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２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２月定例教育委員会を開催いたします。 

まず、１月定例教育委員会の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】 全委員異議なしと認めます。よって、１月定例会会議録については、承

認と決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは次に、委員長報告を私から行います。 

（委員長報告） 

１月22日（木） 

１月27日（火） 

２月４日（水） 

２月10日（火） 

２月13日（金） 

２月19日（木） 

午後２時より、女性団体連合会、新春の集いに出席。 

午後６時30分より、体育振興会、新春の集いに出席。 

午前９時45分より、八尾の小さな巨匠展に出席。 

午後１時より、臨時教育委員会議に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時より、青少年問題協議会に出席。 

 

【篠原委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

開 催 年 月 日  平成２１年２月２０日（金） 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

篠原  委員長 

百瀨  委員長職務代理者 

山本 委員 

安藤  委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

岡村教育次長兼学校教育部長・浦上教育推進担当部長・藤田生涯

学習部長・濱野教育委員会事務局理事・杉分学校教育部次長兼総

務人事課長・中山学校教育部次長・倉本生涯学習部次長兼生涯学

習スポーツ課長・田中教育政策課長・橋本施設管理課長・藤井学

務給食課長・柿並指導課長・吉岡教育サポートセンター所長・渡

邉人権教育課長・大谷八尾図書館長・岸本文化財課長 
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（教育長報告） 

１月22日（木） 

１月23日（金） 

１月26日（月） 

１月27日（火） 

 

１月28日（水） 

 

１月29日（木） 

１月30日（金） 

１月31日（土） 

 

２月２日（月） 

２月３日（火） 

２月４日（水） 

２月５日（木） 

 

２月６日（金） 

２月８日（日） 

 

２月９日（月） 

２月10日（火） 

 

 

 

 

２月12日（木） 

２月13日（金） 

２月14日（土） 

２月15日（日） 

２月16日（月） 

 

２月17日（火） 

 

２月18日（水） 

 

 

２月19日（木） 

 

午後２時より、女性団体連合会、新春の集いに出席。 

午前10時より、行政経営アドバイザー会議に出席。 

午後７時30分より、曙川小学校区タウンミーティングに出席。 

午後１時より、庁議に出席。 

午後６時30分より、体育振興会、新春の集いに出席。 

午後３時45分より、薬物乱用防止対話集会に出席。 

午後７時30分より、龍華中学校区タウンミーティングに出席。 

午後３時より、庁議に出席。 

午後７時30分より、亀井小学校区タウンミーティングに出席。 

午前10時より、桂小学校区タウンミーティングに出席。 

午後７時より、高美小学校区タウンミーティングに出席。 

午前11時30分より、行財政改革調査特別委員会に出席。 

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。 

午前９時45分より、八尾の小さな巨匠展に出席。 

午後３時より、庁議に出席。 

午後６時30分より、中河内教育長連絡会に出席。 

午後１時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後１時より、ファミリーちょぼら探検隊フェスティバルＩＮ ＹＡ

Ｏに出席。 

午後７時30分より、久宝寺小学校区タウンミーティングに出席。 

午前９時より、部長会、八尾市総合計画企画会議、八尾市人権施策推

進本部会議及び八尾市ＩＴ推進本部会議に出席。 

午後１時より、臨時教育委員会議に出席。 

午後３時より、文化財保護審議会に出席。 

午後７時30分より、曙川中学校区タウンミーティングに出席。 

午後２時より、八尾河内音頭まつり振興会決算総会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前９時より、少年サッカー大会開会式に出席。 

午後１時30分より、「家庭の日」啓発市民大会に出席。 

午前10時30分より、歴史民俗資料館運営委員会に出席。 

午後７時30分より、用和小学校区タウンミーティングに出席。 

午後６時30分より、八尾中央ロータリークラブによる家庭教育推進の

ための寄附に対する市長感謝状贈呈式に出席。 

午前９時より、株式会社コクヨＳ＆Ｔによる学校教育推進のための寄

附に対する市長感謝状贈呈式に出席。 

午後１時30より、防災会議に出席。 

午前10時より、青少年問題協議会に出席。 

午後７時30分より、上之島小学校区タウンミーティングに出席。 
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【篠原委員長】 ありがとうございました。ただいまの委員長及び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。 

 ないようですので私から１点お聞きします。教育長からの報告で随分忙しい日程をこな

していただいていることがよく分かりますが、その中でもこの間、タウンミーティングに

出席なさった回数が非常に多いと思います。そのタウンミーティングで、教育に関わって

何か記憶に残った、あるいは重要だと思うような市民からの声がありましたら、ご紹介い

ただきたいと思います。 

【中原教育長】 地域の皆さんのご要望の多くは市政に関わることですが、教育に関わる

ことでは、例えば昨日、上之島小学校の周辺が夜になると非常に暗いというご意見がござ

いました。確かに７時半に行きましたら真っ暗という状況で、何とか外灯をお願いしたい

ということも出ておりました。 

 また、多いのが、学校周辺のスクールゾーンに車が通ってくるという問題で、時間帯規

制もかかっていますが無視されている状況とのことです。抜け道として使われているとい

うことで、保護者では限界があるので警察との連携をぜひともお願いしたいというご意見

がありました。 

 後は、子どもの学力の問題などが比較的多く出てきているご意見でございます。 

【篠原委員長】ありがとうございました。主に学校の周辺環境の問題あるいは学力の問題

が出たというご紹介でした。 

 他にございませんでしょうか。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 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、議案審議に入る前に、本日審議いたします議案のうち議案第

１０号「平成２１年度八尾市教育委員会の人事に関する件」につきましては人事案件でご

ざいますので、この案件に係る会議は非公開としたいと思いますが、委員の皆様方いかが

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１０号につきましては非公開

で審議することにいたします。 

 それでは、議事進行の都合上、この案件については他の議案の審議及び報告が終了した

後で行いたいと思います。 

 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７号 

議案第８号 

議案第９号 

議案第１０号 

平成２１年度八尾市教育重点目標の策定に関する件 

平成２０年度教育委員会の点検及び評価に関する件 

八尾市指定文化財を決定する件 

平成２１年度八尾市教育委員会の人事に関する件 
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【篠原委員長】 まず、議案第７号「平成２１年度八尾市教育重点目標の策定に関する

件」について審議いたします。提案理由を田中課長よりご説明願います。 

【田中教育政策課長】 ただいま議題となりました議案第７号「平成２１年度八尾市教育

重点目標の策定に関する件」につい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１号の規定により委員会の議

決を求めるものであります。 

 提案の理由といたしましては、平成２１年度における教育重点目標を策定する必要があ

るため、本案を提出ものでございます。 

 八尾市教育重点目標につきましては、これまで八尾市教育委員会の基本姿勢をはじめ、

教育重点目標、教育重点課題を定めるとともに、学校園における留意事項及び生涯学習推

進のための留意事項を掲載しておりました。しかしながら、「教育委員会として重点的に

取り組むことをこれまで以上に明確に示してはどうか」、「当該年度の具体的な取組み等

を掲載してはどうか」などのご指摘、ご意見を頂戴しておりました。このような中、昨年

６月より、事務局内に検討委員会等を設置いたしまして、八尾市教育重点目標の見直しに

向けた検討を行ってまいりました。その結果、平成２１年度の八尾市教育重点目標につき

ましては、学校園における留意事項を別冊として独立させるとともに、重点目標に具体性

を持たせるため、重点施策・関連する取組み等を掲載したものにスタイルを変更したいと

考えております。 

 それでは、平成２１年度八尾市教育重点目標の概要についてご説明申し上げます。別紙

「平成２１年度八尾市教育重点目標（案）」の２ページをお開き願います。 

 ２ページでは、本市教育委員会の基本理念を「人権と共生の２１世紀を担う人間の育

成」と位置づけるとともに、「安全で安心できる教育環境の整備」「確かな学力（知）・

豊かな心（徳）・健やかな体（体）の調和のとれた人間の育成」「中学校区を単位とした

教育コミュニティの構築」「生涯学習環境の整備」の４点を八尾市教育重点目標としてお

ります。 

 次に３ページをお開き願います。３ページ以降では重点目標ごとに重点施策を掲げると

ともに、関連する取組みを掲載しております。 

 まず初めに、「安全で安心できる教育環境の整備」では、「学校園施設の耐震化の促進、

施設・設備の充実」をはじめ「子どもの安全確保」、４ページの「いじめ・不登校等への

対応」「携帯電話等による問題事象への対応」の４点を重点施策として位置づけ、関連す

る取組みとして学校園施設の耐震化などを掲載しております。 

 次に５ページをお開き願います。５ページの「確かな学力（知）・豊かな心（徳）・健

やかな体（体）の調和のとれた人間の育成」では、「確かな学力の育成」をはじめ、６ペ

ージの「豊かな心の育成」、７ページの「健やかな体の育成」「「共に学び、共に生き

る」特別支援教育の推進」、８ページの「研修の充実、実践的指導力の向上」の５点を重

点施策として位置づけ、関連する取組みとして学力向上推進事業などを掲載しております。 

 次に９ページをお開き願います。９ページの「中学校区を単位とした教育コミュニティ

の構築」では、「家庭教育への支援」をはじめ、１０ページの「中学校区単位での連携・

交流の強化」「教育ネットワークの推進」の３点を重点施策として位置づけ、関連する取

組みとして家庭教育学級事業などを掲載しております。 
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 最後に１１ページをお開き願います。１１ページの「生涯学習環境の整備」では、「生

涯学習の機会や場の充実」をはじめ「文化財の保護・活用」「図書館サービスの充実」の

３点を重点施策として位置づけ、関連する取組みとして生涯学習振興計画推進事業などを

掲載しております。 

 以上、はなはだ簡単な説明でありますが、ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願

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。 

 この重点目標につきましては、検討委員会を何回もやってこられ、私たちも協議会等で

相当もんでまいりました。先ほど説明がありましたように、昨年度の教育重点目標とはか

なり変わったものになっていると評価いたします。これからやっていかなければならない

課題については、継続的なものもありますし、年度によってこれだけはやらなければなら

ないという、その年度の最大重点目標というべきものもあろうと思います。そういった観

点からもう一度読み直してみて、委員の皆様方、何かご意見ございませんでしょうか。 

【安藤委員】 立派な方向性で、子ども達が充実した教育を受けていくことができると思

います。ただ、私が心配するのは、この方針を出されたときに、当事者である先生方がど

う受けとめて、実際に子ども達に向かってやっていかれるのかということです。 

【田中教育政策課長】 本市の教育重点目標につきましては、重点目標を指針と捉え、こ

の重点目標を基に、各学校園において各学校の方針や重点等を定めております。 

【百瀨委員長職務代理者】 こども未来部に移管された青少年課、桂・安中の両青少年会

館が担っていた青少年の育成については、市長部局とも十分に連携して進めてこられたと

考えますが、本年度の重点目標の中で、この青少年育成についての連携をどのように考え

られたのか、教えていただけたらと思います。 

【藤田生涯学習部長】 こども未来部と教育委員会との連携の問題でございますが、この

機構改革が行われた背景は、子どもを幼児から青少年までトータルで、子ども一人ひとり

の人間としての形成を支援していこうということで実施されたと理解しており、現在一番

問題になっている、「幼児のしつけ」というのが大きな課題であろうかと思われますが、

小学校に入るまでの家庭での生活上のしつけや規範意識、人間の尊厳といった人間形成の

基本的なことについては、小さいときにしかできない、小さいときにやっていかないとい

けないということで重視されております。その点で、例えば保育所の子どもが小学校へ行

くまで、今までは連携がなかったのですが、これについては、先ほど教育長から報告がご

ざいました家庭教育の啓発冊子の作成等で、保育所と一緒に取り組んでおります。 

 また、青少年課で聞いてみましたが、特に放課後児童室に入る児童で障害を持つ児童に

対しても、小学校に入学してからの配慮にも連携して対応できると期待を持っているとの

ことでした。そういった、小さいときからの保育所と幼稚園、それから小学校で連携した

対応がとれると期待しております。 

 青少年分野では、今までどおりいろんな分野で指導主事等も入って、こども未来部との

応援体制をとっておりまして、まだまだこれからでございますが、そういう連携を強めて

いきたいと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 家庭教育や青少年教育の推進も、教育委員会としても大変大
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事な課題の１つであると考えています。これからも十分に市長部局と連携をとって、青少

年教育を充実するように、よろしくお願いしておきたいと思います。 

【安藤委員】 ５ページの朝の音読について、これまで読書の時間をとられていた中で、

今度新しく音読を導入されるということを以前お聞きしましたが、非常に大切なことと思

います。重点施策として「小中９年間を見通した学びの連続性を大切にした」と書かれて

いますので、ぜひこれは単発ではなく、継続的に子どもたちを見守ってほしいと思います。

その中で、感じる心と自分でそれを人に伝える心をこの音読を通してやっていってほしい

と思います。 

 あと、実際の担当の先生方にとっては、特に小学校の場合は１人で全科目を背負ってい

かなければならないという中にあって、音読が負担にならないかどうかを少し危惧します。

それはいかがでしょうか。 

【吉岡サポートセンター所長】 委員お尋ねの教員が負担になるのではという部分でござ

いますが、小学校では、一旦会議等で決めたとなりますと一丸となって進むというよき体

質がございまして、当初に確認ができれば、心配ないものと考えております。 

 また、長期的な継続は本当に大事でございまして、今、ほとんどの学校で朝の読書活動

が実施されておりますが、それを、部分的に朝の音読教材に変えていって、そのよさが自

然と広まっていくようになれば、それは中学校にも波及していくのではないかと期待して

この事業を進めてまいりたいと考えております。 

【中原教育長】 今回、八尾市教育重点目標で４点を挙げさせていただきましたが、どう

しても２番目の「確かな学力」に世の中の動きがシフトしてしまっている感があります。

これは当然重要なことですけれども、八尾市としては、確かな学力と豊かな心と健やかな

体をトータルで人間の育成をしようということは変わっていません。ただ、いろんな事業

を進める中で、確かな学力については、学校での勉強で、先生方が指導方法の工夫・改善

をするのはもちろんのこと、いい学級やいい学校をつくっていくのは当然ですけれども、

学習したことを家庭でもう一度身につけていくことが重要であると思います。 

 それから、豊かな心については体験が非常に重要だということで、これはタウンミーテ

ィングで出ていた意見ですが、子どもの環境を見たら、決していい体験ばかりではなくて、

やってはいけない体験もたくさんあるのではないかということです。これは複数で出てい

ましたが、例えば子どもを送り迎えするのにお母さんが自転車に乗っていて、「お母さん、

赤信号で行ったらあかんで！」と子どもが言っても、お母さんは急いでいるものですから、

止まらずに行ってしまうといったことがまま見られるということで、保護者の理解を求め

ながら、協力してやっていかなければならないと改めて考えさせられます。 

また、健やかな体についても、学力にシフトしているために、遊ぶ時間がないというこ

とで、遊びの中で随分いろんなことを身につけていくのですが、子どもたちが忙しいとい

う問題もあります。 

今回、八尾中央ロータリークラブからご寄付をいただいて、就学前から、豊かな心も含

めてやっていかなければならないということで、家庭との連携や就学前からも含めて、ト

ータルでやっていきたいと思っているところです。 

【山本委員】 この重点目標の中に「家庭教育への支援」とありますが、これは私たちに

とってはすごく大事なことだと思います。先生からも保護者の皆さんにもっと訴えていた
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だきたいと思うのは、やはり早寝・早起き・朝ご飯運動で、これはとても大事なことだと

思います。これが体力をつける一番の源になると思いますし、体力がなければ学力もつい

てこないと思います。一日の始まりに朝の音読をするにしても、ボーッとした状態のまま

で音読するよりも、少しでもいい状態で音読したほうがいいので、早寝・早起き・朝ご飯

運動だけでなく、「家庭教育への支援」のページにある全てのことをもっと先生方も重視

していただきたいし、保護者にも訴えていただきたいし、また、私たち保護者もそれを考

えていかないといけないのではないかと強く思っております。 

【百瀨委員長職務代理者】 特に重点目標として「確かな学力の育成」と「中学校区を単

位とした教育コミュニティの構築」の２点が挙げられていますが、なぜ改めてこの２点を

来年度の重点に取り組む課題として取り上げられたのか、それから、今後この２点につい

て具体的にはどのように取り組んでいこうとお考えなのか、説明をお願いしたいと思いま

す。 

【浦上教育推進担当部長】 私自身、非常に大きなポイントであると考えております。と

いうのは、先ほども話題になっておりますが、中学校区で子ども達を育成することが非常

に大きな課題であって、平成２０年度の一番大きな教育課題として幼・小・中の連携、そ

の中でも先生方が相互に地域の子ども達を一緒に見ようというスタンスで、この点を一番

の課題として設定いたしました。この１年間を総括して、やはりまだまだ不十分であると

いう認識を教育委員会としても持っております。そういう意味でも、市長がおっしゃって

いる中学校区での教育コミュニティの構築ということと、教育委員会が今設定している中

学校区での教育を推進するということは全く一致していると私どもは考えております。家

庭教育等を含めて、学校と連携しながら９年間というスパンの中で子ども達を育てようと

いうことを平成２１年度の一番大きな目標と感じておりますので、この２つを大きなポイ

ントとして挙げさせていただきました。 

【百瀨委員長職務代理者】 確かな学力の育成、それから家庭教育の支援、これは大変重

要な来年度の視点になると思います。その中で、この２点を考えるのであれば、もう既に、

校区によっては地域を挙げて子ども達に向けての取組みをしているところもございますし、

そういう良き点はこれからもどんどん取り上げていただきたいと思います。また、各学校

園では、ぜひこの２点を具体的に焦点化して、各中学校区で具体的に取り組んでいただけ

るように、各学校園に向けてご指導をぜひよろしくお願いいたします。 

【山本委員】 教育長もおっしゃっていました、お母さんが信号を守らないといった細か

いことも含めて、家庭教育を推進していくことを保護者の皆さんに訴えてほしいと先ほど

申し上げましたが、それを訴える方法が今すごく問題だと思います。例えば、授業参観の

後の懇談会にしても、ほとんど保護者がいらっしゃらない状況です。３０人いた中で４、

５人いらっしゃったらいいぐらいなので、それをいかにして先生方が工夫して、保護者と

コミュニケーションをとっていただくかをもう一度考えていただきたいと思います。学級

委員も含めて、とにかく保護者が学校に来ていただけるような状況がなければ、これはい

くら言っても同じことだと思うんです。そのことをもう一度検討していただけたらと思い

ます。 

【浦上教育推進担当部長】 ただいまのご指摘については私も同感で、実際に学校が家庭

に対していろんな形で学校での子どもの課題や教育課題を学年通信や学校通信等で配布し
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たとしても、それを読まない、また認識が薄いことをすごく感じております。学校から情

報を提供するときに、１人でも多くの保護者がその通信や情報を受け取って、それをいか

にして子どもに影響を与えていくかということがポイントだと思っています。ですから、

各学校でいろんなアイデアをこれから考え出していただいて、実践してもらおうと考えて

おります。今までは、学年通信や懇談会、学年集会、あるいは行事の説明会といったこと

しかありませんでした。ですから、独創性のある、学校改革という視点も今後大事にして

いきながら、校長会等でも働きかけしていきたいと考えております。 

【篠原委員長】 私も、２１年度の重点目標の中で一番大事なのは、百瀨職務代理者が挙

げられた２点だと思います。その中でも、中学校を中心としたコミュニティの形成は非常

に目新しいと思います。これを軸に、更にこれから何年先も見据えてやっていただきたい

と思います。例えば、今流行りの小中一貫教育のモデル校づくりといったことにも、この

取組みの成果次第ではシフトしていけると思います。それともう１つ、この文言の中には

表れていませんが、学校評議員がこの問題にいかに関わってくるか、学校評議員をいかに

活用するかというのも課題であると思います。 

 この件はこれぐらいでよろしゅうございますか。 

 それでは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

にご異議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７号「平成２１年度八尾市

教育重点目標の策定に関する件」については、原案を適当と認めることに決しました。 

 

 次に、議案第８号「平成２０年度教育委員会の点検及び評価に関する件」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】 ただいま議題となりました議案第８号「平成２０年度教育委員会

の点検及び評価に関する件」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６号の規定により委員会の議決

を求めるものであります。 

 提案の理由といたしましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１

項の規定に基づき、本市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公

表する必要があるため、本案を提出するものであります。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律につきましては、平成１９年６月に一部改正

されまして、平成２０年４月１日に施行されました。今回の改正におきましては、教育委

員会の責任体制の明確化や体制の充実等について整備されました。とりわけ、同法第２７

条の改正では、毎年、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、外

部の学識経験者の知見も活用しつつ、点検及び評価を行い、その結果を、報告書を作成し

て議会に提出するとともに公表することが義務づけられました。これを踏まえまして、こ

のたび平成１９年度事業対象の報告書を作成いたしましたので、ご説明申し上げます。別

紙資料の１ページをお開き願います。 

１ページの「Ⅱ 教育委員の活動状況」では、教育委員会議の開催状況を示しておりま
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す。 

 続きまして２ページでは教育委員会議の議案等を示しております。 

 続きまして３ページ、４ページでは教育委員会議以外の教育委員の諸活動を一覧にまと

めております。 

 続きまして５ページから３０ページの「Ⅲ 平成１９年度 教育委員会事務局所管の事務

事業」では、教育委員会事務局が所管しております事務事業につきまして、本市の行政評

価の一部を活用して取りまとめ、各事業の概要、事務事業の経費、実績を掲載するととも

に、事後評価の評価結果を示しております。 

 続きまして３１ページから３３ページの「Ⅳ 点検及び評価に関する有識者からの助

言」では学識経験者からの助言をまとめております。学校教育分野につきましては兵庫教

育大学准教授の大野裕己氏から、生涯学習分野につきましては帝塚山大学教授の神澤創氏

から、点検評価制度など全般に関することにつきましては両氏から助言をいただいたもの

をまとめてございます。 

 今回の点検・評価を通してさらなる改善・改革を行うとともに本市教育のさらなる充実

に向けまして、事務事業の見直しを積極的に行い、効率的・効果的な教育行政を推進して

まいりたいと考えております。 

 以上、はなはだ簡単な説明でありますが、ご審議の上ご承認賜りますよう、よろしくお

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。 

【中原教育長】 ３ページの教育委員の諸活動ですが、ここには全体で動いた活動が出て

いますけれども、各委員が学校訪問をされているケースもありますので、今後はそれも入

れていきたいと思います。学校訪問や施設訪問、集会や講演会等に行かれた場合も、教育

委員として活動された場合は、できるだけ入れていきたいと思いますので、それぞれ事務

局にご報告いただいたらありがたいと思います。 

【篠原委員長】 我々教育委員としては、市民のニーズがどういうところにあるのか、実

態を把握する上でも、学校に限らずいろんな現場に足を運び、視察と言えばオーバーです

が、見せていただいて、知識を得ることは非常に大事と思います。 

【安藤委員】 事業についてＡ、Ｂ、Ｃで評価されていますが、どういう基準で評価した

のか、例えばＡになったものがＢになっていったり、ＢのものがＡになっていったりする

可能性があるのですか。今回、初めてこういった評価を実施されたとのことですが、自己

評価ということでありますので、言葉は悪いですが、自分をどんどん仮していくことにな

ってはまずいと思います。総体的な判断のもと、その中で１つひとつの各論を求めて、こ

れから評価をしていってほしいと思います。 

【田中教育政策課長】 今、ご指摘の件ですが、こういった教育委員会としての点検・評

価をまとめたのは今回が初めてですが、本市ではこれまでから行政評価を実施しておりま

して、今回の事業評価については、この行政評価から引用したものでございます。あくま

でも自己評価ということで、各課で点検して評価していくというものです。もちろんＤが

あれば次はＣ、Ｂ、Ａと向上しなければならないのは当然のことでございます。自己評価

ではありますが、次の段階として評価の点検をしっかりやって、前回Ｄであったのがどう
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なったのかといったことも見据えて今後につなげていきたいと考えております。行政評価

を活用しつつ、教育委員会独自の更によい方策を考えていきたいと思います。 

【百瀨委員長職務代理者】 やはり評価ということを考えれば、教育委員会のこれからの

質を保証していくものであって、そしてまた、市民の期待に応えていくためのものである

べきではないかと考えます。そういうことで、これから評価の進展を進めていくには、具

体的な指標を示していくべきと思います。具体的に、来年度のいつまでに、どんなように、

どの程度といったことが見えるようにしていかなければならないと考えますが、その点は

どうですか。 

【田中教育政策課長】 今回は、市の行政評価をそのまま活用いたしました。これにつき

ましては、評価の表し方は各市町村に任せるということで、各市町村では行政評価の活用

されているところもあり、本市としても今回それを活用したわけでございます。今後につ

いては、先ほど申しましたように、目標も更に明確化して次につなげていくように検討す

ることも大事と思っております。 

【百瀨委員長職務代理者】 大変重要な役割を果たすものとして、これからも検証可能な

指標等を出しながら進めていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 この評価については、非常に難しい側面があるように考えます。と言い

ますのは、ハード面とソフト面とに大きく分けて、やはりこういう時節ですから、ハード

面は整備が非常に困難で、当然評価もそれほど高くは得られないだろうと思います。そう

いう時期にあっては、知恵を出し合い、内容の充実、ソフト面の充実に努めていくという

ことで、これはまた観点が変わってくると思います。 

 ですから、この教育委員会の点検・評価は、非常に難しいと思いますが、まとめのとこ

ろに色々といい助言をいただいておりまして、例えば、図書館の有効利用ということも出

ています。そういったソフト面のご提言もいただいていますので、参考にして頑張らなけ

ればならないと思います。 

 それでは、他にご質疑もないようですので、採決に移らせていただきます。議案第８号

について、原案を適当と認め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。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第８号「平成２０年度教育委

員会の点検及び評価に関する件」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９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９号「平成２０年度八

尾市指定文化財の決定する件」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す。 

 提案の理由でございますが、本年２月１０日に開催されました文化財保護審議会におき

まして、お手元資料記載の大聖勝軍寺所蔵の紙本著色聖徳太子絵伝、長谷川永信作並びに、

八尾市所蔵の安中新田分間絵図を市の文化財指定とすることにつきまして諮問を行い、ま

ず、大聖勝軍寺所蔵の紙本著色聖徳太子絵伝、長谷川永信作は桃山時代の著名な絵師であ
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る長谷川等伯の孫にあたる永信が描いたもので、国の重要文化財である東京・静嘉堂文庫

所蔵の聖徳太子絵伝と図柄を一にして、丁寧に描かれていることから、また安中新田分間

絵図は、大和川付替えにより開発された新田を描いたもので、３００分の１と縮尺が正確

で畿内でも最大級の絵図であり、安中新田の開発初期の様相が詳細に把握できることから、

審議会より本市にとって貴重な絵画及び歴史資料であり、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ありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ご

ざいますか。 

【中原教育長】 この絵伝ですが、昨年、「聖徳太子ゆかりの名宝」ということで、３つ

のお寺にある聖徳太子の絵伝を全部一堂に会して、大阪市立美術館で展示がなされました。

たまたま行ったので見ることができたのですが、非常に美しいものです。絵伝ですので、

お寺で聖徳太子について説明するときに使われたということです。特徴は、資料にも説明

がありますけれども、二幅目に通例では四天王寺が描いてあるのに、大聖勝軍寺が描かれ

ているということで、地元の大切な遺産ということになってきます。本物はそのときしか

見たことがないのですが、なかなかきれいなものでございました。 

 あと、安中新田はもとが大きいので、この資料ではちょっと見えませんが、新田工事で

どういう割り振りをしていたのかというのが分かります。新しく旧植田家住宅ができたら、

展示されるのかどうか分かりませんが、期待したいと思っております。 

【岸本文化財課長】 分間絵図でございますが、非常に貴重なものでございます。近畿に

おいても最大であろうと言われております。旧植田家住宅は５月５日のオープニング記念

式典以降、市民に供する予定になっておりますが、そのオープニングの時点で、絵図その

ものを展示することを今考えております。 

 また、先だって教育委員の皆様にご見学いただいた新展示棟の床面に、原寸大の６．５

ｍと１．５ｍの床上パネルを貼りまして、ご見学いただいた方に随時ご覧いただくように

考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 絵伝について、地域の文化を知るための資料として、また、

歴史的な絵画資料として非常に貴重な遺産であることが分かりますが、こうやって図柄を

見る中では、４幅とも構図が非常に整えられて一定にまとまった構図であるし、表現の方

法も大変繊細な表現のされ方をしているように感じました。地域の文化等を知る資料であ

るだけでなく、絵画的な価値もあるのではないかと思いますが、どうなのでしょうか。 

 それから、こういう絵伝は、八尾市だけでなく、全国的に見てかなり数があるのかどう

かも教えていただけたらと思います。 

【岸本文化財課長】 まず、絵画的な価値につきましては、先ほども提案理由の説明で申

し上げましたように、長谷川等伯という桃山時代の有名な画家の孫である永信が描いたと

いうことで、審議会の中でも、今おっしゃっていただいたように、繊細に描かれていて、

色つけもきれいに描かれているというご意見がございました。それと、絵伝ということで、

実際にその絵をお坊さんがひも解きながら教えるときに、それなりの順序どおり教えるよ

うにきっちりと配置されているということでございます。 

 もう１点の、全国的な数については、その他の例につきましてはあまり知識を持ってお
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りませんが、かなりいろんな絵伝がございます。例えば、この聖徳太子絵伝でも他に伝わ

るものであれば、聖徳太子が亡くなって御廟とされている叡福寺では叡福寺を中心に印象

的に描かれているというものがございます。私も不勉強な点がございますので、調べまし

て後ほどご報告したいと思います。 

【百瀨委員長職務代理者】 展示についても考えているというご報告をいただきましたの

で、ぜひ市民のためにも、学校の児童・生徒のためにも、見ることができるように展示を

考え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】 私も全く同じ意見で、これは大聖勝軍寺へ行ったらいつでも見ることが

できるのですか。 

【岸本文化財課長】 いつでもということではないと思います。市指定をかけておりまし

ても、所有者は大聖勝軍寺ですので、展示等については、私どもが市役所として、お寺に

寺宝を展示いただく機会を設けていただきたいということは、お話していきたいと思って

おります。 

例えば、来年度に歴史民俗資料館で寺内町の展示を考えております。そういう機会も通

じて、市の公共施設でも展示を考えてまいりたいと思っております。 

【篠原委員長】 できるだけ市民に鑑賞いただけるように手はずを整えていただければと

思います。 

 それでは、この件に関して他にご質疑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９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。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって議案９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 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは引き続き、報告事項に移らせていただきますが、本日は報告事

項は予定されておりませんがよろしいでしょうか。 

【藤井学務給食課長】 学務給食課です。全国的な広がりを見せておりますインフルエン

ザの件に関しましてご報告させていただきたいと思います。 

 八尾市におきましても、昨年１２月にインフルエンザで２つの学校で２クラス学級閉鎖

したのをはじめ、１月２０日過ぎぐらいから急増いたしまして、今現在で学級閉鎖いたし

ましたクラスの数は１６８クラスという状況になっております。昨年と比べますと、２０

年２月の時点では八尾市のインフルエンザ症状は５５０名だったのが、今年は１，０８３

名という状況になっております。近辺の柏原市においては昨年度７５名が４３１名、東大

阪市においては昨年度３９５名だったのが２，３０９名、大阪府下全体で見ますと昨年度

７，４９７名だったのが今年度は現在で２５，６２９名で、非常な広がりを見せておりま

す。 

 それと、インフルエンザだけでなく、昨日ですが八尾市の小学校で１クラス、１３名ほ

どがノロウイルスに感染したという事例も発生しております。 
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 従来から、感染症の対策としましては、各学校で時に応じて保健だより等で保護者に向

けても注意喚起し、また朝礼等の中でも子どもたちに注意喚起はしていただいております

し、またこの２月３日に各学校の管理職を中心として、感染症対策、集団感染に対する危

機管理対応の研修会も催させていただきました。この研修は、養護の先生方や学校栄養士

は常々そういう知識の中で行動しておりますが、もちろんないにこしたことはないのです

が、こういう事象が起こったときの対応として、学校が１つの集団として行動をとれるよ

うに必要ではないかということで、今年度当初から計画しておりまして、２月に実施させ

ていただきました。この研修会にも各学校から積極的に参加していただいて、１００名近

くの管理職の方々が参加していただきまして、対応させていただいたという状況でござい

ます。 

【篠原委員長】 ただいまの報告に関しまして、何かご質問ございますか。 

 それでは、他に報告事項もないようでございます。委員の皆様から他にご発言ございま

すでしょうか。 

 それでは、最後の議案審議に先立ちまして、本日の署名委員を指名したいと思います。

本日の署名委員に中原委員を指名したいと思います。どうぞよろしくお願い申します。 

 

 それでは、議案第１０号「平成２１年度八尾市教育委員会の人事に関する件」について

審議を行いますが、会議は非公開で行いますので、傍聴の方は恐れ入りますがご退場いた

だきますようにお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

（以下、非公開審議） 

 

【篠原委員長】 それでは、議案第１０号「平成２１年度八尾市教育委員会の人事に関す

る件」について審議を行います。提案理由を中山次長より説明願います。 

【中山学校教育部次長】 （提案理由及び八尾市立小・中・特別支援学校の管理職人事に

ついて資料に基づき説明） 

【篠原委員長】 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】  資料からも、昨年ごろから八尾市において、管理職の大きな

人事異動の時期が来ているのがよく分かります。今回の異動についても、学校課題を配慮

しながら配置され、全体的によく考えた配置だと感じます。そういった意味で、中原教育

長が全体のことを見て考えておられることがよく分かります。 

【中山学校教育部次長】 今回の管理職の人事異動で特に配慮しました点は、まず１点目

は、現状から特に大きな教育課題を抱える学校への人事配置、２点目は、ここ数年の管理

職の大量退職とそれを見据えた人事配置、３点目は、校長・教頭ともに異動する３校につ

いては、そこの現教頭が校長に昇格するか、あるいはそこの現教諭がそこで教頭になるか

という人事配置、４点目は、女性管理職の積極的な登用、以上の点を特に心がけたところ

でございます。 

２１年度は小学校教頭の女性の割合が非常に高くなります。また、柏原市・東大阪市の

両市から交流で八尾市に配置される者も女性ですので、小学校２９校中１２校ということ
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で４１．４％が女性教頭となります。なお、中学校は１５校１６人中２校が女性で１２．

５％ですので、合計では、特別支援学校を含む４５校４６人中１４校ということで３０．

４％となります。 

今後の課題としましては、校長の女性の割合でございまして、小学校２９校中２校が女

性で割合は６．９％、中学校１５校中０校ですので、合計では特別支援学校を含む４５校

中２校ということで４．４％でございます。この点につきましても、近い将来に中学校に

おける女性校長を実現したいと考えております。 

【中原教育長】  特に、生徒指導上の観点から、教頭配置に重点をおいた中学校がありま

す。また、教職員の病休や休職が多く出ていますが、学校へのヒアリングを重ねた中で、

課題解決のためにもう１年校長・教頭を異動させずに対応させるという結論を出した中学

校もあります。それと、定年退職ではなく、早期退職する１名の校長については、嘱託幼

稚園長として配置する予定でございます。 

【篠原委員長】 教育委員会事務局から所属長を校長として一度に出すことになるようで

すが、事務局内部の体制は大丈夫なのですか。 

【中原教育長】  事務局内部の人事配置については、３月に改めて審議いただきますが、

事務局の体制が維持できるような人事異動に努めたいと考えております。 

【篠原委員長】 それでは、他に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１０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１０号「平成２１年度八尾市

教育委員会の人事に関する件」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、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。 

 

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

中原委員 

 

 

                                        

 

 


