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５月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２３年５月２０日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

百瀨  委員長 

安藤 委員長職務代理者 

山本  委員 

木下 委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

植田教育次長・伊藤生涯学習部長・中山学校教育部長・小山こど

も未来部長・田辺教育委員会事務局理事教育政策課長事務取扱・

松井生涯学習部次長・竹内生涯学習部次長兼八尾図書館長・万代

学校教育部次長兼学務給食課長・西崎教育人事課長・杉島生涯学

習スポーツ課長・渞文化財課長・靍原指導課長・浅野教育サポー

トセンター所長・岩下人権教育課長・上野山青少年課長 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより５月定例教育委員会を開催いたします。 

なお、本日はこども未来部長に委任している事務に関する議事が予定されておりますの

で、こども未来部長及び青少年課長にもご出席いただいております。 

 

【百瀨委員長】 それでは、まず２月臨時教育委員会の会議録の承認について審議したい

と思います。 

 ３月定例会では非公開審議の部分を除いた会議録について審議いたしましたが、非公開

審議の部分について公開可能な時期がきましたので、当該部分も含めて再度審議したいと

思います。 

 委員の皆様方、この件に関しましてご質疑ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、２月臨時会会議録について承認と

決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、４月定例教育委員会会議録の承認について審議いたします。 

 委員の皆様方、この件についてご質疑ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、４月定例会会議録について承認と
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決しました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、次に委員長報告をいたします。 

（委員長報告） 

５ 月 ２ 日 （ 月 ） 

 

５ 月 1 3日 （ 金 ） 

５ 月 1 7日 （ 火 ） 

午後４時45分から、市議会議員及び行政委員会委員並びに市執行部と

の初顔合わせに出席。 

午後１時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時から、府都市教育委員会連絡協議会役員会に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

(教育長報告) 

４ 月 2 7日 （ 水 ） 

 

４ 月 2 8日 （ 木 ） 

５ 月 ２ 日 （ 月 ） 

 

５ 月 ６ 日 （ 金 ） 

 

 

５ 月 1 1日 （ 水 ） 

 

５ 月 1 2日 （ 木 ） 

５ 月 1 3日 （ 金 ） 

 

５ 月 1 6日 （ 月 ） 

５ 月 1 7日 （ 火 ） 

５ 月 1 8日 （ 水 ） 

 

午前11時30分から、近畿都市教育長協議会役員会及び定期総会第１日

目に出席。 

午前９時から、近畿都市教育長協議会定例総会第２日目に出席。 

午後４時45分から、市議会議員及び行政委員会委員並びに市執行部と

の初顔合わせに出席。 

午前８時から、非常召集訓練に出席。 

午前９時から、部長会及び東日本大震災災害等に係る八尾市対策本会

議に出席。 

午後１時から、東日本大震災災害等に係る八尾市対策本部会議に出席。 

午後２時30分から、春の全国交通安全運動普及啓発キャンペーンに出席。 

午前10時から、行政改革推進本部会議に出席。 

午前９時から、庁議に出席。 

午後１時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時40分から、ＣＡＰ子どもワークショップ事業に出席。 

午後１時から、庁議に出席。 

午前９時30分から、教育政策会議に出席。 

午後１時から、市議会５月臨時会本会議に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様から、この間の活動状況について何かありまし

たら、ご報告をお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 ５月１６日（月）の１０時４５分から、高美南小学校の３年

生、２クラスで実施されたＣＡＰ子どもワークショップを視察しました。子どもたちは積

極的に取り組んでおり、その真剣な姿が印象に残っております。また、先生方も連携が取

れており、これからも続けていただきたいと思いました。 

 

【山本委員】 高美小学校と高美南小学校のＣＡＰ子どもワークショップを視察しました

が、高美南小学校については安藤委員がおっしゃったとおりでした。高美小学校は、高美

南小学校よりも人数が多く、３６名程度のクラスが２クラスありました。どちらのクラス
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も子どもたちは元気がよく、特に女子がとても元気よく質問に答えていたと思います。ま

た、自分たちが参加する劇があり、ポイントを押さえて積極的に劇の役になりきろうとし

ていました。先生方の顔を見て、話に耳を傾けていたところが印象的で、よかったと思い

ました。 

次に、成法中学校にて１年生の英語と美術の授業を見学させていただきました。 

英語は１クラスが２つに分かれ、生徒数も半数なので子ども達一人ひとりの様子がよく

視ることができたように思います。 

その中に全盲の男子生徒が補助の先生と一緒に授業を受けていましたが、彼は発音も良

く点字ノートにスペルを正確にすらすらと書いていました。 

介助の先生はじめ学校の先生方、生徒のみなさんの協力、そして彼のやる気がとても良

い空気を醸し出していたと思いました。経験豊富な先生と若い先生が共に発音重視で丁寧

ですがリズミカルな授業をなさっていたと思いました。 

美術の授業は急に見学させていただくことになった為、私にもわかりやすいように授業

内容を変えられたので若い先生方がしっかりとしたスタンスを持たれているのは頼もしい

です。 

 

【木下委員】 私も５月１６日にＣＡＰ子どもワークショップを視察するために高美南小

学校に行きました。 

 子どもたちはロールプレイに積極的に参加し、困った場面で自分たちがどうしたらいい

かを学べて、非常によかったと思います。 

 ＣＡＰは大阪府教育委員会でも実施しており、これから教員になっていく学生たちに体

験してもらい、そこでものを考えてもらうために、大学生を対象にＣＡＰワークショップ

を５年間続けて行っていただいています。 

ＣＡＰワークショップが終わった後には、子どもたちが疑問に思ったことを何でも聞く

時間がありますが、ワークショップをすることによって子どもの中に埋もれている問題が

出てくることがあります。ＣＡＰワークショップを行うことがまず第一歩であり、身の安

全を守っていく、あるいは自尊心を育てていくために、ワークショップを実施していくこ

とは大事なことと思っています。 

それと同時に、事後指導をどのように考えていくかについては、それぞれの学校の課題

になると思いました。先生方の目や耳に届かない話も出てくるようですので、そのことは、

事後指導の上で考えていく必要があるという感想を持ちました。 

 

【百瀨委員長】 木下委員からの指摘については、今後とも考慮していただきたいと思い

ます。 

 私から報告しました中で、府都市教育委員会連絡協議会の役員会に出席しましたが、今

回、本協議会の副会長に就くことになりました。今後、事務局には色々とお世話になるこ

ともあると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、今後３年の間に、輪番制で会長職が八尾市に回ってくると思いますので、その心

づもりをしていただきたいと思います。 

 それでは、他にご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 
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｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 

５月の議案 

議案第２３号 

議案第２４号 

 

議案第２５号 

各種審議会等委員の委嘱または任命の件 

八尾市立青少年センター条例の一部を改正する条例の執行期日を定

める規則制定の件 

八尾市就学支援委員会委員の委嘱または任命の件 

 

【百瀨委員長】 議案第２３号「各種審議会等委員の委嘱または任命の件」について審議

いたします。提案理由を田辺理事より説明願います。 

 

【田辺理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第２３号「各種審議会等委員の

委嘱または任命の件」について、ご説明いたします。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１４号の規定により、委員会

の議決を求めるものです。 

 提案の理由ですが、各種審議会等の委員につきましては、それぞれの設置目的に沿って

条例、規則あるいは要綱等の規定を定めて委嘱等を行っているところです。 

 この度、委員の任期満了あるいは各種団体や市議会等の役員改選等により委員の変更が

あり、それに伴っ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いたすもの

でございます。 

 始めに、任期満了に伴い委嘱または任命する必要があるものとして、八尾市立スポーツ

施設運営審議会委員の委嘱でございます。 

 次に、各種団体等から選出の委員の変更並びに本市職員の人事異動等により委嘱または

任命の必要があるものとして、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、八尾市図書館協議会委員、八尾市立歴史民俗資料館運営委員会委員の委

嘱または任命でございます。 

 それでは、各委員の委嘱等の内容につきまして、委員候補者名簿に基づき順次ご説明い

たします。 

 まず、任期満了に伴う委員の委嘱等の内容についてご説明いたします。 

 八尾市立スポーツ施設運営審議会委員について、新規委嘱１名と市議会議員３名を除く

１１名の委員を再任委嘱するものです。また、新たに委嘱をお願いいたす委員としまして

は、市議会議員選出の永田善久氏にかわり岡田広一氏、益田愛幸氏にかわり大星なるみ氏、

田中久夫氏にかわり露原行隆氏、八尾市体育指導委員協議会の小川幹之氏にかわり西谷嘉

津枝氏です。任期につきましては、平成２３年６月１日から平成２５年５月３１日までで

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要する委員について、委員候補者名簿に

基づき順次ご説明いたします。 

 始めに八尾市社会教育委員ですが、新たに委嘱をお願いする委員は、市議会より選出さ
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れる委員２名の方々です。新たに委嘱をお願いする委員としまして、市議会選出の谷沢千

賀子氏にかわり田中裕子氏、平田正司氏にかわり吉村和三治氏です。任期につきましては、

平成２３年５月２０日から平成２４年５月３１日までの残任期間でございます。 

 次に、八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員ですが、新たに委嘱をお願い

する委員は市議会より選出される委員３名の方々でございます。 

 新たに委嘱をお願いする委員としまして、市議会選出の益田愛幸氏にかわり前田洋輔氏、

井上依彦氏にかわり大星なるみ氏、平田正司氏にかわり村松広昭氏です。任期につきまし

ては、平成２３年５月２０日から平成２４年９月３０日までの残任期間でございます。 

 次に、八尾市図書館協議会委員ですが、新たに委嘱をお願いする委員は市議会より選出

される委員１名です。新たにお願いする委員としまして、市議会選出の西田尚美氏にかわ

り岡田広一氏です。任期につきましては、平成２３年５月２０日から平成２４年５月３１

日までの残任期間でございます。 

 次に、八尾市立歴史民俗資料館運営委員会委員ですが、新たに委嘱をお願いする委員は市

議会より選出される委員２名の方々、市職員１名と、その他教育委員会が必要と認める１名

です。新たに委嘱をお願いする委員としまして、市議会選出の竹田孝吏氏にかわり西田尚美

氏、内藤耕一氏にかわり大道彰氏、本市職員の植田武彦にかわり伊藤均、その他教育委員会

が必要と認める者のうち宮下禎之氏にかわり高橋敏道氏です。任期につきましては、平成２

３年５月２０日から平成２４年５月３１日までの残任期間でございます。 

 以上、誠に簡単でございますが、提案理由の説明といたします。よろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、各種審議会委員の委嘱に関

しましては、協議会で十分に協議させていただきました。改めて、委員の皆様方から何か

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 各委員に年齢制限はあるのでしょうか。 

 

【田辺理事】 各審議会等においては特に年齢制限は設けておりませんが、本市の審議会

等の設置等に関する要綱において、審議会等の委員の在任期間を基本的に１０年以内とす

ること、また、同一人を委員として選任できる審議会の数は４つ以内とすることが定めら

れております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 各審議会等は、長く続いていくものですので、短期で変わる

ことなく、長期的に繋がるように議論を進めてほしいと思います。 

もう１点お聞きしますが、それぞれの会議は年にどのぐらい開催されていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 生涯学習スポーツ課所管の審議会等につきましては、社

会教育委員会議は年４回、スポーツ施設運営審議会及び生涯学習センター学習プラザ運営

審議会は年１回もしくは２回開催しております。 
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【百瀨委員長】 施設の利用者の声はどのように反映されているのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 各審議会等の委員は、市民委員をはじめ各種団体関係者

及び市議会議員の皆様方で構成されており、それぞれの団体や立場でご発言いただくとと

もに、施設運営や事業内容等について、市民として感じておられることについてもご発言

いただいております。その意味で、市民の皆様のご意見も踏まえた中でご議論いただいて

いると考えております。 

また、スポーツ施設及び生涯学習センターについては指定管理者制度を導入しています

が、審議会には指定管理者の職員も出席しておりますので、市民の声は各施設管理者にも

届いていると考えております。 

 

【百瀨委員長】 各施設で指定管理者制度を取り入れておりますが、指定管理者も十分に

市民の声やニーズを取り上げて運営されていると理解したいと思います。 

 

【木下委員】 各委員の中で、各種団体から選ばれている委員は団体で決められていると

思いますが、市民代表の委員はどのように選ばれるのですか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 生涯学習スポーツ課所管分に関しましては、学校現場に

携わっておられた方や行政職員として携わっておられた方、並びに施設の利用者という立

場で委員に入っていただいております。 

 

【百瀨委員長】 図書館については学校との連携を充実させていくことが必要と考えてお

りますが、学校との連携については現在どのようなことを行っていますか。また、今後ど

のようにしていくのかについて教えていただきたいと思います。 

 

【竹内生涯学習部次長】 学校との連携については、まず市内の小学校、中学校、幼稚園

などに対する学校貸出制度があります。生徒数にもよりますが、１校当たり年に５００冊

の貸出しを行っております。 

 二つめに、学校だけでなく市民団体も対象になりますが、団体貸出制度があり、１カ月

以内を期間として１００冊以内の貸出しをしており、小学校、中学校、幼稚園などでも利

用されております。 

 三つめに、学校園からの依頼による出張お話会、幼稚園預かり保育推進委員会の研修会、

市立病院の院内学級に司書を派遣しております。 

 四つめに、学校から施設見学の依頼があれば、図書館の担当者が館内を案内いたしてお

ります。 

 五つめに、時期や人数に制限がありますが、中学生の職業体験として３つの図書館にお

いて業務体験をしていただいています。 

 

【百瀨委員長】 協議会でも学校との連携の充実に努めていただきたいと思います。また、

事務局も利用者の利便性を向上させるような運営ができるように進めていただきたいと思
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います。 

 それでは、他にご意見がございませんので、採決に移らせていただきます。 

 議案第２３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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第２３号「各種審議会等の委

員の委嘱または任命の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第２４号「八尾市青少年センター条例の一部を改正する条例

の施行期日を定める規則制定の件」について審議いたします。提案理由を杉島課長より説

明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２４号「八

尾市立青少年センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則制定の件」につ

いて、ご説明いたします。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第３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。 

 提案の理由としましては、本年３月に八尾市立青少年センター条例の一部改正を行った

ところでありますが、その際、条例の附則において、この条例は教育委員会規則で定める

日から施行することとしておりましたので、本案を提出するものです。 

 内容としましては、八尾市立青少年センター条例の一部を改正する条例の施行期日を平

成２３年７月１日とするものです。 

以上、誠に簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお

願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方からこの件に

ついてご質疑ございませんでしょうか。 

 今回は一時的な移転とのことですが、学習室に対する市民ニーズは非常に高いと考えて

おります。この点について、今回の臨時移転でどのように配慮されているのでしょうか。 

 

【上野山青少年課長】 学習室は、中小企業サポートセンター３階の多目的室に一時移転

する予定です。面積は、現在は６０.５ｍ 2ですが、多目的室は７３ｍ 2ですので、若干広

くなります。また、広報については市政だより、八尾市ホームページ、また施設前の貼紙

等でしっかりと周知していきたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 この件に関する市民の広報等は、十分に対応をお願いしたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 開館時間に変更はないのでしょうか。 
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【上野山青少年課長】 開館時間の変更はございません。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質疑等がございませんので、採決に移らせていただき

ます。 

 議案第２４号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第２４号「八尾市立青少年セ

ンター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則制定の件」について、原案を適

当と認めることに決しました。 

 市民への配慮、広報活動等を十分にしていただくよう、重ねてお願いしておきます。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第２５号「八尾市就学支援委員会委員の委嘱または任命の

件」について審議いたします。提案理由を浅野所長より説明願います。 

 

【浅野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２５号

「八尾市就学支援委員会委員の委嘱または任命の件」についてご説明いたします。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１４号の規定により、委員会

の議決を求めるものです。 

 提案の理由ですが、第２号委員の本市教育職員のうち八尾市校長会から選出の委員及び

第４号委員の大阪府立支援学校に勤務する職員、第５号委員の関係行政機関の職員の変更

に伴い、委員を委嘱する必要があるため、本案を提出するものです。 

 新たな委員候補者についてご説明いたします。別紙「八尾市就学支援委員会委員候補者

名簿（案）」をご覧ください。 

 今回ご提案する委員候補者は、木下嗣吉氏と荒木智恵子氏、高岸智之でございます。木

下氏は、宮本氏にかわり八尾市校長会より選出いただいております。また荒木氏は、糸永

氏にかわり大阪府立八尾支援学校より選出いただいております。高岸は、学校教育部指導

課における担当者の変更によるものです。なお、任期につきましては、平成２３年５月２

０日より平成２４年５月３１日までの残任期間でございます。 

 以上、はなはだ簡単な説明ですが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方からご質疑ござ

いますか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 第１号委員の医師会の先生方の担当について確認しておきた

いと思います。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 １号委員の医師については、障がいの内容に応じて

それぞれの専門医師に対応をお願いしております。 
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 まず、稲垣委員には、耳鼻咽喉科の医師として、特に聴覚障がいに関する担当をしてい

ただいております。仲野委員は小児科の医師ですが、発達障がい等の分野の専門医師です。

石橋委員には整形外科の医師として、肢体不自由の子どもたちに関する担当をしていただ

いております。宮澤委員は、眼科の医師でございます。 

 

【山本委員】 ６号委員として元市立学校の教員と元市立幼稚園の教員が入っていますが、

この委員は特別支援の経験が豊富ということで選ばれているのでしょうか。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 すべての委員が特別支援学校等を経験しているわけ

ではありませんが、寺垣委員、上原委員、東委員は特別支援学校を担当していた教員です。

茅野委員は元小学校長であり、川幡委員も幼稚園長を務めていた教員です。６号委員の

方々と２号委員のうち奥田委員は相談部会という専門部会に属しており、就学相談に来ら

れた保護者の相談を受けていただく委員になります。併せて、教育サポートセンターの心

理士や相談員が子どもの対応をしながら、就園・就学について相談を進めていく体制でご

ざいます。 

 

【木下委員】 就学支援委員会と専門部会を組織して相談活動を行っているとのことで、

手厚い措置をとられていると考えています。 

 ただ、子どもがどこへ就学するのが一番いいかということは、障がいの多面性等の新し

い問題も起こってきていますので、難しい問題が多様にあると思います。この委員会で十

分に支援していただきたいと思います。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 従来から、八尾市における就園・就学相談について

は、先進的に取り組んでいるものと自負しております。子どもたちがどのような進学先を

選ぶのが一番いいかを十分審議し、子どもたちの就園・就学先を決定していきたいと考え

ております。 

 

【百瀨委員長】 この委員会は２０名で構成されており、手厚い人数になりますが、もう

少し整理できるのでしょうか。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 委員の構成については、非常に多くの方に携わって

いただいていると思っております。 

 ただ、１号委員は医療面での専門的な知識を持つ委員であり、２号委員の本市教育職員

は、進学した際に支援学級を利用する場合もあり、また通常学級での生活もありますので、

子どもたちの受け入れ先を判断していただくことが必要と思っております。 

 また、子どもたちが就学前に利用しているいちょう学園、八尾しょうとく園等での現状

についても十分把握する必要がございます。専門的な知識をお持ちの大阪府立支援学校等

のご意見もいただく必要があり、多くの方に関わっていただきながら丁寧に就園・就学の

相談を進めていきたいと考えております。 
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【百瀨委員長】 支援委員会は、年間どれぐらい開催されていますか。専門部会との連携

等を含めて、内容も聞かせていただきたいと思います。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 委員全員が揃う会議は、６月、１２月、１月、３月

の年４回行っております。会議においては、協議が必要なケースについて、全員で協議し

ていただいております。 

 また、相談部会については、基本的には毎月１回程度で、年間１２～１３回程度開催し

ております。また、委員は、３～６回程度、保護者の相談を受けております。 

 

【百瀨委員長】 特別支援学校については、センター校的な立場として八尾市の学校全体

にも関わりながら進めていただきたいと思います。 

 

【中原教育長】 就学支援委員会は障がいのある子どもたちが学校や幼稚園に入る際、で

きるだけスムーズに幼稚園生活、学校生活を送れるように就園・就学を支援していくとい

う目的で、全体会議での協議や、相談部会が個別に障がいのある子どもに対応するという

２つの役割があります。 

発達障がいに関しての相談は最近増えていますか。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 入学・入園された後の発達障がいに関するご相談を

受ける場合は、通常の教育相談として受けておりますので、６号委員が直接関わることは

なく、教育サポートセンターの相談員や心理士で対応しております。 

 件数については、平成１９年の特別支援教育のスタート以後、非常に多くなっており、

発達障がいについては特に相談件数が増えている状況です。 

 

【百瀨委員長】 各号の委員で単独的な活動はされていないのでしょうか。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 委員の活動としては、１号委員は障がいの部位や程

度に応じて診察をしていただいております。 

 また、大阪府立の支援学校が進学先の選択肢として上がってきた場合、実際に学校の見

学会等を実施していただいており、４号委員はその際にお世話になっております。 

 

【百瀨委員長】 ６号委員と２号委員との関係の中で、６号委員には学校関係者が多く入

っています。この人数が必要なのかどうかについて、相談部会等での業務も含めて、もう

少し担当業務の内容を聞かせていただきたいと思います。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 昨年の相談件数は１６１件でした。この１６１件に

ついては、２号委員の奥田委員と６号委員の６名の合計７名で振り分けながら担当してお

りましたので、１人２０件程度を受け持っていただいている状況です。６号委員はこれで

足りているという状況ではないと思っております。 
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【安藤委員長職務代理者】 １号委員の各専門分野についてお話いただきましたが、知的

な障がいについてはどのように対応されているのかをお聞きしたいと思います。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 １号委員の中では、知的な障がいについては仲野委

員に専門医として対応いただいております。 

なお、就園・就学後のケアにつきましては、当然、就園・就学先が決まれば終わりとい

うことではありませんので、その後、引き続き教育相談を希望される方については、教育

サポートセンターの教育相談で対応しております。 

また、５月の連休明け、夏休み明け、そして年末と、年３回郵送でその後の様子を聞か

せていただいており、就園・就学先で問題なく過ごされているのか、それとも何か課題が

あり、相談をご希望なのかを確認しながら、引き続き相談を続けております。 

  

【百瀨委員長】 他に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２５号につき原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第２５号「八尾市就学支援委

員会の委嘱または任命の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 続きまして、報告事項に入らせていただきます。 

 本日、報告事項は予定されていませんが、委員の皆様方や事務局で何か発言等はござい

ませんか。 

 

【竹内生涯学習部次長】 この度の東日本大震災被災地への八尾市立図書館からの職員派

遣についてご報告いたします。 

 この度、日本図書館協会より本市図書館宛に東日本大震災被災地の図書館活動の支援及

び住民の読書支援のため、支援員を派遣してほしい旨の依頼がございまして、市立図書館

の司書１名を被災地に派遣した次第です。 

 派遣職員は、山本図書館の司書で、派遣先は宮城県気仙沼市、派遣日程は５月１９日か

ら２２日までです。 

 以上、日本図書館協会を通じてではありますが、本市教育委員会としては被災地に対す

る初めての人的支援となりますので、ご報告させていただきます。 

 

【百瀨委員長】 このような支援は大事ですが、他にこのような計画はあるのでしょうか。 

 

【田辺理事】 現時点で委員会としての計画はございませんが、大阪府を通じて、比較的

長期の派遣依頼もありましたので、状況を見ながら検討していきたいと考えております。 
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【松井生涯学習部次長】 府費負担教職員については、現在、宮城県教育委員会より人的

派遣の依頼が、文部科学省を通して大阪府教育委員会に来ております。その件については、

今回の甚大な被害を勘案し、希望があればできるだけ積極的に申し出るように各学校に通

知を行っております。 

 

【百瀨委員長】 八尾市にも子どもたちが被災地より転入していると聞いておりますが、

現在の人数はどうなっていますか。 

 

【靍原指導課長】 ５月１日付では６名と大阪府に報告しておりますが、それから更に１

名の転入がありましたので、本市では現在幼稚園から中学校まで合計７名が転入している

という状況です。 

 

【百瀨委員長】 ぜひ弾力的に考えて、受け入れていただきたいと思います。 

それでは、以上をもちまして５月の定例教育委員会を終了させていただきます。 

なお、本日の署名委員に安藤委員を指名したいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 


