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付 議 案 件 

 

＜審議案件＞  

議案第 54 号 学校医等の解嘱の件                   （学校保健安全課） 

議案第 55 号 西宮市立の学校の管理運営に関する規則施行規程の一部を改正する規程制定の件 

（学校教育課） 

議案第 56 号 西宮市教育委員会教育次長の事務分担等に関する規則等の 

一部を改正する規則制定の件（教育総務課） 

議案第 57 号 西宮市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する規程制定の件   （教育総務課） 

議案第 58 号 人事に関する件  非公開                  （教育人事課） 

報告第 28 号 人事に関する件  非公開                  （教育職員課） 

 

＜一般報告＞  

一般報告① 学校の電話環境の改善について           〔校務改善課・学校管理課〕 

一般報告② 西宮市特別支援教育審議会報告について           〔特別支援教育課〕 

 

＜資料による情報提供＞ 

・第 17 回（平成 31 年 3 月）定例市議会における代表質問及び一般質問の答弁について 

（教育総務課） 

 

以 上 

傍聴 ０名 
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重松教育長 ただいまより、平成３０年度第６回教育委員会臨時会を開催します。 

本日は長岡委員より欠席の届出を受けております。 

議事録署名委員には、側垣委員を指名します。よろしくお願いします。 

はじめに各委員に確認します。会議は公開が原則ですが、議案第５６号、第５７

号は組織の改正に関する案件、議案代５８号、報告第２８号は人事に関する案件

で、現時点では公表されておりませんので、非公開としたいと思いますがよろし

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、議案第５４号「学校医等の解嘱の件」を議題とします。 

学校保健安全課長、お願いします。 

  

学校保健安全課長 議案第５４号「学校医等の解嘱の件」につきまして、ご説明申し上げます。 

お手元の資料をご覧ください。 

高須西幼稚園、小松幼稚園、名塩幼稚園の３園が、３月３１日で休園することに

伴いまして、３園の学校医等を同日で解嘱いたします。 

解嘱します１５名は、別紙一覧のとおり３園の学校医、学校歯科医、学校薬剤師

でございます。以上、ご審議を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。 

よろしいですか。なければ採決に入ります。 

議案第５４号については、原案のとおり可決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。よって原案は可決されました。 

次に、議案第５５号「西宮市立の学校の管理運営に関する規則施行規程の一部を

改正する規程制定の件」を議題とします。学校教育課長、お願いします。 

  

学校教育課長 議案第５５号「西宮市立の学校の管理運営に関する規則施行規程の一部を改正す
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る規程制定の件」につきまして、ご説明いたします。 

「校外行事について（届出）」の様式を幼児、児童、生徒の安全を図るための表

記に改めます。資料の２ページは、別記様式第１１号「校外行事について（届出）」

を改正したものです。資料４ページ以降は、参考資料として新旧対照表、現行の

様式、本件にかかわる文部省の通知を掲載しております。 

別記様式第１１号「校外行事について（届出）」の改正点をご説明いたします。 

２ページをご覧ください。予期せぬ自然災害に備え、幼児、児童、生徒の命を預

かる学校園には、高い管理意識が求められています。（５）バスなど乗車座席表

の作成と（６）指定避難場所の確認（宿泊施設等）を追記しております。 

それに伴いまして、（５）番としておりました参考事項を（７）番、参考事項と

改めております。 

改正の実施時期は平成３１年４月１日と考えております。以上でございます。 

  

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。 

  

前川委員 一つお願いします。意見です。 

こういう様式変更の機会に、学校には、参考資料で文科省の通知を後ろへつけて

いただいてますが、その中に、７ページのところの保健所への事前連絡と、それ

から、利用する旅館や弁当、調理場ですか。ここのところを学校でしっかりして

おくように。 

今の時代、例えば修学旅行で行った先でホテルに泊まりますが、ホテルの調理場

は幾つかあります。中華料理のレストランが入っていたり、何とかレストランが

入っていたり。ところによっては、さかのぼって食中毒を起こしてるようなとこ

ろもあります。年度内に食中毒を起こしてるところに宿泊する場合もあります。

たまたま私、経験したんですけれども、保護者が宿泊先をインターネットで検索

すると、８月に食中毒を起こしてると。そこに９月に泊まるのかと保護者から連

絡をもらったことがあります。それで慌てて検索すると、なるほど１カ月前に食

中毒を起こしてました。ところが、保健所としっかり連絡を取っているので、調

理場が違う。同じ宿泊ホテルだけれども、食中毒を起こしていない別のレストラ

ンが料理を提供してるから問題ありませんということがあった。 

そういうことって、やはり保健所と連絡を密にすることによって、保護者に速や

かに安心してもらえるので、これは改めて大事だなというふうに思いました。 
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細かい点は別にして、保健所との連絡をしっかりとできるように、またお伝えお

きください。 

  

学校教育課長 はい。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

よろしいですか。今の件、文科省の７ページ目のところの資料について、またよ

ろしくお願いします。 

なければ採決に入ります。議案第５５号については、原案のとおり可決してよろ

しいですか。 

  

 （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、議案第５６号から５８号と報告２８号は秘密会で行いますので、第５６、

５７号の関係者以外の職員は退出してください。 

  

 (関係者以外の職員退出) 

  

重松教育長 では、再開します。 

議案第５６号「西宮市教育委員会教育次長の事務分担等に関する規則等の一部を

改正する規則制定の件」及び議案第５７号「西宮市教育委員会文書取扱規程の一

部を改正する規程制定の件」については、いずれも組織改正にかかわる議案です

ので、一括審議をします。教育総務課長、お願いします。 

  

教育総務課長 それでは、議案第５６号と第５７号の４月１日付の組織改正に係る一連の議案

を、お手元の資料１枚目の「提案理由説明書」と、２枚目の「組織改正図」に沿

って一括して説明させていただきます。 

１枚目の提案理由説明書をご覧ください。左側には区分としまして、改正する規

則名を、右側にはその主な提案理由を記載しています。 

また、２枚目の組織改正図につきましては、左側には現行の組織体制を、右側に

は改正後の組織体制を図示しております。 

そして、３枚目以降は議案書と新旧対照表になっておりますので、適宜ご参照く
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ださい。 

はじめに、議案第５６号「西宮市教育委員会教育次長の事務分担等に関する規則

等の一部を改正する規則制定の件」からご説明いたします。 

第１条は、「西宮市教育委員会教育次長の事務分担等に関する規則」の一部を改

正するものでございます。 

西宮浜における義務教育学校の平成３２年４月開校は、本市にとっても初となる

ことから、準備の本格化に伴い、学校改革部の機能、体制を強化するため、学事

課を学校教育部から学校改革部へ移管します。これにより、部の名称を、学校改

革部から学事・学校改革部に変更いたします。 

次に、第２条では「西宮市教育委員会事務局処務規則」の一部を改正いたします。 

校務改善課を発展的に解消し、これまで校務改善課が行っていた校務改善に関す

る事務は、教育職員の服務を所管する教育職員課へ、また、学校情報化に関する

事務は、情報教育を所管する教育研修課へ移管し、今後はそれぞれの課で、一体

的に業務を推進していきます。 

さらに、新学習指導要領におけるプログラミング教育の充実など、学校情報化の

推進を図るため、課長級の学校情報化推進担当参事を学校教育部に新設します。 

また、先ほどご説明しました理由により、学事課を学校教育部から学事・学校改

革部へ移管いたします。 

このほか、教育企画課、教育人事課など計６課の事務分掌について、事務事業の

効率化や推進体制の強化を図るため、一部見直しを行っております。 

具体的には、議案第５６号の資料、新旧対照表の９ページをお願いいたします。 

主な項目をかいつまんでご説明させていただきます。 

９ページ、第５条は総括課に関する規定です。 

教育委員会の総括課は引き続き教育総務課に残しますが、総括機能のうち、予

算・決算に係る事務の総括を教育企画課に移管し、教育長の指揮のもと、教育行

政に係る重要事業の推進、進捗管理といった、教育委員会の総合的な企画調整機

能を強化いたします。 

１２ページをご覧ください。数ある教育課題の解決に向けて機動力を高めるた

め、事務量や効率化等の観点から学校教育部内の事務分掌を見直し、これまで学

校教育課が所管していた国際教育に関する事務を、１３ページに掲載のとおり、

教育研修課に移管いたします。 

また、鳴尾北幼稚園の休園施設を活用し、あすなろ学級を開設することに伴い、

学校保健安全課の事務分掌に、「不登校に関すること」の１行を追加いたします。 
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さらに、第３条では「西宮市教育委員会教育機関処務規則」の一部を改正いたし

ます。これは、先ほどご説明しました理由により、校務改善課を廃止し、学校情

報化に関する事務を教育研修課へ移管することに伴い、事務分掌を一部変更する

ものでございます。 

次に、議案第５７号「西宮市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する規程制定

の件」についてご説明いたします。 

今回の組織改正に伴い、別表に掲載する校務改善課の「課名」及び「課名記号」

を削除し、また、学事課の並びを変更するものでございます。 

説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 新たな仕事というわけではなくて、異動してという形になってます。それぞれの

ところの持ち場が変わるという。かなり動いてますけど。 

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。 

よろしいですか。なければ採決に入ります。 

議案第５６号及び議案第５７号の２件については、原案のとおり可決してよろし

いでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって原案は可決されました。 

ここで説明員を交代してください。 

  

 （説明員交代） 

  

重松教育長 では、再開します。 

議案第５８号「人事に関する件」を議題とします。教育人事課長、お願いします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 それでは採決に入ります。 

議案第５８号については、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 
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 （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。 

ここで説明員を交代してください。 

  

 （説明員交代） 

  

重松教育長 次に、報告第２８号「人事に関する件」を議題とします。 

教育職員課長、お願いします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 それでは採決に入ります。 

報告第２８号については、これを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、承認します。 

ここで説明員を交代してください。 

  

 （関係職員入室） 

  

重松教育長 では、再開します。 

一般報告の①「学校の電話環境の改善について」を議題とします。 

学校管理課長、お願いします。 

  

学校管理課長 それでは、一般報告①、学校の電話環境の改善について説明させていただきます。 

校務の改善にかかる取り組みのうち電話に関するものですが、内容としまして

は、大きく分けて２点あります。 

「学校への携帯電話導入」と「電話自動応答装置の設置状況」です。 

まず１点目の「学校への携帯電話導入」について私より説明させていただきます。 

学校におきましては、通話用の電話回線が２回線ということもあり、大規模校を

中心に、保護者等への架電が授業後から夕方にかけて集中し、順番待ちが発生す
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ることがあり、校務に支障をきたしている現状にあります。このことについては、

学校現場からも改善の要望が出ており、対応策について検討してまいりました。 

改善に向けては、固定回線の増設も検討したところですが、通話が増大した場合、

従量料金となる通話料の負担が大きくなることや、携帯電話について、廉価な定

額制プランが出ていることから、費用対効果を考え、携帯電話を導入することと

したものです。 

平成３１年度の導入対象校は、資料のとおり、小中学校各５校の予定です。 

対象校の選定にあたっては、通常学級数と特別支援学級数の合計学級数が、上位

の学校から５校ずつ選定しております。今後も、学級数、社会情勢や予算の変化

に対応するため、定期的に見直しを行ってまいります。対象校の選定方法を含め、

導入に際して必要となる事項について、運用基準として定めたものを「別紙」と

して資料につけております。 

今回の導入は、校務の改善、特に「架電の際の順番待ちの軽減」を目的としたも

のであることから、原則として、校内利用、架電専用として、運用を開始したい

と考えております。導入後は、学校の状況に応じて活用いただき、効果を検証し、

今後の運用基準見直しの参考としてまいります。 

次に、「電話自動応答装置の配置状況」につきまして、校務改善課長の岩本より

説明させていただきます。 

  

校務改善課長 引き続き説明をさせていただきます。 

この自動応答装置は、録音機能はございませんが、翌日以降にご連絡いただくよ

う音声にて案内するものでございます。 

学校では、部活動やあすの準備等で、勤務時間以降も教師が残って業務をしてい

る実態がございます。特に職員が少なくなる遅い時間帯に残って業務をしている

際に、電話がかかった場合の対応を機械に任せるものでございます。 

試行導入した苦楽園中学校の状況を表の下２番に記載してございます。 

部活動が午後６時に終了した後、下校して各家庭に着くまでの時間を考え、７時

半以降に自動応答するように設定したところでございます。また、生徒指導事案

への対応についてもそこにありますような方策で可能としております。 

これにより現場では、負担や負担感の軽減に効果があり、現場からの強い要望も

あって、全校に拡大することといたしました。 

現在、建て替えや校内電話の一斉交換時には、応答機能のついたものとしており

ますが、今般の校務改善を少しでも進めるため、学校管理課と連携して、表のよ
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うに装置の導入を加速するものでございます。 

１月に全校に導入時期の希望を取り、年度内に、希望された学校のほとんどで表

のように導入することができました。残りの学校についても、３１年度以降設置

を進めることで、１、２年のうちに全校に機器を設置できると考えております。 

今後の運用開始に当たっては、教育連携協議会やＰＴＡ、地域などと丁寧に説明

した上で、順次実施してまいりたいと考えております。 

  

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 入れ替え予定ありっていうのは、これはどういう意味ですか。 

  

校務改善課長 学校の校内電話でございますが、おおむね１０年から１２年程度で機器の方を一

斉に入れ替えることにしております。 

  

側垣委員 現在使っているものを。 

  

校務改善課長 はい。その予定が近々あるということでございます。 

  

側垣委員 その際に、設置するということ。 

  

校務改善課長 そのとおりでございます。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

  

岩本委員 よろしいですか。携帯電話は、各校１台ずつですか。 

  

学校管理課長 予算の関係などはありまして、児童数など上位の小中学校５校ずつからの導入と

なっており、各校１台ずつです。 

  

重松教育長 ここにあるのが、学校校外へ持ち出すときは、管理簿に記載するということです

ね。でも例えば、遠足などに出るとき、学校を一斉に出てしまったら、１台しか

なかったら、どこかだけが借りるということになるんですか。 
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学校管理課長 そうですね、それを含めまして学校の中で運用を決めていただいてということを

考えております。 

  

重松教育長 できる限り、個人が持たないように。学校として管理するように。誰かが持ち出

して一人で勝手に使ってたということになってしまうと、変なことになるので、

それだけは十分に気をつけてほしいなと思います。 

ほかにはありませんか。 

  

側垣委員 細かいことなんですけど、２ページの架電の対象例で、国内固定電話、携帯電話

以外への架電の局番、３桁特番の１８９というのは、これ虐待通報電話なんです

けど、それも含まれるのですか。学校から電話をすることはないと思うのですけ

ど、どうなんですかね。電話料がかかるんですか。 

  

学校管理課長 基本的には、学校の固定電話もございますので、そちらでかけていただいてとい

うことで、一応想定はしております。 

  

前川委員 これまで大規模校の固定電話を、２回線から、できるところは３回線ってふやし

ましたよね。本当に電話で家庭と連絡をとり合うときに、順番待ちしています。

そしてレストランの予約のように、みんな書いていく。その間に３０分、１時間、

どんどん時間がたっていく。やむにやまれず個人の携帯電話を使いたい。でも管

理職からは個人の携帯電話はだめだと。公務員は公用の電話を使わないといけな

い、そういう話が、校長会等を通してずっと要望が挙がってきたと思うんです。 

今回も限られた予算の非常に苦しい中で、何とか予算を捻出して、これに踏み込

んでそして、費用対効果などそういうところをしっかりと見ながら、拡充の方向

性を持っておられるように思います。 

教員が個人の携帯電話を使い出すと、保護者から当然、先生の携帯電話の番号を

教えてくれなど、こういうことにつながりかねないんです。そうするとまた、勤

務時間がどこまでか、どこまでが公務で、どこからがプライベートかというよう

な難しさもありますので、ぜひしっかりと各学校で適正に使ってもらって、また

効果等を検証して、予算を何とか確保して、少しでも学校がしっかりと時間内で

保護者の信頼を得られ、電話連絡などできるように進めてほしいと思います。あ

りがとうございます。 
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重松教育長 ほかにはございませんか。 

  

岩本委員 全然細かいというか、すごく心配なのが、なくならないかということだけです。 

固定電話が携帯電話になった瞬間に、家の中でも行方不明になることが多いの

で、すいませんが、なくならないようにだけ、管理をお願いしたいと思います。 

  

重松教育長 よろしいですか。 

なければ一般報告①を終了させていただきます。 

次に、一般報告②「西宮市特別支援教育審議会報告について」を議題とします。 

特別支援教育課長、お願いします。 

  

特別支援教育課長 一般報告②について、ご説明いたします。 

西宮市特別支援教育審議会が平成２９年、３０年度に７回にわたり調査・審議し

ました内容を「西宮教育における特別支援教育のあり方」としてまとめ、竹田契

一会長より、教育長に提出されましたのでご報告いたします。 

報告書には、１ページのはじめ、３段落目にありますように、学校園の基礎的環

境整備、西宮養護学校の通学及び校内支援体制、教職員の専門性の向上、交流及

び共同学習の推進、医療福祉との連携の五つの課題について、方向性の提言が示

されております。 

３ページにありますように、基礎的環境整備のうち、幼稚園においては就園相談

の仕組みの改正、新たな支援体制の構築に向けた提言がなされ、現在３１年度の

就園に当たり仕組みの改正、それから支援体制の構築を進めているところです。 

５ページから６ページにかけましては、基礎的環境整備のうち、小中学校おいて、

人的支援体制の強化、校内支援体制の確立、専門性の向上、保護者への周知につ

いて提言が示されております。 

７ページからは、西宮養護学校の通学及び校内支援体制につきまして、現状と課

題が示されております。今後の方向性として、通学と支援体制について提言が示

されております。 

９ページには、教職員の専門性の向上に向けての提言として、特別支援教育の研

修を行っているこども未来センターの地域・学校支援課と教育研修課、そして特

別支援教育課が連携して、系統立てた研修を行っていくことなどの提言が示され

ております。冊子の最後のページに、教職員の専門性の向上に向け、それぞれの

立場の教職員が、どのような力が必要かを示した図を載せております。 
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この提言を受け、この図をもとに、平成３１年度から研修計画を立てていくこと

としております。 

１０ページに、交流及び共同学習について、個別の指導計画に位置づけながら指

導することで、より効果的なものとするよう示されております。 

医療・福祉との連携につきましては、１３ページにありますように、組織的に連

携する仕組みをつくるよう示されております。 

今後は、この報告を受けまして、教育委員会として推進していく方針を定めてい

く予定としております。説明は以上になります。 

  

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。 

  

前川委員 １０ページのところに載っていますが、今説明いただいたように、個別の指導計

画に基づいて、交流、共同学習を進めるというのは、それは大変すばらしいこと

なんですけれども、私はそこのところをガチガチにはめ込まない方がよいと思っ

ています。というのは、個別の指導計画を越えて、例えば学級として、交流の機

会や必要がある、それから学年の子供たちと特別支援学級の子供たちが共同学習

するのにふさわしい単元が組めるなどということは、年度の中に、さまざまな場

面で、価値を生み出すことができる。そんなことがあります。別にガチガチには

め込むとは書いてませんので、それがもっと活性化すればよいなと思ってるんで

す。 

なぜそう思うかと言うと、交流とか共同学習というのは非常に言葉はきれいで、

交流や共同学習を進めましょう、進めていますって言ったら、とてもいいことを

してるみたいだけど、そこに本当に交流が、本当に共同学習が存在してるのとい

うところを、各学校は子供の教育に対して責任を持つことを、真摯に考えてほし

いと思ってるんです。自分ができたかというと、非常に難しかったので、余計に

思うんですけれども。 

共同学習というのは、それぞれの学びの高まりが成立し合うわけですよね。だか

ら、共同の学習ができるわけですよね。じゃあ、交流は何と。交流というのは、

交流の意義を果たすわけですよね。そういうことを、学校の中で、あるいは一人

ひとりの教員が、私もそうだったけども、これは交流なのか、これは共同学習な

のかなと自問しながら、いつも子供や保護者と二人三脚でやってきた。運動会の

ときによく、交流しています。居住地校交流として、「西宮養護学校の何々さん
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が、きょうは来ています。」と言って、紹介のアナウンスが流れるんです。でも

ね、その子がバギーでいるけれども、誰かと交流がそこに存在しているのか。何

かそういうのを見ると僕は、考えてしまうんです。居住地交流っていうのは、そ

の子が運動会の中で、何々中学校や何々小学校の子と、まさしく交流することに

よって、「あー、あー。」って言っていて、それを付き添いの先生が、「わ、何々

ちゃん、喜んでるわ。」と言って、それを見た子供たちが、こんなこと言ったら

失礼かもしれないけども、声にならない声を聞いて、「あ、何々ちゃん喜んでる。」

とか、そういう触れ合いがそこに成立してれば、僕は何も放送で「何々ちゃんが

来ています。」なんて言う必要はない。あんまり僕は居住地校交流がしっかりで

きている場面を、これまで体験したり、見る機会がなくって、形だけ交流してる

みたいで寂しい、そんな思いがありました。 

これは、感想です。それで、交流とは何か、共同学習とは何なのかというところ

を、自問しながら、西宮教育が進んでいったらいいなと。 

もう一つですが、これは、少しお答えをください。 

８ページに指導医のこと。私は教育委員になってから、指導医のことを何回も言

ってきましたけど、８ページの下から６行目ぐらいかな。「指導医による」って

書いてありますよね。教員になってから、あるいは管理職に私がなってから、指

導医のある学校に個人的に研修に何回か行きました。京都府立の舞鶴特別支援学

校とか宝塚の市立養護学校のように、指導医のある学校が、指導医をちゃんと生

かせているのか。提言をもらってますけれども、西宮の教育委員会として、指導

医が必要ではないかと、提言を「そうだな。」と受け取れるのか、それとも指導

医は一律につけばいいというものではないとか、何かお考えが今あるのかどう

か。少し聞かせてください。 

  

特別支援教育課長 文科省の方でも学校における医療的ケアの実施に関する検討会議が開かれ、中間

報告や最終報告がされております。その中にも、やはり地域の医師会や看護団体

等の協力を得て、小児医療や在宅医療などの専門的知見を活用することが必要で

あり、主治医との連携も不可欠である中に、やはり医療的ケア、在宅医療に知見

のある医師を学校医としたり、医療的ケア、指導医として委嘱したりしていくこ

とが重要であるという報告を受けております。 

ですので、教育委員会といたしましては、当然医療や福祉と連携しつつ、そのよ

うな仕組みも構築していく必要があると考えていますが、今、西宮養護学校にお

きましては、学校医が、小児医療や在宅医療に知見のある者がついておりまして、
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ことしからは指導を十分受けているところでございますが、地域の学校にも医療

的ケアの必要なお子様がいらっしゃる中に、そのような形で医療との連携が必要

であるというふうには考えておりますが、どのような形でそれを構築していくか

ということについては、今後まだまだ研究が必要かと思っております。 

  

前川委員 わかりました。 

  

重松教育長 例えば学校医というか、学校保健安全課などがつながってますので、医師会と一

回また連携をとって、これについても検討をしていかないといけないのかなとは

思います。 

  

前川委員 言葉だけ私は知って、それこそ研究段階なんですけども、人がつけばいいだけの

ことではないので、今みたいにやはり研究していって本当に必要だとか、こうい

う機能が発揮できるとか、その上で進められたらと。必要であればということで。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

  

岩本委員 第２章「小中学校における基礎的環境整備」の中に、通常学級の中にも発達障害

の可能性がある子供がいるんですよという話が載っていて、それとは別に、こど

も未来センターでも学校と連携していこう、していってくださいというふうに書

かれているんですけれど、通常学級の中の見えない発達障害がある子供たちがこ

ども未来センターとつながる可能性というのは、すごく低いと思うんですよね。

そのあたりを今後どのように工夫されていくのかなと思っているんですが、教え

てください。 

  

特別支援教育課長 審議会におきましても、委員の方からは、やはり一番身近にいる担任、もしくは

学校の教員の気づきが必要であると。その気づきをもとに、福祉や医療につなげ

ていくことが多いと。その気づきをつくるためには、やはり教職員の専門性の向

上をまず一番に考えていく必要があるという提言を受けさせていただきました。 

「おわりに」のところにもありますように、私たちとしてもそこのところは、き

ちんと考えつつ未来センターとも連携をして、子供たちに一番いい形の指導支援

ができるように考えてまいりたいと考えているところです。 
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岩本委員 よろしくお願いします。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

よろしいですか。審議会からの提言が出てますので、これをもとにして、西宮市

としては、このことが実現できるように、また考えていきたいと思いますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  

岩本委員 もう一ついいですか。この審議会もこれで一旦終わりですか。 

  

重松教育長 そうです。審議会は。 

  

岩本委員 また何年後かにあるとか、そういうのは。 

  

重松教育長 今のところは、まだ。 

  

特別支援教育課長 来年度も進捗状況や、ご意見をいただくための会は開いて行くつもりです。 

  

重松教育長 審議会という位置づけじゃないでしょう。 

審議会は審議会できちんとしてるはずだから。 

  

特別支援教育課長 報告は、もうこれでまずは一旦終了となります。 

  

岩本委員 何年後かに、この今いただいた提言に対する、お返事というかきちんとしたもの

を、また報告もしていただきつつ、進めていただけたらなと思います。 

  

重松教育長 よろしいですか。 

以上で予定されていました議題は、全て終わりました。 

これをもちまして、第６回教育委員会臨時会を閉会します。 

  

 （終了） 

 


