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２月定例教育委員会会議録 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより２月定例教育委員会を開催いたします。本日の

会議録署名委員に安藤委員長職務代理者を指名いたしますので、よろしくお願いします。  

 

【百瀨委員長】 それでは、続きまして１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、何か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、１月定例教育委員会の会議録につ

いて承認と決しました。  

 

【百瀨委員長】 それでは次に、委員長報告を行います。  

（委員長報告）  

１月22日（金）  

１月27日（水）  

１月28日（木）  

１月31日（日）  

２月４日（木）  

 

２月13日（土）  

２月14日（日）  

２月15日（月）  

 

午前10時30分から、臨時教育委員協議会に出席。 

午前９時45分から、八尾の小さな巨匠展開会式典に出席。 

午後２時30分から、大阪府都市教育委員会代表者研修会に出席。  

午前10時から、第30回八尾市綱引競技選手権大会に出席。  

午前10時から、臨時教育委員会に出席。  

午前11時から、臨時教育委員協議会に出席。  

午前９時30分から、八尾市小学生サッカー大会開会式に出席。  

午後１時30分から、八尾市小学生サッカー大会閉会式に出席。  

午後１時から、臨時教育委員会に出席。  

午後１時10分から、定例教育委員協議会に出席。  

開 催 年 月 日  平成２８年２月２２日（月） 

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  

木 下 委員 

御喜田 委員 

浦 上 委員（教育長）  

出 席 職 員  

 

 

 

伊藤教育次長・松岡生涯学習部長・柿並学校教育部長・瀧瀬生涯学

習部次長兼施設一体型小・中学校整備プロジェクトチーム総括者・

今岡生涯学習部次長・万代学校教育部次長兼学務給食課長・高橋教

育政策課長・杉島生涯学習スポーツ課長・南八尾図書館長・渞文化

財課長・菊池指導課長・山本教育サポートセンター所長・本鍋田人

権教育課長  
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【百瀨委員長】 それでは、次に、教育長報告を浦上教育長より、よろしくお願いいたし

ます。 

 

【浦上教育長】 それでは、教育長の報告をさせていただきます。  

（教育長報告）  

１月22日（金）  

１月26日（火）  

１月27日（水）  

 

 

 

１月28日（木）  

 

 

１月29日（金）  

１月31日（日）  

 

２月４日（木）  

 

 

２月５日（金）  

２月９日（火）  

２月10日（水）  

２月13日（土）  

２月14日（日）  

２月15日（月）  

 

 

 

 

 

２月16日（火）  

 

２月18日（木）  

午前10時30分から、臨時教育委員協議会に出席。 

午後７時から、八尾市体育連盟新年懇親会に出席。  

午前９時45分から、八尾の小さな巨匠展開会式典に出席。 

午後０時 30分から、学校給食献立コンテスト最優秀献立給食の試食

に出席。  

午後１時30分から、危機管理・防災講演会に出席。  

午後１時 30分から、第７回行政改革推進本部会議に向けた検討会議

に出席。  

午後３時から、第２回中河内地区人事協議会に出席。  

午前10時から、社会教育委員会議に出席。  

午前10時から、第30回八尾市綱引競技選手権大会に出席。  

午前10時30分から、西郡のまちづくり新年会 2016に出席。  

午前10時から、臨時教育委員会に出席。 

午前11時から、臨時教育委員協議会に出席。  

午後１時から、ちょい変え運動庁内報告会に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午後３時から、トップセミナーに出席。  

午後４時から、八尾大正ＦＣによる市長表敬訪問に出席。  

午前９時30分から、八尾市小学生サッカー大会開会式に出席。  

午後１時から、子ども・子育てフォーラムに出席。  

午前10時から、八尾市防災会議に出席。  

午後１時から、臨時教育委員会に出席。  

午後１時10分から、定例教育委員協議会に出席。  

午後３時30分から、第７回行財政改革推進本部会議に出席。  

午後８時から、高安中学校区における施設一体型小・中学校開校準

備会に出席。  

午前11時15分から、各派代表者会議に出席。  

午後７時から、八尾市教育振興計画審議会（第４回会議）に出席。  

午前 10時から、市町村教育委員会教育長・学校教育指導主管部課長

会議に出席。  

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、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。  
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【安藤委員長職務代理者】 ご報告させていただきます。２月６日土曜日、午前１０時か

ら、プリズム大ホールにて、八尾市小学校音楽会の第１部を聴かせていただきました。そ

の後、八尾市ＰＴＡ協議会活動発表会の準備中に訪問させていただき、午後からは開催前

ではありましたが、レセプションホールでロボットコンテストの視察させていただきまし

た。 

 

【木下委員】  １月２７日に、八尾の小さな巨匠展を見に行ってきました。例年に比べて

共同の作品が多かったのが良かったと思います。また、高安地区では、小学校と中学校の

展示が一緒のところへされており、施設一体型小中学校になることが子どもたちにも伝わ

っていると思いました。  

 

【御喜田委員】 志紀学園から大正小学校に入学する園児の小学校体験が２月５日金曜日

にあり、園児８名と一緒に大正小学校に行ってきました。  

 小学校では、１年生の合唱を見た後に、１年生と園児が一緒に鳥の形をした画用紙に目

や模様を描いて交流をし、５年生が校舎を案内してくれました。小学校の生徒たちも園児

に優しく関わってくれていて、また、卒園児の様子も見ることができて、園児たちも小学

校に行きたいという気持ちが大きくなっていました。  

 別の小学校では、卒園児の作文ということで、幼稚園に作文を送っていただいたり、他

にも今まで小学校体験のなかった小学校からも来年度はぜひ小学校体験をしたいと連絡が

あるなど幼稚園・保育園との連携が強くなってきたように思います。  

 ただ、限られた園と小学校だけではなく、小学校に入学する全ての就学前施設との連携

がもっともっと深まっていけばいいなと思います。  

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまの委員長報告及び教育長報告を含めまして、何かご

質疑ございませんか。 

 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。  

 

 

｛ 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。  

２月の議案  

議案第４号  

議案第５号  

 

議案第６号  

議案第７号  

八尾市教育振興計画後期計画策定の件  

「八尾市の特別支援教育の推進と市立特別支援学校についての基本

的な考え方」の決定の件 

八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画策定の件  

八尾市指定文化財の決定の件  

 

【百瀨委員長】 議案第４号「八尾市教育振興計画後期計画の策定」について、審議いた

します。提案理由を高橋課長よりお願いします。  
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【高橋教育政策課長】  それでは、ただいま議題となりました、議案第４号「八尾市教育

振興計画後期計画の策定の件」につきまして、ご説明させていただきます。  

 本件につきましては、八尾市教育振興計画後期計画を策定するにつき、教育長に対する

事務委任等に関する規則第２条第２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。 

 提案理由でございますが、八尾市教育振興計画前期計画の計画期間が本年度で終了する

ことに伴い、後期計画を策定するにつき、本案を提出する次第でございます。  

 本計画につきましては、本年度に、八尾市教育振興計画審議会を設置し、八尾市立幼稚

園長会、八尾市小学校校長会、八尾市中学校校長会、八尾市民生委員児童委員協議会、八

尾市社会教育委員、八尾市自治振興委員会、八尾市人権協会、八尾市青少年育成連絡協議

会、八尾市地区福祉委員長連絡協議会、八尾市ＰＴＡ協議会の各団体の方々、学識経験者、  

公募市民に参画いただき、幅広い角度からご意見をいただき、その素案の作成を進めてま

いりました。また、本年１月から２月に実施いたしました市民意見提出制度を経て、審議

会の答申をいただいたものです。  

それでは、計画の内容についてご説明いたします。お手元の資料１「八尾市教育振興後

期計画（案）」をご覧願います。まず、１ページから２ページの「第１章  後期計画の策

定」では、１計画策定の趣旨、２計画の位置づけ、３計画の期間、について記載しており

ます。 

本計画は、教育基本法に基づく本市の教育振興のための基本計画であるとともに、八尾

市第５次総合計画「やお総合計画２０２０」後期基本計画における教育の分野別計画とし

て位置づけられるとともに、八尾市教育大綱との整合性と連動性を図っております。計画

期間につきましては、平成２８年度から平成３２年度までの５年間となります。  

次に、３ページから２４ページの「第２章  教育の現状と課題」では、１社会経済状況

の変化、２国・大阪府の教育政策の動向、３教育振興計画の代表的な成指指標の結果、４  

代表的な成果指標の結果からみた課題について記載しております。  

国・大阪府の教育政策の動向につきましては、幼児教育、義務教育、生涯学習、教育委

員会制度改革の４つの視点から記載しており、教育振興計画の代表的な成指指標の結果で

は、前期計画期間における全国学力・学習状況調査の各教科・区分の結果と全国体力・運

動能力、運動習慣等調査の結果を表記するとともに、学習状況調査の結果から本市の子ど

もたちの状況をお示ししております。その中で、今後の課題といたしまして、確かな学力

の育成では、「基礎・基本の定着」、「活用する力の育成」、「正答数の分布からみた課

題」、「学習意欲」、豊かな心の育成では、「自己肯定感、自己有用感」、「規範意識」、

健やかな体の育成では、「持久力、瞬発力」、「基本的生活習慣」、家庭・地域社会との

連携では、「家庭でのコミュニケーション」、「地域との関わり」について記載しており

ます。 

 次に、２５ページから２９ページの第３章の「本市の基本理念とめざす子ども像」では、  

１本市の教育の基本理念、２めざす子ども像について記載しております。  

前期計画で定めておりました「人権と共生の２１世紀を担う人間の育成」を基本理念と

し、「未来を切り拓くチャレンジする八尾っ子」の育成をめざして、８つのめざす子ども

像を定めております。なお、この基本方針及びめざす子ども像につきましては、計画の基
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本的な方向性を示すものであり、平成３２年度までの計画全体を通して共有すべきもので

あるという観点から、後期計画においても同様に引き継ぐものとしております。  

次に、資料の３０ページから６５ページの「第４章  基本方針と今後の取組み」では、

１めざす子ども像の実現に向けた基本方針、２後期計画の取組みについて記載しておりま

す。 

 前期計画で定めた４つの基本方針については、計画の基本的な方向性を示すものとして、

後期計画においても同様に引き継ぎます。また、基本方針に基づく取組みの体系につきま

しては、総合計画後期基本計画の施策の体系の再編との整合性を図るとともに、本市の教

育の課題をふまえ、見直しを行っております。さらに、後期計画の取組みでは、現状と課

題、今後の方向性をお示しするとともに、「計画を推進するための主な取組み」を記載し、

前期計画の課題をふまえ、今後５年間において特にどのような施策に取り組むのかを明示

しております。  

次に、６６ページから７１ページの「第５章  計画の推進と評価」では、１計画の進行

管理の基本的な考え方、２代表的な成果指標、３取組みの指標、４ＰＤＣＡサイクルによ

る計画の進行管理について記載しております。計画の推進にあたりましては、教育委員会、

学校園、家庭、地域が一体となって、協働して取り組むとともに、評価指標については、

前期計画において定められた代表指標に加えて、取組みの体系ごとの評価指標を新たに追

加し、数値による事業の評価と、それに基づく取組みの見直しができるようにしておりま

す。 

最後に、統計データとして、本市の人口・世帯数・１５歳未満人口、市立幼稚園、小・

中学校、特別支援学校の園児・児童・生徒数と学級数を掲載するとともに、参考として、

八尾市教育振興計画審議会規則、審議会委員名簿、策定経過、八尾市教育大綱の「８つの

方針」と「４つの育成宣言」を記載しております。  

 以上、八尾市教育振興計画後期計画（案）の説明とさせていただきます。  

 なお、資料２の概要版につきましては、広く市民の皆様に本市の教育の現状について知

っていただくとともに、後期計画の取組みの重点ポイントと主な内容等についてご理解を

いただけるよう、計画本編の内容をもとに作成しております。  

次に、本計画（案）を作成するにあたり実施いたしました、市民意見提出制度（パブリ

ックコメント）の実施結果と市の考え方につきまして、ご報告させていただきます。資料

３の１ページ目をご覧ください。  

意見募集期間、提出人数及び意見数でございますが、平成２８年１月５日（火）から２

月５日（金）までの１ヶ月間募集したところ、ＦＡＸにて８人の方から１３件のご意見を

いただきました。  

 次に、２ページ目をご覧ください。  

 ご意見の内容でございますが、まず、計画の記載事項に関するご意見につきましては、

「女性活躍の推進や介護などにおける女性の職場・家庭環境の向上・支援策について記入

してほしい。」というご意見が２件ありました。  

市の考え方といたしましては、本計画は、教育基本法に基づき、就学前から義務教育段

階における、本市の教育の方向性を示すものであり、基本理念として、「人権を尊重して

互いに認めあい共に生きる社会」を掲げていることから、いただいたご意見についての具
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体的な記載はしていないことをお示ししております。  

一方で、本市では、女性がその個性と能力を十分に発揮し、活躍できる環境づくりを進

めておりますので、ご意見の趣旨もふまえ、今後、取組みの参考とさせていただくことと

しております。  

 次に、「子どもの時からの消費者教育を追加してほしい。」というご意見が３件あり、

市の考え方といたしましては、子どもたち一人ひとりが将来への希望を持ち、社会で生き

る力をつけるため、人間関係形成能力、情報活用能力、将来設計能力、意志決定能力を発

達段階に応じて身につけられるよう取組みを推進することとしており、消費者教育につい

ての具体的な記載はしていないことをお示ししております。  

 本市といたしましては、本取組みを推進することで、児童・生徒が将来生きていくため

に必要な能力や態度が育成されるものと考えております。続きまして、３、４ページ目を

ご覧ください。  

計画に記載する取組みへの要望につきましては、先ほどご報告いたしました、「女性活

躍の推進や介護などにおける女性の職場・家庭環境の向上・支援策について」のご意見が

あり、本市では、女性がその個性と能力を十分に発揮し、活躍できる環境づくりを進めて

おりますので、ご意見の趣旨もふまえ、今後、取組みの参考とさせていただくこととして

おります。  

その他のご意見といたしましては、「小中一貫教育」、「子育て世代の親への支援」、

「環境教育」、「家庭・地域との連携」に関する取組みへのご意見をいただきました。  

いただいたご意見につきましては、本計画に記載しております各取組みの内容に含まれる

ものであり、ご意見の趣旨をふまえ、今後、取組みを推進していくにあたっての参考とさ

せていただくこととしております。  

 以上、簡単な説明ではありますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご

審議のうえ、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、まず、お聞かせ願いたいの

が、説明の中で、本計画につきましては、本年度に八尾市教育振興計画審議会を設置し、

そして幅広い角度からご意見をいただき、素案の作成を進めてまいりましたとありました

が、審議会は何回開催されたのか。  

 また、審議会での議論を簡単で結構ですので、どのような内容であったのか説明いただ

けますか。  

 

【高橋教育政策課長】  審議会でございますが、資料１の７９ページに日程及び内容を挙

げさせていただいております。概略をご説明させていただきますと、審議会につきまして

は、昨年１０月２日から本年２月１６日まで合計４回の会議を開催いたしました。その中

で、八尾市教育振興計画前期計画の総括と後期計画に向けた見直しの視点についてご説明

させていただき、後期計画における事務事業の実施内容や計画素案の内容に関して、さま

ざまなご意見をいただいたところでございます。  

 ご意見の内容といたしましては、幼児教育では中学校校区を基盤とした地域との連携、

認定子ども園の整備に向けて幼児教育の質の向上についてご意見をいただきました。  
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 また、学校教育では、学力向上に向けた取り組みとして、課題の発見・解決に向けて主

体的、総合的に学ぶアクティブ・ラーニング、英語教育、家庭での学習習慣、キャリア教

育、教員の資質向上の取り組みについてご意見をいただいたものでございます。  

 その他に、いじめ防止や自己肯定感、自己有用感の向上に向けた取り組み、人権教育の

推進、子どもの興味・関心を管理する生涯学習機会の充実などについてご意見をいただく

とともに、本計画の推進と評価、取り組みの主要項目と目標についてもご意見をいただい

たところでございます。  

  

【百瀨委員長】 それでは、他に委員の皆様方から何かご質疑ございませんか。  

  

【安藤委員長職務代理】  説明いただいた学校教育の中からお聞きいたします。  

 まず、基本方針２に学校教育の充実に取り組みますとありますが、指導力の向上につい

てお聞かせください。  

 

【高橋教育政策課長】  教職員の指導力の向上につきましては、教職員が新たな教育課題

に機敏に対応するとともに、専門職としての知識も身につけることができる研修の充実を

図ってまいりたいと考えてございます。  

 具体的には、教職員研修の一層の充実とミドルリーダーの育成を図るべく経験別研修・

職種・分掌別研修・課題別研修等の各種研修や校内研修の支援、主任者の研究授業におけ

る指導・助言等を行ってまいります。あわせまして、アクティブ・ラーニングなどの新た

な学習指導方法や新しい学びに対応した評価方法等の研究実践を進めるとともに、カリキ

ュラム・マネジメントなどの視点を取り入れた学校経営の支援を行ってまいります。  

 また、学校におけるＩＣＴ環境の整備により、一段と進む教育の情報化に対応し、情報

セキュリティーの一層の強化に取り組むとともに、わかりやすい授業づくり、教員の指導

力の向上、校務の情報化及び情報モラルの向上を目指してＩＣＴの活用を推進してまいり

たいと考えてございます。  

 

【安藤委員長職務代理】  現場の先生方も含め教育委員会が一体となって、今後、５年間

に進めていく計画であると思います。その計画を現場の先生方や保護者の方への周知はど

のように考えているのかお聞かせください。  

 

【高橋教育政策課長】 計画本編であります冊子と概要版の配布につきましては、次年度

当初に市内の学校へ関係団体に配布するとともに、公共施設に配架したいと考えてござい

ます。 

 特に今回は、学校へ在籍する全教員に概要版を配布し、現場でも本計画の基本理念を共

有する中で、めざす子ども像の実現に向けて取り組んでいただけるよう啓発を行ってまい

りたいと考えております。  

 また、市のホームページでポスターによる広報をさせていただき、保護者や地域の皆様

に周知させていただくとともに、各種研修会においても本計画を活用して周知を図ってま

いりたいと考えております。  
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【安藤委員長職務代理】  先ほどご説明いただいたパブリックコメントでの意見ですが、

資料の１１番目にあるキャリア教育の視点からとありますが、どのように考え進めていく

のかお聞きしたいのですが。  

 

【高橋教育政策課長】  後期計画におけるキャリア教育の推進につきましては、子ども一

人ひとりが将来への希望を持ち社会で生きる力をつけるため、基礎的・汎用的な力である

人間関係形成能力・情報活用能力・将来設計能力・意思決定能力を発達段階に応じて身に

つけられるように取り組むこととしております。  

 また、子どもたちが全ての教科を通じて学習と進路、職業との関連を意識できるように、

教職員に対しても各種研修で指導助言を行ってまいりたいと考えております。  

 

【安藤委員長職務代理】  子どもたちが、社会で生きる力をつけるため、人間関係形成能

力や情報活用能力、将来設計能力、意思決定能力を発達段階に応じて子どもに身につけら

れるようにとお話しいただきましたが、基本的な方向性というのはあるのでしょうか。  

 

【高橋教育政策課長】  ご質問いただきました基本的な方向性では、後期計画にもありま

す８つのめざす子ども像に向けた力を十分伸ばしていきたいと考えているところです。  

 

【安藤委員長職務代理】  改めて確認させていただきます。８つのめざす子ども像におい

ては、揺らがないもので、ここから発展させていくものだと理解していいですか。  

 

【高橋教育政策課長】  前期計画から引き継いでおりますので、９年間でこの８つのめざ

す子ども像が定着していくと考えているところです。  

 

【百瀨委員長】 他に、何かご質疑ございませんか。  

  

【御喜田委員】 ５ページにある国・大阪府の教育政策の動向について、教育政策の動き

としてアクティブ・ラーニングやカリキュラム・マネジメントが授業や組織運営の改善、

学校の全体的な改善を行う重要な概念として位置づけられていると書いてあります。今ま

での授業などにも取り入れている学校もあると思いますが、今後、子どもの育ちとどのよ

うな関わりが出てくるのか、お教えていただけますか。  

 

【高橋教育政策課長】  アクティブ・ラーニングそれからカリキュラム・マネジメントの

実践ということについて、お答えさせていただきます。  

現在、国の中央教育審議会では、次期学習指導要領の改訂に向けた検討が進められてお

ります。その論点整理では、課題の発見・解決に向けて主体的・協働的に学ぶ「アクティ

ブ・ラーニング」と、学校の教育目標の実現に向けて、子どもや地域の実態をふまえ、教

育過程を編成・実施・評価し、改善を図る一連のサイクルを計画的・組織的に推進する

「カリキュラム・マネジメント」を２つの重要な概念として位置づけており、相互の連動

を図り、機能させることが大切であることが示されております。  
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本市といたしましては、各学校園がこの２つの概念をもとに授業や組織運営の改善など

に取り組むことにより、子どもたちが主体的、将来さまざまな課題に直面した場合に柔軟

性を持ちながらもたくましく対応し、社会人として自立していく力を身につけることがで

きると考えており、教職員の指導力の向上に向けた取組みの中で、研究・実践を進めてま

いりたいと考えております。  

 

【木下委員】  キャリア教育の能力で育成しようとしている５つの能力があり、それを身

につけるための研修をしますということですが、この５つの能力、キャリア教育というの

は、何かの時間にどうこうするということではなく、全教育課程を通してキャリア教育の

観点を貫いて、人間関係形成能力・情報活用能力・将来設計能力・意思決定能力を育てる。

そのためには、アクティブ・ラーニングが有効だと文科省は考えています。  

 特に、対話的なアクティブ・ラーニングが有効だといっています。そういう意味で、教

員の指導力向上について具体的にどのようにお考えなのかお聞かせいただきたい。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  アクティブ・ラーニングについては、新学習指導要

領の改訂の中でも１つの大きな柱になっております。教育サポートセンターにおいても、

来年度以降の研修におきまして、いろいろな場面でアクティブ・ラーニングを取り入れな

がら、進めていく予定でございます。  

今年度は、首席・指導教諭研修において若手教員の育成をテーマに外部から講師をお招

きし、講義の後各自で、取り組みを進め２学期末に実践報告会を開催する形をとりました。

来年度の首席指導教諭研修には、アクティブ・ラーニングを取り入れた授業改善をテーマ

に考えております。  

 また、カリキュラム・マネジメントも含めまして学校全体の組織的な取り組みが必要だ

と思いますので、管理職研修など、進めてまいりたいと思っております。  

 

【木下委員】  道徳教育が教科として始まろうとしています。文部科学省は、「読む道徳

ではなくて考える道徳なんだ」という形で、道徳教育でもアクティブ・ラーニングを言っ

ています。話し合い、考えることに非常に重点を置いていると思っていますが、いかがで

しょうか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  道徳教育につきましても、新学習指導要領の改訂に

向けまして、今年度から取り組んでいます。３年計画で、来年度につきましては、道徳教

育推進教員を対象に、３回の研修を行っていく予定です。  

 研修内容につきましては、講義形式のみならず授業の公開でありますとか、教科化され

た時に経験の浅い教員もしっかり授業が行っていけるように３年計画を立てておるところ

でございます。  

 

【御喜田委員】 幼児教育についてお聞きします。公民がさらなる幼児教育内容の充実や

子どもの育ちについて発信していくことが今後、大切だと書いてありますが、具体的にど

のように取り組んでいくのか教えていただけますか。  
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【高橋教育政策課長】  幼児教育につきましては、平成２７年度より子ども・子育て支援

新制度が始まりまして、市町村が主体となって地域の実情に応じた就学前教育・保育に取

り組むことが求められております。  

 本市におきましては、就学前施設における教育・保育と子育て支援計画を昨年８月に策

定し、公立の認定こども園の整備を進めているところでございます。  

 その中で、本計画におきましては、幼児教育内容の充実に向けた取り組みといたしまし

て、幼児教育の内容や子どもの育ちについて市民・保護者への情報発信を推進するととも

に教育・保育に関する研修や、幼児教育の充実に向けた指導助言を行ってまいりました。  

 また、幼稚園教員・保育所園・認定こども園の保育者と小学校教員の合同研修会等を実

施し、就学前施設と小学校との連携体制の強化を図るとともに、子どもの発達や学びの連

続性を踏まえ、就学前教育・保育実践の手引き、接続期における教育・保育実践の手引き

を生かした幼児教育の実践を進めてまいります。  

 次に、幼児教育環境の整備に向けた取り組みといたしましては、地域における教育・保

育や子育て支援の拠点として、公立の役割を担えるよう公立の認定こども園の整備に向け

て取り組みを進めてまいります。  

 以上の取り組みにより、後期計画におきましても、幼児教育の充実を図ってまいりたい

と考えております。  

 

【御喜田委員】 今後の方向性のところで、「公民ともに中学校区を基盤とした地域との

連携をさらに深め、地域の特色を生かした幼児教育を推進する」と書いてありますが、こ

れはどのようなことを考えているのか教えていただけますか。  

 

【高橋教育政策課長】  これまでも中学校区を基盤として、さまざまな取り組みを進めて

まいりました。特に、今後の取り組みでは、就学前施設と小学校との円滑に接続できるよ

うな取り組みを強化して進めていきたいと考えておるところでございます。  

 

【御喜田委員】 家庭や地域社会との連携について、家庭の教育力向上のために具体的に

どのような取り組みを考えているのか、また、地域社会と連携をしながら今後、どのよう

な取り組みを考えているのか教えていただけますか。  

 

【高橋教育政策課長】  本計画における家庭教育の位置づけにつきましては、近年の全国

学力・学習状況調査におきまして、子どもの学力と家庭環境との間に強い関連が見られる

ことが示されていることから、家庭と学校の間に信頼関係を確立し、子どもの教育に共に

取り組む関係を構築するとともに、家庭の教育力の向上のための支援を行っていく必要が

あると考えております。  

その中で、本市といたしましても、後期計画では、学校教育における１つの取組みの柱

として位置づけており、地域や学校をはじめとする豊かなつながりの中で、家庭教育が行

われるよう、親子の育ちを支援する学習機会を充実してまいりたいと考えております。 

また、生涯学習の観点からも、家庭教育を推進してまいりたいと考えており、家庭や地

域の教育力の向上をめざし、親学習・子育て支援等に関する講座等を実施してまいりたい
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と考えております。  

 地域社会との連携につきましては、以前から地域に開かれた学校づくりを推進しており、

教育や子育てに関する課題の共有と、課題解決に向けた協働の取組みを進めております。  

 今後の取組みの方向性といたしましても、就学前施設、小学校、中学校を中心とし、家

庭や地域の連携のもと、「協働」の関係によって、継続的に幼児・児童・生徒に関わるシ

ステムを活用し、教育のネットワーク化を推進するとともに、学校園が子どもたちや保護

者、地域から信頼される存在となるよう、それぞれの実態に応じた取組みを推進する中で、

今日的な教育課題の解決と学校の活性化を図ってまいりたいと考えております。  

 

【木下委員】 家庭や地域社会との連携について、現在、家庭状況は非常に多様で女性の

社会進出が増え、家庭で抱えている条件も多様になっております。その課題解決は、教育

委員会だけでできる問題ではないと思います。子どもたちの家庭や地域社会との連携を実

現していくための仕組みづくりが必要で、それは他部局との連携が非常に重要だと考えて

いるのですが、そのあたりはいかがでしょうか。  

 

【高橋教育政策課長】  本市におきましても、地域分権ということで地域との協働につい

ては、重点施策と考えておるところでございます。地域におきましても、まちづくり協議

会など、まちづくりを進める団体や機会もございます。そういう機会を捉え教育委員会の

学校教育の関係で協力できることがあれば、市長部局とも連携しながら進めてまいりたい

と考えておるところでございます。  

 

【御喜田委員】 子どもたちの教育機会を保障しますという項目について、障がいや学習

障がいと外国籍の子どもたちが年々、増加傾向にありますと書かれておりますが、障がい

のある子どもたちへの対応について、今度どのようにしていくのか具体的に教えていただ

けますか。  

 

【菊池指導課長】  障がいのある子どもたちへの対応についてですが、現在、地域の小学

校の中にもたくさんの子どもたちが在学しております。子どもたち一人ひとりの教育的ニ

ーズに応じた支援を進めていく教育委員会の方針としてありますので、子どもの状況を的

確に把握し、どのような形で支援していくことがいいのか、個別の教育支援計画や指導計

画をもとに保護者とも連携をとりながら進めていきたいと考えております。  

 

【本鍋田人権教育課長】 外国籍の子どもたちへの関わりですが、増加傾向にあるのが現

状です。毎年１０名から２０名が直接編入という形で学校へ来る子どもたちがおり、日本

語がわからない子どもたちへは、まず、通訳の派遣等を考えています。また、直接編入し

て数年が経過した子どもたちが中学生になってきておりますので、その子どもたちの進路

保障についても考えていく必要があり、学校と連携しながら取り組んでいます。  

 また、子どもたちにつきましては、集団の中での関わりの中で日本語の理解がある程度

進んでくるのですが、保護者の方の日本語理解が進みにくい部分があります。そのような

中で、懇談や家庭訪問の際に通訳支援するという形で取り組んでいっております。  
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 さらに国際理解教育も含め、互いの理解を深め、違いを認め合いながらお互いに高めて

いけるような集団づくりに取り組んでいきたいと考えております。  

 

【浦上教育長】 教育振興計画では、今年度、市長が策定した教育大綱との整合性を図り、

八尾市の子どもたちをどのように育てて、どのような課題があって、どういうような方向

に導いていくのかということを示しています。  

 教育振興計画を学校の現場の先生一人ひとりに伝えることが、教育委員会として必ずし

なければならないものと思っています。この計画の内容を次年度の教育重点取組事項で示

し、各学校園に周知していきたいと考えています。  

 もう一つは、知・徳・体の調和のとれた育成を、学校教育が果たさなければならない使

命であり、学校を中心として、家庭や地域ともに連携しながら作り上げる必要があります

ので、事務局については、計画に基づいて、今後もしっかりと進めていただきたいと思い

ます。 

 

【百瀨委員長】 最後に、本市の教育振興計画後期計画を策定に  あたっては、今後の八

尾市の教育行政の方向性を示すものとして、この間、なんども議論を重ねてまいりました。  

学力の課題、体力の課題、そのことを中心的なものとしてとらえながらも、やはり、子

どもたちの心をどう育てるのか、そのことを家庭、保護者と連携し、そして教育環境とし

てもどう支えるのか、議論を重ねてまいりました。  

基本方針１の幼児教育の充実については、就学前教育を八尾市として、認定こども園の

整備計画を策定した中で、今後の５年間において、公立も民間もともに、小学校との円滑

な接続を図るんだということを提示させていただきました。  

本市の教育計画において、「公立も民間もともに」力を入れて推進していくという視点

を出したとことは、これまでの計画からの大きな一歩を踏み出したものになっているので

はないかと考えております。  

また、学校教育の課題では、「生きる力の育成」という大きな前提にたち、今後、グロ

ーバル化や情報化等の変化が加速度的となるなかで、子どもたちにどういう力を育てるの

かといった視点で議論を重ねてまいりました。  

今般、アクティブラーニングやカリキュラムマネジメントといった、学習・指導方法の

在り方を提示しておりますが、このことについては、しっかりと現場の教員への研修の充

実等をとおして、進めていただきたいと考ええております。  

最後に、今後、５年間、八尾市のめざす子ども像の実現にむけ、市長部局とも連携し、

教育委員会、現場の教員の総力をあげて、取組みを進めていただくことを改めてお願いさ

せていただきます。それでは、採決に移らせていただきます。  

 議案第４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４号「八尾市教育振興計画

後期計画策定の件」について、原案を適当と認めることに決しました。  
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【百瀨委員長】 次に、議案第５号「八尾市特別支援教育の推進と市立特別支援学校につ

いての基本的な考え方の決定の件」について審議いたします。提案理由を高橋課長よりご

説明いただきます。  

  

【高橋教育政策課長】それでは、ただいま議題となりました議案第５号「八尾市の特別支

援教育の推進と市立特別支援学校についての基本的な考え方」の決定の件についてご説明

いたします。  

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第２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、八尾市教育振興計画後期計画の策定及び障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律の施行に伴い、本市の特別支援教育の推進にむけた具体的な方策を

定めるにつき、基本的な考え方を決定する必要があるため、提案いたすものです。  

まず、本基本的な考え方につきましては、教育委員会事務局及び学校代表から構成する

庁内検討会議を設置して検討を進め、併せて、学識経験者２名から専門的指導・助言をい

ただき、とりまとめたものでございます。  

 それでは、その報告書の概要につきまして、ご説明いたします。１ページをお開き願い

ます。まず、背景と趣旨についてですが、  国におけるインクルーシブ教育システム構築

の流れ、障害者差別解消法施行（平成２８年４月施行）について、本市の八尾市教育振興

計画後期計画の策定（平成２８年３月）や市立特別支援学校の現状を踏まえたなかで、今

後の本市における特別支援教育の推進とその解決方策を示すものとしての位置づけを記載

させていただいております。  

次に、２ページでございます。国、大阪府の動向についてでございますが、障がい権利

条約の批准、障害者差別解消法の施行、インクルーシブ教育システム構築に向けた取り組

みの流れについて記載しております。  

次に、３ページの八尾市の動向についてでございますが、八尾市教育振興計画の策定、

障害者差別解消法の施行に伴う職員の対応要領策定の動きについて記載をさせていただい

ております。  

次に、４ページから１０ページにおきましては、本市の特別支援教育、市立特別支援学

校の現状と課題といたしまして、小、中学校の支援学級の在籍児童・生徒数は、平成１７

年度以降の過去１０年間で約２倍に増加しており、今後においても増加が見込まれること、

支援学級における障がいの程度も多様化、重複化が進み、教員の指導力と専門性の向上が

求められていること。教職員の大量退職に伴い支援教育における指導力の継承が急務であ

るとともに、学校園全体での体制、教職員全体の支援教育に対する理解が必要となってい

ること。市立特別支援学校については、小学部の入学者数が平成２８年度は０名となる見

込みとなっており、集団教育の面で課題があること等について記載させていただいており

ます。 

次に、１１ページから１４ページでは、今後の特別支援教育の推進に向けた取り組みに

ついて記載をさせていただいており、一人ひとりのニーズに応じた教育、教員の資質能力

の向上、相談・支援体制の充実、特別支援教育に対する普及啓発の推進の大きく４つの取

り組みについてお示しし、その具体的な方策については、現状の取り組みを基礎として、
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「職員個々の専門性の向上」や「組織全体の支援体制を充実させる」という視点でのもの

となっております。  

最後に、１５ページから１７ページにおいては、市立特別支援学校について、これまで

の市立特別支援学校の沿革と理念を踏まえ、現状における集団教育の課題と今後の保護者

ニーズを見込むと、今後においては、入学者の募集を停止し、その後、閉校することが望

ましいとまとめさせていただいております。また、在籍者が卒業するまでの間、教育条件

や質に対する配慮に努めること、市立特別支援学校に就学を希望しているものの、閉校に

伴い入学ができない保護者等への情報提供、教育相談・支援を行うこと、これまで市立特

別支援学校において担ってきた機能（理学療法士等の配置）の引き継ぎ、地域の小・中学

校へ支援する体制について維持、向上を図っていくこと等について記載をさせていただい

ております。  

１８ページ以降は、本報告書の表記の取り扱い及び用語説明等の参考資料となっており

ます。 

 以上、はなはだ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜わります

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、委員の皆様方からご質疑ご

ざいませんか。  

 

【安藤委員長職務代理】  庁内検討会議について、何回開催し、どのような議論をされた

のか。また、学識経験者の２名選ばれた理由をお聞かせください。  

 

【高橋教育政策課長】  庁内会議についてですが、主要委員が出席した準備会議で議論を

重ねたうえ、平成２７年１２月、平成２８年１月、平成２８年２月に全体会議を計３回、

開催させていただいております。  

 それから、庁内検討会議の学識者がどういう基準で選ばれたのかというご質問でござい

ますが、八尾市精神保健福祉協議会会長である角田禮三氏におかれましては、精神保健は

もとより、重度重複の肢体不自由児に対する教育の専門家であり、本市の市立特別支援学

校の設置はもとより、本市の養護教育、特別支援教育のあゆみに深くかかわってきていた

だいております。  

また、大阪府立大学准教授  田垣正晋氏におかれましては、本市の障害者施策に深くか

かわっていただき、さまざまなご指導をいただいておること、また、障害者差別解消法施

行後の対応や、合理的配慮等に対しても造詣が深いことから、アドバイザーをご依頼させ

ていただいたところです。  

 

【木下委員】  市立特別支援学校の今後の方向性について、学識経験者の方々は、どのよ

うなお話をされたのかお聞かせください。  
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【高橋教育政策課長】  学識経験者の方々には、特別支援教育の推進について中心的にア

ドバイスいただいたところでございます。特別支援学校の募集停止・閉校については、基

本的な考え方をお示しするなかで一定ご理解を得たものと認識しており、最終的な判断は、

教育委員会でしていただきたいということでございました。 

 

【安藤委員長職務代理】  国と府がインクルーシブ教育システムの構築を掲げており、八

尾市においても教育振興計画後期計画の中にも「共生社会の形成に向けたインクルーシブ

教育システム構築のための特別支援教育を推進することを新たに掲げ、一層の取り組みの

充実・深化をめざしている。」としていますが、どのようにお考えかご説明いただけます

か。 

 

【菊池指導課長】  これまでも、本市の特別支援教育の中では、共に学び共に生きるとい

う教育理念のもと、教育を行ってまいりました。インクルーシブ教育についても、障がい

のある方、ない方が共に学ぶことでお互いが理解し、教育を受けたい、同じところで教育

を受けることによって、共に学ぶ教育を推進していくことがインクルーシブ教育だと考え

ています。そのためのシステムを構築することが必要になってくることから、今まで本市

が取り組んできた共に学び共に生きる教育をさらに推進させるとことが、インクルーシブ

教育の構築につながるものだと考えております。  

 

【御喜田委員】 市立特別支援学校に入りたいと思い入学された方もいらっしゃると思い

ますが、今後、市立特別支援学校がなくなった場合はどのように対応されるのか、また府

立支援学校について、入学を希望すると必ず入学できるのでしょうか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  これまでも小学校、中学校の入学に際しましては、

丁寧な就学相談を心がけ、障がいの状況や進学先について保護者に情報提供し、実際に学

校見学もしていただきながら入学先の検討をしていただいております。  

 一方、府立支援学校につきましては、入学を希望された場合に入れないことは現在ござ

いません。  

 

【御喜田委員】 現在、府内において、なぜ八尾市にだけ特別支援学校があるのですか。

府内の状況も含めて教えていただけますか。  

 

【高橋教育政策課長】  大阪府内では、政令市を除くと、かつて、守口市、高槻市にも特

別支援学校がございました。守口市につきましては、昭和６２年に市立養護学校を設置さ

れておりましたが、平成８年３月に府立寝屋川養護学校の大規模化に伴い大阪府に移管し

閉校となったものでございます。高槻市につきましては、昭和４８年に市立養護学校を設

置しておりましたが、児童・生徒数の減少、設置目的の解消、大阪府内区割り分担、そし

て今後の特別支援教育のニーズ等を踏まえ、平成１７年３月に高槻市立養護学校が閉校さ

れているものでございます。  

 八尾市立特別支援学校についてでございますが、これまで八尾市立の特別支援学校では、
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児童・生徒数の減少は続いておったところではございますが、障がいの状態に応じて一人

ひとりを生かす教育を行い、自立心を養い、仲間とともに明るく力強く生きていく子ども

の育成を進め、一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな教育を実施してきました。

とりわけ地域の小学校や居住地域との交流、郷土学習を推進し、地域に根差した教育に力

を入れてきたところでございます。  

 一方で、市立特別支援学校の集団教育に課題があり、また、来年度は小学部の入学者が

０で、今後も集団教育にふさわしい児童数を確保することが見込まれないことから、市と

しての考え方を示す時期であると思われたことから、教育委員会としまして、考え方をお

示ししているものでございます。  

 

【百瀨委員長】 今後の方向性を教育委員会として示す必要があると考えておりますので、

質問いたします。市立特別支援学校の閉校はもう決定したのか、今後の方向性をどう考え

ているのか、お聞かせください。  

 

【高橋教育政策課長】  市立特別支援学校の今後につきまして、特別支援学校の集団教育

について課題があること。それから、これまでの児童・生徒数の推移を見ましても今後の

増加が見込めないことから、教育委員会としましては、今後、入学者の募集を停止し閉校

することが望ましいとの基本的な考え方を決定したいと考えておるものでございます。  

 入学者の募集停止や市立特別支援学校の閉校についての最終的な決定は、今後、保護者

や関係団体等に説明をさせていただきご意見をいただく中で決定をしていきたいと考えて

おるところでございます。  

 

【木下委員】  地域の学校にどれだけ受け入れ体制が整ってきているのか、あるいは整え

ていく方向にあるのか。今まで、地域の学校での受け入れが難しいので、市立特別支援学

校に入学した子どもも恐らくいると思います。また、あるいは、府立支援学校への入学と

いうことになっていると思います。  

市立特別支援学校へ通っている重度重複の障がいの子どもたちを受け入れるよう、地域

の学校の体制を整備していくなどの具体的なことが見える中で、今後の方向性になると思

います。八尾市としてインクルーシブ教育システムをどのように具体的に実現していくの

か、どのようにお考えですか。  

 

【高橋教育政策課長】  これまでも本市におきましては、一人ひとりの教育的ニーズに応

じた支援を行っております。保護者の意思や意見を可能な限り尊重する中で、子ども一人

ひとりの状態によって地域の小・中学校、それから府立支援学校における学習機会の保障

をしていくものと考えております。  

 また、地域の小・中学校を希望した場合の受け入れ体制についてですが、保護者の意思

を可能な限り尊重する中で、一人ひとりの障がいの状況にあった進学先を保護者に情報提

供し、進路を決めていただきたいと考えております。合わせて看護師の配置など医療的ケ

アの充実にもこれまでどおり取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。  
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【安藤委員長職務代理】  進路についてですが、例えば、八尾市に高等学部を設置するよ

うな考え方もあると思うのですが、いかがでしょうか。  

 

【高橋教育政策課長】  本市におきましては、歴史的な経緯もあり、小学部と中学部を設

置し、これまで一人ひとりを生かす教育を行い、自立心を養い仲間とともに明るく力強く

生きていくという子どもの育成を進め、一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな教

育を進めてきたものでございます。  

高等部については、府立支援学校に設置しておることから、新たに市立特別支援学校に

高等部を設置するのではなく、地域の小中学校の特別支援教育を充実することに重点を置

いていく必要があると考えております。  

 

【安藤委員長職務代理】  実際に市民の声はどういう形で聞いてこられたのか教えていた

だけますか。  

 

【高橋教育政策課長】  教育振興計画後期計画について、本市の教育振興、障がいのある

幼児・児童生徒の教育に対しても方向性をお示しし、パブリックコメントを実施したとこ

ろです。今般の基本的な考え方は、教育振興計画後期計画において規定している方向性の

範囲において、教育委員会として、基本的な考え方をまとめてきたものと考えております。  

一方で、市立特別支援学校の閉校等につきましては、在籍する保護者や今後就学の対象

となる保護者にとっては影響も大きいことから、保護者や関係団体等も含めて説明をさせ

ていただきたいと考えています。  

 

【安藤委員長職務代理】  市立特別支援学校が閉校となった場合、府立支援学校への通学

が大変になるなどの声をどのように聞いていくのか、どのように対応されるのか、考えて

おられますか。  

 

【高橋教育政策課長】  今後、保護者への説明、現場の教職員への説明をしていく必要が

あると考えております。  

本日、定例教育委員会で考え方がまとまれば、教育委員会としての方向性を保護者にご

説明させていただきたいと考えております。  

また、検討会議の議論の概要については、現場の校長先生より、教職員にご報告させて

いただいているところでございます。  

 

【木下委員】  先ほど質問させていただいたことと関係するのですが。義務教育段階では、

原則として、地域で教育を保障すべきだと考えています。先ほど申し上げたように地域の

学校がどれだけの受け入れる準備が出来ているのかということです。それは、環境整備の

こともあるけれど、教職員の意識や子どもたちの意識もあるわけです。そこも含めての教

育課題は大きいと考えています。だから、議案として出されている基本的な考え方の中で、

どこまで考えて出されているのか、お聞かせください。  
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【菊池指導課長】 地域の学校の子どもたちに対する特別支援教育をどこまで充実できる

かということも考えておりますが、地域の中で子どもを育てていくことが基本だと考えて

おります。そのために、環境整備や医療的ケアの充実、また、一人ひとりの障がいの状況

に応じた支援をどのようにしていくべきかを考え、支援していくことが教育委員会の勤め

だと考えております。  

教職員の資質・向上につきましては、平成１９年４月に特別支援教育が学校教育法に位

置づけられたことから、全ての教職員が特別支援教育について理解するため、研修も実施

しております。集団の中で子どもが育つということを考えても、それは特別支援教育だけ

ではないですけれども、集団の中で子どもを受け入れ育てるだけではなく、その受け入れ

た側もともに学んでいくんだという教育を進めていくことが非常に大事であると考えてお

ります。  

本当に、一人ひとりに合った教育をどう進めていくのかということが大事だと考えてお

り、そこには、保護者の願いもありますが、地域の学校で共に学ぶことが子どもにとって

本当にいいことであれば、環境整備、教職員の資質向上も含めて受け入れ態勢をとってい

くことが教育委員会の勤めだと考えております。  

 

【浦上教育長】 保護者ニーズは多様化しており、支援学校に行かせたい保護者もおられ

れば、地域の中で、地域の子どもたちと一緒に歩みたい、生活したいというニーズをお持

ちの保護者もおられます。  

 八尾市として、特別支援教育を充実させていく方向性は変えるつもりはありません。そ

のような中で、ソフト面においては、教職員の意識改革を、また、ハード面においても整

備をしていかなければいけないとの想いを持っています。その想い、方向性を、教育長と

してお伝えさせていただきます。  

 

【安藤委員長職務代理】  閉校については、行財政改革のためにするということではない

と思うのですが、その点、確認させてください。  

 

【松岡生涯学習部長】  資料の１１ページから１４ページに、特別支援教育を推進するた

めの視点があり、１５ページ以降に特別支援学校についてお示ししております。  

 特別支援教育を推進するための視点がまずあり、それとあわせて特別支援学校について

も検討しておるということでございます。今後、どのように特別支援教育を充実していく

のかという視点なくして、今回の基本的な考え方をまとめているわけではございません。

あくまで全体として、特別支援教育を充実させるということでまとめさせていただいてお

りますので、コスト縮減を考え、始まったわけでもございません。  

我々としては、特別支援教育の充実といった視点から行わせていただいたということで

ございます。  

 

【御喜田委員】 小学校・中学校の支援学級に通っている子どもたちの数を見てすごく多

いと感じています。就学前施設にも特別な配慮を必要としている子どもさんが年々増えて

きている状況です。  



－19－ 

 他市になりますが、入園前に通っていた療育施設で作成している個別の指導計画や教育

支援計画を次に通う幼稚園や保育園、認定こども園への引継ぎや、代理人が園を訪問し子

どもの特性や関わり方を伝えるという取組みをしていると聞いています。特別な配慮が必

要な子どもが多くなってきている状況を踏まえ、八尾市でも就学前の療育施設と幼稚園や

保育、認定こども園の連携をより強化していただき、子どもの状況、情報が途切れてしま

わないようにしていただきたいと思います。  

 

【百瀨委員長】 ご要望ということでよろしいですか。  

 

【御喜田委員】 はい。 

 

【百瀨委員長】 他にございませんか。  

それでは、最後に、本市の特別支援教育は、これまで、一人ひとりの子どもたちの育ち

をしっかりと支援するという立場にたって行ってきました。  

今般、市立の小・中学校に設置されている支援学級の在籍者数が増加しておる一方で、

市立特別支援学校の在籍者数が減少しており、これらの課題をどう捉え、本市の特別支援

教育をどう推進していくのか、インクルーシブ教育の視点にたって検討をいただいたもの

でございます。  

その中で、市立特別支援学校を閉校していくという方向性について、新たに示されたと

ころですが、このことは、本市の支援教育の環境をしっかりと整えていくという基本的な

視点にたつものであり、本市の一人ひとりの子どもたちの育ちやそのことを支える環境整

備の充実に引き続き取り組むものであることを十分に認識することが必要であると考えて

おります。そのことを十分に認識していただくことをお願いいたします。  

 それでは、議案第５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５号「八尾市特別支援教育

の推進と市立特別支援学校についての基本的な考え方の決定の件」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】 それでは、議事の都合により、暫時休憩といたします。  

 

 

（休  憩） 

 

 

【百瀨委員長】 議事を再開いたします。続きまして、議案第６号「八尾市第２次生涯学

習推・スポーツ振興計画策定の件」について審議いたします。  

 提案理由を杉島課長よりお願いいたします。  
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【杉島生涯スポーツ課長】  ただいま議題となりました議案第６号「八尾市第２次生涯学

習推・スポーツ振興計画策定の件」につきましてご説明申し上げます。  

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第２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、平成２３年度を初年度とする八尾市生涯学習・スポーツ

振興計画が今年度末で計画期間を終了することにより、平成２８年度を初年度とする新た

な生涯学習及びスポーツ振興に関する計画を策定する必要があるため、本案を提出する次

第でございます。  

 本計画の策定経過についてでありますが、昨年、７月から８月にかけ３，０００人の市

民を対象に２９項目からなる市民意識調査を実施した後、その結果やこの間の社会動向、

現行計画における取り組みの成果と課題を整理の上、１０月からは学識経験者や社会教育

の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、公募市民、計１４名からなる八尾市生

涯学習・スポーツ振興計画審議会を３回にわたり開催するとともに、関係課長で構成する

庁内会議につきましても２回開催し、計画素案の検討を行いました。  

 あわせて八尾市社会教育委員会議、八尾市生涯センター学習プラザ運営審議会、八尾市

立スポーツ施設運営審議会におきましても意見聴取を行い計画素案をまとめてまいりまし

た。 

 その後、本年１月５日から２月５日にかけて計画素案に対する市民意見提出制度を実施

し、提出していただいた意見のうち反映が可能な内容のものについては反映したものを、

去る２月１５日開催の八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会第４回会議にご提示申し

上げた上で、答申としていただいたものでございます。  

 それでは、計画案の内容につきましてご説明申し上げます。  

 お手元の資料１、八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画案をごらんいただきたいと

思います。  

 まず、１ページから３ページの第１章  計画の策定にあたってでは、生涯学習の意義、

計画の趣旨と目的、計画の位置づけ、対象、期間について記載しており、八尾市第５次総

合計画に掲げる豊かな心を育む文化・学習・交流に位置づけられている生涯学習振興やス

ポーツ振興に関する施策を地域分権の取り組みを踏まえた八尾市のまちづくりの一環とし

て推進することを目標に本計画を策定することを示しております。  

 次に、４ページから３２ページの第２章 生涯学習やスポーツを取り巻く状況では、社

会の流れや国・大阪府の動向、本市の人口や世帯の状況、生涯学習・スポーツ関連施設の

整備状況、市民意識調査結果に見る本市の生涯学習やスポーツの状況並びに現行計画の進

捗状況を示した上で、それらを踏まえた課題としてライフステージや現代的な課題、ニー

ズに応じた学びやスポーツの推進、健康づくりを生かした生涯学習やスポーツ・運動の推

進等を３１、３２ページに整理しております。  

 次に、３３ページから３７ページの第３章  計画の基本的な考え方では、第２章で整理

いたしました課題の解決に向けて策定する本計画の目指す目標、循環型の振興の考え方、

基本方針、施策体系を示しております。計画の目指す目標につきましては、本計画の上位

計画である総合計画と整合を図る観点から、現行計画と同じ目標を掲げており、生涯学習

は誰もが生涯にわたって学ぶことができ、その成果が社会に還元できるまち。スポーツは、
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誰もがいつでもどこでもいつまでもスポーツ・レクリエレーションに親しむことができる

まちと掲げております。  

 また、計画目標の達成に向けて基本方針を生涯学習で４つ、スポーツで３つ掲げており、

各基本方針には評価指標を設定の上、その内容につきましては第４章、第５章でお示しい

たしております。  

 次に、３８ページから５３ページの第４章  生涯学習振興計画の推進では、生涯学習の

きっかけづくり、学びを深め、生涯を通じて学べる学びの場づくり、学びの成果を循環さ

せる仕組みづくり、生涯学習を支える環境づくりの４つの基本方針を掲げた上で、方針目

標、評価指標、施策の方向、目標を実現するための主な取り組みを示しております。  

 また、５４ページから６３ページの第５章  スポーツ振興計画の推進では、誰もがいつ

でもいつまでも行うことができるスポーツの機会づくり、スポーツを支え、活かす仕組み

づくり、スポーツ振興を支える環境づくりの３つの基本方針を掲げた上で、方針目標、評

価指標、施策の方向、目標を実現するための主な取り組みを示しております。  

 次に、６４ページの第６章  計画の推進に向けてでは、市民や地域、関係団体等との連

携・協働、庁内の推進体制、計画の進行管理について示しており、評価指標の達成状況を

次期計画策定時に実施予定の市民意識調査の結果により把握すること。各施策に位置づけ

られている目標を実現するための主な取り組みにつきましては、毎年度、取り組み状況を

把握することをお示ししております。  

 次に、６５ページ以降は、参考資料として各施策に位置づけられている目標を実現する

ための主な取り組み一覧、八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会規則、同審議会委員

名簿、関係する法律、用語説明、生涯学習・スポーツ関連施設マップを掲載させていただ

いております。次年度より、本計画に基づき生涯学習・スポーツ振興のために、関係各課

と連携してそれぞれの施策に取り組んでまいりたいと考えております。  

 続きまして、市民意見提出制度の実施結果と市の考え方についてご報告申し上げます。  

 お手元に配付申し上げております資料２、八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画素

案に対する市民意見提出制度の実施結果と市の考え方についてをごらんいただきたいと思

います。  

 意見募集の期間としましては、平成 28年１月５日から２月５日までの期間で実施し、７

人及び２団体から計１７件のご意見を頂戴したところであります。いただいたご意見は、

趣旨をそこなわないように要約するとともに、同趣旨のご意見につきましてはまとめて市

の考え方をお示ししております。  

 なお、この資料につきましては、市のホームページにおいて公表をしております。  

 いただいた意見の内容といたしましては、女性の社会参加促進、食育・消費・子育て支

援などに関する取り組みなどの充実などであり、これを受けまして４番のご意見を踏まえ

計画本文を一部修正するとともに、今後、生涯学習・スポーツの充実に向けていただいた

ご意見を踏まえ、取り組んでいきたいと考えているところでございます。  

 なお、現在、本計画の要点を抽出しまとめました概要版を作成しており、それをイメー

ジしたものを資料３として配付申し上げておりますのでご参照願いたいと思います。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、八尾市生涯学習・スポーツ振興計画についての説明

とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  
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【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方からご質疑、

ございませんか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 １１ページにあります市民意識調査結果にみる生涯学習やス

ポーツの状況とありますが、この市民意識調査は毎年実施されているのでしょうか。  

 

【杉島生涯スポーツ課長】  市民意識調査につきましては、５年前に現在の計画を策定す

る際に実施し、それ以後では、今回実施するのは初めてでございます。  

 ただ、毎年、市長部局で行っております調査の中にはスポーツに取り組んでいる状況等

について、項目としては２項目程度が入っておりますけれども、こういう形で生涯学習や

スポーツに関する調査を行うことにつきましては、５年ぶりに行ったという形でございま

す。 

 

【安藤委員長職務代理者】 前回調査から５年間経っていますが、調査結果では、市民意

識の変化はあるのでしょうか。  

 

【杉島生涯スポーツ課長】  市民意識の変化ということでございますけれども、まず前提

といたしまして３，０００人の市民を対象にやっておりますけれども、前回の方と全く同

じ方に対して調査を行っているということではございませんので、意見が必ずしも同じよ

うな感じでの返答があったというふうには我々はとらえておりません。  

 ただその中で、スポーツにつきましては日常的にできる運動等に取り組んでおられる方

というのは、やはりふえてきていると思いますし、生涯学習につきましても興味を持って

おられる方、関心を持っておられる方、それを踏まえて取り組みたいという潜在意識を持

っておられる方はかなり多いんですけれども、実際に生涯学習というものに取り組んでお

られる方につきましては、今回の調査で行きますと４割を切るという結果でしたので、ま

だまだ少ない状況にあるのかなと。  

 今後は、その潜在意識を持っておられる方をいかにして生涯学習やスポーツに取り組ん

でいただけるような環境をつくれるかというのが我々に与えられた使命ではないかという

ふうに考えております。  

 

【百瀨委員長】 他にございませんか。  

 ないようですので、採決に移らせていただきます。  

 議案第６号について、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６号「八尾市第２次生涯学

習推・スポーツ振興計画策定の件」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７号「八尾市指定文化財の決定の件」について、審議いたします。  

 提案理由を渞課長より説明願います。  
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【渞文化財課長】 それでは、議案第７号「八尾市指定文化財の決定の件」について、ご

説明申し上げます。  

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１７号に規定に

より、委員会の議決をお願いするものです。  

 提案の理由ですが、八尾市久宝寺三丁目４番２５号に所在します宗教法人念佛寺の木造

阿弥陀如来立像１躯、及び八尾市神立五丁目９３番地に所在します宗教法人玉祖神社の玉

祖神社本殿附棟札、１棟及び棟札１枚の２件を市指定文化財とすることについて、八尾市

文化財保護審議会に諮問いたしました。  

 念佛寺の阿弥陀如来立像は、高さ３尺、約８３．５センチ、繊細で細身な体型に絵画的

な衣の文様が刻まれており、鎌倉時代を代表する快慶が確立した安阿弥様という様式にそ

ってつくられています。この像は、表面の金泥や文様は鎌倉時代のもので、保存状態がよ

く当該期の彫刻を考える上で貴重であるとして評価されました。  

 次に、玉祖神社本殿、附、棟札ですが、本殿は切妻造、妻入で、規模は正面一間、側面

三間で、屋根が階段部分まで延びて向拝となっていることが特徴です。  

 神社の創建は奈良時代にさかのぼると伝えられますが、この本殿は残された棟札から宝

永三年、１７０６年に教興寺の大工を棟梁として、高安の大工らによって再興されたと考

えられます。身舎と向拝が一体となった珍しい形式を持ち、また高安郡の村々の結びつき

を象徴する建物であるとして評価されました。  

 以上のように、この２件について、八尾市文化財保護審議会より市指定文化財として適

当であるとの答申をいただきましたので、議案として提出したものでございます。よろし

くご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

 

【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、ご質疑

等ございませんか。  

 ないようですので、採決に移らせていただきます。  

 議案第７号について、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７号について、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】 それでは続きまして、報告事項のほうに移らせていただきます。  

 八尾市運動会・体育大会における組立体操事故検証委員会の報告についてということで、

これは菊池課長より報告を願います。  

  



－24－ 

【菊池指導課長】 組立体操事故検証委員会の報告書についてご報告いたします。  

２月１日に第５回の検証委員会が終了し、これまでの審議の内容等を報告書として取り

まとめましたので、ご報告させていただきます。  

はじめに、報告書の概要についてご説明いたします。資料をご覧ください。構成につき

ましては、本編と参考資料の２部構成としております。  

まず、本編からご説明いたします。本編は、４つの章で構成しております。  

1ページをご覧ください。第１章は「はじめに」ということで検証委員会設置の経緯と目

的を、第２章は２ページから４ページまで「大正中学校、組立体操事故の検証結果につい

て」事故の直接の原因と要因についてまとめております。直接の原因については、一つに

特定するのは難しいけれども段数が高くなったことで、くみ上げるまでの時間がかったこ

とや、多くの生徒が次々に上っていくことで揺れが生じやすくなるなど、段数が高くなっ

たことで崩れる要因が複数重なり、バランスが崩れ支えきれなくなったところから全体が

一気に崩れたと考えられるとまとめております。  

第３章は、５ページから８ページまでとし、組立体操の事故については、全ての学校に

関係することであり、一般化する必要があることから、「本市立小・中学校におけるこれ

までの事故の状況と安全の確保について」を、１０年間の事故調査の概要や、学校・児

童・生徒へのアンケート結果等から見えてきた原因や要因についてまとめております。 

第４章は、９ページから１２ページまで、とし、「安全な運動会・体育大会の実施と学

校事故の未然防止」について、検証委員会での検証結果やさまざまなご意見の中から、安

全対策として必要と考えられることを８つの項目に分け整理しております。  

これまでの事故の原因や要因を整理する中で、安全な運動会・体育大会を実施するにお

いては、全教職員が危機管理意識を共有し連携を図ることや、教職員の資質向上のための

研修や指導技術向上のための講習会の充実を図ることなどが必要であるとまとめておりま

す。また、事故が多かったピラミッドやタワーについては、段数制限が必要だと考えられ

ることから、ピラミッドは５段、タワーは３段を上限とし、今後も検証を進めることが、

現在の実態に適しているとまとめており、より実態に即した綿密な練習計画と安全指導、

安全対策が求められるとまとめております。  

1３ページから３４ページまでは、参考資料として、第１回から第５回までの検証委員

会の概要、検証委員会で使用した事故調査の結果や、学校へのアンケート結果、自由記述

の意見及び組立体操の技についての説明などの資料を記載し、３５ページには検証委員会

のメンバー構成を記載しております。  

 以上、甚だ簡単ではございますが「報告書」の説明とさせていただきます。  

 なお、この報告書の第４章の部分が検証委員会の提言と考えられることから、その内容

を最大限反映した、ガイドラインを作成する必要があると考えております。先日馳文部科

学大臣の会見でもありましたように、文科省も年度内に事故防止のための方針を出す考え

を明らかにしており、今後の国の動向を見据えつつではありますが、今年度中には各学校

へガイドラインを提示できるよう、現在作成を進めているところでございます。  

また、報告書、ガイドラインについては、広く保護者や市民へも啓発する必要があるこ

とから、ＨＰ等でもお知らせしていきたいと考えております。  

 以上よろしくお願いいたします。  



－25－ 

【百瀨委員長】 この報告に関しまして、委員の皆様、何かご質問等ございませんか。  

 

【御喜田委員】 １つお願いがあります。資料７にある組立体操事故検証委員会における

議論の整理にも書かれていますが、「高難易度の技でないと達成感が持てないということ

でもない」と明記されております。ピラミッドの段数の高さが達成感ということではなく、

組立体操を通じて子どもたちに身につけてほしい力は何かということを、もう一度、子ど

もたちと一緒に考えながら安全を第一に考え、体育大会に繋げていただきたいと思います。  

 

【百瀨委員長】 他に、ご質問等ございませんか。  

 学校は、子どもたちの学習、生活の場でありますので、安全な教育環境を備えていくこ

とは大事なことであり重要なことだと考えております。そういう中で起こった事故であり、

今までも申し上げましたようにしっかりと議論をしていただき、この検証委員会の報告を

尊重し受けとめ、組立体操における事故防止に向けたガイドラインを作成していただきた

いと考えております。  

 今後も八尾市の子どもたちの運動会・体育大会がさらにすばらしいものになるように、

そしてそのよさが全国に発信できるように、ぜひお願いいたします。 

 事務局から、ございませんか。  

 ないようですので、以上をもちまして２月定例教育委員会を終了いたします。  

  

 


