎年学校園安全

教室を実施しております。その中でＡＥＤを含めた救急救命講習を、消防の協力を得て実

施いたしております。 

 また、新採教員もＡＥＤの講習をしていますので、随時使い方も広めさせていただいて

いるということでございます。 

【篠原委員長職務代理者】 ありがとうございます。 

 あと、中学校全校にもう設置済みだということを教えてもらったんですが、扱い方は、

前にテレビで見ていましたら、音声が流れまして、それに従っていったらできるようなシ

ステムになっているようですけども、その設置場所は各学校でまちまちなのか、あるいは

ある程度統一された場所に設置されているのか。それだけちょっと。 

【松岡教育政策課長】 ＡＥＤの設置場所につきましては、さまざまな学校によって環境

が違いますので、各学校でそれぞれ判断していただいて設置いただいておりますが、当然

いざというとき手の届かないようなところでは困りますが、かといって、結構高度な機器

でございますので、当然きちんと管理の目の届くようなところでなければいけないという

ことで、それぞれ各学校園で工夫されて設置されているというふうに聞いております。 

【百瀨委員】 今の件に補足しながら少し教えていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 この学校園危機管理の対策本部というのは、池田の児童殺傷事件が起こったときに設置

されたものなんでしょうか。 

【松岡教育政策課長】 今、委員ご指摘のとおり、それがきっかけとなっております。た
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だ、基本的には児童・生徒の生命等の安全を守るのが第一でございまして、例えば今年度

では、そういった防犯事象以外に、例えば麻疹（はしか）でありますとか、そういったさ

まざまな危機事象の場合に、随時、会議の開催をお願いいたしております。 

 もともとは子どもの防犯、安全の部分が中心でございますので、八尾市の防犯の担当課

である自治推進課とか、就学前児童ということで保育長、それから市全体の危機管理担当

のほうにも参画をいただきまして、それぞれ課題があればいろいろとご意見をいただくと

いう形になっております。 

【百瀨委員】 わかりました。振り返りますと、自分たちが現場におったときに、あの池

田の児童殺傷事件が起こりました。この件で、全学校園の中で非常に危機管理を問われ、

また取り組んだことを振り返っているわけでございます。 

 そういう中で、今、その後の取り組みの成果というのが見守り隊等々含めて大きな成果

を上げているわけですが、今、学校園の中でこういう細かな問題について取り組んだこと

に、これをそのまま回答していく場面があるのか、ということは、こうやっていろいろ取

り組んだ事象をそのまま埋めてしまって、過去に取り組んだ姿勢がなくなってしまうこと

なく、改めて回答していくということも大事ではないかなと。そういうことを取り組んで

いかないと、過去にあれだけの危機管理に取り組んだ問題が、今どうなっているのかと、

今聞きながらふと感じましたので、あの当時子どもたちに一人一人ブザーを持たせたり、

各学校園の中でブザーをつけるようにしたり、またいろいろ先生方が取り組んで、どんど

ん子どもに対応する閣議等もやっていこうと、いろいろ取り組みがあったわけですが、今

そのあたりはどうなっているのか、もしわかるようでしたら教えていただきたいと思いま

す。 

【松岡教育政策課長】 今、委員のほうからご指摘ございましたが、非常に痛ましい事故

がありました。それを風化させないということは非常に大事でございます。したがいまし

て、年に２回実施しております安全教室のうちの１回は、池田小の事件のころに実施する

ようにしております。 

 またさまざまな部分で言いますと、例えば今回新たに予算化をさせていただく中では、

ＣＡＰプログラム、これも昨年、加古川の方で非常に痛ましい事件がございました。これ

は、地域防犯といいますか子どもの見回り活動が非常に先進的な地域での事件でございま

す。ただ、これも子どもが１人なったときに起こっているというふうに言われております

ので、最終的にはやはり子ども一人ひとりの危機回避の能力をアップさせることも必要で

ございます。 

 したがいまして、そういった視点で、来年度は全小学校３年生にＣＡＰプログラムを教

育委員会のほうで予算化させていただいて、実施をさせていただいて、子ども自身にそう

いった能力を高めてもらおうと。これまでも各学校園でやられていたケースはございます

が、来年度からは教育委員会のほうで一斉にということで考えております。 

 またブザーという部分につきましても、必要に応じて補充をさせていただいているとい

うことでございます。 

【百瀨委員】 わかりました。子どもの命にかかわることですし、学校園だけでなく、地

域も含めすべてにわたって取り組んでいく問題だと思いますので、改めましてそういうこ

とを周知徹底していくようによろしくお願いします。 

 以上です。 
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【寺前委員長】 この危機管理については、先ほど課長もおっしゃったように風化させな

いということは大事だと思いますし、またいろいろな取り組みもなさっていますけれども、

学校園にも、あるいは地域等にもできるだけ情報を出すことによって、ご協力をいただく

という方法で、今後ともお願いしたいと思います。 

 そのほか何か。 

【篠原委員長職務代理者】 もう一件だけ、３月７日に教育長のほうでＰＴＡ会長会議に

出席と言われましたね。これは年に１回かという回数の問題と、それから先ほどの説明で

は、見守り隊などの感謝というようなこと、それから家庭教育の重要性というようなこと

を述べられたという説明がありました。大体回数は年に何回でしょう。 

【中原教育長】 会長会議は例年５月に１回とこの時期に１回、年に２回やっておられま

す。５月のときには私まだこの職に就任しておりませんでしたので、一応会長さん方にご

あいさつ申し上げたほうがいいだろうということで、２回目にちょっとごあいさつさせて

いただきました。 

 この間、ＰＴＡの方でも、例えば柏崎市で地震の関係で呼んでいただいて、講演なさる

など、相当精力的に活動もしていただいておりますし、一定の効果は上がっていっており

ます。ＰＴＡ自体がなかなか活動をやる人がいなくて大変だと言われているんですけれど

も、各学校でいろんな形でご協力をいただいておりますし、それも兼ねましてお礼も申し

上げたというような形でございます。 

【篠原委員長職務代理者】 これに関しては、山本委員はコメントございませんか。 

【山本委員】 防犯ブザーに関してですが、小学校のときに防犯ブザーは全校生徒に配ら

れまして、卒業のときに必ず回収しますということだったんですが、結局それは何もなく

終わってしまったりと、ちょっと中途半端かなということは思いました。 

 子どもたちも付けている子と付けていない子の差がすごくありましたし、付けていても、

どこに付けるかによって、危険なときに使えるか使えないかということもありまして、防

犯ブザーについてはＰＴＡでもちょっと疑問視するかなという意見はありました。 

 また、危機管理ですけども、池田小学校のときには大人が子どもたちに危害を加えると、

そういうこともあったんですけども、今は子ども同士で傷つけ合うというか、特に中学生

や高校生でも、子どもが刃物を持ってきて、同級生の子どもを傷つけるとかいうことも多

発しているような気がするんですね。こんなことは何年か前だったら滅多になかったこと

だと思うんですけども、そういうのがありまして、やっぱり子どもの持ち物に関しても、

ちょっと怖いものがあるというのは、私たちＰＴＡの保護者の中でも、持ち物検査をして

いただきたいということはよく言われてるんですけども、教育委員会では持ち物検査は余

り・・・、ということを聞かれてまして。最近久宝寺中学校も、１年生にいろいろ問題が

あったんですけれども、そのときでも持ち物検査についての意見が保護者の中でもかなり

ありましたので、その辺も検討していただきたいなと思いました。 

 危機管理で先ほどおっしゃっていたことなんですが、お母さん方は皆さんパトロールな

さっているんですけれども、ＰＴＡの方で率先して、していただいている場合に、一つだ

けちょっと難点があるかなと思ったのは、自分の子どもが帰るときに、お母さんがそうい

うパトロールをしている場合があるんです。そのときに、結局自分の子どもは自分で鍵を

かけて家を出て、また自分で鍵をあけて家に入らないといけないというような意見もあり

ました。そのときには、できたら学校でかわりの先生方かＰＴＡのメンバーで、かわりに
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そういうふうな子どもたちを運動場で遊ばせてからお母さんと一緒に帰るようにしたほう

がいいんじゃないかというような意見も当時は出ていたんですが、今はちょっと発展して、

そういうことは皆さんなさっているとは思うんですけれども、そういう面でＰＴＡ活動も

すごく盛んにはなっているんですが、どうしても子どもが置き去りにされる場合もあるん

じゃないかというのも、私はちょっと疑問に思うんですけれども。 

 以上です。 

【寺前委員長】 山本委員から３点ほどお話がございましたけれども、現場の意見を聞く

中で、またＰＴＡ活動をしていただく中で、疑問なり、あるいはぜひとも実施していただ

きたいというようなことをご意見として述べられたと思うんですけれども。この点につい

て柿並課長、お願いします。 

【柿並指導課長】 はじめに、持ち物検査についてでございます。 

 持ち物検査の是非については非常に難しいところがあると考えております。本来、子ど

もたちが学校に不要な物を持ってこないこと、そのように学校のほうも指導をしているわ

けですが、いろいろな物が持ち込まれているという現状もございます。 

 ただ、それが検査という形でするとなりますと、これはかなり保護者のご理解とご協力

が必要になると考えております。先ほども申しましたように、本来そういったことがない

のが一番いい形であると考えておりますが、持ち物につきましては、やはりまず家庭のほ

うで点検をしていただくということが第一ではないかと考えています。 

 また、保護者の目を盗んで物を持ち込んでくるようなことに対して、学校のほうで預か

ってほしいというようなケースが出てきたときには、学校と保護者とが連携して検査をし

てお預かりするというようなことも考えられるかと考えています。 

 ただ、先ほどご指摘ありました刃物ですとか、そういった物については、これはやはり

必ず学校のほうで預かるなり、またそういった物は絶対に持ち込ませないというような強

い態度や姿勢を示すことは必要であると考えています。 

 以上でございます。 

【寺前委員長】 ブザーの関係はいかがです。 

【柿並指導課長】 防犯ブザーですが、これもずっと配付をさせていただいております。

当初は、回収してまた新たな１年生に配付しなおすというようなことも考えておりました。

また一昨年に府のほうからも配付がございましたが、府の配付は１回きりで、それを回収

して次の子どもたちに渡していくようにというような指示もございました。ただ現実には、

一旦配付されたものが、完全な形で戻ってくるということが非常に少ない現状がございま

す。そういったことから、回収して配付をするというのは難しいという現状がございます

ので、今、防犯ブザーについては毎年新１年生に配付するという形で進めておりまして、

特に回収をしていただくというような形では考えておりません。次年度につきましても、

新１年生全員に配付する予定をしております。 

 また、この活用につきましては、各学校のほうで指導していただいているような状況が

ございますが、なかなか徹底していないところがございます。例えば、ランドセルにつけ

ていたので、平素は持っていなかったですとか、特に登下校に中心を置いて、ランドセル

にぶら下げている児童が多いと聞いております。外したらなくしてしまうとかいうような

いろんな意見もございましたので、それも含めて、できるだけ常時携帯するような形で、

児童に各学校のほうから指導していただくような形で進めていきたいと考えております。 
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【寺前委員長】 所持品の関係ですけど、確かに検査するということについてはいろいろ

問題もあろうと思います。しかしそれによって、先ほど山本委員がおっしゃっていたよう

に、ナイフ等を学校に持ち込んで、子どもに傷をつけるというようなことはあってはなら

んことですし、できるだけやっぱり登下校のときに先生方が注意をしていただくと。何か

危害を加えるような物を持ち込んでいるようなそぶりでもあれば、未然に防いでいただく

ということは肝要であろうと思います。その対応が非常に難しいとは思いますけど、それ

ぞれの先生方が常に気配りをしていただくというのが必要であろうと思いますし、また機

会があれば指導主事の先生方が学校に行かれたときには、そういったあたりも含めて、ご

指導願いたいと思います。 

 それからブザーの件ですけども、これはもう新学期には予算化できているわけですか、

１年生には。 

【柿並指導課長】 新学期、新１年生に配付するものにつきましては、いちょう基金のほ

うからご寄附をいただきまして、全員に配付するということで予定しております。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 できれば新学期が始まると同時に手渡しできるようにご配慮願いたいと思います。 

 ほかに何かございますか。よろしいですか。 

 それでは、委員長報告並びに教育長報告については、これで終わらせていただきたいと

思います。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 それでは議案の審議に入らせていただきます。 

 

３月の議案 

議案第７号 

 

議案第８号 

議案第９号 

議案第１０号 

教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一

部改正の件 

八尾市障害児適正就学指導委員会規則の一部改正の件 

八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件 

八尾市教育委員会所管職員名称規定の一部改正の件 

 

 まず最初に、議案第７号「教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規

則の一部改正の件」について審議いたします。 

 提案理由を斉藤次長よりご説明願います。 

【斉藤教育総務部次長】 それではただいま議題となりました議案第７号「教育委員会の

権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部改正の件」についてご説明申し上

げます。 

 本規則の改正につき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第

１条第７号の規定により、委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案の理由といたしましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に

より、関係条項を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 

 恐れ入りますが、新旧対照表をごらんください。 

 このたびの法改正におきまして、教育委員会は教育に関する事務の管理及び執行の基本
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的な方針に関すること、教育委員会規則その他教育委員会の定める規定の制定又は改廃に

関すること、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関するこ

と、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他

人事に関すること、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検

及び評価に関すること、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育

に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合の市長への

意見の申し出に関することなどの事務につきまして、教育長に委任することができないと

明記されたことに伴い、第１条各号の改正案のとおり改めるものでございます。 

 施行は、平成２０年４月１日を施行期日といたしております。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくお願いいたします。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 今、斉藤次長のほうから提案理由の説明がございました。この点について何かご質疑ご

ざいましたら、お受けさせていただきたいと思います。 

 何かございませんか。 

 これは教育長に委任できない事項を法文として明文化されたということで、先ほど数点

次長のほうからご説明ございました件についてね。しかしこの件についても事前に委員会

として議決しておくということであれば可能だと、こういうことですか。 

 次長、どうですか。 

【斉藤教育総務部次長】 基本的には、これまでも法で規定はあったんですが、それが改

正された、より細かくなったという状況でございます。 

 去年法律で規定されておりますけれども、ただ一部の都道府県、市におきましては、教

育長の専決事項を設けているところがございます。それについて今ちょっと研究をしてい

る状況ですので、余り細かいことまで委員会の会議にかけることがどうかというようなこ

ともあろうかと思いますので、その辺はもう少し研究させていただいて、またご相談させ

ていただきたいというふうに思っています。 

【寺前委員長】 教育委員会はご承知のように合議制のものですので、教育長が臨時に代

理することについては、規則で定められていますし、そういった意味では教育長に専決と

いうことについては、他市の条例・規則等を慎重に検討していただく必要があろうかとも

思いますし。 

【百瀨委員】 学校の教職員人事等を含めて、いちいち取り出して諮っているというのは

いかんでしょうしね。そのあたりを含めて教育長の専決ということをとらえながら進めて

いくと。特にこうやって開催されている他市の状況も充分見ながら本市の一定の方向を出

していただけたらと思います。よろしくお願いします。 

【寺前委員長】 教育長、何かございませんか、この件について。 

【中原教育長】 特にございません。 

【寺前委員長】 それでは、本件については全委員異議なしと認めます。 

 よって議案第７号「教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一

部改正の件」については、原案を適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第８号「八尾市障害児適正就学指導委員会規則の一部改正の件」について審

議いたします。 

 提案理由を吉岡所長よりご説明願います。 
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【吉岡教育サポートセンター所長】 それでは、ただいま議題となりました議案第８号

「八尾市障害児適正就学指導委員会規則の一部改正の件」につきましてご説明申し上げま

す。 

 本規則の制定につき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第

１条第７号の規定により、委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案の理由でございますが、学校教育法施行令が平成１９年度政令第５５号にて一部改

正されまして、大阪府教育委員会より「市町村における障害のある児童・生徒の就学に関

わる委員会の要綱等について」が示されたことに伴い、八尾市障害児適正就学指導委員会

規則の一部を改正する必要があるので、ご提案申し上げるものでございます。 

 恐れ入りますが、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

 改正内容でございますが、１点目といたしましては、幼児・児童・生徒の就園・就学に

関しまして、一人ひとりのニーズに応じた支援を行う特別支援教育の流れの中で、本人や

保護者の教育的ニーズや意向を大切にし、専門的な立場から協議し、必要な支援を行うと

いう目的を明確にするものでございます。 

 ２点目といたしましては、所管事務をより具体的にするという観点から、「就園及び就

学にかかわる資料の作成」、「就園及び就学支援」、「就園後及び就学後の相談」と文言

整理を行うものでございます。 

 ３点目といたしましては、これらを総合的に考えまして、委員会の名称を「八尾市就学

支援委員会」とするものでございます。 

 なお、施行期日でございますが、平成２０年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議、ご承認いただきますようお願

いいたします。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 ただいま、提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、何かご質疑ございません

でしょうか。 

【中原教育長】 今まで私どもも特別支援教育をはじめとして、障害のある子どもたちの

就学にかかわる支援というのは大きなものとしてやってきたところなんですが、今回の名

称の変更で、以前ご論議いただいた「指導」というような言葉、就学を指導するというよ

り、やはり「支援」にしていくことが大きかったと思いますし、本市では支援の立場から

この八尾市障害児適正就学指導委員会もなされていたと考えております。 

 その点、今までとこれからが大きく変わってくるというのはないと思うんですが、その

辺をもう一度、あるんでしたら教えていただくということでお願いしたいと思います。 

【吉岡教育サポートセンター所長】 それでは、若干詳しく就園就学相談の実際について

ご説明申し上げたいと思います。 

 まず、実際におきましては、保護者からの就園就学相談の申し込みによる受け付けから

始まるわけでございまして、まず生育歴等を、子ども、保護者との面談等から聞き取りま

して、行動観察や発達検査、関係機関からの情報などを収集いたしまして、受理会議でそ

れらの情報を共有して、今後の見立てを行うところでございます。 

 そして個別の相談のほか遊びを通しての子育て学習会、あるいは子育て講座などといっ

たグループ相談を受け、後に学校等の見学や参観を開始するわけでございます。 

 そして事例会議、就園就学相談を重ねながら、関係機関や教育委員会内部との連携調整
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のもと、保護者の選択を支援しているところでございます。 

 その際、医療や心理面から総合的に検討された資料とか、教育・福祉面での豊富な経験

を持たれた専門的な方々からの情報提供や助言が必要不可欠であると考えておりまして、

支援委員会の構成メンバーといたしましては、医師、学校長及び教員、児童福祉施設の職

員、府立の養護学校の首席等、また教育委員会が適当と認めました元教員や相談員等を委

員として委嘱しているわけでございます。 

 特に医師ですけども、医師会より、子どもの発達や発達障害等がご専門の小児科専門医

をはじめといたしまして、耳鼻咽喉科、整形外科、眼科、内科の専門医５名を派遣いただ

き、高い専門性を持つ立場から就学支援に関する助言をいただいておるわけでございます。 

 就園就学後についても手紙や電話によるフォローや教育相談の継続実施などサポートを

しておるところでございます。 

 さまざまに申し上げましたが、この名称変更によって相談内容等を従前と変更するもの

ではございませんので、よろしくお願いいたします。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 今、吉岡所長からご説明ございましたように、従来の指導委員会から支援委員会に名称

変更になるけれども、内容については従来どおりで、従来から同じような取り組みをすで

にやっておるという報告がございました。 

 委員の先生方、何かございますか。 

 私のほうから一言だけお聞きしたいんですけども、支援委員会委員２０名となっていま

すけども、今２０名全員そろっているわけですか。 

【吉岡教育サポートセンター所長】 今は欠員なく２０名でございます。 

【寺前委員長】 そうですか、ありがとうございます。 

 前は欠員のときもございましたので、仮に欠員ができた場合はできるだけ早急に補充し

ていただくということで、お願いしたいと思います。 

 それでは、ご質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第８号につき、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって議案第８号「八尾市障害児適正就学指導委員会規則の一部改正の件」について、

原案を適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第９号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件」について審議い

たします。 

 提案理由を竹内課長よりご説明願います。 

【竹内青少年課長】 それでは、議案第９号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改

正の件」につきまして提案説明させていただきます。 

 八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件につきましては、教育委員会の権限に

属する事務の一部を教育長に委任する規則第１条第７号の規定により、次のとおり、委員

会の議決を求めるものでございます。 

 理由といたしましては、刑部地区放課後児童室の新築に伴い、児童室名、児童室数、開

設位置及び定員を変更する必要が生じたため、同規則の一部を改正いたすものでございま

す。 
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 八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正新旧対照表をご参照願います。 

 改正点につきましては、別表第１の刑部地区放課後児童室の児童室名、児童室数、開設

位置及び定員を刑部三丁目２９番地の１、刑部地区第１放課後児童室、定員５０名、刑部

三丁目２９番地の２、刑部地区第２放課後児童室、定員７０名の２児童室に改めるもので

す。 

 なお、附則におきまして、平成２０年４月１日からの施行といたしております。 

 以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。 

 何とぞよろしくご審議、ご承認賜りますようお願いいたします。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、何かご質疑ございませんで

しょうか。 

 これ第１、第２の放課後児童室ということで、刑部地区で開設されるわけですけれども、

従来の９０名から５０、７０ということで１２０名に人員増ということですけれども、既

に募集はなさっているわけですね。 

【竹内青少年課長】 ２０年度の期限内申請ということで、１月５日から２月２日まで、

申請の方は受け付けさせていただいておりまして、期限内申請で１０６名の申請がありま

して、期限後も随時申し込みされていますので、書類等のチェックが済み次第、決定して

いきたいと考えております。 

【篠原委員長職務代理者】 まだ私はっきり理解できていない面がありますのでお尋ねし

たいんですけどね、教室が二つになるんですが、新しく建設中のものが５０名なんですか。 

【竹内青少年課長】 現在、刑部地区につきましては、学校のほうから普通教室の移管を

受けまして、２教室９０名で事業を実施させていただいているんですけれど、小学校の児

童数がふえてきておりまして、普通教室に不足が生じていると。その中で、学校と担当課

の青少年課とで協議させていただいて、その２教室のうちの国・府の補助を受けて改修し

た教室が１教室ありまして、もう１教室は市の単費で改修を行った部分ですので、その部

分を１教室、学校のほうに返却して、普通教室に戻すという形で、基本的には１教室しか

残りませんので、今まで大体９０から１００ぐらいの入室児童数がありまして、児童室と

しては不足するので、府と協議の上、新たに新築で７０名定員の教室を現在建築中なんで

すけど、４月１日から活用して、１２０名で事業を実施させていただくということになっ

ております。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 今、ご説明ございましたけど。 

【篠原委員長職務代理者】 ちょっとまだわからないんですけど、新しいほうが５０です

か７０ですか。 

【竹内青少年課長】 ７０です。 

【篠原委員長職務代理者】 ７０。 

【竹内青少年課長】 はい。 

【篠原委員長職務代理者】 そしてその振り分けですね。前回の協議会で申し上げたよう

に、かなり離れています。これは学校のほうで、例えば学年別にするとか、いろいろな分

け方があるんですけども、その分け方についてお聞きしたい。 

【竹内青少年課長】 基本的には学校の教室、１教室残りますので、この部分につきまし
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ては、療育手帳とか身体障害者手帳等を所持されている、配慮を必要とする児童が、今、

放課後児童室で相当数増えてきていますので、刑部地区で今回入室決定した分で、配慮を

必要とする児童につきましては、移動が少ないような形で刑部小学校内の残っている児童

室５０名の定員のほうですね。それと新１年生についても、できるだけそちらのほうで対

応させていただくと。新しい今建設中の部分につきましては、２年、３年生を主に入室し

ていただくというような形で考えております。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 第１、第２の配分についてはご説明あったように、配慮を必要とする子どもとか、新１

年生の子どもには旧の小学校の中で配慮していきたいということですけども、できるだけ

保護者の希望等にも沿いながらやっていただきたいと思います。 

 他にございませんか。 

 他にご質疑がないようでございますので、採決に移らせていただきます。 

 議案第９号につき、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって議案第９号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件」について、原案

を適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第１０号「八尾市教育委員会所管職員名称規則の一部改正の件」について審

議いたします。 

 提案理由を斉藤次長よりご説明願います。 

【斉藤教育総務部次長】 ただいま議題となりました議案第１０号「八尾市教育委員会所

管職員名称規則の一部改正の件」につきましてご説明申し上げます。 

 本規則の改正につき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第

１条第７号の規定により、委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由の説明といたしましては、職員の経験年数等により一定の級まで一律に昇給い

たします、いわゆる「わたり」制度を是正するための八尾市職員給与条例等の一部改正案

が平成１９年１２月議会で可決されております。平成２０年度から級別給料表の適用範囲

を明確化することにあわせまして、事務職員の名称のうち「主事、主事補、事務員」を

「主事」に一本化、また技術職員の名称のうち「技師、技師補、技術員」を「技師」に一

本化するために、同規則の一部改正をご提案申し上げるものでございます。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご承認賜りますよ

うお願い申し上げます。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 議案第１０号の提案理由のご説明がございました。委員の先生方、何かご質疑ございま

せんでしょうか。 

 去年の１２月の議会で給与制度の関係について、議会が可決されておるということです

か。 

【斉藤教育総務部次長】 １２月に給料表等の改正、給与条例の改正がございまして、旧

で言いますと、俗に「わたり」といいまして、係長の給料表まで一般職がわたれるという、

わたりという言い方はあまりよくないかもしれませんが、そういう制度になっています。

ちょっと今、給料表で頭が旧の７等級が今は１等級と逆になりましたのでややこしくなっ
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ているんですが。ですから行政職の給料表で申しますと、３級まではいけますけども、主

査にならなければ４級にいけないというようなところに変わっています。 

 それにあわせまして、市長部局のほうも職員名称を、主事あるいは技師に一本化したと

いうことで、教育委員会規則も改正させていただいたというところでございます。 

【寺前委員長】 要するに、行財政改革の一環という受けとめ方でいいわけですね。それ

に伴って職名についても整理されたという理解ですね。 

 今、申し上げましたような形で、行革の一環という取り扱いで昨年１２月の議会で給与

条例が改正されたことに伴うことでございますので、この件につきまして、他にご質疑が

ないようですので、本件について全委員ご異議なしということでございますので、議案第

１０号の「八尾市教育委員会所管職員名称規則の一部改正の件」については、原案を適当

と認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 以上で議案については終了させていただきまして、続きまして報告事項に移らせていた

だきたいと思います。 

 まず最初の報告事項ですが、市立学校園における卒業式・卒園式について、柿並課長よ

りご報告をお願いします。 

【柿並指導課長】 それでは、平成１９年度市立学校園における卒業式・卒園式について

ご報告申し上げます。 

 去る３月１３日に中学校並びに八尾中学校夜間学級、１８日に小学校の卒業式が、１９

日には幼稚園の卒園式が挙行されました。 

 卒業・卒園者数でありますが、中学校が２，４３３名、夜間学級が５名、小学校が２，

６７０名、幼稚園につきましては９０９名でございました。 

 なお、八尾市立特別支援学校におきましては、本年度、小学部、中学部ともに卒業児童、

生徒がありませんでしたので、卒業式は行われませんでした。 

 各学校園におきましては、学習指導要領に基づき適正に実施され、厳粛かつ清新な雰囲

気の中で、新しい生活への動機づけが行われ、幼児、児童、生徒にとりまして、意義深い

式になったところであります。 

 各学校園長からも当日の感動的な場面などの報告も聞いており、卒業生並びに卒園児に

とりましては、新たな出発ができたところであります。 

 今後ともより一層学習指導要領に基づいた卒業式、卒園式となりますよう努めてまいり

たいと考えております。 

 最後になりましたが、教育委員長様をはじめ教育委員の皆様には、当日ご出席いただき

まことにありがとうございました。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、報告とさせていただきます。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 今、柿並課長のほうから市立学校園における卒業式、あるいは卒園式についてご報告が

あったわけでございます。 

 我々自身も手分けして参加させていただいたわけですが、委員の先生方、何かお気づき

の点がございましたら。 

【篠原委員長職務代理者】 今、柿並課長からも説明があったとおりだと思います。私も
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あえて校名を申し上げますと、南高安中学校、小学校は上之島と２回参列させていただき

ましたけれども、今年の卒業式も暖かかったことが私うれしかったんですが、最高によか

ったと思います。 

 いろいろと巷間今まで言われ続けてきた国歌につきましても、子どもは皆元気に大きな

声で斉唱していましたし、復古調と言われればしまいなんですけども、「仰げば尊し」も

聞きましたし、何か子ども、児童、生徒の中でも泣く子が結構いたり、それから最後のほ

うに担任のほうも泣き崩れるような、非常に感銘、感動を受けるようなシーンもございま

して、本当にいい卒業式だったと思います。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

【百瀨委員】 今、篠原委員からも卒業式のあり方等含めてお褒めの言葉があったわけで

すけど、私自身も非常に感動ある卒業式を見ましたし、また粛々と進む厳粛さ、子どもた

ち一人ひとりの中にある緊張感等含めて、非常に感動いたしました。 

 教育というのは、進路決定と卒業式というのはやっぱり教育の総和であるなと、いつも

そう感じた中で、このようにすばらしい卒業式を取り組むようにご指導になった委員会の

皆さん方に本当にお礼申したいと思っています。 

 それにつけ加えまして、特に一番心配しておりましたのは、八尾中の体育館の不審火の

件です。この不審火の中で卒業式が迎えられるかどうかということで、私たちも非常に危

惧していたんですが、今回施設管理課等含めてのご努力によって十分それをこなされ、子

どもたちに非常に思い出深い卒業式をされたこと、改めてお礼申しておきます。 

 以上です。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 山本委員、初めて参加していただいていかがなものですか。 

【山本委員】 ほかの学校の卒業式を初めて見させていただいて、八尾中学の夜間の部に

行かせていただいたんですが、私たちでは全然わからなかったことなんですけども、あん

なにたくさんの外国人の方々が年齢を問わずいらっしゃるということで、学ぶということ

をものすごく真摯に受けとめられていることが感動できましたし、とても意義があってよ

かったと思います。 

 永畑小学校につきましても、校長先生から教職員の皆様方も、とても温かい目で見られ

ているなというのが、子どもたちの一人ひとりの決意表明で見受けられて、とてもよかっ

たと思います。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 私も八尾小学校に参加させていただいたわけですけども、先ほど職務代理からもおっし

ゃいましたように、「蛍の光」とか「仰げば尊し」、この小学唱歌ですね、斉唱もござい

ましたし、大変感動したわけでございます。 

 一部来賓の中では、ちょっと時間長過ぎるのと違うかというご意見もあったようですけ

れども、これについてはまた今後適切な時間とはどの程度なのかということも検討してい

ただきたいと思います。来賓の方でお年寄りも多いわけで、私も含めてですけども。ちょ

っとそんなご意見もございました。 

 しかし、式典そのものは非常に私自身もよかったと思っておりますし、校長先生方、あ

るいは他の先生方も非常に緊張感を持って、また生徒もきびきびと緊張感をもってやって

いただいたと思っております。ありがとうございました。 
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 この件はそれでよろしゅうございますね。 

 次に、第２回八尾市少年サッカー大会について、倉本次長のほうからご報告をお願いし

ます。 

【倉本生涯学習部次長】 それでは、第２回八尾市少年サッカー大会についてご報告申し

上げます。 

 子どもたちの体力づくりとチームワーク力の向上を目指し、２月１６日に福万寺市民運

動広場で予選、２３日に高美小・中学校のグラウンドで準決勝、決勝というスケジュール

で、第２回八尾市少年サッカー大会を行いました。 

 本年度は市内の小学校２５校、６７０人（女子１０人を含む）が参加し、スポーツを通

して互いにあいさつを交わし、ルール、マナーを学び、保護者、児童、学校との連携を深

めることができました。 

 ちなみに優勝校は志紀小学校、準優勝は長池小学校、第３位は南高安小学校、第４位は

大正北小学校でございました。 

 以上で、第２回八尾市少年サッカー大会のご報告とさせていただきます。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 ただいまの報告に関しまして、委員の先生方、何かご意見等ございますか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは次に、平成２０年度青少年健全育成重点目標について、竹内課長より報告をお

願いいたします。 

【竹内青少年課長】 それでは、平成２０年度八尾市青少年健全育成重点目標についてご

報告を申し上げます。 

 お手元の資料の平成２０年度八尾市青少年健全育成重点目標をご参照ください。 

 平成２０年度八尾市青少年健全育成重点目標につきましては、平成２０年２月１３日に

開催いたしました八尾市青少年問題協議会で審議していただき、大きな柱が７項目掲げら

れています。 

 １点目は、安全で安心できる環境整備の推進、２点目は、家庭教育の充実、３点目は、

家族がふれあう「家庭の日」の推進、４点目は、教育コミュニティの形成とその推進、５

点目は、青少年ボランティアの育成、６点目は、青少年を非行から守る対策とその推進、

７点目は、社会環境の浄化となっておりまして、それぞれの項目につきまして重点目標を

３点から６点定めております。 

 平成１９年度の八尾市青少年健全育成重点目標との大きな変更点につきましては、５ペ

ージの７の社会環境の浄化の重点目標に、５点目として、「青少年の健全な成長を阻害す

るインターネット・携帯電話等の有害情報の視聴を防止するため、市民などへの啓発活動

を推進する。」を新たに加えております。近年、パソコンや携帯電話の普及により、有害

情報に容易に接触できる社会環境にあり、青少年の間でインターネットや携帯電話などの

情報機器を使った事件、犯罪がふえてきており、関係団体等と連携を図り、有害情報の視

聴の防止のための啓発活動を推進してまいります。 

 今回の八尾市青少年健全育成重点目標を受けまして、社会のルールが守れる元気で思い

やりと活力ある青少年の育成を目指して、青少年健全育成八尾市民会議の取り組み等に反

映し、今後の青少年の健全育成に努めていきたいと考えております。 

 なお、平成２０年６月１４日に開催の青少年健全育成八尾市民大会におきまして、大会
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宣言としまして、八尾市青少年健全育成重点目標を発表いたします。 

 簡単ではございますが、平成２０年度八尾市青少年健全育成重点目標についてのご報告

といたします。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 ただいまの報告に関しまして、委員の先生方、何かご意見等ございませんか。 

 この八尾市青少年問題協議会につきましては、社会教育団体というのですか、八尾市の

主だった団体が網羅されておりまして、子どもの安全・安心の面、あるいは青少年の健全

育成等についていろいろとご協力いただいているということに関しましては、教育委員会

としましては非常に感謝しなければならないと思っております。 

 本年度につきましては、先ほど竹内課長からもご説明ございましたように、インターネ

ットとか携帯電話等の有害情報の視聴を防止するための活動もしていただけるということ

で、大変ありがたいと思っております。 

 先ほど申しましたように、各方面で教育委員会としてはお世話になっておるわけでござ

いますので、我々自身も機会があればできるだけ参加もし、お礼を申し上げなければなら

んとも思っております。 

 特に何かご意見ないようでしたら、この件についてはそれでよろしゅうございますね。

ありがとうございました。 

 それでは、意見がないようでございますので、本日はこの辺で終わりたいと思います。 

 事務局のほうから何かございませんか。 

 委員さんのほうも、特に何かございませんか。 

 ないようでございますので、これで３月定例教育委員会を終了させていただきたいと思

います。 

 本日の署名委員に百瀨委員を指名したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

 

（署 名）百瀨委員 

 

 


