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付 議 案 件 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞  

議案第 32 号 第２次西宮市人権教育・啓発に関する基本計画(素案)パブリックコメントの実施 

結果と基本計画策定の件    （人権教育推進課・学校教育課・人権平和推進課） 

報告第 23 号 平成 30 年度西宮市一般会計補正予算(第 9 号)(12 月定例会 教育委員会所管分) 

に関する意見決定の件                     （教育総務課） 

 

＜一般報告＞  

一般報告① 学校支援に係わる人員募集について〔学校教育課・特別支援教育課・学校保健安全課〕 

一般報告② 児童・生徒の状況について  非公開              〔学校保健安全課〕 

 

＜資料による情報提供＞ 

・平成 30 年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰について（地域学習推進課） 

 

                                         以 上 

 

傍 聴 ２名 
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重松教育長 

 

 

 

 

それでは、ただいまより、平成３０年度第９回教育委員会定例会を開催します。 

議事録署名委員には、岩本委員を指名します。よろしくお願いします。 

はじめに、１０月１０日の定例会について、議事録の承認を行います。議事録は

既にお手元に送付し、確認していただきましたが、簡単な字句の訂正を除き承認

してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 

 

異議なしと認めます。それでは承認します。なお、簡単な字句の訂正があれば、

事務局にお伝えください。 

ここで、各委員に確認します。本日は、傍聴希望者が１名おられます。会議は公

開が原則ですが、議案第３２号と報告第２３号、「一般報告①」は市議会に報告す

る案件であり、現時点では公表されておりません。 

また、「一般報告②」は個人情報を含む案件であり、公開することによって、率直

な意見交換ができなくなる恐れがあるため、それぞれ非公開としてよろしいでし

ょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め、非公開とします。 

では、はじめに私の方から報告をさせていただきます。 

先日、第３３回の西宮市湯川記念賞授賞式がありました。今回、立教大学の理学

部物理学科の小林努准教授が「最も一般的な単一場インフレーション宇宙論の構

築」という研究で、この賞を受けられました。授賞式のあと受賞者の講演があり、

この賞は物理学が対象ですが、物理学の分野が非常に細かく枝分かれしていて、

ある一部分に完全に特化しているということを感じました。例えば、物理学の中

でも専門分野ですと、素粒子物理学、原子核物理学、天文学、原子物理学、物質

性物理学、それからプラズマ物理学、音響学というように分かれていて、その天

文学も、天文学の中から天文物理学、宇宙物理学、宇宙論というようにどんどん

分かれていく。その中で彼が今回受賞したのは、インフレーションということで、

宇宙の始まりがどのようなものかという話をされたわけですけれども、ビックバ

ンの話とか、いろいろ出てきましたけど、話を聞いていても、大まかはわかるけ

れども、細かいことはほとんどわからない。微分方程式でも２階微分方程式とか
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言われても、その２階微分方程式自体がよくわからない。そのような状況でした。

そのように最先端のものは特化していて、最先端の科学だとか、物については、

私たちは使っていますけれども、ほとんどわからない状態になっているのだと思

います。 

そういう意味で言うと、子供たちが学習するときには、やはり小学校、中学校の

ときに基礎、基本をしっかりやって、しかも新しい最先端のものも若干取り扱う

ということを、教育としてやっていかなくてはいけないのではないかということ

を、その話を聞いていて非常に思ったわけです。 

先日、ソフトバンクが一日ほとんど使えないという状態になって、市会の方も途

中でデータが全然読み込めなくなったということが起こり、結局最後は紙で配っ

てという形になりました。そのほかにも、ソフトバンクの携帯電話が全然使えな

くなったので、家に連絡するために電話ボックスに入って、家に電話をしなくて

はいけないということになったのですけれども、子供たちは電話ボックスに入っ

たら電話ボックスの電話の使い方がわからないということがあったみたいです。

さらに、携帯電話を親子でソフトバンクの携帯を使っているので、家には固定電

話がない。ほとんどもう携帯でやりとりしているとなると、電話するけれどつな

がらない。当然ソフトバンク同士なので、ソフトバンクが全部動いてないという

状態になると連絡のしようがないということも起こっている。黒電話のダイヤル

を回す電話から、ファクスがついた電話、携帯になって、スマホの段階になって

いますけれども、やはり段階を踏んでいってこうなっているということを、子供

たちにも、このような段階で科学が発展していったということを知っておいても

らわないと、一世代後になるともうほとんど何も使えないということになってし

まうのかなと感じました。 

例えば、勉強でも、先ほど言ったように、最先端のことだけを習うのではなくて、

やはりもとになる基礎の部分をきちんとやっていかないと定着しない、最先端の

ものをただ使っているだけで、なぜこのようになっているかという意味がさっぱ

りわからずに使っている。ただ使っているだけということになってしまう。細か

いことまでについては、多分なかなか私たちもわからないと思います。それと同

じような例が、トヨタなどでも車をつくるときに、エンジンの部分、それからブ

レーキの部分、それぞれの部署に分かれていて、でき上った車がトヨタの車とい

うことになっていますけれども、その責任者が全部集まって、では、どんなトヨ

タの車をつくるのかという話になったときに、それぞれのエンジンやブレーキ、

そういった専門部分はわかるのだけれども、トヨタとして何をつくるのかと言っ
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たときに、いやよくわからない。車体の部分や、どんなデザインにするのかとか、

どのような特徴を持っているのかとか、例えば自動運転ができるようにするとな

ったときに、それぞれのパーツは全部わかるけれども、答えが出てこない。先ほ

どの物理学でも、宇宙の発展はわかるけれども、ではブラックホールはどうなっ

ているのかと言ったときは、「いや、ブラックホールは私にはよくわかりません」

などということになると、では宇宙とはどんなものかと言ったときには、誰も説

明できないということになってしまうのではないか。 

同じように子供たちの学習も、国語も算数も理科も社会もやりますけれども、そ

の中での関連性などをやっておかないと、算数はできるけれども国語はできない。

そうなると算数でやったものをどう表現するのと言うと、意味はわかっていても、

頭の中にあるだけで、文章で表現するのは不得意だとなってしまう。すると何と

なくはわかるけれども、でもあなたが言っていることは、ごちゃごちゃ言うばか

りで意味がわからないよねということになってしまわないかということを非常に

感じました。 

学習についての今までの理論を少しひも解いてみると、思考の部分については心

理学で取り扱っているのだと思います。 

心理学は、１９世紀の終わりから２０世紀にかけてユングだとかアドラーが出て

きた部分で始まっています。そのときは精神分析学で心の部分をどう取り扱うと

いうことをやっていました。ところが、それだけではなく、心の部分を取り扱う

と同時に思考がどうなっているのかということで、行動心理学が出てきたわけで

す。行動心理学の中で学習として一番発展したプログラム学習が出てきています。

それは、スキナーがやったわけですけれども、なぜ、プログラム学習をやったの

かというと、スキナーがアメリカで自分の子供が行っている学校の授業参観に行

ったときに授業を見てこんな教え方をしていたら、全然系統だっていないし、例

えば、「２足す２は４になるんだよ」しか教えていない。「どうして２足す２が４

になるのか」というのを、実際に２と２のものを合わせたり、具体的なもので教

えて行かなければいけない。最初にきょうはこんな勉強をしますよ、それからこ

のような具体例があって、というように全然できていない。そのような状況をみ

て、プログラム学習を彼がつくったのだそうです。 

授業のときに、行動心理学の場合、このように学習を積み上げていく。それはそ

れで成果があったのですが、それはただ教えてもらっているだけで、自分で考え

ることを全然やっていない。ですから応用展開が全く効かなくなってしまうので

はないかということで、今度は認知心理学が出てきたわけです。認知心理学は、
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習ったことをどのように使えるか、働きかけができるかということを学びます。

いろいろな知識を学習したら、それをくっつけて新しくこんなものをつくり出す

ということをやる。そして、発見学習といった理論が出てきました。でも、両方

に共通することはまだあくまでも、教えてもらうということが主体になっている

ので、自分で考えるということができてないという問題があるのではないかと言

われています。最近はどうなったかというと、状況学習というのが出てきて、状

況学習はいろんなことを行動しながら自分で考えながらテーマだけ与えられる。

だからある意味で総合的な学習に非常に近いような状態でやっている。それはド

イツで言う徒弟性、例えば陶器をつくるのであれば、親方がやるのをずっと見な

がら、そこでわからないことを質問したり、自分でやってみて、うまくいかなか

ったらどこがうまくいかないか考える。そのような勉強のほうが大切だというこ

とを言っているわけです。 

きのう９時からＮＨＫＢＳのアナザーストーリーを見ていて、平成の教育のゆと

り教育がなぜこうなったか。ゆとり教育は９年間しかやっていませんけれども、

なぜゆとり教育がこのように変わってきたかということを、ゆとり教育の功罪と

いう形でやっていました。それと非常によく似ていると思っています。それまで

の受験勉強でただ単に試験の点数さえとればいいというのはおかしいだろうとい

うことで、子供たちが自分で考える。今でいう「主体的、対話的で深い学び」に

つながっていくような授業を展開していかなければいけないということで、三つ

の提案が出されています。それは、土曜日の学習がなくなることということと、

それから総合的な学習の時間が入ること、子供たちがゆとりを持ってじっくりと

物事を考える時間を確保することが示されました。しかし、途中で問題になった

のは、分数ができない大学生というのが出てきて、学力低下につながっていく。

このままではダメだということになり、結局今の授業形態に変わったわけですけ

れども、授業の中身が３割削減ということがありましたので、それも結局もとに

戻っているという形になっています。 

そんな中、今は、ランドセルが重たくなっているという問題が出てきたりしてい

ますけれども、西宮の場合は、ランドセル廃止運動があって、学校の授業で勉強

をしっかりやり、後は家庭に帰ってということで、教科書を置いてという形の教

育正常化運動、ある意味で先進的な取り組みを西宮はやったわけですけれども、

今はその揺れ戻しの形に今なっています。学習指導要領にのっとってやっていか

なければいけませんけれども、これから西宮の教育をどう進めていくかというの

は、大きな課題だということを、湯川財団の講演を聞いていて思いましたので、
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また教育委員の皆さんと話し合いながらやっていきたいと思っています。よろし

くお願いしたいと思います。 

少し長くなりましたけど、私から申し上げた報告について、何かご意見ありまし

たらお願いします。 

  

前川委員 似た話になりますけれど、湯川記念賞の記念講演は私も何回か聞いたことがあっ

て。物理学ですが非常にわかりやすい、おもしろい。素人の何も知らない私は、

引き込まれるような講演を今まで何回か聞いたことがあります。山中伸弥さんの

お話も一度聞いたことがあって、何と易しく楽しいお話なのだろうと感銘を受け

たことがありました。そのときに思い出したのは、作家の井上ひさしさんが、「大

切なことは難しいことを易しく話すこと」だと。「易しいことを深く話すこと」だ

と、「深いことをおもしろく話すこと」だと、つまり「難しいことは、おもしろい

こと」だという言葉です。 

ＩＣＴの発達の中で、子供たちは生まれながらに今の社会、環境の中にいますが、

子供たちに何の罪もなくて、そして一方では非常に便利な、人間のとても明るい

未来を照らしていますけれども、ベルリン工科大学のノベルト・ボルツという教

授は、おもしろいことを言っていて、今のこの情報化社会というのは、一人ひと

りの知識はすごくふえているけれども、それよりまして無知が拡大していると。

みんなはいろんなものを検索していろんなことを学校や社会教育で学んで、どん

どん言葉の量、知識の量はふえている。その裏側にある無知はどんどん拡大して

いることをしっかりと見きわめないといけないと。子供たちの今の社会の中で特

に情報化については、しっかりと周りの大人たちが守ってあげられたり、正しく

導いたり、教えたり、そういうことが要るなということを考えながらお話を聞き

ました。とてもよいお話だったと思います。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

ないようですので、これより審議に入ります。 

恐れ入りますが、傍聴の方はここで退席をお願いします。 

  

 （傍聴者退席） 

  

重松教育長 では、再開します。 

議案第３２号「第２次西宮市人権教育・啓発に関する基本計画策定の件」を議題
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とします。人権教育推進課長、お願いします。 

  

人権教育推進課

長 

それでは、「第２次西宮市人権教育・啓発に関する基本計画(素案)」のパブリック

コメント実施結果報告及び基本計画の策定についてご説明させていただきます。 

この基本計画につきましては、５月９日開催の第２回教育委員会定例会におきま

して、策定を始めるに当たりましての概要のご報告を、９月１２日開催の第６回

定例会におきましては、素案のパブリックコメントを実施する旨のご報告を行い、

ご意見をいただいたところです。 

それでは、説明資料ですが３点ございます。 

一つが「第２次西宮市人権教育・啓発に関する基本計画（素案）」のパブリックコ

メントの結果及び策定について、こちらは横長の資料になります。後、概要版で

す。カラー刷りの概要版の資料が１点。後、基本計画の本編、これが縦長の資料

となりますが、２カ所修正の方をお願いしたいと思います。 

基本計画の本編と概要版の方に「素案」とございますけども、この計画につきま

しては、教育委員会、策定委員会、パブリックコメントのご意見をいただいたも

のの反映したものですので、「素案」の文字を削除いただきたいと思います。 

それでは、横長の資料を用いまして説明させていただきたいと思います。 

まず、１ページをお開きください。 

パブリックコメントの意見募集期間ですが、平成３０年１０月１０日から１１月

９日まで行いまして、総数で２名の方から１７件のご意見をいただきました。 

（１）提出者につきましては、ご意見をいただいた方に関する情報でございます。

（２）提出意見についての「ア．意見項目別」は、いただいたご意見につきまし

て、計画素案の構成に沿って分けたもので、「第３章 基本計画の方向性」、「第４

章 施策の方向、推進体制」にかかるご意見がそれぞれ５件、計画全般にかかる

ご意見、概要版のみにかかるご意見がそれぞれ３件となっております。 

ご意見に対する市の対応ですが、（２）の「イ．回答分類別」に記載のとおりでご

ざいます。①素案に記載済のものが５件、②ご意見を受け素案を修正したものが

９件、③今後の参考・検討とするものが３件でございます。 

２ページ以降は、ご意見の概要と市の考え方を、８ページ以降に修正前後の比較

を記載しております。 

ご意見をもとに修正したものを幾つかご説明させていただきます。 

８ページのＮｏ．５、１０ページのＮｏ．１６をご覧ください。 

これは、社会教育、啓発における市の取り組みについて記述している部分でござ



                                    平成 30 年 12 月 12 日 
                                    第９回定例会 

 9 

いますが、「思いやる心を育む機会を提供する」としていた部分を「人権に対する

知識、人権を守るスキル、人権尊重の態度を育む機会を提供する」に修正してお

ります。ここに対します意見ですが、『「相手を思いやる心を育む機会」を提供す

ることは人権の理解を促進するのか、人権に対する知識、人権を守るスキル、人

権尊重の態度を育む機会の提供、人権についての気づきを得られる機会の提供を

行っていく必要があるのではないか』というご意見でした。今後の取り組みをよ

り具体的に説明する内容であるため採用させていただきました。 

次に９ページのＮｏ．１０をご覧ください。 

修正内容は、人権の定義を説明する前に、「自分の人権が侵害されていることに気

づけなかったり、気づかないうちに他人の人権を侵害してしまったりすることが

あるかもしれない」との記述を追加したものです。いただいたご意見ですが、「『自

分は差別しないから関係ない』と他人事に感じる人も多い。いつ、人権侵害の被

害者になるかわからないし、気づかないうちに人権侵害に加担しているかもしれ

ない。そのことへの気づきを促す記載が必要ではないか」というものでした。こ

のような視点での記述がありませんでしたので、追記させていただきました。 

次に９ページのＮｏ．１２、Ｎｏ．１３をご覧ください。 

修正しました箇所は、「そもそもなぜ差別をするのか」を記述している部分です

が、ご意見の内容は、「差別は個人による蔑視や嫌がらせだけではなく、障壁や制

度、社会の仕組みという形で、不平等や不公正、格差をもたらすものであり、説

明が不足しているのではないか、差別が起きる理由に、偏見やステレオタイプ、

誤解、無知、無関心もある、自分は差別をしていないと考えている市民が、自分

のことにひきつけ、自分の考えや行動を振り返るきっかけになる工夫をしてほし

い」というものでございました。当初の記述では内容が十分ではなかったため、

ご意見を採用し、修正いたしました。 

次に１０ページのＮｏ．１８をご覧ください。 

ご意見は、「差別される側、人権侵害を受けている側の人に対する取り組みが抜け

ているのではないか。自分の権利を知ること、権利を奪われていることに声を上

げていいと応援する内容も欲しい」というものでした。今回策定しました素案で

は、初めて「人権侵害を受けている側の人に対する取り組みの項目」を設けたと

ころですが、ご意見を受けまして、内容を補強し、素案の「あなたの人権。もし

侵害を受けてしまったら」の欄に追記をさせていただきました。 

次に、パブリックコメントの後、策定委員会におきまして、ご意見をいただくな

ど、修正した箇所について説明いたします。資料は１１ページになります。 
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Ｎｏ．３は、インターネットによる人権侵害の現況を説明する部分で、「ＳＮＳな

どは使い方を誤ると差別への入り口になりやすい」という表現をわかりやすく改

めたもので、Ｎｏ．４につきましては、概要版に関してですが、差別をなくして

いくための取り組みの一つ「相手のことを正しく知る」という表現に違和感があ

るとのご意見を受けましたので、改めさせていただきました。さらに、相手のこ

とだけでなく、制度や自分自身が持つ偏見、無関心なども差別を助長しているこ

とに気づく必要があることを示す「何が問題なのかを正しく知る」を加えました。 

最後です。Ｎｏ．５です。こちらのほうは、Ｎｏ．４同様、概要版の「差別をな

くしていくための取り組み」として、意識するだけでなく、行動することが必要

である旨を改めたものです。 

なお、素案ではイラストを８点、本編の方あったわけなんですが、性別や年齢、

人種、人権課題の一部だけにイラストを記載しておりましたので、誤解を招くの

ではないかというご意見をいただきまして、本編の方は、イラストは全て削除さ

せていただいております。概要版の方には「みやたん」のイラストだけを掲載さ

せていただいております。 

以上の修正を加えたものが基本計画と概要版になります。 

最後に、今後の予定についてご説明をさせていただきます。基本計画につきまし

ては、１２月１４日に開催されます民生常任委員会で所管事務報告をさせていた

だいた後、決定した計画につきましては、３月ごろに、パブリックコメントの結

果とともに市のホームページに掲載する予定をしております。また、計画書と概

要版につきましては、市政ニュースで広報するとともに、学校及び本庁、支所・

公民館などの窓口で配布する予定でございます。 

報告・説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。これより質疑、討論に入ります。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

なければ採決に入ります。議案第３２号「第２次西宮市人権教育・啓発に関する

基本計画策定の件」については、原案のとおり可決してよろしいか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって原案は可決されました。 

次に、報告第２３号「平成３０年西宮市一般会計補正予算（第９号）（１２月定例
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会教育委員会所管分）に関する意見決定の件」を議題とします。 

教育総務課長、お願いします。 

  

教育総務課長 平成３０年度西宮市一般会計補正予算（第９号）、１２月定例会の教育委員会所管

分につきまして、ご説明いたします。資料を１枚めくっていただきまして、１ペ

ージの「第１表 歳出予算補正」をご覧ください。 

教育費を、2,334 万 4,000 円増額補正し、補正後を 197 億 7,346 万円とするもの

でございます。内訳は次の２ページをご覧ください。 

補正理由につきましては、このたびの人事院勧告に基づき実施される、国家公務

員の一般職給与改定に伴い、本市職員の給与についても所要の改定を行うもので

ございます。このことについては、４月にさかのぼって適用するため、職員の給

与費の、給料、職員手当等、共済費、それぞれについて差額支給分を増額いたし

ます。 

なお、市長事務部局と足並みをそろえて議会に上程する期日の関係で、１２月４

日付で、規則に基づく教育長の臨時代理により決定いたしました。本日は、これ

を報告させていただき、ご承認を求めるものでございます。 

また、本件につきましては、本日、議案として議会に提出されることとなってお

ります。説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 

 

 

 

 

 

説明は終わりました。これより質疑、討論に入ります。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

なければ採決に入ります。報告第２３号「平成３０年西宮市一般会計補正予算（第

９号）（１２月定例会教育委員会所管分）に関する意見決定の件」については、こ

れを承認してよろしいか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 

 

異議なしと認め、承認します。 

次に、一般報告①「学校支援にかかわる人員募集について」を議題とします。 

学校教育部長、お願いします。 

  

学校教育部長 今回、この場でご報告させていただきますのは、学校支援にかかります資料の（１）
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から（５）の人員につきまして、記載しておりますとおり、名称等を変更・新設

して、来年１月２５日号の市政ニュースで広報をさせていただくということでご

ざいます。 

ご報告させていただく理由は、主に２点ございます。 

一つは、３１年度予算が確定する前ではありますが、このタイミングで募集をか

けなければ、４月からの任用ができなくなるためです。ご応募いただいた方には、

「３月議会で予算をご承認いただくことが前提となるお約束」というお話をさせ

ていただきます。 

もう一つは、名称等の変更や新設の内容が、これまでもいろいろな場でご指摘を

受けてきたことを含んでいるためです。庁内では、実施計画をあげて、予算面で

も一定の理解はいただいております。本日、教育委員会会議でご報告をさせてい

ただき、明日の「教育こども常任委員会」議会で、ご報告をさせていただくこと

としております。 

変更の理由につきましては、そのプリントの裏面をご覧いただきましたら、変更

理由として（１）から（５）まで記載をさせていただいております。 

今後の予定としましては、３番下をご覧いただきたいんですけども、先ほど申し

上げましたように１２月の議会にて所管事務報告を行い、１２月から１月の校園

長会議で説明、その後、市政ニュースで募集というような手順で進めていきたい

というふうに思っているところでございます。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 説明は終わりました。本件にご意見、ご質問はありませんか。 

  

側垣委員 質問です。今さらですが、スクールソーシャルワーカーの資格要件は、どういう

資格要件になっているのですか。 

  

学校保健安全課

長 

社会福祉士の免許を有しているものということです。 

  

側垣委員 社会福祉士ですね。わかりました。 

  

前川委員 予算が必要なこういう人員募集が進んでいることをうれしく思っています。 

とりわけ、新設となっている介助支援員は、学校にとってはすごく朗報ではない
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かと。本人、保護者もですけれども、肢体不自由児学級を持っている学校にした

ら、例えば避難訓練などをするときに、明らかに問題点があります。子供たちの

命を守る。何か災害が起こったとか、避難しないといけないときに、一人の担任

が二人以上の子供たちを抱えて避難をする。あるいは、急がせて階段をおろさせ

る。こういうことが起こるという心配をずっとしながら、学校は特別支援学級の

子供たちや保護者、担任等と話し合い向き合ってきました。二人以上の子供たち

がいるところに、この介助員がつくことで、少しでもそこの負担が軽くなって、

子供たちの命を守れると、今までとの違いを感じました。また、学校の様子を見

ながら、こういう支援員のあり方等を一緒に考えていけたらと思っています。い

ろいろありがとうございました。 

  

側垣委員 ２番の保育補助員、保育支援員が増員されるのですが、実際に勤務されている現

場は、どういう場所ですか。 

  

特別支援教育課

長 

公立幼稚園に配置している保育補助員でございます。 

  

側垣委員 実際の業務内容については、障害を持ったお子さんがいる公立幼稚園で、そのお

子さんの日常生活の補助、保育の補助という形ですか。 

  

特別支援教育課

長 

障害のあるお子様の支援ということで、集団保育を行う上で特に支援を必要とし

ている幼児につきまして、集団保育の中で活動できるよう支援を行うものでござ

います。 

  

側垣委員 幼稚園のみで、保育園の方は入ってないですね。 

  

重松教育長 保育園は入っていません。 

  

側垣委員 ないですね、幼稚園ですね。 

  

重松教育長 保育園への配置は、こども支援局の所管になります。 

  

側垣委員 そうですね。 
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岩本委員 ３点ほどあるのですが、まずさっき側垣委員がおっしゃった、保育補助員が保育

支援員になって、人数のその配置の人数は３６名から３０名に減っていますけれ

ども、それで回るのしょうか。一つずつ、お答えいただけるとありがたいです。 

  

特別支援教育課

長 

これまでは、資格のない方という形で配置しておりました。これからは、有資格

者ということで、１５園になりますので、そこに３０名の配置をしていきたいと

考えております。 

  

岩本委員 ２点目は学校図書館指導員の件で、これはお願いですけれども。指導員の方が今

まで無資格だったっていうのが、少しびっくりしたのですが、それはさておき、

今度は有資格の方が来られるということですけれども、学校にいらっしゃる図書

担当の方と緊密に連携をとってやっていただけたらなと思います。 

３点目ですけれど、学びの指導員が対象にはなっていないですね。今は学びの指

導員が有償ボランティアだと思いますけれども、そのあたり少し教えてください。 

  

学校教育部長 まず１点目、ご意見いただきました学校図書館指導員の無資格というのは、募集

するときに資格を問うてなかったということで、実際にはほとんどの方が資格を

持ってらっしゃるという現状がございます。 

もう１点につきましては、今回、学びの指導員につきましては、このような形で

臨時職員というような形にはまだ、動けてはおりません。ただ、任用上いろいろ

な課題があるということは認識しておりますので、手をつけられるところからま

ず手をつけさせていただいたというような状況でございます。 

  

岩本委員 よろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 いずれにしろ、きちんとした職に雇おうとしたら、それだけの費用がかかります

し、定数条例の関係もあるので。どれだけ人をふやせるかというのも、際限なく

はできませんので。また検討させていただきます。 

  

側垣委員 保育支援員の資格要件は何ですか。 

  

特別支援教育課 幼稚園それから小学校、教員の免許を持っているもの、もしくは特別支援教師、
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長 それから心理士の資格を持っているもの、もしくは保育補助に携わったものとい

う形で現在考えております。 

  

岩本委員 そうなってくると、例えば今まで保育補助員を長らくしていただいた方が、今回

のその条件から外れて、お世話になっていた方が次にはできないとか、そういう

ことはないのですか。 

  

特別支援教育課

長 

現在調整中ではございますが、最後に言わせていただいた保育補助に携わってお

られた人という要件の中に、含ませていただきたいという方針を今立てておりま

す。 

  

長岡委員 さっきの保育支援員のところですけれども、３０年度対象者が６０名ということ

で、３１年度は７５名対象に配置ということですが、これは対象者がふえたのか、

あるいは対象となるお子さんの方の要件を広げたとか、どうしてここが広がった

んでしょうか。 

  

特別支援教育課

長 

これまで３０年度までは、集団の保育よりも療育の方が望ましいとの方向性を出

させていただいたお子様につきましては、原則就園ができない仕組みとなってお

りました。３１年度からは、療育が望ましいという方向を出させていただいたお

子様につきましても、保護者が希望をすれば就園できるようにということで、先

ほど委員がおっしゃったように幅を広げたということになります。 

  

重松教育長 ほかにございませんか。 

なければ、この一般報告の①を終了します。よろしくお願いします。 

次に一般報告の②「児童・生徒の状況について」を議題とします。 

学校保健安全課長、お願いします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

なければ一般報告②を終了します。 

以上、予定されていた議題は全て終わりました。 

では、これをもちまして、第９回教育委員会定例会を閉会します。 
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ありがとうございました。この後、事務局との懇談会を開催します。 

  

 （終了） 

  

 


