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５月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、５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。  

 

【中山教育長】 ４月臨時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でしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。全員異議なしと認めます。よって、４月臨時会会議録

について承認と決しました。 

 

【中山教育長】 続きまして、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、何かご質疑ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。全委員異議なしと認めます。よって、４月定例会会議

録について承認と決しました。  

 

【中山教育長】 それでは、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

  

開 催 年 月 日  平成２８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  

 

中 山 教育長 

百 瀨 委員（教育長職務代理者） 

安 藤 委員 

木 下 委員 

御喜田 委員 

出 席 職 員  

 

 

吉川教育次長兼教育総務部長・田中生涯学習担当部長・靍原学校教

育部長・今岡教育総務部次長・瀧瀬教育総務部次長・馬場教育総務

部次長兼教育政策課長・西崎教育総務部次長兼八尾図書館長・辻内

学校教育部次長兼学務給食課長・高橋総務人事課長・南生涯学習ス

ポーツ課長・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・岡田人権教育課長・仁科教育政策課長補佐  



－2－ 

 

（教育長報告）  

４月23日（土）  

４月25日（月） 

 

 

４月26日（火）  

４月27日（水）  

４月28日（水）  

 

５月２日（月） 

 

５月９日（月） 

 

５月11日（水）  

 

 

５月12日（木）  

５月13日（金）  

５月15日（日）  

 

 

５月16日（月） 

５月18日（水）  

５月19日（木）  

午前10時から、地域安全運動八尾市民の集いに出席。  

午前９時15分から、校長会に出席。  

午後２時から、第１回行財政改革推進本部会議に向けた検討会議に

出席。  

午後２時から、八尾地区保護司会通常総会に出席。  

午後４時15分から、園長会に出席。  

午前10時から、各派代表者会議に出席。  

午後７時から、スポーツ推進委員委嘱状交付式に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

引き続き、第１回行財政改革推進本部会議に出席。 

午後１時から、指導主事研修会に出席。  

午後３時から、第１回八尾市史編纂委員会に出席。  

午前10時30分から、八尾市障がい児者問題協議会平成28年度総会に

出席。  

午後７時から、東山本地区ラウンドテーブルに出席。  

午後２時30分から、庁議に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午前10時から、大正コミセンまつりに出席。  

午後１時から、車椅子バスケットボール・西日本女子リーグ八尾大

会に出席。  

午後１時から、臨時本会議に出席。  

午前９時55分から、手をつなぐ子らの会「春のつどい」に出席。  

午前９時から、第68回全国都市教育長協議会定期総会・研究大会に

出席。  

 

【中山教育長】 ４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、

ご報告いただければと思います。何かございますか。 

  

【安藤委員】  教育長の報告にもございますが、５月 18日水曜日９時55分から手をつなぐ

子らの春のつどいに出席させていただきました。今回、すごくいいお天気で、子どもたち

も本当に楽しんで、よかったと思います。  

 

【中山教育長】 まだあと２つのブロックが残っておりますので、また私たちも参加した

いと思います。よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。  

 では、次に進ませていただきます。  
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｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 議事に入ります前に、本日審議いたします議案のうち、議案第 19号及び

第20号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱又は任命の件」につきまして

は、関係資料が八尾市情報公開条例の規定によりまして、公開可能な時期が来るまでは非

公開とすべき文書となりますので、この案件に係る会議は非公開といたします。委員の皆

様方、よろしいでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第19号及び第20号については、

非公開で審議することといたします。  

 それでは、議事進行の都合上、この案件につきましては、他の議案の審議及び報告等が

終了した後に行いたいと思います。  

 それでは、議案審議に入らせていただきます。  

 

５月の議案  

議案第１５号 

議案第１６号 

議案第１７号 

議案第１８号 

議案第１９号 

 

議案第２０号 

 

議案第２１号 

議案第２２号 

市立幼稚園における平成 30年度４歳児募集の件 

八尾市立特別支援学校の募集停止の件  

八尾市社会教育委員の委嘱の件 

八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件 

八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱又は任命の件 

(生涯学習施設) 

八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱又は任命の件  

(文化財施設) 

八尾市図書館協議会委員の委嘱の件 

八尾市就学支援委員会委員の委嘱又は任命の件 

 

【中山教育長】 まず、議案第15号「市立幼稚園における平成30年度４歳児募集の件」に

ついて審議いたします。 

 提案理由の説明を、馬場教育総務部次長兼ねて教育政策課長よりさせていただきます。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  それでは、議案第15号「市立幼稚園における平

成30年度４歳児募集の件」につきまして、ご提案申し上げます。  

 本件は、市立幼稚園における平成30年度４歳児募集につき、教育長に対する事務委任等

に関する規則第２条第17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。 

 提案の内容でございますが、公立の認定こども園の整備につきましては、就学前施設に

おける教育・保育と子育て支援計画、公立の認定こども園の整備に基づき、本市の教育・

保育のニーズ量と確保策の見込みを参考にするとともに、民間施設の受け入れ枠や整備状
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況を考慮して、平成31年度に向け、５施設の整備を行うこととしているものでございます。  

 この間、民間施設におきましても、既に 18園が認定こども園へ移行されております。他

の民間施設におきましても、認定こども園への移行の取り組みが進められており、平成 31

年度に本市では公立の認定こども園を含めまして 36施設の認定こども園となる予定であり、

施設利用を希望される全ての子どもを公立と民間施設で受け入れることができるものと考

えております。  

 一方で、現在の各民間施設におけます保育士の確保や施設整備の進捗状況等を考慮し、

また、平成29年４月以降に一部の公立幼稚園が休園となることも想定されることから、現

時点におきまして、本市の全ての子どもを確実に受け入れていくために万全を期す必要が

あり、認定こども園への引継園、これは長池幼稚園、志紀幼稚園、安中幼稚園、南山本幼

稚園、東山本幼稚園と合わせまして、今回龍華幼稚園、南高安幼稚園、用和幼稚園におき

まして平成30年度４歳児募集を実施するものでございます。 

 龍華幼稚園、南高安幼稚園、用和幼稚園の選定条件についてでございます。１つ目とい

たしまして、休園候補園でないこと。休園候補園というのは、八尾幼稚園、久宝寺幼稚園、

美園幼稚園、高美幼稚園、北山本幼稚園、西山本幼稚園の、この６園でございます。２つ

目といたしまして、子ども・子育て支援事業計画の地域区分におきまして、引継園や民間

施設の受け入れ枠を踏まえまして、地域的な需要を確保できる幼稚園であることでござい

ます。 

 ２番目といたしまして、入園及び卒園についてでございます。１つ目といたしまして、

平成30年度４歳児は、園区を設定せずに、八尾市在住者であれば申し込みできるものとい

たします。２つ目といたしまして、引継園に入園した園児は、公立の認定こども園におい

て卒園するものといたします。なお、龍華幼稚園、南高安幼稚園、用和幼稚園に入園した

園児につきましては、在園幼稚園で卒園するものといたします。 

 次に、３番目、募集定員についてでございますが、引継園を含めました平成30年度４歳

児の募集定員は、平成 29年度の教育・保育のニーズ量や民間施設の整備状況の動向により

まして、平成29年６月ごろに決定を予定いたしております。  

 最後に、平成30年度４歳児募集を実施する幼稚園の公表についてでございますが、現在、

２歳児の保護者が施設を選択する上で、今年度の園児募集が始まるまでに、可能な限り早

い時期に行うことが求められておりますので、その詳細につきましては、市政だより等に

て広報してまいりたいというふうに考えております。  

 以上、甚だ簡単な説明でありますが、よろしくご審議、ご承認賜りますようお願い申し

上げます。  

 

【中山教育長】 ただいま提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆様方、どうかご質

疑等々忌憚なくお話しいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。いかがでし

ょうか。  

  

【百瀨委員】 今、提案理由等、また資料等の報告等をしていただいたわけですけれど、

改めて本日の議論をする上では必要かと思いますので、確認をさせていただきたいと思い

ます。 
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 ２点ほどですけど、まず１点は、今の引継園の募集人数をこの計画ではどのように想定

してきたのか、これは改めて確認をさせていただきたいと思います。  

 第２点目になりますけど、先ほどの提案理由の中にもございましたけど、本計画につい

ては公立と民間がともに就学前の子どもたちを受け入れていくということがあったわけで

すけど、その中で、平成31年度、５つの公立認定こども園を整備するということになって

おりましたけれど、他の民間施設の現在の状況は一体どのようになっているのか、また今

後の見込みはどのようになっているのか、そのあたり改めて確認させていただき、進めて

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 引継園の募集人員につきましてのご質問から、事務局、お願いできます

か。 

 

【仁科教育政策課長補佐】  今、百瀨委員ご質問いただきました、まず引継園ですけど

も、今後整備を予定しています認定こども園への引継園としては、長池幼稚園、志紀幼稚

園、安中幼稚園、南山本幼稚園、東山本幼稚園、５園がございます。この５園で平成 30年

度に入園していただいた４歳児が平成31年度の認定こども園に引き継がれるということで

の引継園としていますけれども、４歳児募集におきましては、各幼稚園で 20名ずつという

ことで、募集人数を想定いたしております。  

 また、本計画につきましては、公立と民間がともに就学前の子供たちを支えていくとい

うことで、認定こども園の整備を推進しているところでございます。現在平成 31年度には

５つの公立の認定こども園と、民間で 31の認定こども園の整備にむけた意向を聞いており

まして、合わせて36の公立と民間の認定こども園の整備が予定されているところでござい

ます。 

計画としては順調に進んでいると考えております。  

 

【中山教育長】 ご質問いただいた件ですが、民間の状況は今は順調に進んでいるという

説明ですが、いかがでしょうか。  

 

【御喜田委員】 認定こども園の整備計画の中に、今後の八尾市の子どもの人数なども予

測して、引継園や必要な園の数を決められたと思いますが、そのことと今回市立幼稚園が

平成30年度の４歳児の募集を実施するということ、そのように至った経緯を教育委員会の

中でいろいろ考えられて、このような案が出てきたと思いますが、そのことについて説明

していただけますか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  今回、計画につきましては現在のところ想定ど

おり進んでいるということでありますけれども、八尾市の場合、公民協働で進めていると

ころであり、民間施設におきましては、既に認定こども園に移行されているところ、今後、

施設整備をすすめ、土地の取得であるとか、園の整備に着手されるなど、 31年度に向けて

進められております。そういった中で、募集定員等についていつ公表できるのかというの

は、民間各施設の状況によりますので、それを出そろうのを待っておりますと、今回、ご
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提案申し上げたように、現在２歳児のお子様の保護者の方の選択に大きく影響するという

ことです。また、ご提案の中で申し上げたように、施設整備とまた一方で現在保育士の確

保の課題というのも状況が出ております。こういったことを踏まえまして、現時点におき

まして万全を期すということと、保護者不安を解消するということで、 31年度に例えば民

間施設が万が一整備がずれ込むということで、保護者、児童に迷惑をかけるということが

あってはならないと考えておりますので、その判断のもと、現時点において判断をしてい

く必要があろうかということで、公立の幼稚園３園を平成 30年度入園の４歳児募集をする

という判断に至ったものです。  

 

【中山教育長】 民間の状況も着々と進んでいるけれども、保護者の不安を取り除いて、

なおかつ万全を期すということで、今回の提案があったということですね。  

  

【安藤委員】  引継園の５園と、先ほどの中では龍華幼稚園、南高安幼稚園、用和幼稚園

においても平成30年度４歳児募集すると書かれてありますが、募集定員については、 29年

度における民間の動向によっては決定されるとなっているということは、引継園では20名

募集とお聞きしていますが、その３園に関しても同様なのか、その辺の予定を聞かせてく

ださい。  

 

【中山教育長】 事務局、お願いします。  

 

【仁科教育政策課長補佐】  先に申し上げましたこの 20名の定員というのは、現在の施

設規模等、保育ニーズ等を踏まえて今設定をさせていただいているところでございます。

今、安藤委員、ご質問いただいております募集定員ですけども、公民合わせてニーズ量に

対して確保策をとっていくということがこの計画でございますので、民間の施設整備状況

等を踏まえた中で、この３つの幼稚園、龍華幼稚園、南高安幼稚園、用和幼稚園の募集定

員を29年６月頃に決定をしていきたいと考えております。また、この引継園についても同

様に検討するのかということでございますけども、原則として今 20名と申し上げておりま

すけども、施設の収容数、２号、３号の子供たちの数も踏まえて、引継園の募集定員につ

いて判断してまいります。  

 

【中山教育長】 ほか、よろしいでしょうか。  

 

【木下委員】  今のことと絡んでなんですが、募集の人数はかなり流動的だと理解してい

いんでしょうか。  

 それが一つと、その場合に、募集してくる園の募集人員が、希望する人が非常に少ない

等々、いろんな事態が起こり得る中でのことですよね、これ自体は。それはそれぞれのと

きに流動的に考えていくということで理解してよろしいでしょうか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  ３園の募集時期が来年の 10月ということになり

ますので、決定はその前の６月ごろにする必要があると考えております。民間施設の整備
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状況、受け入れ状況等も見ながら募集人員を検討していくわけですけれども、一方、現在

休園の候補園が６つあります。また、実際この秋に募集をしたときに決まるわけですけれ

ども、休園になるということになりますと、今度募集が、そこの園ではできないというこ

とになります。そのあたりも踏まえ、募集定員につきましては、集団での教育環境の確保

できる規模、そのあたりも考えながら決定していきたいと考えております。  

 

【木下委員】  心配というか、今おっしゃったように、募集人員が極端に少ないことはな

いだろうというのもあるし、一方で募集人員を決めたとしても、応募される人数がどうな

っていくのかという２つの不確定の要素があります。だけど、それは不確定で、今確定す

るわけにはいかないので、非常に流動的にお考えになると今の時点では理解すべきなんで

しょうか。  

 

【仁科教育政策課長補佐】  この公立の認定こども園のこの整備計画につきましては、

八尾市の子ども・子育て支援事業計画、この計画に基づいて確保方策を考えているところ

でございます。それは量の見込みに対して、確保策をとっていくということでございます

ので、募集定員についてはあくまでも量の見込みをしっかり図りながら、供給過剰になら

ないという形で定員設定を考えてまいります。  

 

【中山教育長】 この資料の３園の選定条件の２番にもあるように、子ども・子育て支援

事業計画の地域区分において民間施設の受け入れ枠を踏まえて地域的な需要を確保できる

幼稚園ということで、この３園になったという理解でよろしいですか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】 今、おっしゃっていただいたとおり、計画にあ

ります地域に基づいてそのニーズと受け入れ枠を考慮いたしまして、この３園を設定させ

ていただいたということでございます。  

 

【中山教育長】 この３園の選定についても、これでよろしいでしょうか。ご質問等、委

員の皆さんありませんでしょうか。  

【御喜田委員】 この３園に決まった理由も、私ももう少し詳しくお聞きしたいと思いま

す。 

 

【仁科教育政策課長補佐】  お答えさせていただきます。選定条件のところで、まず申

し上げさせていただきました休園の候補園でないこと、ということがまず１つ目の条件で

ございます。休園措置につきましては、今現在の平成 28年度入園の４歳児の数と、平成 29

年度入園の４歳児の数、これが２年連続して 15人未満になるといった場合に休園措置の対

応になっているところでございます。  

 今回、お示しさせていただいている部分につきましては、平成 30年度入園の４歳児の募

集ということでございますので、休園の可能性がある園をこの平成 30年度入園の４歳児募

集を行なう園として選定することは難しいということで、１つ目の条件にさせていただい

たところです。  
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 ２つ目の条件としては、この子ども・子育て支援事業計画の地域区分で４つの区分がご

ざいますけども、その４つの地域区分でこの 19の幼稚園を見たときに、休園候補園の幼稚

園を除き、そして引継園の幼稚園を除くと、残りの幼稚園の中で地域的な需要といったこ

とが確保できる幼稚園を選定させていただくこととしております。逆に申し上げますと、

地域的な需要を超える幼稚園については、選定ができないということでございます。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。  

 

【百瀨委員】 先ほどの委員の質問を含みながら、改めての確認ということになるんです

が、このたびの提案というのは、計画の修正ではなく、計画を進めていく上で万全を期す

と、何回もこの万全という言葉が出ていたわけです。不測の事態にも備えての措置である

と、そういうことで進めているということは、これは確認させていただいていいですか。

そういうことですか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】 そのとおりでございます。  

 

【百瀨委員】 そういう中で子どもたちが多い少ない等といろいろ、公民あわせてそうい

う事態が今後発生してくるかわからない中で、今、保護者の選択肢を保証するためのこの

早期の公表が、公として今後に無駄な投資になっていくのではないかということも危惧さ

れると考えられると思うんです。 

 逆に今なぜこの時期に教育委員会として判断をしていかなければならないのか等々、そ

のあたりを押さえた上でお答え願いたいと思いますがいかがですか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  今回の３園の募集ということで、無駄な投資に

なるとなんですけれども、公民協働で進めていく中で、いわゆる公の役割として、万が一

不測の事態に対応していくということは、公の役割の大きな部分であろうかと思っており

ます。民間の施設の経営の課題、課題というか経営の問題もある中で、なかなか決定がで

きていないというところはあります。  

 一方、保護者に対しましては、この計画を進めていくと、 31年度には全ての子どもさん

を受け入れていくということを達成するためにも、この時点で計画上の中で万全を期すと

いうことで、我々としてはこれは保護者に対して安心していただくために必要な判断であ

ると考えております。  

 

 

【百瀨委員】 最初の確認の中で民間施設の現在の状況をどのようになっているのか、今

後の見込みについて、委員会としても把握しながら進めていくことですので、このあたり

もう一度きちんと見ておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

 

【中山教育長】 百瀨委員からありました、なぜこの時期にというのは、２歳児の保護者

が施設を選択する上でということが大きいということで、理解してよろしいですか。  
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【百瀨委員】 こうやって進めていっていただくのはよくわかるんですけどね、先般も八

尾市の全戸配布のチラシ等も入っておりました。見させていただいておりますけど、今後

保護者に対して一体どのようにこの内容について広報、または情報を提供していくのか。

何園が民間として受け入れていくことができるのか等を含めて、いつの段階でそうなって

いくかということは、委員会としてはこう進めていくというのは示していかなければなら

ないと考えています。そのあたり、今後についてどうお考えなのか、聞かせていただきた

いと思います。  

 

【仁科教育政策課長補佐】  本日、ご提案をさせていただき、ご承認を賜りましたら、

市議会等へのご報告をさせていただきまして、できる限り早い段階で市政だより、またホ

ームページ等で市民、保護者の方々に情報を発信していきたいと考えております。具体的

な平成30年度入園の４歳児募集につきましては、その前年度の８月 20日号の市政だよりで

募集をするというのが通例になっておりますので、しっかりと保護者に発信をさせていた

だきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 よろしくお願いいたします。  委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 

【百瀨委員】 最後に改めて、委員会の姿勢を少し確認しておきたいと思います。５園に

ついては進めていくと、これはよく理解しております。しかし、先ほどからいろいろ話が

出ているように、就学前の子どもたちの行き場所をしっかり委員会として用意すべきであ

るし、またその環境を整備していくことがきちんと押さえていかねばならないことではな

いかと考えます。このことをしっかり委員会が進めていくことが、反対に言えば民間への

評価をどうするかということへもつながっていくでしょうし、また、今公立としてその判

断をどうすべきかということにも返ってくるかと思います。十分そのあたり、５園だけに

絞ることなく、いろいろな判断材料を持って今後進めていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いしておきます。これは要望等を含めてということでお考えください。  

 

【吉川教育次長兼教育総務部長】  今、百瀨委員から貴重なご意見をいただいたと思いま

す。この間、こども未来部とともに認定こども園の計画を進めておるところでございます。

民間の幼稚園にもご努力をいただいて、計画的に進めていただいているところでございま

すが、今の休園候補園等の状況を見る中で、先ほど説明させていただきましたように、就

学前の子どもたちを確実に受けて、誰も一人も残すことなく受け入れていく、そのための

公の役割として、今回ご提案をさせていただいている、この３園の措置だということで考

えていただきたいと思います。この間、いろいろ保護者等の不安というのも出ております。

その不安を早く取り除いて、確実に安心して子どもたちが保護者の望むところに受け入れ

ていけるよう、今後もこども未来部とともに教育委員会が取り組んでいきたいと思ってお

ります。今回の措置につきましても保護者の不安を取り除かせていただいて、早く保護者

の判断に基づいて子どもたちがどういう形で就学前を過ごしていただけるかと、そういう

形のご提案だということでご理解いただきまして、先ほど意見をいただいたように、こど

も未来部とともに教育委員会が精いっぱい頑張らせていただいて、子どもたちのために受
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け入れできるような確実な体制をとっていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。私たち教育委員会として、しっかりとやってい

くということをここで確認して、採決に移らせていただきたいと思います。  

 議案第15号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、議案第 15号の「市立幼

稚園における平成30年度４歳児募集の件」につきまして、原案どおり可決いたしました。  

引き続き、議案第16号「八尾市立特別支援学校の募集停止の件」について審議いたしま

す。提案理由の説明を馬場次長よりさせていただきます。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  それでは、議案第16号「八尾市立特別支援学校

の募集停止の件」につきまして、ご説明申し上げます。  

 本件は、八尾市立特別支援学校の小学部及び中学部の入学者を募集停止するにつき、教

育長に対する事務委任等に関する規則第２条第17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。 

 先の平成28年３月市議会文教常任委員協議会におきまして、今後の本市の特別支援教育

の推進と、市立特別支援について基本的な考え方の報告書としまして、八尾市における特

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ということで、市議会に

もご報告をさせていただいているところでございます。  

 当該報告書におきましては、大阪府立支援学校の現状や、本市の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の推進の流れ等から、市立特別支援学校の設置を維持す

ることが困難であり、今後の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さ

れております。本年４月以降、各種団体や保護者に対しまして、当該報告書に基づき教育

委員会の考え方につきましてご説明をさせていただいたところでございます。説明会につ

きましては、平成28年４月13日から５月９日までの間、八尾市障がい児者問題協議会を初

めといたしまして、合計４団体にご説明をさせていただきました。主なご意見といたしま

しては、小学部の入学者がゼロ人という現状では募集停止もやむを得ない、また今後閉校

になった場合、閉校までの間も地域の学校との交流をしっかりとしてほしい、また特別支

援教育の推進につきましては、市立特別支援学校で培われました経験とか取り組みについ

ては、しっかりと引き継いでもらいたいということ、また一方では府立藤井寺支援学校の

ように、たくさんの友だちの中で多くの刺激を受けながら、受けられる環境が望ましいと

いったようなご意見をいただいたところでございます。募集停止につきましては、おおむ

ね一定のご理解を得られたものと考えております。  

 今後の教育委員会における具体的な対応といたしまして、先にご報告をいたしました各

団体からの意見も踏まえまして、今後６月から始まる就学相談までに市立特別支援学校の

募集停止についても判断をさせていただきたく、ご提案をいたすものでございます。何と



－11－ 

ぞよろしくご審議、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 基本的な考え方について、前にいただいているんですけれども、それに

基づいて今回の議案ということで、基本的な考え方、読んでいただいているんですけれど、

長い歴史があって、昭和40年代にいろんな運動で始まって、 41年に八尾市立の肢体不自由

児の訓練所が開設されて、その当時からの脈々とした流れというものが八尾の市立特別支

援学校にありました。それを受けての今回の提案ということなので、これにつきましても

教育委員会事務局はずっと地道にいろんな積み上げがあったかと思いますが、委員の皆様

方、何かこれに関してご意見ありましたらお願いします。  

  

【御喜田委員】 少しお聞きしたいと思います。特別支援学校が閉校することによって、

肢体不自由児の子どもたちが通うところが八尾ではなくなるということですが、そういっ

た子どもが通う場所、受け皿があるのかということと、あと地域の学校に本当に通学でき

るのか、また学校での受け入れ対策はどのようなものがあるのか、例えば車椅子で通学す

る子どもたちはスロープがあって、学校での生活がしやすいように学校でもそういった整

備はされているのかというようなところをお聞きしたいと思います。 

 

【菊池指導課長】  まず、受け皿についてですが、大阪府立の支援学校で言いますと藤井

寺支援学校、それから東大阪支援学校が肢体不自由の子供たちの受け皿になると考えてお

ります。また、地域の学校の中でも、肢体不自由学級と申します学級がありますので、障

害種別ごとの学級設置が進められている中で、地域の学校を選ばれた場合については肢体

不自由学級を設置していくということになると思っております。そういった子供たちが地

域の学校に通学するようになった場合については、学校の中にエレベーターが設置されて

いる学校というのは非常に少ないですけれども、階段等の移動については階段昇降機とい

う形で、車椅子のまま２階、３階、４階という形で移動できるような設備も整えていると

ころでございます。  

 

【中山教育長】 保護者のニーズというか、希望によって就学相談もしていくということ

になるかと思いますが、これも６月の就学相談が始まるということにかかわっての今回の

議案提案ということもあるかと思います。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  保護者に就学相談の場では、情報提供ということで、

お子さんの進学先についてありとあらゆる情報を提供しております。その上では、就学先

の中で特別支援学校が募集停止になっているということが明らかになっておりましたら、

そのことを保護者に丁寧に説明していくことが可能になるかと考えております。  

 

【中山教育長】 保護者の方が本当に進路でいろいろと悩んでおられるときに、適切に情

報提供をしていくことは本当に大切なことですので、どうかよろしくお願いします。  

  委員の皆さん、ご質疑ありませんでしょうか。  

 



－12－ 

【安藤委員】  先ほど一応学校内における整備のお話は伺ったけれども、私が不安なのは、

教職員、それから看護師さんがどのぐらい確保できていくのか、実際に保護者の方々は不

安が多いと思います。それをできるだけオープンにしていける部分と、今こういうふうに

動いていますということの経過を情報として出してほしいなと思います。それはお願いに

なると思いますけども。 

 

【中山教育長】 今、安藤委員が言ってくださったように、八尾市立特別支援学校に通わ

れるお子さんというのは、本当に重度重複の障がいのあるお子さんですので、地域の学校

を希望されたときに、手だてがしていけるということ、本当に重要なことですので、この

件に関しましてよろしくお願いします。  

 

【菊池指導課長】 先ほど少し申しましたように、障害種別ごとの学級設置というのがこ

の間大阪府で進められておりまして、本市でも障害種別の学級設置を進めております。教

職員につきましては、教員研修等を通じて特別支援教育の推進と、また支援学級の担任だ

けではなく、全ての教職員に対する特別支援教育の研修を進めているところでございます。  

 看護師等の配置につきましては、現在も１名の看護師を配置しているところであり、こ

れも、大阪府の補助を受けながら配置をさせていただいているところでございます。看護

師が必要な学校については、必要に応じて今後も整備は進めていくということで考えてお

ります。  

 

【中山教育長】 今回、４月から障がい者差別解消法も出ており、より一層の合理的配慮

等々も教育委員会として考えていかねばならない視点があると思います。教育委員会総体

として取り組んでいかなければならない重大な事案であると捉えてのことですけれども、

教育政策課から追加の説明等はありませんか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  補足になりますけれども、今回のこの特別支援

学校のご提案という部分とあわせて、今特別支援教育の推進ということでこの報告書をま

とめてきたところでございます。それは今、教育長おっしゃっていただきましたとおり、

差別解消法の施行、そして今、この 28年度から始まりました八尾市の教育振興計画後期計

画において位置づけておりますこの特別支援教育の推進についての大きい考え方、それら

を踏まえまして、今後の八尾の教育を見通した中でのご提案ということでございます。市

立特別支援学校のまだ在校生がおられますので、その在校生の支援教育には最大限の配慮

を図りつつ、本市の特別支援教育、地域の小中学生の支援教育を充実させていきたいとの

思いの中でのご提案でございますので、よろしくお願いいたします。 

 

【木下委員】  今の話を聞いていて、いかなる子どもが地域の学校へ来ても受け入れます

よと、準備はしますよということの決意と受けとめました。それで、私は親御さんが学校

をどうするのか相談に行ったときに、説明を聞いて、親の希望としては本来こうなんだけ

ど、あの説明の限りでは心配と思われて、それ以上の要求を出さずに、本来の希望と違う

ところへ行かれるケースというのは結構あります。ですので、ここだったら安心して行け



－13－ 

るというのを、制度、設備だけじゃなく、これは、八尾のインクルーシブ教育の水準とい

うか、どこまで教員と子どもの意識が高まっているのか、ここにかかってると私は思って

いますので、ぜひ閉校する以上はそのことの保証はぜひやっていただきたいと、希望しま

す。 

 

【中山教育長】 教育委員会一丸となって、八尾のインクルーシブ教育システムの構築の

ための支援教育を推進してという強い決意でまたやっていきたいと思います。よろしくお

願いします  

 

【百瀨委員】 支援学校の募集停止ということになると当事者にとっては今後どうなるの

かということは当然一番意識することでもあります。逆に、今後の支援教育の充実をどう

していくかを、八尾市はどう考えているかということは、もう避けられないと思います。

例えば現場への指導を含め、どのような取り組みを具体的に進めていくのか、一定の方向

性というのは持っていないといけないと思いますので、改めてそのあたりどうお考えなの

か聞かせていただきたいと思います。  

 

【菊池指導課長】  本市におきましては、これまでからともに学び、ともに生きる教育、

特別支援教育の推進という形で支援教育を進めてまいりました。特別支援教育にかかわっ

ては、障がいのある子どもだけではなく、障がいのない子どもにとっても、ともに学ぶこ

とで新たな気づきであったり発見であったり、障がいに対する正しい理解を深めていく非

常に重要な機会となっていると考えております。そういったことを、子どもだけではなく

て、教職員、保護者を巻き込んだ形の中で進めていくということが今後も必要になってく

るのではないかと思っております。その中で、個別の教育支援計画であったり、個別の指

導計画をしっかり作成するということが非常に重要になってくると思っております。それ

につきましては、各担当の指導主事が学校訪問をさせていただく中で、子どもの様子、そ

れから支援学級の担任の指導のあり方、そのあたりを指導助言しながら、学校総体として

特別支援教育が推進できるように指導を進めているところでございます。  

 

【中山教育長】 国も、この特別支援教育、インクルーシブ教育システムの構築に向けて

大きく動いていますので、その辺の情報もしっかりと取り入れて、やっていっていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。  

 

【百瀨委員】 支援学校が閉校されてから支援教育の充実ではなくて、当然今が求められ

ているときですので、ぜひ進めていっていただきたいと思います。学校教育部がどんどん

出ていっていただくということは大事ですので、これはこれからも進めていっていただき

たいなと、そう考えております。  

 もう一点、自分も府立の支援学校へは２回ほど行かせていただいたことがあります。そ

ういうことで考えたときに、今の指導主事は府立の支援学校の現場を知っているのかどう

か、足を運んでいるのかどうか、その辺ちょっと自分の過去の思いからしたら、今どうな

っているのかというのを聞かせていただきたいと思いますがいかがでしょうか。  
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【菊池指導課長】  まず指導課から、お答えさせていただこうと思っております。指導課

で特別支援教育の担当となりました指導主事につきましては、府の研修もございますが、

八尾市の特別支援学校への訪問も行い、それから府立の支援学校との連携も必要ですので、

学校訪問等をさせていただく中で、取り組みとかを勉強させていただいている状況でござ

います。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  教育サポートセンターでも、月１回指導課の指導主

事もともに、府立の支援学校と協働でリーディングスタッフ会議を府立の支援学校で開催

しており、八尾市の代表の先生方とともに特別支援教育の推進についてさまざまな打ち合

わせをしながら、協議をしておるところでございます。また、就学相談もございますので、

教育サポートセンターの指導主事は必ず府立の支援学校の学校見学会に行かせていただい

て、保護者と同じ目線で各教室の様子なども見させていただいております。またあわせて、

今年度特に府立の、八尾支援学校とともにさらなるインクルーシブ教育をさらに推進する

ため、連携しながら取り組みをしていきましょうというところで、今相談しておるところ

でございます。  

 

【百瀨委員】 意気込みは感じるわけですけれども、保護者は、支援教育の現場に対する

情報を持っています。自分が受けた子どもの中にも、かかわっていた保護者がおられて、

その中でいろいろ情報を、逆に自分が教えてもらうという場面がかなりありました。そう

考えたときに、指導主事、また学校の先生方というのは、保護者の相談体制をきちんと整

えていくように、日ごろからの研さんを積んでいかなければならないのではないかと、改

めてそのあたり、府下の教育の、支援教育の現状もさることながら、今後の支援教育の動

向といいますか、方向を含めて、八尾市としての研さんを十分に積んでいっていただきた

いなと。そのことが次への大きな方向性につながっていくし、その中に大きな八尾の方向

が見えていくことになりますので、十分その辺お考え願いながら進めていっていただきた

いと思います。  

 

【安藤委員】  先ほどからこの八尾市のインクルーシブ教育についてのお話を聞かせてい

ただいているんですが、いつ閉校されるのかというのが、一点。もう一点が、先ほど御喜

田委員が質問された中に、実際学校に通学するときに支援はしてもらえるのかどうかとい

う質問をされたんですけど、それまだお答えされてないと思うんですけども、その２点を

お聞きします。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】 まず、１点目の閉校につきましては、報告書に

もありますように、在校生については、卒業するまでの間、教育条件等に配慮に努めるべ

きとしております。現在、中学部にお二人１年生と２年生いらっしゃいますので、その

方々が在籍されている間は、支援学校を閉じるというようなことは現在考えておりません

ので、１年生の方が３年生になって卒業されるまでの間は、市立特別支援学校で行うこと

としております。  
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【中山教育長】 今回、入学者の募集停止という形になるということですね。そこを確認

したいと思います。  

  

【仁科教育政策課長補佐】  通学の手段につきましては、現状もタクシーの補助であっ

たり、市立の特別支援学校と府立の特別支援学校については、バスの通学という形になる

かと思います。いずれにしましても、障がいのあるお子様の状態に応じて、基礎的な環境

を整えて、合理的に配慮をしていくということが我々として求められておりますので、そ

の方々のニーズをお聞きする中で、通学手段についても確保していくということになるか

と思います。  

 

【中山教育長】 一丸となって教育委員会としてやっていくということで、確認したいと

思います。その上で、ご質疑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号について、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 16号「八尾市立特別支援学

校の募集停止の件」について、原案どおり可決いたしました。  

 次に、議案第17号「八尾市社会教育委員の委嘱の件」、議案第18号「八尾市生涯学習セ

ンター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」、第 21号「八尾市図書館協議会委員の委嘱

の件」、第22号「八尾市就学支援委員会委員の委嘱又は任命の件」について、一括審議い

たします。 

 では、議案番号順に説明をお願いしたいと思いますので、第 17号からよろしくお願いし

ます。 

 

【南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17号「八尾市

社会教育委員の委嘱の件」について、ご説明させていただきます。  

 本件は、教育長に対します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ございます。 

 提案の理由でございますが、現在委嘱しております委員の任期が、この５月末日をもっ

て満了することから、八尾市社会教育委員条例第２条の委嘱基準に基づき、新たに委嘱を

行う必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 それでは、お手元配付の八尾市社会教育委員名簿（案）に基づきまして、ご説明申し上

げます。  

 委嘱する委員といたしましては、学校教育関係者として１名、また社会教育関係者とし

て、日ごろより本市の社会教育の向上のためご尽力いただいております各団体より選出い

ただきました５名、家庭教育の向上に資する活動を行う者として１名、学識経験者として

２名、その他教育委員会が必要と認める者として１名の、計10名でございます。  

 委員の構成につきましては、新任委員４名、再任委員６名であり、新任委員といたしま

しては柿並祥之氏、二宮久子氏、菅本享子氏、山口正起氏でございます。  
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 任期につきましては、平成 28年６月１日から平成30年５月31日まででございます。  

 以上、まことに雑駁な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 続きまして、第18号について、よろしくお願いします。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  引き続きまして、議題となりました議案第18号「八尾市生

涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」につきまして、ご説明申し上げま

す。 

 本件は教育長に対します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ございます。 

 提案の理由でございますが、学校教育関係者の委員の変更に伴い、委員を委嘱する必要

があるため、本案を提出する次第でございます。 

 それでは、お手元の八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員名簿（案）に基

づきまして、ご説明申し上げます。  

 変更となる委員につきましては、学校教育関係者として八尾市校長会の植野茂氏にかわ

り、新たに副田美臣氏を委嘱するものでございます。任期につきましては、平成 28年５月

20日から平成 28年９月30日までの残任期間でございます。  

 以上、簡単な説明ではございますが、提案理由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よろしくお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 引き続き、第21号について、よろしくお願いします。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】 引き続き、議題となりました議案第21号「八尾

市図書館協議会委員の委嘱の件」について、ご説明させていただきます。  

 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

決を求めるものでございます。 

 提案の理由でございますが、八尾市図書館条例第６条の規定に基づき、八尾市図書館協

議会委員の任期が満了することに伴い、委員を委嘱する必要がありますので、本案を提出

する次第でございます。 

 それでは、お手元配付の八尾市図書館協議会委員名簿（案）に基づいて、説明を申し上

げます。  

 今回、11名の委員を委嘱するものでございまして、学校教育関係者１名、社会教育関係

者２名、家庭教育の向上に資する活動を行う者として１名、学識経験者５名、その他教育

委員会が必要と認める者２名であります。その11名のうち、４名の委員を再任委嘱し、７

名を新たに委嘱するものでございます。  

 新たに委嘱する７名の委員といたしましては、学校教育関係者といたしまして大正小学

校校長の小林洋子氏を、社会教育関係者といたしまして八尾市社会教育委員の二宮久子氏

を、家庭教育の向上に資する活動を行う者といたしまして八尾市ＰＴＡ協議会の和田友美

氏を、学識経験者として元松原市民図書館館長の西村一夫氏、元大阪大谷大学教授の前川
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和子氏、及び大阪府立中央図書館地域振興課課長の仙田ひろ子氏を、その他教育委員会が

必要と認める者として公募市民委員に東淨美佐子氏を委嘱するものでございます。  

 任期につきましては、平成 28年６月１日から平成30年５月31日までの期間でございます。  

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

 

【中山教育長】 続きまして、第22号の説明、よろしくお願いします。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  続きまして、ただいま議題となりました議案第 22号

「八尾市就学支援委員会委員の委嘱又は任命の件」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、定例教育委

員会において議決を求めるものでございます。 

 提案の理由ですが、八尾市就学支援委員会委員は八尾市教育委員会規則第８号、八尾市

就学支援委員会規則第３条の規定に基づき、委員の任期２年の満了に伴いまして、平成 28

年、29年度の新たな委員を委嘱または任命する必要があるため、本案を提出するものでご

ざいます。 

 新たな委員候補者についてご説明いたします。恐れ入りますが、八尾市就学支援委員会

委員名簿（案）をごらんください。  

 医師４名につきましては、昨年度から引き続き委員を委嘱するものでございます。市立

学校の校長及び教員につきましては、灰藤委員は昨年度から引き続き、葭仲委員、梅北委

員は八尾市校長会の分掌の変更に伴い、今年度新たに委嘱するものでございます。また、

岡田委員も今年度新たに委嘱するものでございます。人尾市立医療型児童発達支援センタ

ーに勤務する井上委員につきましては、今年度新たに委員を委嘱するものでございます。

また、大阪府立特別支援学校に勤務する職員３名につきましては、荒木委員、森田委員に

つきましては昨年度から引き続き、石谷委員につきましては、大阪府立藤井寺支援学校の

分掌変更に伴い、今年度新たに委嘱するものでございます。関係行政機関の職員の進藤委

員につきましては、指導課指導主事であり、今年度新たに任命するものでございます。そ

のほか、教育委員会が必要と認める者のうち、森田委員、高安委員、和田委員は今年度新

たに委嘱するものでございます。他の２名の委員は、昨年度から引き続き委嘱するもので

ございます。  

 なお、任期は平成28年６月１日から平成30年５月31日まででございます。  

 以上で説明を終わらせていただきます。  

 

【中山教育長】 ４件続けての議案説明でしたが、４件に共通することについてご質問い

ただきまして、その後にそれぞれの議案についてご質問等いただければと思います。  

 まず、共通部分でのご質問等ありましたら。よろしいでしょうか。  

 それでは、個別に17号の八尾市社会教育委員で何か質問等ありましたらお願いします。  

 

【安藤委員】  公募市民のことでお聞きします。お一人の方が選ばれたんですけども、何

人ぐらい公募されて、どのような形で選ばれたのか、お聞きしたいのですが。  
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【南生涯学習スポーツ課長】  今回その他教育委員会が必要と認める者として、１名の方

を候補で上げさせていただいております。公募市民におきましては、４名の応募をいただ

きまして、女性の方１名、男性の方３名の応募でございました。選考の方法につきまして

は、八尾市社会教育委員市民委員の選考委員会選考要領に基づきまして、庁内の関係部署

の職員で選考委員会を設け、選考を行ってまいりました。  

 募集の期間といたしましては、平成 28年４月20日から５月６日までの17日間でございま

すが、市政だより、市のホームページ、チラシ等で周知を行う中で応募いただき、庁内の

委員会で選定をさせていただいたというところでございます。  

 

【中山教育長】 17号の社会教育委員につきまして、ほかの委員の皆さん、よろしいでし

ょうか。18号でご質問ありましたらお願いします。  

 

 【木下委員】 社会教育委員と学習プラザで、重なっておられる方が２名いらっしゃい

ます。この２名の重なりというのは、考え方はいろいろだと思いますが、これはいかがな

ものなんでしょう。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  現在、社会教育委員と生涯学習プラザ運営審議会委員で２

名の方が重なっており、社会教育関係者として１名、学識経験者として１名の方が重なっ

ております。これにつきましては、社会教育委員という役割ですけども、これは生涯学習

センターも含め、体育、スポーツの振興も含めまして、幅広い大きな概念で私どもは考え

ております。その中で、各方面の方で識見のある方、活動実績のある方につきましては、

当然社会教育委員としてかかわっていただく必要もあると考えております。その中で、学

習プラザの分野におきましては、学習プラザ運営審議会としてコメントをいただいて、意

見をいただいておるという状況です。よって、我々としましては、重複することに対して

はそれぞれの審議会、委員会のそのあり方、体系に基づいてそういうことがあり得るので

はないかと考えております。  

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆さん、18号に関しましてはよろしいですか。  

 それでは、引き続き 21号の図書館の協議会の委員の委嘱につきまして、ご質疑、質問等

ありましたらお願いします。  

 

【安藤委員】  それでは２点。一つは今も触れられていますが、社会教育関係者の方がお

一人重なっているという点。 

 もう一点は、その他教育委員会が必要と認める者として、公募委員さんは何人ぐらい受

けられて、どのようにこのお二人が選ばれたかというのをお聞きしたいです。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】 まず１点目につきまして、お答えさせていただ

きます。社会教育関係者につきましては、ご推薦をいただいたというところでございます

けれども、我々といたしましては、図書館の役割ということにつきまして、社会教育の中

で市民の方々の学習活動の成果を地域活動の実践に結びつくようなご意見をいただきたい
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とのことで、ご推薦を求めまして、選ばれたというところでございます。  

 もう一点の公募の分でございますけれども、５名の方々に公募をいただきました。内訳

につきましては、男性１名、女性４名でございます。３月 20日から４月12日までの間を募

集期間といたしまして、テーマにつきましては八尾市の図書館サービスへの期待というテ

ーマで作文の提出をいただきました。その作文の評価を選考委員会におきまして行い、選

考いたしました。選考基準といたしましては、社会教育、または図書館運営の現状につき

まして、具体的に把握をされており、また今後の実現可能性につきまして、審議をいたし

まして、決定をさせていただいたところでございます。  

 

【中山教育長】 図書館協議会の委員名簿につきましては、よろしいでしょうか。  

 それでは、 22号の就学支援委員会委員の件ですが、先ほどのいろんな特別支援教育とも

絡んできますが、この方たちが就学支援につきまして委員会委員としてやっていただいて

いるということで、何かご質問ありませんでしょうか。  

 ご質疑ないようですので、一括して採決に移らせていただきたいと思います。  

 議案第17号、第18号、第21号及び第22号につきまして、原案どおり可決することにご異

議ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 17号、第18号、第 21号及び

第22号、いずれにつきましても原案どおり可決いたしました。  

 

 

｛報告事項｝ 

 

【中山教育長】 それでは、報告事項に移らせていただきます。  

 引き続きまして、「学校における児童・生徒の安全対策について」、菊池課長から報告

を願います  

 

【菊池指導課長】  それでは、学校における児童・生徒の安全対策にかかわって、ご報告

いたします。  

 安全で安心できる学校園づくりについては、本市の教育重点取り組み事項の一つとして、

各学校園にお示ししているところでございますが、今年度より学校園での骨折事故、救急

搬送をした事故、数名が絡む事故等については指導課へ報告するよう周知し、その実態把

握に努め、指導支援をしているところでございます。つきましては、学校活動中の事故に

ついてご報告させていただきます。  

 ４月中の骨折事故については、小学校で１件、中学校で４件でした。また、救急搬送し

た事故が１件起こっております。その内訳についてですが、骨折事故５件のうち、クラブ

活動中が４件、休み時間中が１件となっております。救急搬送についても、クラブ活動中

の事故ということでございました。いずれの事故につきましても、現在は順調に回復して
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いる状況です。担当課といたしましては、今後においても学校園との連携を密にし、安全

指導の徹底を図るなど、学校事故の未然防止と再発防止に努め、安全で安心な学校園づく

りに努めてまいります。 

 以上で報告を終わらせていただきます。  

 

【中山教育長】 学校における児童・生徒の安全対策についてということで、今年度から

報告をしていただくということで、ただいまの報告がありましたが、委員の皆様方、ご質

問、ご意見等ありましたらよろしくお願いします。  

  

【御喜田委員】 救急搬送されたケースが１件ということですが、どのような状態で搬送

されたのでしょうか。  

 

【菊池指導課長】  救急搬送の事故につきましては、クラブ活動のサッカーの試合中に接

触プレーが起こり、後頭部を打ったことによる事故になっております。意識はございまし

たが、頭ということもありましたので、安全を含めて救急搬送させていただいたという状

況でございます。  

 

【御喜田委員】 これからの時期、熱中症も気をつけないといけないことだと思いますの

で、引き続き安全な学校生活を子どもたちが送れるように指導をお願いしたいと思います。  

 

【木下委員】  事故の詳細について説明を願えたらと思います。 

 

【菊池指導課長】  １件は休み時間中、鉄棒からの着地により足をひねったことによる骨

折です。残りの４件につきましては、クラブ活動中、いずれも小指ということで聞いてお

ります。１つは卓球部の子供が体育館の中をはだしで歩いていて、接触し右足小指の骨折。

あとはバレー部、ソフトボール部、バスケット部がいずれも左小指の骨折ということで聞

いております。  

 

【百瀨委員】 一言発言しておきたいと思います。学校で事故を起こすということはあり

得ないこと、してはならないということですけど、起こり得ることもあるので、今回全て

の事象、大部分は教育委員会に対して報告すると聞いていますが、聞く限り、事故に向け

ての初期対応はどうするか、事後対応はどうか、このあたりきちっとしたことができてい

ないことが後のトラブルにつながっているということなので、教育委員会報告受ける限り

は、そういう初期対応について、また事後については把握されて、そして指導も含めなが

ら学校とともに連携して進めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。  

 続きまして、「八尾市教科書センター法定展示について」山本所長より報告願います。  
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【山本教育サポートセンター所長】  それでは、八尾市教科書センター法定展示について

ご報告させていただきます。  

 本件は、平成29年度使用教科書展示会を八尾市教科書センターにおいて開催するもので

ございます。  

 教科書展示会は、教科書の発行に関する臨時措置法第５条の規定によりまして、都道府

県教育委員会が開催するもので、本市では大阪府教科書センター設置要項により、教育サ

ポートセンターに八尾市教科書センターが設置されているところでございます。今年度の

教科書展示会は、平成 28年３月３日付文部科学省告示第 42号により、開始の時期及び期間

を６月17日から14日間とすることとなっております。この指示を受けまして、八尾市教科

書センターとして、法定展示期間を６月 17日金曜日から７月６日水曜日までとするもので

す。 

 また、法定展示期間前の６月６日月曜日から６月 16日木曜までを法定外展示期間とし、

教科書展示会を開催いたします。  

 なお、法定展示期間におきましては、広く市民の皆様に教科書をごらんいただけるよう、

八尾市立志紀図書館での展示も行ってまいります。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 ほかにご意見等ないようでしたら、以上２件で報告事項については終わ

ります。  

 では、次第５のその他に進みますが、何か委員の皆様方からございますでしょうか。 

 事務局から、その他で先に何かございますか。  

 ないようでしたら、最後に議案第19号及び第20号の「八尾市教育委員会指定管理者選定

委員会委員の委嘱又は任命の件」について、審議を行いたいと思います。 

 なお、本議案は冒頭にお諮りしましたとおり、非公開で行います。きょうは傍聴の方も

いらっしゃいませんので、このまま進めさせていただこうと思います。 

 

 

（以下、非公開審議） 

 

【中山教育長】 それでは非公開議案についての審議に入らせていただきます。  

 議案第19号及び第20号について審議いたしますので、  

議案番号順に説明をしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。第

19号からよろしくお願いします。  

  

【南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19号「八尾市

教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱又は任命の件」につきまして、ご説明を申し

上げます。  

 本件は教育長に対します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ございます。 

 提案の理由ですが、平成28年度に八尾市立くらし学習館の管理運営を行う指定管理者の



－22－ 

候補者を選定するにつき、八尾市教育委員会指定管理者選定委員会規則第３条の規定に基

づき、八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員を委嘱または任命する必要があるため、

本案を提出する次第でございます。  

 それでは、お手元の八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員名簿（案）をごらん願

います。  

 委員の構成といたしましては、学識経験者として大阪教育大学の堀薫夫氏、公認会計士

として寺門知子氏、市の職員として田中淳二氏並びに植島康文氏、その他教育委員会が必

要と認める者として、八尾市社会教育委員の村尾佳代子氏の５名でございます。  

 任期につきましては、平成 28年６月１日から平成29年３月31日まででございます。  

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

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  

 引き続きまして、第 20号お願いします。  

 

【渞文化財課長】  それでは、引き続きまして議案第 20号「八尾市教育委員会指定管理者

選定委員会委員の委嘱又は任命の件」につきまして、ご説明申し上げます。  

 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

決を求めるものでございます。 

 提案の理由ですが、今年度で指定管理期間が満了いたします安中新田会所跡旧植田家住

宅について、平成29年度からの指定管理者候補を選定するに当たり、八尾市教育委員会指

定管理者選定委員会規則第３条の規定に基づき、指定管理者選定委員会委員を委嘱または

任命する必要があるため、本案を提出するものでございます。  

 お手元配付の資料をごらんください。  

 委員構成といたしましては、文化財施設の管理や文化財の取り扱いに精通した学識経験

者として、日本民家集落博物館館長の井藤徹氏と、京都造形芸術大学の伊達仁美氏、公認

会計士として薬師寺玲氏、市の職員として田中淳二氏、そしてその他教育委員会が必要と

認める者として、社会教育委員会の中道厚子氏の５名でございます。 

 任期につきましては、平成 28年６月１日から平成29年３月31日まででございます。  

 以上、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。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。  

 

【中山教育長】 どちらも指定管理者の選定委員会委員ということですが、まず生涯学習

施設のくらし学習館の選定委員ということでよろしくお願いします。よろしいですか。  

  

【安藤委員】  この委員会名簿の５人中に２人学習センター学習プラザの方が入っておら

れるんですけれども、これの関係は別に問題ないんでしょうか。５人中２人というのは、

ウエートとしては非常に大きいので、質問させてもらいます。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  実際、生涯学習施設としましては、学識経験者の方、それ
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とその他教育委員会が必要と認める方、このお二方が他の委員との重複ということになっ

てございます。これにつきましてですが、指定管理者の選定委員会をどの方になっていた

だくかというところの中で考えさせていただきまして、この大阪教育大学の堀教授につき

ましては、前回の指定管理者の選定の際にも参画いただいております。つまり、このくら

し学習館の施設の当時の応募の状況、それとこれまでの評価継承も兼ねてのさまざまなご

意見がいただけるものであると考えております。  

 また、その他教育委員会が必要と認める者の村尾氏につきましてですが、これにつきま

してもかねてからは社会教育委員として、参画をいただいております。つまり、社会教育

委員の方がさまざまな施設の運営状況等々について、常に社会教育委員会議の中で審議、

議論いただいております。その中におきましても、社会教育委員会議の中でくらし学習館

の運営状況等々につきましても、情報も得ていただいております。そのために、我々とし

ましてはこの指定管理者の選定委員会において、どの方が入っていただくことがより好ま

しい選定をいただけるのかという観点でこの委員の方をお願いさせていただいたというこ

とでございます。安藤委員の懸念の、市の中ではさまざまな委員を重複することの基準と

いうことで、１人の委員で幾つも兼ねてはいけないというようなルールもございます。そ

れにつきましては、抵触しない範囲でと考えております。  

 

【安藤委員】  これは確認ですけども、あえて女性を１人選ばれたということは、それも

考えの中には考慮されていると思えばよろしいですか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  市といたしましては、さまざまな審議会等々におきまして

女性の参画をいただいておるところでございます。その辺も含めまして、できるだけ女性

の委員のご意見をいただきたいと思いまして、今回名前を上げさせていただいております。  

 

【中山教育長】  引き続きまして、安中新田会所跡の旧植田家住宅の指定管理者の名簿

につきましてご質問ありましたらお願いします。  

 

【安藤委員】  この件に関しても、その他教育委員会が必要と認める者ということでお名

前が上がっている方が、ほかのところで学識経験者としておられるというその辺の説明を

お願いいたします。  

 

【渞文化財課長】  指定管理者の選定につきましては、社会教育委員のご意見をいただく

ということで、議会から指摘を受けており、今回社会教育委員として中道厚子先生に参加

していただいております。御指摘のとおり、中道先生は、学識ではございますけれども、

社会教育委員として参画をお願いいたしました。なお、先生は、生涯学習を担当、主な専

門とされております。本施設につきましては、社会教育施設として、あるいは生涯学習施

設として今後も多くの方々の利用をしていただきたいということもあり、今回選定に加わ

っていただいた次第でございます。  

 

【中山教育長】 ほかにご質問等々、よろしいでしょうか。  
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 それでは、全委員にお諮りしたいと思います。  

 議案第19号及び第20号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんで

しょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 19号及び第20号につきまし

ては原案どおり可決といたします。  

 以上をもちまして、本日の議案は全て終了いたしました。これで５月定例教育委員会を

終了したいと思います。 


