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１１月定例教育委員会会議録 

 

【篠原委員長】 それでは、ただいまより１１月定例教育委員会を開催いたします。 

 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、青少年課長及び放課後児童育成室長にもご出席いただいております。よ

ろしくお願いいたします。 

 

 それではまず、１０月８日の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すでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 特にないようでございますので、１０月８日臨時会会議録について承認

と決しました。 

 

 次に、１０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

の件に関しまして何かご質疑ございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 特になしとのことでございますので、全委員異議なしと認めます。 

 よって、１０月定例会会議録について承認と決しました。 

 

 次に、１０月２４日の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すでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 これも特にございませんか。それでは、全委員ご異議なしと認めます。
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よって、１０月２４日臨時会会議録について承認と決しました。 

 

 次に、１０月３０日の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、これについても何かございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 特に異議がないようでございます。よって、１０月３０日臨時会会議録

について承認と決しました。かなり臨時会が入りましたので、たくさん審議・承認してい

ただいてありがとうございます。 

 

 それでは、次にまいります。 

 委員長報告ということで、私は初めてやりますのでよろしくお願いします。 

（委員長報告） 

1 0月 2 4日 （ 金 ） 

1 0月 2 5日 （ 土 ） 

1 0月 3 0日 （ 木 ） 

 

1 1月 ３ 日 （ 月 ） 

1 1月 ５ 日 （ 水 ） 

1 1月 1 7日 （ 月 ） 

午前10時より、臨時教育委員会に出席。 

午後１時より、女性フェスティバルに出席。 

午前９時30分より、臨時教育委員協議会に出席。 

午前10時30分より、臨時教育委員会に出席。 

午前９時30分より、文化の日表彰式典に出席。 

午後２時より、決算審査特別委員会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

 

【篠原委員長】 次に、中原教育長から教育長報告をお願いいたします。 

（教育長報告） 

1 0月 2 3日 （ 木 ） 

 

1 0月 2 4日 （ 金 ） 

1 0月 2 5日 （ 土 ） 

1 0月 3 0日 （ 木 ） 

 

1 1月 ３ 日 （ 月 ） 

1 1月 ５ 日 （ 水 ） 

 

1 1月 ６ 日 （ 木 ） 

 

1 1月 1 0日 （ 月 ） 

1 1月 1 1日 （ 火 ） 

 

1 1月 1 2日 （ 水 ） 

1 1月 1 4日 （ 金 ） 

 

1 1月 1 5日 （ 土 ） 

午前10時より、手をつなぐ子らの会連合運動会に出席。 

午後３時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前10時より、臨時教育委員会に出席。 

午後１時より、女性フェスティバルに出席。 

午前９時30分より、臨時教育委員協議会に出席。 

午前10時30分より、臨時教育委員会に出席。 

午前９時30分より、文化の日表彰式典に出席。 

午前７時より、少年を守る日街頭啓発激励に出席。 

午後２時より、決算審査特別委員会に出席。 

午前９時30分より、部長会、八尾市ＩＴ推進本部会議及び八尾市総合

計画企画会議に出席。 

午後４時45分より、嘉定区からの青少年交流団表敬訪問に出席。 

午前10時より、庁舎周辺公共施設整備調査特別委員会に出席。 

午後４時30分より、ベルビュー市教育視察団表敬訪問に出席。 

午後１時30分より、文化財保護審議会に出席。 

午前９時30分より、府都市教育長協議会  秋季研修会に出席。 

午後４時45分より、嘉定区へむけての青少年交流団表敬訪問に出席。 

午前10時30分より、ウリカラゲモイムに出席。 
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1 1月 1 7日 （ 月 ） 

1 1月 1 8日 （ 火 ） 

 

1 1月 1 9日 （ 水 ） 

1 1月 2 0日 （ 木 ） 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前８時30分より、特別職会に出席。 

午後３時30分より、学校園危機管理対策本部会議に出席。 

午前10時より、校長会に出席。 

午前10時より、社会教育委員会議に出席。 

 

【篠原委員長】 ありがとうございました。 

 ただいまの委員長報告並びに教育長報告につきまして、何かご質疑ございますでしょうか。 

【百瀨委員長職務代理者】 １１月１０日に嘉定区からの青少年交流で、久宝寺小学校・

久宝寺中学校に表敬訪問されたとのことで、多分こういう取組みは学校を挙げて取り組ん

でいると思うんですが、もう少し詳しい内容等と、それから、どこの学校に表敬に行って

いるか等は校長会等で周知しているのかどうか、併せて教えていただけたらと思います。 

【柿並指導課長】 青少年の交流等につきましては、各学校で工夫をして迎えていただい

ているところでございます。例えば、学校の中の行事等を見ていただいたり、一緒に活動

をする場面を作っていただいたりする中で、来られた中国の子どもたちとの交流を深める

ように進めていただいています。 

 また、校長会等でもこういった交流があることについてはお知らせしているところでご

ざいます。 

【百瀨委員長職務代理者】 長い間の交流で、自分も１５周年で交流に行かせていただい

たんですが、それからもう既に何年も経っています。そういう歴史を踏まえ、各学校が取

り組んできて多くの成果があったと思うんですね。その成果等を含めて、単に「終わった、

終わった」で済ませることなく、今後、見える形で成果等を分かるようにしていただけた

らと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 他にございませんか。ないようですので、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 

１１月の議案 

議案第５１号 

議案第５２号 

議案第５３号 

議案第５４号 

八尾市立小・中学校適正規模等審議会委員の委嘱の件 

八尾市立小・中学校適正規模等審議会への諮問の件 

八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件 

八尾市指定文化財を決定する件 

 

 議事の都合により、まず議案第５３号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の

件」について審議いたします。提案理由を倉本次長より説明願います。 

【倉本生涯学習部次長】 それでは議案第５３号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一

部改正の件」につきまして、提案説明させていただきます。 

 八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件につきましては、教育長に対する事務
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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。 

 理由といたしましては、八尾市放課後児童室条例施行規則第１１条第１項に規定する放

課後児童室の開設時間を延長するため、同規則の一部を改正するものでございます。八尾

市放課後児童室条例施行規則の一部改正に係る新旧対照表をご参照願います。 

 改正点につきましては、第１１条第１項のただし書き「ただし、教育委員会が特に必要

があると認めるときは、開設時間を変更することができる。」を削り、第１項第１号に、

「ただし、教育委員会が必要とあると認めるときは、午後６時まで延長することができ

る。」を加え、第１項の次に第２項として「前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に

必要があると認めるときは、臨時に開設時間を変更することができる。」を加えるもので

ございます。 

 なお、附則におきまして、平成２１年４月１日からの施行といたしております。 

 以上、誠に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。何とぞよろ

しくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

【篠原委員長】 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、何かご質疑

ございますでしょうか。 

【安藤委員】 規則の改正ということで、時間延長という内容でしたが、その根拠を説明

願えますか。 

【竹内青少年課長】 現在、放課後児童室の平日の開設時間は放課後から１７時となって

おりますが、この度開設時間を放課後から１８時に変更するに当たりましての理由としま

しては、平成２１年度以降の小学校低学年の授業時間の増に伴う見直しと、保護者の就労

状況等を考慮して検討した結果、平成２１年度より開設時間を変更するということで提案

させていただいたものでございます。 

【安藤委員】 そうしたら、延長することによって、それを警備する方や責任を負う方が

今までもおられたと思うんですが、そのことに対する対処はどう考えておられますか。 

【竹内青少年課長】 放課後児童室の事業は各小学校で実施しておりまして、学校では、

教育委員会で学校安全推進員を受付員として配置していただいておりますが、５時から６

時の１時間につきましては、青少年課で引き続き１時間つけていただくように予算要求等

をいたしております。 

【百瀨委員長職務代理者】 延長に伴って、例えば施設の管理の面、危機管理の面、また

学校教育現場との関わりの面等々、色々な面で配慮しなければならないことがあると思い

ます。今回、１時間延長ということで、これらのことについてどのような問題があると考

えておられるのか、答えていただきたいと思いますがいかがですか。 

【竹内青少年課長】 放課後児童室の事業につきましては、普通教室等小学校の施設を使

っている児童室がほとんどですので、基本的には学校との連携が一番必要な部分でありま

して、特に学校施設の機械化警備や施開錠員といった問題点があると思いますが、この点

につきましては、校長会等でご説明しまして、セコム等の協議もさせていただいて、基本

的に学校の負担になるようなことはないと思います。 

 ただ、時間延長につきまして、６時になると保護者に迎えに来ていただくということで、

保護者から申請段階で誓約書等を出していただきますが、他市の状況等を見ると、履行さ

れない、６時に迎えに来られない保護者もおられるという状況はお聞きしております。そ

のようなことがありますと、６時まで希望されていても５時までに変更させていただくと
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いうように対応させていただこうと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 ６時になるということは、冬になればかなり遅い時間帯に子

どもたちが下校していくことになります。こういうことの安全管理も含めて、今後取り組

んでいかなければならない問題が多くあるかと思います。今後色々起こってくる課題を十

分に捉えて、教育委員会ともお互いの共通認識のもとで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。 

【安藤委員】 学校といえば、校舎と校庭そしてグラウンドも全部になるんですが、それ

について、先ほど機械化警備のことをおっしゃったんですけれど、安全面に関しての考え

方について、どのように取り組んでいくかという方向性をできれば示してほしいんですが。 

【竹内青少年課長】 放課後児童室につきましても、安全対策等について危機管理マニュ

アルを作っております。この件につきまして、各指導員に研修も行っておりますし、避難

訓練等も年に４回程度実施しております。危機管理については今後も十分に取組みを進め

てまいりたいと考えております。 

【篠原委員長】 他にご質問や意見もないようですので、私から１点だけ要望としてお願

いしておきます。 

 まず、６時までというのは、ニーズという面では考えられると思います。「保護者が迎

えに来るには５時はちょっと早過ぎる、６時までお願いしたい」というニーズはよく理解

できるんですが、先ほどからご意見もありますように、６時といえば冬場になったらかな

り暗くなりますね。そういうことで安全面について危惧が持たれるわけで、これは一考の

余地としていただきたいんですが、例えば夏は６時までやってもいいけど、日の短い冬季

は従来どおりといった考え方はできないのかと思います。 

また他にもこれから運用に当たって色々と考えていかなければならない面がたくさんあ

るんじゃないかと思います。例えば、先ほども出ましたが、指導員の勤務の関係などもこ

れから色々問題が起こってくると思います。 

それから、前回の教育委員協議会でお願いしましたように、我々にも一度、放課後児童

室の見学の機会を作っていただければと思いますので、要望として申し上げておきます。 

 それでは、他にご意見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５３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。 

【篠原委員長】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、議案第５３号「八尾市放

課後児童室条例施行規則の一部改正の件」について、原案を適当と認めることに決しまし

た。 

 以上でこども未来部長に委任しました事務に関する議事は終了いたしましたので、ここ

でこども未来部長、青少年課長、放課後児童育成室長にはご退席願います。どうもご苦労

さまでございました。 

 

 それでは次に、議案第５１号「八尾市立小・中学校適正規模等審議会委員の委嘱の件」

について審議いたします。提案理由を田中課長より説明願います。 

【田中教育政策課長】 議案第５１号「八尾市立小・中学校適正規模等審議会委員の委嘱

に関する件」につきまして、ご提案申し上げます。 

 八尾市立小・中学校適正規模等審議会委員を委嘱するにつき、教育長に対する事務委任
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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。 

 提案理由でございますが、八尾市立小・中学校適正規模等審議会委員の委嘱について、

八尾市立小・中学校適正規模等審議会規則第３条の規定に基づき、本案を提出するもので

ございます。 

 次に、委員候補者についてご説明申し上げます。恐れ入りますが、別紙「八尾市立小・

中学校適正規模等審議会委員候補者名簿」をお開き願います。 

 まずはじめに、学識経験者といたしまして、兵庫教育大学准教授の大野裕己氏及び大阪

教育大学教授の木下百合子氏の２名を、次に公共的団体等の代表といたしまして、八尾市

地区福祉委員長連絡協議会代表の加仲紘子氏、八尾市自治振興委員会代表の鈴木武司氏、

八尾市ＰＴＡ協議会代表の武田晴行氏、同じく八尾市ＰＴＡ協議会代表の野村辰之氏、同

じく八尾市ＰＴＡ協議会代表の三藤尚美氏の５名を、次に市立小学校及び中学校の校長と

いたしまして、八尾市小学校校長会代表の市原孝夫氏及び八尾市中学校校長会代表の小林

隆志氏の２名を、最後に公募による市民といたしまして、岡知彦氏及び水谷けい子氏の２

名、計１１名が委員候補者でございます。 

 以上、甚だ簡単な説明ですが、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。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ご

ざいますでしょうか。 

【百瀨委員長職務代理者】 まず１点、お聞きしたいと思います。 

 この審議会の審議は、今後のことも含めて大変重い内容を持つものだと考えております。

今回、この委員を構成されるに当たって重要視した点はどのような点なのかお聞きしたい

と思います。 

【田中教育政策課長】 委員の構成につきましては、教育重点目標にも掲げておりますと

おり、家庭・学校・地域の連携が不可欠であるという観点から、この審議会も、家庭におき

ましてはＰＴＡの方、学校におきましては校長会、それと地域におきましては自治振興委員

会及び地区福祉委員会の方ということで構成を行ったわけです。それに加えまして、学識経

験者の２名、それと公募による市民として２名の計１１名となった次第でございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 さらに１点、お願いになるんですが、今後の対応を考えてい

くという点で、この市立小学校及び中学校校長の中で、本年度や来年度で退職されるとい

うことで次へ引き継ぐことがあるならば、これからの取組みが校長会全体のものになって

いくように、ぜひきちんと引き継ぎをしていただきたいということでお願いしておきたい

と思います。 

 それから、もう１点だけ連続してご質問しておきます。委員の構成について、１１名の

委員でスタートとのことですが、今後色々と審議していかなければならないことが出てく

ると思うんです。そういう場合は、人数については今後検討することもお考えなのかどう

か、お聞かせ願いたいと思います。 

【田中教育政策課長】 審議会の委員につきましては、審議会規則では１５名までと規定

しております。私どもといたしましては、当初１１名でスタートいたしまして、議論を深

めるにつれまして、委員の中からより深く専門性の高い人の意見を聞きたいといったご意

見がございましたら、委員を増やすことも考えられると考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 分かりました。必要性があるならば、ぜひ新たに検討し、委
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員の構成等も考えていただくということでお願いしておきたいと思います。 

【安藤委員】 八尾市ＰＴＡ協議会代表が３人おられるんですが、ＰＴＡの代表であれば、

毎年改選されますので、言葉は悪いですが充て職でという人がおられることはないのか、

そこに関してはいかがですか。 

【田中教育政策課長】 今のご質問ですが、まず、最終答申につきましては２２年８月を

予定しております。各団体からの代表として出ていただいている委員が変わられるのでは

ないかというご心配かと思いますが、ＰＴＡにつきましては、我々は依頼段階から、でき

るだけ最後まで委員を務めていただける方をご推薦いただきたいとお願いいたしました。

今のところ予定では最後まで務めていただけると聞いております。他の団体につきまして

は、各種審議会の委員の選出についても、それぞれの団体のルール等がございまして、最

後まで務めていただくように依頼はしておりますが、変わる可能性もございます。 

 また、委員構成につきましては、先ほど申し上げましたとおり、必要に応じて委員を補

充、追加することも考えられると考えております。 

【山本委員】 やはりＰＴＡの方は保護者ですので、専門的な知識はなかなか持たれるの

は大変だと思うんです。ですから、学識経験者のお二人がリードして皆さんを引っ張って

いただけるんでしたら、保護者の立場として意見を言っていただくのはいいことじゃない

かと思います。八尾市のＰＴＡ協議会に入っておられる方なので、府のＰＴＡにも通じる

方もいらっしゃいますし、いろんな経験を積まれている方だと思うので、そういう点では、

この３名の方も他の方と一緒にやっていくには十分な知識もお持ちだと思うので、私はと

てもいいことだと思うんです。 

 ただ、ものすごく重いテーマを扱う審議会ですから、専門的なことは学識経験者に中心

になっていただいて考えていただけたらと思います。 

【田中教育政策課長】 今おっしゃいましたように、当然、ＰＴＡ協議会の方は、専門的

知識は未知数でございますが、我々としましては、ご家庭の保護者ということで、市民の

目線から見たご意見を頂戴したいと考えております。それをコーディネートするのが学識

経験者であると思っておりますので、忌憚のない意見を期待しておるところでございます。 

【安藤委員】 もう一つ質問ですが、公募による市民ということでお二人選ばれています

ね。その中では、ビジョンや方向性があって、審査基準や応募資格というのを持たれてい

ると思うんですが、例えばその方が八尾に住んでおられる方であるとか、お子さんを持た

れている方であるとか、もし差し支えなければその点を教えていただきたいんですが。 

【田中教育政策課長】 公募市民につきましては、１０月に市政だよりに載せて公募いた

しました。応募資格といたしましては、市内在住の２０歳以上の方で、本市で他の審議会

等の委員になっておられない方、かつ市議会議員や本市職員でない方というものでござい

ます。 

 また応募方法につきましては、「これからの本市学校教育に期待すること」をテーマに

８００字程度の作文を頂戴しました。それを元に、事務局に選定委員会を設けまして選定

をさせていただいたわけでございます。 

【中原教育長】 明日、１１月２２日からタウンミーティングが始まり、市長が市民の

方々のご意見を聞くという事業が３月まで長丁場で行われるんですが、そのタウンミーテ

ィングで聞きたいことの中に、この適正規模等審議会に関わって、「学校を統廃合するの

かどうか」という話が既に挙がっております。 
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 具体的な方策がどうなるかは分かりませんが、この審議会では、子どもたちが学習して

いく場として、どういう学校規模がいいのか、学校教育・幼稚園教育をどう進めていった

らいいのかという議論になっていくと思います。それだけに、この適正規模等審議会は既

に注目度が相当高いと感じております。会の運営には相当神経を使うと思いますが、将来

の八尾市を託していく子どもたちの成長にとって、いい学校環境をどう創っていくのかと

いうことを論議いただきたいと思っております。 

 木下先生は、八尾市にご在住で、学校経営に関して研究しておられると聞いております

ので、今後の審議を通して十分議論を深めていきたいと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 ２点だけお願いしておきたいと思います。 

 この審議会を進めていくには、座長の力量、また事務局のリーダーシップ等が大変大き

な方向性を持つのではないかと考えております。ぜひ幅広い多くの意見を十分に取り入れ

て、その中で様々な面での問題について審議し、答申を出すようにしていただきたいのと、

もう一つは、常に私どもにも情報を整理して提示していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

【篠原委員長】 各委員からも、この件につきましてはいろんな意見が出されました。私

自身も、この適正規模等審議会は非常に重要な、重い役を引き受けていただくと思ってお

ります。 

 そして、答申をいただくわけですけども、実際にその答申がどういう内容になるのか予

想しにくい面もありますが、それが出てから実際に事務を進行していくに当たっては、非

常に重い、大きな問題に対処していくことになると思います。 

 それから、以前にこの教育委員会でお聞きしたんですが、適正規模「等」ということで、

通学区にも必ず関わってくると思うんですね。通学区に関する審議会も別にあるとお聞き

したんですが、それはどうでしたか。 

【田中教育政策課長】 今回、適正規模等審議会につきましては、本年９月に条例を一部

改正して、新たな審議会として設置したわけでございます。通学区改正審議会は現在のと

ころ休会中ですが、既にございます。今委員長がおっしゃいましたように、この適正規模

の議論の中で通学区の話が最終答申に出てくれば、次に個々の通学区のことについて、新

たに通学区改正審議会でご審議いただくことになろうと考えております。 

【篠原委員長】 通学区の審議会は、今は休会中とのことですが、最近に開かれたのはい

つですか。 

【田中教育政策課長】 通学区改正審議会は、最近は龍華町の件で平成１５年度に開催さ

れたのが最後でございます。 

【篠原委員長】 この審議会の委員は最大１５名で、当初１１名ということですのでまだ

４名の枠があるんですが、その通学区改正審議会の委員から意見を聴取するためにも、こ

の適正規模等審議会の委員に入っていただくなり、あるいは参考人としてご説明いただく

など、これから審議を進めていく中で連携してやっていただけたらと思いますので、私の

個人的な意見として要望しておきたいと思います。 

 他にないですか。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５１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。 

【篠原委員長】 異議なしとのことでございますので、議案第５１号「八尾市立小・中学校
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適正規模等審議会委員の委嘱の件」につきまして、原案を適当と認めることに決しました。 

 

 それでは次に、議案第５２号「八尾市立小・中学校適正規模等審議会への諮問の件」に

ついて審議いたします。提案理由を田中課長より説明願います。 

【田中教育政策課長】 議案第５２号「八尾市立小・中学校適正規模等審議会の諮問に関

する件」につきましてご提案申し上げます。 

 八尾市立小・中学校適正規模等審議会へ諮問するにつき、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。 

 提案理由でございますが、八尾市立小・中学校適正規模等審議会への諮問について、八

尾市立小・中学校適正規模等審議会規則第２条の規定に基づき、本案を提出するものでご

ざいます。 

 次に、諮問事項についてご説明申し上げます。恐れ入りますが別紙諮問書をお開き願い

ます。 

 八尾市立小学校及び中学校のよりよい教育環境を整備し、充実した学校教育の実現に資

するために、市立小・中学校の適正規模等の基本的考え方に関すること及び市立小・中学

校の適正規模等の方策に関することについて諮問するものでございます。 

 以上、甚だ簡単でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、これに関しまして委員の皆様

方、何かご質疑ございますでしょうか。 

【安藤委員】 １０月から初めてここに寄せていただきましたので、今説明いただいた

「適正化」ということにはどういう内容が含まれているのか全く分かりませんので、少し

教えていただけたらありがたいんですが。 

【田中教育政策課長】 全国的に少子化が進む中、本市におきましても児童・生徒数が減

少し、現在ではピーク時の約半数となっています。また、地域的には小規模の学校がある

一方、大規模な学校ができるなど、学校規模において著しい差異が生じています。その結

果、小規模な学校ではクラス替えができなかったり切磋琢磨する機会に恵まれなかったり

する一方、大規模な学校では特別教室の使用が制約されたり行事やクラブ活動が制約され

たりしています。このような状況に鑑み、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図ると

ともに、教育行政の効率的運用を図る観点から、学校規模の適正化に取り組むものでござ

います。 

諮問事項の１点目の「適正化についての基本的な考え方」について申し上げますと、具

体的には学校規模等の適正化に関する視点や、学校規模の範囲と定義等でございます。特

に学校規模の定義につきましては、例えば何学級から何学級までは適正な規模、何学級か

ら何学級までは小規模、何学級以上は過大規模といった定義づけを行っていただきたいと

考えております。 

【篠原委員長】 この諮問事項で、第１点は基本的な考え方を、それから２点目には具体

的な方策と、２つに分けられていますね。これも慎重審議なさった結果と思うんですが、

この２点に絞られた以外に、諮問事項について何か具体案が出ませんでしたか。 

【田中教育政策課長】 １点目の基本的な考え方に関し、内容をもう少し具体的に申し上

げますと、具体的には、学校規模等の適正化について検討する際の視点をはじめ、適正な
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学校規模の範囲や学校規模の定義等が、基本的な考え方に関することと考えております。 

 ２点目の学校規模等の適正化につきましては、学校規模等の定義の位置づけをお願いし、

その定義された学校規模につきまして、各々の定義ごとに方策を頂戴したいと考えており

ます。 

【篠原委員長】 １番目の基本的な考え方というのは、まとめやすいように思います。 

 ２番目の方策に関することは、色々と「具体的にこうする」というものが幾つか出てく

ると思いますが、これが大変だろうと思います。その中身によっては、次にそれを実施す

る事務局にも、また相当なご苦労が予想されるわけです。 

 大体今の説明で了解しましたが、感想としてもう少し欲を言えば、方策に関するところ

で、もう少し細分化できないかと感じます。 

 他にございませんでしょうか。ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第５２号につき、原案を適当と認めることに異議はございませんでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。 

 よって、議案第５２号「八尾市立小・中学校適正規模等審議会への諮問の件」について、

原案を適当と認めることに決しました。 

 

 それでは、次に議案第５４号「八尾市指定文化財を決定する件」について審議いたしま

す。提案理由を岸本課長より説明願います。 

【岸本文化財課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第５４号「平成２０年度

八尾市指定文化財を決定する件」につき、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号の規定に

より、委員会の議決をお願いするものでございます。 

 提案の理由でございますが、本年１１月１２日に開催されました文化財保護審議会にお

いて、お手元資料記載の久宝寺寺内町の御坊である顕証寺の庫裏を、市の文化財指定する

ことにつきまして諮問を行い、寺院の事務所、住坊、台所を担います顕証寺庫裏は、調査

時に大棟の獅子口に「宝永三稔丙戌八月十一日」「河州渋川郡久宝寺瓦師庄兵衛作」の篦

書きが発見されましたことから、宝永３年（１７０６年）に造営されたことが明らかにな

りました。 

 また、久宝寺寺内町で中心をなす顕証寺伽藍の中核となる大規模な本堂と庫裏は重要で、

庫裏前庭の持つ歴史的地理空間は、貴重な価値を有しますことから、審議会より、本市に

とって貴重な歴史的建造物であり市指定文化財として適当である旨の答申をいただき、当

該候補物件について市指定文化財といたしたくお願いするものでございます。 

 何とぞ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。 

【篠原委員長】 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、何かご質疑

ございますでしょうか。 

 それでは私から、この文化財保護審議会は定例で行われるんですか。 

【岸本文化財課長】 審議会につきましては、こういう市指定の諮問を行うのは、現在は

年２回でございます。それ以外には、審議会の先生方は、例えば今回の場合は建造物でご

ざいますが、考古の分野、あるいは美術品の分野と、色々おられまして、私どもの事業に

ついて様々なご助言をいただいておりますので、定期的ということではございません。何
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か課題があったときに開催することにしております。 

【中原教育長】 私もこの審議会へ出席しまして、縷々お話を伺ったんですが、桜井先生

がこの庫裏等の建物について造詣が深いようで、専門的な分野から切り込んだお話もござ

いました。時代背景の中で、こういう伽藍の配置が時代によって変わってきているという

お話で、非常に重要な位置づけを持っているとのことでございました。我々は日常の中で

あまり気がつかない部分ですが、実は非常に重要なもので、ここを研究していくことによ

って、どう変化していったのか、またそのルーツも辿ることができるというお話もござい

ました。長屋や長屋門、築地塀も市の文化財指定をしていますが、やはり大切なものをき

ちっと後世に伝えていくためには、市の指定をかけてそれを残して、子どもたちに、また

未来の人にきっちり渡していく作業が必要だと感じました。 

【百瀨委員長職務代理者】 一番根本の問題と思いますが、指定文化財として候補に上が

ってくる件数は毎年どれぐらいあるんですか。 

【岸本文化財課長】 基本的には、考古の分野ですと古墳や建造物、あるいは以前にご決

定いただきましたような美術工芸、掛け軸等がございます。当然色々とございますが、私

どもも、その中で審議会の先生方にもご相談しながら、毎年その分野の中で大体２点ない

し３点の件数で指定しているところでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 分かりました。今教育長からも、日常の中で大変重要な部分

が多くあるというお話を聞かせていただいたんですが、その審議の内容というのは大変専

門的な部分が多いと思います。 

 こういう文化財というのは、学校教育にどのように生かしていくのかが大変大切である

と思いますので、これまでの文化財の活用も含めて、この点についてもお考えを聞かせて

いただきたいと思います。 

【岸本文化財課長】 今、職務代理がおっしゃいましたように、これまで数多くの文化財

指定を行っております。それで別途事業としまして、３年前から「歴史資産のまち‘や

お’推進事業」ということで、色々ＰＲしていこうという事業を行っております。その中

では、こういう文化財を大切にしたまちづくり、あるいは未来に残していくという視点で

は、学校教育で小学校・中学校の児童・生徒に、大切なものだという認識をきっちり持っ

ていただくというのは非常に重要であると考えておりまして、「歴史資産のまち‘やお’

推進事業」の中で学校教育との連携を色々と考えております。 

 また、例えば歴史民俗資料館やしおんじやま古墳学習館では、史跡を通じた色々な連携

の事業を実施していただいています。 

 今整備をしております旧植田家住宅につきましても、今の子どもたちは、食について、

「買ったらすぐにできる」というような感覚を持っていますが、昔の生活様式も大事だと

思います。それはひいては歴史だけではなく、環境にもつながるということで、そういう

カリキュラムを作っていこうと考えております。私どもは、学校教育の視点は忘れること

なく、こういう歴史的資産を引き継いでいく中でいろんな事業を展開してまいりたいと考

えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 様々な取組みを教えていただいてありがとうございます。ぜ

ひ今後も学校教育を含めて取り組んでいただきますようお願いしておきます。 

【篠原委員長】 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５４号につき、原案を適当と認めることに異議はございませんか。 
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【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。 

 よって、議案第５４号「八尾市指定文化財を決定する件」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 ｝ 

 

 それでは、次に報告事項に移らせていただきます。 

 平成２０年度事務事業進捗状況について、各部総務課長から報告をお願いします。 

 まず、学校教育部から報告を願います。 

【杉分学校教育部次長】 それでは、平成２０年度の学校教育部の９月３０日現在の事務

事業進捗状況についてご報告申し上げます。 

 本件につきましては、４月の定例教育委員会におきまして、年間計画をご報告させてい

ただきましたが、今回はその中間報告としてお手元資料に基づきご報告させていただきま

す。資料も併せてご覧ください。 

 まず、総務人事課におきましては、第１・第２四半期には教職員の被服貸与を実施する

など、当初計画どおり順調に進んでいるところでございます。 

 次に、教育政策課におきましては、第１・第２四半期において学校園等安全教室を開催

するとともに、通年事業といたしまして、今年度よりＣＡＰ子どもワークショップ事業を

実施しており、また学校規模の適正化に向けました庁内検討会議を設置するほか、教育課

題全般に対する施策等の企画・立案・総合調整等に取り組んでいるところでございます。 

 次に、施設管理課におきましては、学校警備業務、小・中学校の耐震診断事業、耐震補

強事業等を計画どおり進めております。なお、小・中学校の耐震診断事業につきましては、

９月議会に補正予算を計上いたしまして、事業を拡大の上、早期耐震化の促進に取り組ん

でいるところでございます。 

 次に、学務給食課でございます。奨学関係につきましては、経済的理由により就園・就

学・進学することが困難な幼児・児童・生徒に対する援助事業などを、学校保健関係につ

きましては、園児・児童・生徒及び教職員の健康の保持増進並びに学校教育の円滑な実施

のための健康診断などを、また給食関係につきましては、学校給食の運営管理に関する各

種事業について計画どおり推進しているところでございます。 

 次に、指導課でございます。新たに学校図書館活用推進事業に取り組むとともに、昨年

度に続いて学力向上推進事業や、全中学校に配置いたしましたネイティブ英語講師（ＮＥ

Ｔ）を小学校においても活用し、英語活動を実施しているところでございます。また、関

係各課と連携をいたしまして、通学路横断安全業務や通学路の整備を進めるとともに、幼

児教育関係につきましても、預かり保育、幼児教室等の事業を計画どおり進めているとこ

ろでございます。 

 次に、教育サポートセンターでございます。第１四半期には支援学級・特別支援学校の

春の集い、第２四半期には管理職研修会を実施したところでございます。また、年間を通

じまして、特別支援教育支援事業並びに学校図書の活用事業を進めているところでござい

ます。 

 最後に、人権教育課でございます。主に研修会や人権教育実践交流会等を開催しており
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ますが、第１四半期には人権教育推進学校園の支援事業などを、また第２四半期には人権

作品の募集を実施するとともに、年間活動といたしまして、学校園における国際理解、日

本語指導講師派遣等の事業を行っているところでございます。 

 以上、簡単でございますが、学校教育部所管事務事業の進捗状況の報告とさせていただ

きます。 

【篠原委員長】 次に、生涯学習部、お願いいたします。 

【倉本生涯学習部次長】 続きまして、生涯学習部各課が所管いたします主な事務事業の

進捗状況につきましてご報告申し上げます。 

 まず、生涯学習スポーツ課でございますが、第１四半期におきましては、女性教育講演

会、春季市民体育大会などを行いました。第２四半期には、市制６０周年記念事業として

少年軟式野球大会、大阪府総合体育大会などを実施いたしました。第３四半期では、女性

フェスティバル、市民スポーツ祭などをそれぞれ開催・実施したところでございます。第

４四半期の生涯学習フェスティバル、少年サッカー大会などにつきましても、計画どおり

実施してまいる予定としております。また、年間計画におきましては、家庭教育学級、市

民大学をはじめとする生涯学習講座や生涯学習振興計画推進事業、学校体育施設開放事業

などにつきまして、計画どおり実施していくことといたしております。 

 次に、図書館でございますが、年間を通しまして、図書の貸出業務のほか、第１四半期

の子ども読書週間行事、第２四半期の夏休み子どもまつりを実施するとともに、第３、第

４四半期では、冬休み子どもまつり、春休み子どもまつりをそれぞれ取り組むことといた

しております。また、年間計画といたしましては、各種講座・講演会、また対面朗読、お

話し会を開催するとともに、図書館資料の充実に努めているところでございます。 

 最後に、文化財課でございますが、第１四半期におきましては、旧植田家整備復元事業

に取り組み、第２四半期におきましては、文化財保存活用事業や歴史資産のまち‘やお’

推進事業を進めてまいりました。また、第３四半期には、市制６０周年記念シンポジウム

として、高安古墳群と山麓の古墳保存活動事業を行うとともに、年間事業といたしまして

は、市内埋蔵文化財関連事業や旧植田家文化財資料調査業務、市指定文化財保存活用事業

などに取り組んでいるところでございます。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、生涯学習部各課の現在までの主な事務事業の進捗状

況でございます。 

【篠原委員長】 ただいま両部から報告をいただきました。委員の皆様方、ご意見ござい

ましたらお願いいたします。 

【山本委員】 学校教育部の教育政策課で、学校園等安全教室の開催とありますが、これ、

毎年なさっていると思うんです。池田小学校の事件以降、安全対策については保護者も

色々とおっしゃっていましたが、最近そういう安全対策については、一頃に比べて熱が冷

めてるような感じがするんですけれども、この安全教室を毎回開かれて、保護者や生徒の

皆さんから何か変わったというような手ごたえはあるんでしょうか。 

【田中教育政策課長】 学校園等安全教室につきましては、各学校、幼稚園、保育園の先

生方や保育士を対象として開催しているところで、保護者はこの安全教室の対象としてご

ざいません。 

 ですので、学校や保護者から直接ご意見は聞いておりませんが、我々としましては、こ

れを続けることによりまして、学校園において安全対策が伝わっていくと考えております。 
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【山本委員】 先ほどＣＡＰのことも出ていましたが、子どもたちもそうですけれども、

もう一度保護者も考え直さなければいけないと思うんですね。例えば、先ほど放課後児童

室のこともありましたが、「安全員さんがいるからいいわ」ではなく、学校の帰り道でも

色々と危険なことは八尾市でも起こっていますし、保護者の意識として「学校に預けてた

らいいわ」ではなく、そういう面も含めてもう一度再確認と、また保護者の皆さんだけじ

ゃなくて、今後、そういう安全教室を開くことで、地域の人にももっと働きかけを強めて

いただけたらありがたいと思います。 

【田中教育政策課長】 私どもも、各地区で学校の登下校のときに、地域で見守り隊など

をつくって取り組んでおられることは聞き及んでいます。これらの活動につきまして、今

後、地域の皆様と連携を深めながら、子どもたちの安全のために教育委員会としてもご支

援できるところはご支援したいという考えを持っているところです。 

【篠原委員長】 他に意見がないようですから、私からお願いなんですが、生涯学習スポ

ーツ課の年間計画で、家庭教育学級が４９校園で行われているとのことで、これに直接関

わることではないのですけれども、「家庭の日」が設けられましたね。その「家庭の日」

について、予算面あるいはどういう事業を行うかということは、全然話題にも上がってこ

ないのではないかと思っているんです。これは教育委員会だけではないと思いますけれど

も、生涯学習部としてはせっかく定まったこの「家庭の日」をどのように有効利用してい

くのか、考えがありましたらお示し願いたいと思います。 

【藤田生涯学習部長】 「家庭の日」につきましては、基本はこども未来部の青少年課が

中心になっておりまして、私どもも連携しております。ただ、これは生涯学習部だけでは

なく、大いに学校教育も関連します。例えば教育重点目標にも入れていただくことになり

ますが、小さいときからのしつけといった問題についての啓発冊子を小学校へ入る前にお

配りするという案も出ていますし、また我々も企業協力等について青少年課と連携しなが

らやっていきたいと思っていますので、教育全体の問題と捉えていることと、そしてこど

も未来部との連携で取り組んでいくということでご理解いただければと思います。 

【篠原委員長】 私の要望としては、せっかく決まった「家庭の日」について、市長部局

はどうか知りませんが、教育委員会から予算が全く上がってないので、来年度から一つの

課題として考えていただいたらということで提案させていただいたわけです。 

【百瀨委員長職務代理者】 これは学務給食課になるかと思いますが、本年度、学校の食

材について大きな問題が報道されたわけですね。このことについて、給食としては本当に

迅速な対応をされたわけですけれど、そのときに取り組んだ状況や、また今も１階の市民

ロビーで給食の取組みの発表をされていますね。そういうことを含めて、食材に関しての

安全等を含めた取組みについて今後どう考えるか、またどのような啓発をしようとしてい

るのかといった、食の安全についての考えを聞かせていただきたいと思います。 

【藤井学務給食課長】 いつもご心配いただきまして、ありがとうございます。 

 以前の教育委員会でも、食の安全について色々と話をさせていただきましたが、このき

っかけになったのは、中国産の食品の件で大きな問題になりました。ここ最近では、国産

のお米で、それも廃棄するような事故米も取り入れられたということで大きな反響を呼ん

だんですが、私どもでは、献立は八尾市全体で統一献立で、食材についても教育委員会が

統一して調達しております。 

 大きな調達方法といたしましては、一つはお米、牛乳といった基幹的な物資は大阪府の
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財団を通じて調達しており、それが大体４割近い量でございます。あとの６割については、

八尾市が独自に入札や検品をしながら確保している状況でございます。 

また、基本的に食材については国産品を中心に使っておりますが、小麦粉など大きなも

のは外国に頼らざるを得ないものもございます。ただ、生鮮品、野菜等については国産品

を中心に使っております。加工品につきましても、加工場所を海外に求めるのではなく、

日本の国内で加工されたものを中心に使っているということで、できるだけ安全なものを

調達するよう対応いたしております。 

 もう一つ、地場産の野菜等で、八尾の野菜、大阪しろなや枝豆は、これは金額ベースで

すが、全野菜量の８％で、これもはっきりと生産者の顔が見えるもので８％でございます。

また、大阪府下の和泉市のみかんを使っておりますが、これも生産者の顔が見えるものを

使っております。これは、学校にもどういう方が生産しているかという情報を提供してい

ます関係から、生産者の方々と学校とがタイアップして、生産者に生産についての苦労話

等をしていただくなど、いろんな形で教育の中へ入り込んで協力していただいているとい

ったことも行っております。我々としては、できるだけ安全なもの、安心していただける

ものを調達し、その上で、ただ単に安心なものを提供するだけではなく、それがまた教材

として役立つように取り組んでおりますので、よろしくご理解のほどお願いしたいと思い

ます。 

【百瀨委員長職務代理者】 細かな面での配慮をしていただいているのがよく分かりまし

た。これからも十分なチェック機能を果たしていただきながら、食の安全についてよろし

くお願いしたいと思います。 

 あと１点だけですが、これは生涯学習部にお聞きしたいと思います。昨年度、高安古墳

群について国の指定を受けるよう取り組んでいきたいという大きなビジョンを語られたこ

とを記憶していますが、この件についてはどのようにお考えなのか、少し聞かせていただ

きたいと思います。 

【岸本文化財課長】 先ほどの事業計画の中で第３四半期にシンポジウムの予定がござい

ます。今月２３日に、広く一般の市民の方あるいは市外の方も含めて、この高安古墳群の

大切さを知っていただくということで、初めてシンポジウムを開催いたします。来年以降

も、こういう形で啓発は進めてまいりたいと考えております。それと同時に、平成１５年

から進めてまいりました分布調査、悉皆調査も含めまして、今年度と来年度でほぼ調査が

完了します。そういうことも含めて、今回シンポジウムに参加していただきます大阪府立

近つ飛鳥博物館の白石館長をはじめとした、学識経験者で組織いただいている検討会議で

さらに盛り上げてまいります。それと、去年、今年と文化庁からも視察をいただいていま

す。また、この１０月に私どもも文化庁へ参っておりまして、その中では、今職務代理が

おっしゃった国史跡という方向性について、事務的な方策は色々とこれから協議がござい

ますものの、そういう方向で文化庁にもご理解いただいているという状況でございます。

今度のシンポジウムの中では、文化庁の調査官もパネラーとして来られます。そういう中

で、私どもとしましては、基本的に国史跡というように今後進めてまいりたいと考えてお

ります。 

【百瀨委員長職務代理者】 八尾市の夢を語る大きなビジョンですので、そういうことを

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

 ただ、八尾市にある高安古墳群だけでなく、柏原市にまたがっても多くの古墳群がござ
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いますね。そういうことで他市との連携も含めながら研究がなされるといったことも、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

【篠原委員長】 他にご意見がございませんでしたら、以上で報告事項については終わり

ますが、委員の皆様で何か他にございますでしょうか。 

【山本委員】 あと一つだけ伺いたいんですが、今朝の読売新聞で、今、小・中学生のネ

ットいじめが増えているという記事が１面に載っていましたけれども、それについての対

策というのは何か考えておられるんでしょうか。これは別に今日載っていたからではなく

て、以前からこのネットいじめについては問題になっておりますし、暴力もかなり増えて

いるとのことですので、これについて伺いたいと思います。 

【渡邉人権教育課長】 委員ご指摘のネットいじめへの取組みについてでございますが、

昨年度まで開催しておりました携帯インターネット安全安心マニュアルのプロジェクトチ

ームの成果物を、この４月に全教職員に配布して各学校での取組みを強めていただいてい

るところです。 

 そのマニュアルをもとに、人権教育課・指導課・教育サポートセンター３課で小・中学校

に指導主事を派遣して、教職員研修や、あるいはＰＴＡの家庭教育学級等での啓発を進める

中で、携帯を含むネットの危険性の情報共有と、対策についての方針の共有等を図っている

ところでございます。 

【安藤委員】 私なんか古い人間なので、今まで、まずネットを使うことがなかった。そ

の次に携帯を持つことはなかった。それが今、新しい時代になってきたということで、何

が悪いとは申しませんが、八尾市の現況の中で、それについてどのぐらい捉えられている

か教えていただきたいんですが。 

【柿並指導課長】 八尾市の現状についてのお尋ねでございますが、正直なところ、学校

としても全てを捉えているような状況ではございません。教育委員会として、各学校に

色々な調査をさせていただいて、例えばいじめに関する中で、インターネットやメールを

使ったものということで把握をしております。その中では、平成１８年度に、中学校にお

きましては、いじめとして上がってまいりました５２件の中の１２件がメール等を使った

中傷でございます。小学校では、４３件のいじめの報告がございましたが、ネット等を使

ったものについての報告はございませんでした。 

 また、平成１９年度でございますが、中学校におきましてパソコン等を使ったものについ

ては４件の報告がございました。また、小学校におきましては１件の報告がございました。 

 私どもに上がってまいりますものについては、例えばいじめとして認識した内容につい

ての内訳でございますので、実態としてはかなり大きなものがあるのではないかと考えて

います。 

【百瀨委員長職務代理者】 今、情報と対応についてご説明いただいたんですが、この件

については私どもも含めてもう少し深めていく件ではないかと考えておりますので、よろ

しければ、また協議会等でさらに話し合いを詰めていきたいと思いますが、その点は、委

員長いかがですか。 

【篠原委員長】 今、各委員からご質問もありました。また特に百瀨職務代理者からあり

ましたように、この問題は非常に底の深い、また実態が非常に掴みにくいということもあ

りますので、これから我々も、協議会でも結構ですので、色々な勉強会を開いて、対策を

いかにすべきかということを考える場を持っていきたいと思いますので、よろしくお願い
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します。 

【浦上教育推進担当部長】 今朝の新聞でも、様々な現状の課題が取り上げられています。 

 先日、学校園危機管理対策本部会議がございまして、その中で私も言わせていただきま

したが、このパソコンや携帯、インターネット関係では、相手が見えない状況で人権侵害

事象が多発しており、これが今後ともどんどん増えていく可能性があります。昔は学校間

でトラブルがあっても、面と向かってけんかをしたりしても、その後仲直りするといった

指導ができていましたが、今、特に私たち教員は、そういった危機感が非常にございます。 

 ですから、今委員長や各委員が指摘されましたが、この根絶に向けてどうしていかなけ

ればならないのか、委員会はもちろんですが、学校教育の中での人権教育あるいは命の尊

さを大切にするということで、先ほどおっしゃいました「家庭の日」のあり方等も含めて、

やはり家庭でのしつけといったことも関連していると考えておりますので、今後とも私た

ちも勉強していきながら、各学校にも色々と指導していきたいと考えておりますので、ど

うかよろしくお願いしたいと思います。 

【篠原委員長】 それでは、先ほど私が申し上げた勉強会等を開いていただくことを要望

しておきます。 

 他にございませんでしょうか。なければ、以上をもちまして、１１月定例教育委員会を

終了いたします。 

 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、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 どうもご苦労さまでした。 

 

 

（署 名）篠原委員長 
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