
 

－1－ 

５月定例教育委員会会議録 

 

【委員長】 それではただいまより５月の定例教育委員会を開催いたします。 

 まず初めに４月の定例教育委員会の会議録につきまして審議をしたいと思います。委員

の先生方、何かご質疑はございましたでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【委員長】 全委員ご異議なしと認めます。よって、４月の定例教育委員会会議録につき

ましては承認と決しました。 

 なお、４月会議録の署名委員につきましては、４月の定例会の際には森委員を指名いた

しましたが、森委員は昨日５月２１日付で退任されたところでございますので、かわって

百瀨委員を指名いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

５ 月  １ 日 (火 ) 

 

５ 月 1 5 日 ( 火 ) 

５ 月 1 8 日 ( 金 ) 

 

５ 月 2 1 日 ( 月 ) 

５ 月 2 2 日 ( 火 ) 

午後4時30分より、市長、市議会議員、行政委員会委員及び市幹部職

員との初顔合わせに出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時より、手をつなぐ子らの会「春のつどい」（西ブロック、

北ブロック）に出席。 

午前10時より、臨時教育委員会議に出席。 

午前９時より、八尾市教育委員会委員任命式に出席。 

 

【委員長】 次に、教育長報告を巽教育長職務代理者よりお願いをいたします。 

（教育長報告） 

４ 月 2 4 日 ( 火 ) 

 

４ 月 2 6 日 ( 木 ) 

４ 月 2 7 日 ( 金 ) 

午後6時より、八尾中央ロータリークラブによる鉛筆持ち方矯正器

具の寄附に対する市長感謝状贈呈式に出席。 

午後2時より、府都市教育長協議会 役員会・定例会に出席。 

午後4時30分より、管理職への市長訓示に出席。 

開 催 年 月 日  平成１９年５月２２日（火） 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

角田 委員長 

寺前 委員長職務代理者 

篠原 委員 

百瀨 委員 

出 席 職 員 

 

 

 

・巽教育長職務代理者・中原学校教育推進長・藤田部長・斉藤次

長・中山次長・浅野次長・川田次長・下司次長・倉本次長・松村

次長・松岡課長・橋本課長・藤井課長・柿並課長・吉岡所長・渡

邉課長・竹内課長・大谷館長・蒲生館長・田中館長・岸本課長 
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５ 月 １ 日 （ 火 ) 

 

 

 

 

５ 月 ２ 日 （ 水 ) 

 

５ 月 ７ 日 ( 月 ) 

５ 月 ８ 日 ( 火 ) 

５ 月 1 0 日 ( 木 ) 

 

５ 月 1 1 日 ( 金 ) 

５ 月 1 5 日 ( 火 ) 

 

５ 月 1 6 日 ( 水 ) 

５ 月 2 1 日 ( 月 ) 

午前8時45分より、市長初登庁に出席。 

午前10時より、臨時部長会に出席。 

午前10時30分より、管理職への市長訓示に出席。 

午後4時30分より、市長、市議会議員、行政委員会委員及び市幹部

職員との初顔合わせに出席。 

午後1時30分より、社会教育委員辞令式に出席。 

午後2時より、社会教育委員会議に出席。 

午前10時より、指導主事研修会に出席。 

午後3時より、八尾市教育研究会総会に出席。 

午前11時30分より、近畿都市教育長協議会役員会・定期総会に出

席。 

午前10時より、部長会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後3時より、八尾市人権教育研究会総会に出席。 

午後7時30分より、PTA協議会会長会議に出席 

午前10時より、臨時教育委員会議に出席。 

午後1時より、5月臨時会本会議に出席。 

午後4時30分より、臨時部長会に出席。 

 

【委員長】 それでは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

はございますでしょうか。 

【寺前職務代理者】 ５月７日に指導主事の研修会が開かれています。この研修につきま

しては、学校園の現場の先生方についてはかねがね十二分になさっていると思うわけです

けれども、この指導主事の研修会の対象者とか、あるいは内容ですね。そういったあたり

を教えていただきたいなとこのように思います。担当者で結構ですよ。 

【柿並指導課長】 指導主事研修会のことについてご説明いたします。 

 指導主事研修会につきましては、対象は八尾市に席のございます指導主事全員が対象に

なっております。年４回程度実施をさせていただいておりますが、これは八尾市の指導主

事会の方が中心となりまして、自主的に研修を行っている研修でございます。 

 第１回目の今回の研修につきましては、教育長、推進長、川田次長等のほうからお話、

新任の指導主事等も参加しておりますので、指導主事の心構え等について指示をいただい

たところでございます。 

 以上でございます。 

【委員長】 傍聴者の方もおいでになりますので、指導主事とは何ぞや、しかもどのぐら

いの人数の方がおいでになるのか、ちょっと言葉を添えてくださいますか。 

【柿並指導課長】 八尾市の指導主事は現在４０名おります。指導主事とは地方教育行政

法の１９条に定められております学校教育等に見識を有する者で、各学校に対しまして専

門的立場から指導助言を与えるそういう役割を担っております。 

 以上でございます。 

【寺前職務代理者】 指導課長のほうからご説明いただいたわけですが、年４回程度やら
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れているということで、対象は新たに指導主事になられた方も含めて全員が対象やという

ことで、４０名おるということですが、これ指導主事の皆さん方につきましても、それぞ

れ配属される職場によってはかなりと指導主事の職務内容も異なるとこのように思うわけ

ですけれども、そういったあたりはそれぞれの職場でも研修なさっているとこういうよう

に思うわけです。そういったあたり、いかがなものなんですかね。 

【柿並指導課長】 現在、指導主事は指導課、総務人事課、教育政策課、青少年課、生涯

学習スポーツ課、人権教育課、八尾市立教育サポートセンター、青少年会館等に配属をさ

れております。それぞれ異なった業務を行っておりますので、例えば指導課におきまして

は定期的に課内の研修会といいますか課内会議のようなものを持ちまして、それぞれの現

在の職務内容について情報交換、連絡等を行うようなことを通しまして、遺漏のないよう

な職務を行うように務めております。 

 以上でございます。 

【寺前職務代理者】 いずれにしましても、新たに指導主事に任用された方々、現場では

とりわけ優秀であった方であろうとこのように思うわけですけれども、また学校現場での

いわゆる先生としての立場とは違いまして、指導主事ということになりますれば、さらに

もう一歩踏み込んだ専門的な立場も必要ではなかろうかなとこのように思います。十分に

先輩の先生方、新任の指導主事の先生方、十分指導していただいて、持てる力を十分に発

揮されるよう、大いに期待しておるところでございます。結構です。 

【委員長】 今の件でよろしゅうございますか。 

 今、職務代理のお話にありましたように、指導主事は教育長からの特命を受けて、そし

て専門職の中の専門職として教育現場の指導等に当たるということが主な仕事であろうか

と思いますが、それだけに厳しい研修が必要であるということでございます。我々もこの

指導主事の研修会にともに参加をして、そして研究協議をした覚えがございますけれども、

やはりそういう取り組みは今後とも大事なことだと思いますので、担当課のほうでひとつ

念頭に置いておいていただきちたいというふうに思います。 

 我々教育委員も教育現場のほうにどんどん入っていっております。小学校、中学校、幼

稚園等の現場を回らせていただく中で、現場の実態をつぶさに勉強させていただく中で、

それを共有し、指導主事の皆さんとも研究協議をして、それを教育施策にどう反映させる

かということを命題に取り組みたいというふうに考えているところでございますので、研

修へのさらなるご努力をお願いをしたいというふうに思います。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 ほかにございませんか。 

【百瀨委員】 ５月１６日にＰＴＡ協議会の会長会議に出席したということがあるわけで

すけれど、本年度の事業計画の中をずっと読ませていただく中で、ＰＴＡ活動についての

事業計画が一つも取り上げられていないのではないかなと、文言がちょっと載っておりま

せんでしたので、改めまして協議会の活動、それから各学校で顕著にこういうＰＴＡ活動

をしていますよという点があるならば、ひとつ教えていただきたいなと思います。 

【委員長】 いかがでしょうか。 

 ＰＴＡのあり方、ＰＴＡの活性化ということが今大きく叫ばれておりますので、そのあ

たりを百瀨委員が指摘しておられるんだと思います。 
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【藤田部長】 ＰＴＡの総会、この日はそれぞれ各地区のブロックのＰ連の会長さん、そ

れに学校、校長、それから教頭各位が一緒に集まっていただいたわけでございます。基本

的に役員を決めるというようなことの会だったということでございますが、基本的にはＰ

ＴＡというのはいわゆる学校、家庭、それから地域、それを含めた相互の連絡を密にして

いく、そして学校を中心とした教育関係の推進を図ると、いわゆる危機管理教育環境の醸

成を図るというのが趣旨でございます。 

 そういうことで１年限りなんですけれど、ＰＴＡの交代というのは。ただその分、１年

間充実した学校教育、地域、それから家庭を含めた教育の推進を図っていただいていると、

こういうような内容でございます。 

【百瀨委員】 昨今、人間関係の希薄化というのがいじめ等、また虐待等の大きな問題に

なっていると、当然そういうことを考えますと、やっぱり学校とＰＴＡの関係ということ

もやはり希薄であってはならないなと。自分自身日ごろから常々考えていますが、やはり

学校を育てるのも、それから先生方教師を育てていくのも、教職員を育てていくのもやは

り地域であり、ＰＴＡ、保護者ではないかなと。そういう意味で、やはりここの関係とい

うのはやはり元気であるようにしていくにはどんなような取り組みをしていったらいいの

か等々いろいろ考えがあると思います。 

 その中で今日、例えばゴルフの１５歳の高１の方が優勝したと。石川遼君も言うてまし

た。地域の応援があり保護者の応援があったから自分は元気やねんと。クラブ活動一つ例

にとってみても、保護者の方がどんどん出ていって応援をしていく、その中で子どもたち

はどんどん元気になっていくでしょうし、そうやってかかわっていくと、ＰＴＡの元気と

いうことがやはり学校の元気さにつながっていくのではないかなと、そういう気がします

ので、このＰＴＡ活動がよりさらに学校関係と密になりながらどんどんどんどんと活性化

し元気になっていく方法ということでひとつ考えていただけたらなと。 

 特に自分たちもここにおりながら、今八尾市全体の中でＰＴＡ活動がどのように元気に

なるのか、どのように学校活動と関係しながら特色あるＰＴＡ活動をやってられるかとい

うことが全く見えませんので、ぜひそういうことを教えていただきながら、ＰＴＡ活動の

よき点、こういうこともどんどんどんどん情報を教育委員会のほうから発信していただけ

たらと、そういうことで、１つ提案させていただきました。よろしくお願いいたします。 

【委員長】 ほかにございませんか。 

 よろしゅうございますか。 

 ほかに質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 議案審議に入ります。 

 

５月の議案 

議案第１６号 

議案第１７号 

議案第１８号 

八尾市立幼稚園保育料等に関する条例施行規則の一部改正の件 

八尾市障害児適正就学指導委員会委員の委嘱または任命に関する件 

各種審議会委員の委嘱または任免に関する件 
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 それでは議案の審議ですが、まず最初に、議案第１６号「八尾市立幼稚園保育料等に関

する条例施行規則の一部改正の件」について審議をいたします。 

 提案理由を柿並課長よりお願いをいたします。 

【柿並課長】 それではただいま議題となりました議案第１６号「八尾市立幼稚園保育料

等に関する条例施行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

（昭和４２年八尾市教育委員会規則第１３号）第１条第７号の規定により、本委員会の議

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、平成１７年度より本格実施している八尾市立幼稚園預かり

保育事業について、平成１７年度並びに平成１８年度に実施いたしました夏期預かり保育

事業の成果を受けて、夏季休業期間においても実施するに当たり改正する必要があるので

ご提案申し上げる次第でございます。 

 恐れ入りますが、新旧対照表をごらんください。 

 第３条の２における別表のＢの項の次に、Ｃ、午前９時３０分から午後２時３０分、園

児１人日額８００円、次にＤ、午前９時３０分から午前１１時３０分、園児１人日額３０

０円を加えるものであります。 

 なお、実施日及び実施期間等詳細につきましては、別途要綱を整備いたしております。 

 また、公布の日を施行期日といたしております。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくお願いいたします。 

【委員長】 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、何かご質疑はご

ざいませんか。 

 私どもも幼稚園の預かり保育の現状を見せていただく機会もありましたし、暑い中で夏

季休業期間に実施していただいている様子も視察をさせていただいているところでござい

ますが、そういうことにかかわっての一部改正の件でございますが、いかがでしょうか。 

【篠原委員】 まことに初歩的な質問でございますが、これは八尾市立の幼稚園の預かり

保育ということですけれども、私立の幼稚園でやはり同じように預かり保育をやっておら

れるように私は思うんですけれども、そこらの八尾市立と私立の違いというようなことが

もしありましたら、教えてもらいたいと思います。 

【浅野次長】 預かり保育の実施の状況でございますけれども、私立幼稚園は現在八尾市

内に７園あるわけでございますが、我々の方では取りまとめておりませんが、大阪府の関

係で取りまとめたものがあるようでございます。直近の状況は把握しておりませんが、７

園のうち５園が実施をしているように聞いております。 

 以上でございます。 

【篠原委員】 今の私立の幼稚園が７園あって、そのうちの５園が預かり保育実施してい

るというご回答でありますね。やはりきょうの新旧対照表を見ますと、料金の改正とかそ

ういうことでやはり私立とこの八尾市立の料金体系ですね、これは同じだというふうに考

えてよろしいですか。 

【浅野次長】 預かり保育の状況については各園若干時間が違うようでございます。それ

で時間、あるいは内容に応じて、実費弁償的なとり方をするものやというように思います

が、ここらの詳細各園、私立幼稚園の状況までは実はつかんでいない状況でございます。 
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 ただ八尾市の市立幼稚園のする場合の府下における市内の各市の幼稚園の状況をつかみ

ながら、我々この料金範囲を設定しているというような内容でございますので、よろしく

ご理解をお願いいたします。 

【篠原委員】 やはり７園しかないと、そして市立のほうは非常に数的には多いんですけ

れども、いわゆる料金を改定するに当たって、その料金差というのはやっぱり保護者の一

番関心があると思いますし、それと同時にどういう保育を、どういう内容の預かり保育で

あるのか、内容がやっぱり見えてこないと。 

 私、２年間ほど、先ほど委員長からありましたように、実際見学させてもらっています

が、八尾市立の実態はわかるんですけど、私立の幼稚園の実態がまだつかめていませんの

で、もしかわかるようでしたら、その内容について相違点があるのかないのかということ

だけお話をいただきたいと。 

【委員長】 市民ニーズとしてバランスがどのようにとれているのかということも関心が

ありますよね。 

【浅野次長】 現在少し勉強不足の点もございますので、十分私自身ちょっと把握はして

おりませんが、今後私立幼稚園とも連携を深めながらいろいろな対応は当然必要だという

ように思っていますので、我々また私立幼稚園との連携を深めながら、こういう状況の把

握にも努めたい。 

 我々市立幼稚園につきましても、これ１７年から通常実施をしながら、夏季についても

今年から広げるわけでございますので、さらなるいろいろな実情を精査しながらよりよい

内容にしていきたいというふうに思いますので、今後私立の状況も把握しながら、対応、

精査していきたい、このように考えております。 

【篠原委員】 今のご回答でいいと思います。幼稚園に限らず、小中、このごろ私立の学

校の台頭というのは非常に著しいものがあるわけですね。どうしても市民の目から見ます

と、教育内容、あるいは保育内容についての関心が非常に高まってくると思うんです。で

すから管轄とかそういうところを抜きにして、やはり教育内容について、先ほど申し上げ

た相違点、あるいは内容そのものについて一遍よく調べて、またいずれの日か回答を願い

たいとこういうふうに思います。 

【委員長】 ほかにございませんか。 

【寺前職務代理者】 これ試行されて、２年間４園試行されたというふうに理解している

わけですけれども、その試行について非常に評価が高かったということもお聞きしたわけ

ですけれども、特にどういったあたりに高い評価があったのかお聞かせ願いたいなとこの

ように思いますけれども。 

【委員長】 アンケート調査、その他いろんな方法で保護者のニーズを把握しておられる

と思うんですが、そのあたりから。 

【柿並課長】 夏期の預かり保育につきましては、お休みが長期にわたりますので、子ど

もたちが接する機会が非常に少ないと。また安全安心とのかかわりもございますので、子

どもたちだけで外で遊ばすことができないというような状況もございます。 

 そういう中で子どもたちが久しぶりに会って楽しく遊ぶことができたというようなそう

いった喜びの声や、またこの夏期預かり保育は２学期の保育へのスムーズなつながりとい

うようなあたりも重視しております。そういったところでも２学期をスムーズに迎えるこ
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とができたというようなご意見がございました。 

 また時間的にも適当な時間であり、子どもたちが接する時間と親子がきずなを深める時

間と両方十分に持つことができたというようなあたりで評価をいただいております。 

 以上でございます。 

【寺前職務代理者】 幼稚園の園児というのは５歳までということもありまして、親との

ふれあいも大切であろうとこのように思います。この長時間の預かりということについて

もその辺の保護者等のかかわり等のバランスもひとつ十分考えていただいた結果であろう

と、こういうふうに思うわけですけれども、やはり経過を見る中で必要なことがあればや

はり見直しですか、こういったあたりも必要ではなかろうかなとこのように思いますので、

ひとつ今後の課題として受けとめていただきたいなとこのようにも思います。 

 以上です。 

【委員長】 ほかにはございませんか。 

 ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第１６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。 

【委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１６号「八尾市立幼稚園保育料等に関する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１７号「八尾市障害児適正就学指導委員会委員の委嘱または任命に関する

件」について審議をいたします。 

 提案理由を吉岡所長より説明願います。 

【吉岡所長】 それではただいま議題となりました議案第１７号「八尾市障害児適正就学

指導委員会委員の委嘱または任命に関する件」につきましてご説明させていただきます。 

 本件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（昭和４２年八尾

市教育委員会規則第１３号）第１条第１３号の規定により、委員会の議決をお願いするも

のでございます。 

 提案の理由でございますが、八尾市障害児適正就学指導委員会委員は八尾市教育委員会

規則第５号第５条により、平成１８年、１９年度の２年任期でございますが、１８年度に

委嘱任命いたしました委員のうち、次に上げる者に委員を継承でき得ない事由が発生いた

しましたので、新たに委嘱、委任いたすものでございます。 

 恐れ入りますが、添付しております委員名簿をごらんいただきますようお願いいたしま

す。 

 まず第２号委員の本市職員のうち、山下委員は高美中学校長で、前上田委員の校長会の

分掌の変更に伴い、新たに委嘱いたすものであります。 

 また奥田委員は、市立特別支援学校教諭で、前岡野委員の学校内の分掌の変更に伴い、

新たに委嘱いたすものであります。 

 次に第３号委員の、児童福祉施設に勤務する職員のうち中里委員は市立いちょう学園の

園長で、前委員の筆本委員の退職に伴い、新たに委嘱いたすものであります。 

 なお、任期は前任者の残任期間であり、平成２０年５月３１日まででございます。 

 甚だ簡単ではございますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
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【委員長】 提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、いかがでございますか。 

 委員の任命に関しては私は非常に適切に考慮されているというふうに思うわけですが、

過日の教育委員会協議会ででも発言をいたしましたように、名称改正に向けてのご準備を

していただきたいと思います。ご承知のように、この４月から障害児学校とか養護学校と

いう呼び名がなくなりまして、特別支援学校、特別支援学級というふうに名称が改まりま

した。一人一人の子どものニーズに応じた教育をいかに徹底して行うかということが大き

な課題になっているところでございます。 

 そういうことからしますと、１人の該当する子どもの就学先について考えますときに、

はたして就学指導、指導という言葉が適切なのかどうか、むしろ支援とか相談という言葉

のほうが、特別支援学校というふうに名称が変ったのを機会に考えるということがいいの

ではないかというふうに思います。 

 ご承知のように、八尾は府下でも就学指導委員会先導の地と申し上げてもいいのではな

いかと思います。歴代の皆さんが一生懸命障害のある子どもの就学先についてこの就学指

導は障害児教育の総和であるという理念でもって取り組んでこられました。そういう歴史

と伝統、重みを考えますときに、いつまでも就学指導という言葉にぶら下がっていていい

のかなというのが私の意見でございます。 

 たとえて申しますと、大阪府はもう就学指導委員会というふうな名称で、障害児とか適

正というような言葉はもう使われておりません、かなり前から。しかし就学指導という名

称が使われておりますので、このあたりは他府県の、また他市の様子等も十分勘案をいた

だいて、ご検討していただく必要があると思いますが。 

 しかし先ほど申しましたような事由から考えますと、今日的にはやはり特別支援教育の

流れを受けて検討する時期ではないかというふうに考えておりますので、検討課題として

受けとめていただけたらと思いますが。何かそのことについてコメントはございますか。 

【吉岡所長】 その通りさせていただきます。 

【委員長】 そんなこと言わずにもう少しお話しください。 

【吉岡所長】 今、委員長おっしゃっていただきましたとおり、府も市町村における就学

委員会の要綱等を見直す必要があるという流れで進んでおりますし、本当に子どもや保護

者に手厚い歴史と伝統のある八尾市の指導委員会でございます。特別支援教育の流れや就

園就学後の継続した相談・支援を盛り込んでいくのも本当に大事なことかと存じ上げてお

りますので、委員長にご指摘いただいたことを検討してまいりたいと思います。 

【委員長】 よろしくお願いをいたします。 

 ほかにございませんか。 

【篠原委員】 またもや初歩的な質問ばっかりで申しわけないんですが、この委員会です

ね、２２名おられるわけですな。その委員会全体２２名が集まって何らかの決定会を開い

て決定をなさるという機会はどのくらいあるのか。 

 それから前に勉強させていただいたのでは、非常に相談回数が多くて大変な業務である

というふうに理解しております。ですからそこらのところを全体会議を開いて、そして例

えば相談におみえになった方に対して、１回限りではなくて何回にもわたっていろいろな

相談を受けるというようなことはあろうと思いますので、そういう実働回数とか稼働回数

的なこと、これはもう数字ではなかなかあらわれにくいとは思いますが、ざくっとしたこ
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とでよろしいから、ちょっと教えていただけたらと思います。 

【吉岡所長】 この委員会の本会議でございますけれども、これは年に４回開催させてい

ただいております。１学期に１回。それとやはり進路決定しなくてはならない秋口を越え

た時期に３回やらせていただいて、４回本会議をやらせていただいております。 

 これに至るまでに相談部会という部会がございまして、本当に個別に緻密に相談を重ね

ていただくという部分でございまして、これにつきましては年１２回程度やらせていただ

いているというところでございます。 

【委員長】 もう少し詳しくいいますか。よろしいですか。 

【篠原委員】 結構です。 

【委員長】 それで結構です。 

 ようございますか、先生方。いいですか。 

 それでは質疑も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１７号につき、原案を適当と認めることにご異議はございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１７号「八尾市障害児適正就学指導委員会委員の委嘱または任命に関す

る件」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１８号「各種審議会委員の委嘱または任免に関する件」について審議をい

たします。 

 提案理由を倉本次長より願いをいたします。 

【倉本次長】 それではただいま議題となりました議案第１８号「各種審議会委員の委嘱

または任免に関する件」につきましてご説明申し上げます。 

 本件は、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１３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、各種審議会委員につきましては、それぞれの設置目的に沿

いまして条例、規則、あるいは要綱等の規定を定めまして、選任、委嘱等を行っていると

ころでございます。このたび委員の任期満了または各種団体や市議会等の役員改選、本市

職員の人事異動等によりまして、委員の変更がございます。それらに基づきまして新たに

委員の委嘱または任命を行う必要があるため、ご提案申し上げるものでございます。 

 資料をごらんください。 

 １につきましては、任期満了に伴う八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の選任委嘱で

ございます。また八尾市桂青少年会館運営委員会委員につきましては、期間内での任期の

開始時期を変更して、委員の選任委嘱または任命を行うものでございます。 

 ２でございますが、団体及び市議会選出委員等の役員改選や職員の人事異動により一部

委員の変更に伴うものでございます。八尾市社会教育委員、八尾市生涯学習センター学習

プラザ運営審議会委員、八尾市立青少年運動広場運営委員、八尾市図書館協議会委員、八

尾市立安中青少年会館運営委員会委員、八尾市立歴史民俗資料館運営委員会委員でござい

ます。 

 それでは各委員の選任委嘱等の内容につきまして、次ページからの委員候補者名簿に基

づき順次ご説明申し上げますが、この書類が組織機構の順になっております。前後いたし
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ますが、ご了承願います。 

 まず最初に、めくっていただきまして、任期満了に伴うスポーツ施設運営審議会委員に

ついてでございますが、市議会では永田善久、竹田孝史、益田愛幸、杉本春夫、田中久夫

氏の５名の方々が選出されております。 

 また戻っていただきまして、社会教育団体では角田禮子氏にかわり新たに女性団体連合

会から中浜多美江氏が派遣されておりますほかは、全委員を再任して委嘱するものでござ

います。 

 任期につきましては、平成１９年６月１日から平成２１年５月３１日まででございます。 

 次に、まためくっていただきまして、八尾市立青少年会館運営委員会委員につきまして

は、本年７月２２日をもって任期満了となりますが、委員会では団体委員構成の見直しや

会議開催時期等について検討され、各種審議会と同時期にある６月１日をもって委員会の

開始日とするとの合意が諮れたところでございまして、今般は前委員の選任委嘱または任

命をお願い申し上げるものでございます。 

 それではご説明申し上げます。青少年育成にかかわる団体の代表者といたしまして、水

谷民子、西川弥生、長谷川圭子、岡知彦氏の４名の方々でございます。 

 また地域の代表者では、八木實、澤田吉行、高井敬子、平川浩二氏の４名、また学校関

係者は、浦上弘明、尾上和次、宮本克己、前原裕次、堀睦美、木原友紀子氏の６名の方々

で、市職員に藤田和章氏の計１５名でございます。 

 任期につきましては、平成１９年６月１日から平成２１年５月３１日までとするもので

ございます。 

 次に、一部委員の変更に伴い委嘱または任命を必要とする委員についてご説明を申し上

げます。 

 まずは社会教育委員についてでございますが、新たに選任委嘱をお願いする委員は市議

会より選出の柏木順子氏でございます。 

 任期につきましては、本日から平成２０年５月３１日までの残任期間といたすものでご

ざいます。 

 次に、生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員についてでございますが、新たに選

任委嘱をお願いする委員は、市議会より選出の岡田広一、井上依彦、益田愛幸、谷沢千賀

子、大松桂右氏の５名の方々でございます。 

 また学校教育関係者としては、八尾市校長会から推薦の奥村忠昭氏でございます。 

 任期につきましては、本日から平成２０年９月３０日までの残任期間でございます。 

 次に、八尾市立青少年運動広場運営委員についてでございますが、地域各種団体では、

１２月来より１名が欠員になっており、また残る団体も３月末日で解散した事情がござい

まして、このたび地域各種団体から藤川益子、中川博江氏のお二人を新たに選任委嘱し、

また市職員では田中徳也氏を任命いたすものでございます。 

 任期につきましては、本日から平成２０年５月３１日までの残任期間でございます。 

 なお、行政職員との構成上のバランスを図るため、市職員である藤田和章氏には本日を

もって任を解くものでございます。 

 次に、図書館協議会委員でございますが、新たに選任委嘱をお願いする委員は、市議会

より選出の大野義信、重松恵美子氏でございます。 



 

－11－ 

 任期につきましては、本日から平成２０年５月３１日までの残任期間とするものでござ

います。 

 次に、八尾市立安中青少年会館運営委員会委員でございますが、昨年来より施設運営全

般について、委員構成の見直しを図り、新たに選任委嘱をお願いする委員は、藤林昭三、

伊藤栄子、吉岡洋子、丸山和己、浜口禮子、李富江、西川一男、鳴尾三智栄氏の８名の

方々でございまして、また市職員である岡村進氏は本日をもって任を解くものでございま

す。 

 なお、新委員の任期につきましては、本日から平成２０年５月３１日までの残任期間と

するものでございます。 

 最後に、歴史民俗資料館運営委員会委員についてでございますが、新たに選任委嘱をお

願いする委員といたしましては、市議会より選出の内藤耕一、三宅博氏でございます。 

 任期につきましては、本日から平成２０年５月３１日までの残任期間とするものでござ

います。 

 以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明といたします。よろしくご審議

を賜ります。 

【委員長】 非常に大勢の皆さんの各種審議会委員の委嘱に関する任免についての審議を

するわけでございますが、ほとんどが昨日の市議会での動きの中で該当者が決まっていっ

たということで、ここで改めてその方を云々をいうことではございません。 

 それと実は協議会等におきまして、それぞれの方々につきましては、既に十分協議をし、

検討させていただいているところでございます。プライバシーに関することもございます

し、個人情報に関することもございますし、公共の場とは申しながら、こういう場で細や

かなことについてはいささか問題があろうかということで、事前に協議をさせていただい

ておりますので、これだけの委員をえらい簡単に決めるんだなということにはなっており

ませんので、そのあたりは十分ご理解を賜りますようにお願いをしたいと思います。 

 提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、ございませんか、ご質問は。 

【寺前職務代理者】 今、委員長のほうからもあった個々具体の方について、どうこうと

いうことではなしに、総体的なこととしてちょっとお聞きしたいんですけれども。とりわ

けそれぞれの施設、これはいわゆる市民が利用される市の財産でございますので、利用者

のご意見ですね、こういったあたり、これそれぞれの委員さんについても各種団体の代表

ということで利用されておられる団体の代表者が出ておられるとこういうふうに思います

けれども、個人的に個々利用される方もよくございます。今見させていただいたら、館利

用者の代表ということで、桂の青館と安中の青館については、個人の利用者が入っておら

れるわけですけれども、そういったあたりは、ほかの施設についてやはり利用者のご意見

を酌み上げるといったあたりは何らかの方法を考えておられるのか、その辺お聞かせ願い

たいなとこのように思うんですけれども。 

【倉本次長】 これだけの審議会あるいは運営委員会の委員職、ご提案申し上げましたん

ですが、特段法律が変わりまして指定管理者等、その設置目的に従って、より民間の発想

を生かしながら、ご利用の方々の利便性、ニーズを図るために努めておるわけでございま

すが、日頃よりそういうご利用なさる方のアンケート等をとっておりまして、そういうふ

うなデータを含みまして委員会にご提示申し上げまして、より適切な本来の設置目的が生
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かせるようなことに努めておりまして、そういうふうなデータをこういう各種審議会委員

にご提示しながら、今後もより精度の高い運営会議のあり方に努めてまいりたいとこのよ

うに考えます。 

【寺前職務代理者】 今、次長のほうからご説明ございまして、指定管理者制度の導入と

いうことで、今まで直営で維持管理、運営をやっておったのが、指定管理者ですか、これ

を指定して運営していただいていると、館の目的に従ってやっていただいているというこ

と、よく私も承知いたしております。ただ、個々利用される方々のご意見についてはアン

ケート調査もやって酌み上げておるということでございます。よくいわゆるご意見箱とか

いうようなあたりを設置なさって、そういった個々の利用者の意見を酌み上げるようなこ

ともなさっておる、そういう館もございます。 

 そういったあたりも含めて、要は利用されておる方のご意見を酌み上げて、それを館の

運営、あるいは利用実施について生かしていただきたいなと、こういうふうに思って申し

上げている次第でございますので、そういったあたりはこれから意見を酌み上げる方法と

して考えていただければと、このように思います。 

【委員長】 大谷館長もおいででございますが、図書館あたり、そういうお取り組みなん

か具体にあったら、ご紹介していただけたらと思います。 

【大谷図書館長】 図書館の関係でございますが、図書館協議会というものがございます。

これは一応委員さんにつきましては１２名以内で構成するというようなことになってござ

います。 

 この図書館の協議会の中では館の運営についてご協議をいただいているというのが主な

内容でございます。その内容につきましては、図書館、これはあくまでも主体が市民の皆

さんにご利用いただくということでございますので、いかに市民の皆さんにサービス提供

ができるかというところにつきまして、常々ご協議をいただいているというところでござ

います。 

 この委員のお方ですが、学識経験者、また議会の関係者、社会教育関係、学校教育関係

者等と、そういうようなところから委員さんとして選出をしていただくというようなこと

で、一応取り組みを行っているということでございます。 

 したがってこの中に図書館とかかわりはございます家庭文庫の方、そういう方も含めま

して委員さんになっていただいているというのが現状でございます。 

 図書館の協議会につきましては、年３回開催いたしまして、図書館の運営のあり方、ま

た今後のあり方等につきまして、ご協議をいただくというところでございます。 

【寺前職務代理者】 僕だってそのあたりはよくわかっておりまして、それぞれの利用さ

れておる団体等の代表者が入っていただいたりしながら、ご意見を伺っておるということ

もよくわかっているんですけれども、先ほども言いましたように、それ以外に個人として

利用なさる方あたりのご意見を酌み上げる方向も、方法もやっていただきたいと、こうい

うことで申し上げた次第でございます。 

 以上です。 

【委員長】 ほかにございませんか。 

【篠原委員】 今図書館のほうの話題が出ましたので、一つお願い、要望をしておきたい

んですが、まず八尾の市立図書館、３館あることはよく存じています。その３館と、それ
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からいわゆる学校の図書館ですね。これは以前私ちょっと質問したことがあるんですけれ

ども、大体学校図書館の蔵書数が少ないように思います。そして八尾の市立図書館と学校

図書館との連携ですね。それをもっと深くとっていただくとか、何かいろいろな工夫をす

れば、これがたくさんあると思うんです。ですからそういうところを本協議会を通じてで

もよろしいし、館長が率先して何か学校図書館の充実ということ、それから連携というこ

とに向けて努力をしていただきたいとこういうふうに思います。 

【大谷図書館長】 今、委員のほうからご指摘いただきましたように、図書館とそして学

校との連携の充実を図るようにとこういうご指摘だろうかと思うんですが、確かに我々と

いたしましては子どもたちにいかに読書に親しんでいただくか、そして学校教育の中でど

うして生かしていただけるかというのが今後の課題であり、取り組みが必要になってこよ

うかと思います。 

 そういうことから現在は学校との連携を充実するという意味で、年度当初に小学校の図

書の担当の先生方と協議をいたしまして、１年間に借りていただく本を選書していただい

て、そして児童の数に見合う分だけ丸々１年間、学校に借りていただいているというのも

現状でございますし、図書館には専門職の司書がおります。司書が直接学校へ出向きまし

て、先生への本の選び方、また子どもたちに本の読み方、そういう楽しさを教えていくと

いうことを、今後さらに充実を図っていきたいとこのように思っております。よろしくお

願いいたします。 

【委員長】 推進長が公務のために退席をいたします。ご理解いただきたいと思います。 

 先生、何か。 

【篠原委員】 今、図書館長からのご返答いただいて、それはいいんですけれども、先ほ

ど各学校には司書教諭がいるというふうなお話でしたけれど、実態は本当にそうなんです

か。 

【大谷図書館長】 司書の派遣といいますと、学校のほうから依頼がございます。これに

つきましてはまだ全校とはいたしておりませんが、まだ数える程度で学校のほうから依頼

がございます。そんなことで図書館の司書が直接出向いてやっております。 

 学校は学校で独自にやってはおられるんですが、そういうことで充実していないところ

を図書館のほうで補充をしていると申しますか、そんな状況でございます。 

【篠原委員】 そうですか。 

 そうすると図書館から司書を各学校に必要に応じて派遣しているということですね。 

【大谷図書館長】 はい。 

【篠原委員】 先ほどのご返答の中で、学校には司書がもういると、司書教諭がいるとい

うようなちょっと聞き間違いでしょうか。そういうふうなことを聞きましたんで、今いろ

んな議会関係からでも学校に司書教諭を置きなさいというようなご要望も多いんですね。 

【中山次長】 各学校におきましては法で定められておりますので、１２学級以上ある学

校には司書教諭を配置しております。 

【篠原委員】 了解しました。 

【委員長】 先生、よろしいですか。いいですか。 

 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１８号につき、原案を適当と認めることにご異議はございませんか。 
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【全委員】 異議なし。 

【委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１８号「各種審議会委員の委嘱または任免に関する件」について、原案

可決を適当と認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 それでは続きまして報告事項に移らせていただきます。 

 本日は報告事項は予定されておりませんが、特にご報告なりご意見等がございましたら、

この機会にお受けをしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【百瀨委員】 突然になるんですが、最近ちょっと新聞を見た中で、耐震事業等々につい

ての新聞の記事がありましたので、八尾市の現状等を聞きたいなということで質問したい

と思います。委員長よろしいですか。 

【委員長】 どうぞ。 

【百瀨委員】 それでは少しデータ的なものも加えてご質問したいと思いますが、よろし

くお願いします。 

 八尾市の教育総務部の施設管理課のほうの事業計画の中にも第２四半期においては小中

の耐震事業等を含め、また補強事業等書かれておるわけですけれど、文科省の調べの中で

全国の公立の小中学校校舎、体育館においては３０．２％が耐震基準を満たしていないと、

そういうような報告が載っておりました。また大阪の府立高校では耐震化率というのは割

合では３８．０％、全国平均をかなり下回っておるとそういうことが新聞等に書かれてお

りましたので、もし突然ですのでデータをお持ちでなかったら、またいつでも結構ですの

でお答え願ったらいいと思いますが、八尾市の現状等につきましておわかりでしたらひと

つお答えいただけたらと思います。また教えていただきたいと思いますがいかがですか。 

【委員長】 よろしいですか。 

【橋本課長】 ただいまご質問いただきました、大変皆さんにご心配いただいております

耐震化の件でございますが、ご指摘のとおり八尾市におきましても、まだまだ大阪地域、

関西地域全体の話にはなろうかと思いますが、耐震化というのは非常に注目をされてきた

というのが阪神・淡路大震災以降ということになってございまして、東海・関東地方にお

きましては従前から耐震化に向けて施行並びに計画はなされておったと。 

 そういう意味でもおくれというのは確かにございまして、八尾市でも１８％弱というよ

うな耐震化率というのが新聞報道でも報道されているわけでございますが、ご存じのとお

り文部科学省の趣旨を尊重いたしまして、本市でも１５年度から１７年度におきまして、

学校施設並びに幼稚園園舎につきまして耐震化の優先度調査を実施してまいったわけでご

ざいますが、その結果を受けまして、平成１８年度から関係各課と協議の上、今後耐震２

次診断、実施設計、それと補強工事をいうふうに事業を進めてまいるということになって

おります。 

 ただ、耐震化率のアップというのは補強工事完了ということが前提になっておりますの

で、現在のところではまだ耐震化率は変っておりません。ただ今後、１８年度から関係各

課と協議をいたしました結果、文部科学省から指定されております学校施設、３階建て、

１，０００平方メートル以上の避難時、災害時の避難場所となるような校舎、特定建築物
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と言われておりますが、それと体育館を特に優先に考えまして、平成１８年度では小中学

校合わせまして１０校１５棟の２次診断を実施しております。そのうち体育館につきまし

ては、小学校３校３棟、それと中学校２校２棟、計５棟を実施しておりまして、１９年度

におきましては小学校で８校１６棟、中学校で３校９棟、合わせまして１１校２５棟の２

次診断を予定しております。 

 これに伴いまして、平成２０年度からは体育館を優先といたしまして補強工事の実施を

予定しております。平成２０年度以降は八尾市におきましても耐震化率のアップが求めら

れるということでございます。 

【百瀨委員】 突然の質問にいろいろ明細に答えていただいてありがとうございます。 

 ただ、避難所として八尾市は全小中学校が指定されているわけですか。 

【橋本課長】 そうです。 

【百瀨委員】 そのうち耐震のこれに当たらないというのですか、耐震の基準を満たして

いない学校というのはどのくらいか把握されておりますか。 

【橋本課長】 ２次診断いろいろやっておりますけれども、考え方の自分らの事業を実施

しておりますサイドと、一般で認識していただいておる認識の観点がちょっと違うような

ところもございますが、ただ耐震に対して耐震がなされていないというような考え方と、

自分たちが考えております昭和５６年に建築基準法の改正に伴いまして、それ以前の建物

が診断の対象になっておるというふうなこともございまして、ただ古いから弱いと、確か

にそれもありますけれども、なかなかそういうふうな一筋縄ではいかん部分が診断でござ

いまして、ただその対象になっております建物と申しますのが、八尾市内で全、今まで優

先度調査をやってまいりました棟数は、小学校、中学校、特別支援学校を含めまして２３

２棟を実施してまいりました。幼稚園につきましては１８園、２３棟を実施してまいった

わけでございます。今後この答申につきまして、関係各課と協議しながらやってまいって

おるわけでございますが、耐震化の重要性という観点から、再度各課協議に向けまして新

たに計画案を現在検討しているところでございます。 

【百瀨委員】 管理課長のほうから十分に報告いただいたわけですけれど、とりあえず今

後において避難所ということも市民のために大いにかかわる場所ですので、ひとつまた早

急に取り組んでいただきたいなと思います。 

 以上です。 

【委員長】 本当に命と安全の一番根幹になるところですので、委員のご質問の趣旨もよ

くわかります。 

 ほかにございませんか。 

【寺前職務代理者】 今、百瀨委員の質問に対する関連ということでご理解願いたいんで

すけれども、前も一度言うたことあると思うんですけれども、要は災害ですね。地震の場

合とかあるいは風、大雨、浸水ですね、災害によっていわゆる避難場所が違うてくるとこ

のように思うわけです。 

 ちょっと忘れたんですけれども、避難場所として指定された建物が、いわゆる大雨によ

る浸水については非常に弱点をもっていたというようなことも新聞記事として載っておっ

たことも記憶いたしております。ですので、できるだけその災害の中身によっては個々具

体的に、一つの学校であっても、この棟よりもこちらのほうが安全度が高いというふうに、
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きめ細かな対応が必要であろうとこのように思いますので、そういったあたりはやはり学

校の施設を預かっておられる管理職の先生方に十分内容を、その建物、学校園のそれぞれ

の建物、棟ごとの強弱の度合いというのですか、そういったあたりを周知していただいて、

適切な避難を心がけていただくようにご配慮願いたいなとこのように思います。 

 以上です。 

【委員長】 よろしくお願いをいたします。 

 ほかにございませんか。 

 それでは私のほうからちょっと提案をいたしますが、今、教育問題で市民の皆さんが物

すごく不安感、事と次第によっては恐怖感さえ抱いておられる事案といいますと、母親の

首を切って警察へ持っていったり、母親の手にスプレーを塗って植木鉢に差したりという、

ああいう猟奇的な事件でございます。「酒鬼薔薇事件」をほうふつとするような事件でご

ざいますけれども、教育関係者としてよく市民の皆さんや保護者から、先生何であんなこ

とになるんでしょうねという質問を受けることがあるんですが。 

 指導課ということではありませんが、サポートセンターということではありませんが、

そのあたり皆さんで今いろいろ答えはもちろん出ているものでもありませんし、コメンテ

ーターにしてもそれぞれ好き勝手なことを言うておりまして、じゃそれが当を得ておるか

というとそうでもない。しかし我々としてはある程度の理解というか見解を持つ必要があ

ると思いまして、不安を持ちながらお尋ねをしようとしているんですが、いかがでしょう

か。 

【川田次長】 委員長からのただいまのご指摘のように、過去にさかのぼりましても、田

原本の放火事件でありますとか、非常に凄惨な事件が発生しているということは、教育に

とっても大きな課題であるという認識を持っております。 

 教育委員会事務局でもその事件のとらえ方につきましては論議をしているところではご

ざいますが、先般起こりました会津若松の事件につきましてはまだ不確定な部分もござい

ます。識者の意見を聞きましても当然精神疾患等のこと、これは５月にも母親を伴って病

院に通っているというような情報も出ておりますので、教育現場としてはそういう経過を

踏まえながら、特に子育ての段階とか、それから小中学校の段階でどのようなことがあっ

たのかという、事件はもう取り戻せませんので、同じような事象を引き起こさないための

手だてが何かあるかということについて、論議をしているところでございます。 

 ただ、この間、裁判の経過の中でも、広汎性発達障害等が疑われるというような判例が

続いておりますが、今回の事情はそのようなことにつながるかどうかということは予断や

偏見につながらないようにしていくのも、教育現場としては非常に大事ではないかと考え

ているところでございます。 

 特に昨今課題になっております心の教育のあり方につきましては、特に３Ｔプラン等も

出しておりますけれども、どのように子どもの心を育てていくか、これはもう学校教育だ

けではできる範疇ではないと思っておりますので、当然家庭教育との連携も踏まえながら、

あるいはこういう危機場面に立ったときに速やかにやはり相談できるようなシステムを、

できるだけ壁を低くして提供していくということも大事なんではないかというような論議

をしていたところでございます。 

 まだまだ十分な対応策とか分析もできておりませんけれども、一つの事象をやはり重く
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とらえて検討していくということは、委員長ご指摘のように大事なことではないかと考え

ているところでございます。 

【委員長】 １０人寄れば１０人いろんな見解が飛び交う中で、ただ、不安とか焦りだけ

が教育者または保護者の中にかき乱れているというのが現状ではないかと思います。もう

ちょっと次元を下げて、私ご一緒に考えてみたいと思うんですが、つい先ほどの朝日新聞

その他大きい新聞が全部取り上げましたけれども、心の病が労災最多ということで、３０

代が突出して４割からの人が心の病にかかっているということが大きく報道されました。

朝日新聞はトップ記事として報道されました。 

 ご承知のように、自殺対策基本法ができ上がりまして、この自殺ということについては

かなり突っ込んだ啓発も進められているところですけれども、自殺者が８年連続３万人を

超えるという、世界でも類のないような我が国の状況であると。こういう大人社会の中に

子どもが住んでいるということを我々は直視せんといかんと思うんです。こういう大人社

会の中で子どもは同じように息をし、同じように物を考え、同じように願い、思い、そし

て苦しんでいる。そういう子どもたちの問題がどういうふうに響いてきているのかという

ことで、調査等を見ましても子どものうつが最近とりわけ多い。一時子どものうつが問題

になりましたときには、そんなものは統計的なものだということで一笑に付されたような

ことがありましたが、最近はもう一度改めて子どものうつを見直す必要があるのではない

かと。 

 例えば小学生では１２人から１３人に１人、１学級に３～４人ということになるんです

か、中学生では４～５人、１学級に１０人近くいるということになるんでしょうか。こう

いううつの子どもたちが呈している内容としては、不登校の問題とか、または中にはいじ

めの問題とか、その他その他、今子どもたちを賑わせている問題がベースにあって、外罰

的に出た場合には加害者的な、内罰的に出た場合には自殺だとか引きこもりだとかいうふ

うに出ていくわけでありまして、単なる精神論でこれらの問題を考えている間は、事の真

相に迫っていかないというふうに思うんですがね。 

 このあたりについての見解はどのようにお考えでしょうか。 

【川田次長】 子どものうつの問題につきましては、新聞報道等にございましたように、

各研究機関のほうで非常に深刻な問題であるというとらえをしているところでございます。 

 私どものサポートセンターのほうにもそのようなケースで来所する子どももございます。

ただ委員長ご指摘のように、社会の仕組みの中で、子どもが高い不安を抱いたり、あるい

は子育て不安を抱いている親がふえているというのは、これはもう直視していかなければ

いけない問題だと考えております。 

 学校現場のほうでもできるだけ取り組みを進めるようにということで、ある中学校のほ

うでスクールカウンセラーと連携をいたしまして、子どもたちにアンケート調査を行って、

そういう症状をできるだけ早くつかんで、養護教諭でありますとかスクールカウンセラー

が連携しながら、早期の問題解決を図るようにというような取り組みも始まっているよう

に聞いております。 

 また教育相談の中も、できるだけ子どもの心に届くようにという形での密な相談、ある

いは他機関との連携ということで、保健所とか子ども家庭センター、あるいは医療機関と

の連携をとったケースカンファレンスなども積極的に開いていく必要があるということで
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取り組みを進めているところでございます。 

【委員長】 こういううつによる自殺とかそういう痛ましい事件が起きた時点ではもう遅

いわけでして、社会のそういう動向が今申しましたようなうねりの中で、どうにも対応で

きなくなってきているという現実をどれだけの人が危機感を持って直視しているのかとい

うことを私は訴えたかったから、こういう問題を提起させていただいているんです。 

 実は大阪府の教育委員の研修会でも私はこれを発言いたしました。心の教育も大事だと、

精神論も大事だと、みんな仲よし、いじめをしない、みんなやめましょうね、よい子にな

りましょうねという精神論も大事だけれども、もっと奥底の心をえぐった子どもの深層心

理を理解する、いや、心理学だけではなくて医療的な面からアプローチしていくというよ

うなそういう取り組みを八尾市の場合ももっと真剣に考えていかなかったら、こういった

問題を持つ子どもたちを真に救うことができないのではないかと。単なるスクールケース

ワーカーとかスクールサイコロジストというようなレベルを超えて、メディカルな面でも

っとアプローチをしていかなかったらこういう子どもたちが救えない。救えない子どもた

ちがいろいろ凄惨な事件を起こしかねない。こういう現実をどう考えていったらいいのか。 

 八尾でも精神保健福祉協議会がありますけれども、そこでの研修会を見ましても、学校

関係者の参加は非常に少ないですね。時間的な問題もあるのかもわかりませんけれども、

超一流の講師を呼んで開きましても、参加者が非常に少ない。それはやはり関心がないの

か、関心があるんだけれども行けないのか、それともそういう実態がないから、そこまで

思いが至らないのか。このあたりは一度分析をされて、研修計画なんかもそういうメディ

カルな面からもアプローチするようなことも考えていかないと、ああ、あのときあんなこ

とを言うていたけれども、あのときに手を打っておいたらよかったなというようなことが

教育界であってはならない、私はそのように思っているところでございます。 

 ひとつそういうあたりをもう少しえぐった実態を調査していただき、事と次第には先ほ

ど申しておられましたように、保健所だとか、また精神保健福祉関係の専門家だとかも入

れて、子どもたちにも理解啓発を進めていく、そういうような積極的な取り組みを今しな

いと、こういう事件が起きている、これは対岸の火事ではないという危機感をお互いに持

っていただく意味で、きょう私は発言をさせていただいたような次第でございます。 

 ぜひそういう経過をまたこういう会で報告をしていただいて、八尾の子どもたちの心の

病の実態を明らかにしていただきたいというふうに私は願っております。 

 ほかにございませんか。 

 よろしゅうございますか。 

 なければ以上をもちまして５月の定例教育委員会を終了いたします。 

 本日の署名委員に篠原委員を指名したいと思います。どうぞよろしくお願いをいたしま

す。 

 長時間にわたりまして、ご苦労さまでございました。 
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（署 名）篠原委員 

 


