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４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４月定例教育委員会を開催いたします。 

 まず、２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。先月の定例会では非

公開審議の部分を除いた会議録について審議いたしましたが、非公開審議部分についても

公開可能な時期がまいりましたので、当該部分も含めて再度審議いただきたいと考えてお

ります。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、２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】 次に、３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。３月

定例会についても非公開審議部分がありましたが、当該部分については既に公開可能な時

期が来ておりますので、その部分も含めて審議いただきたいと考えています。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、３月定例会会議録について承認と

決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、３月２４日臨時教育委員会会議録の承認について審議いたします。

３月２４日臨時会についても非公開審議部分がありましたが、当該部分については既に公

開可能な時期が来ておりますので、その部分も含めて審議いただきたいと考えています。
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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、３月２４日臨時会会議録について

承認と決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、３月３０日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】 全委員異議なしと認めます。よって、３月３０日臨時会会議録について

承認と決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

３月24日（火） 

３月30日（月） 

 

４月６日（月） 

 

 

４月15日（水） 

午前１１時より、臨時教育委員会に出席。 

午前９時３０分より、臨時教育委員会協議会に出席。 

午前１１時より、臨時教育委員会に出席。 

午前９時１５分より、校園長会に出席。 

午前１１時４５分より、教頭会に出席。 

午後１時３０分より、市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席。 

午前１０時より、定例教育委員協議会に出席。 

 

【篠原委員長】 引き続き、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

 (教育長報告) 

３月24日（火） 

 

 

３月25日（水） 

 

３月26日（木） 

 

３月27日（木） 

 

３月30日（月） 

 

 

３月31日（火） 

 

 

 

午前９時より、八尾ロータリークラブによるペットボトルからの再生

下敷きの寄附に対する市長感謝状贈呈式に出席。 

午前１１時より、教育委員会に出席。 

午前９時より、校務員発令式に出席。 

午後２時より、校園長会に出席。 

午前９時５分より、市職員発令式に出席。 

午後２時より、生涯学習プラザ運営審議会に出席。 

午前１０時より、市議会３月定例会本会議（６日目）に出席。 

午後３時より、社会教育委員会議に出席。 

午前９時３０分より、臨時教育委員協議会に出席。 

午前１１時より、臨時教育委員会に出席。 

午後４時より、転出指導主事等辞令式に出席。 

午前９時５分より、市職員及び教職員辞令式等に出席。 

午後４時より、部長会に出席。 

午後４時４０分より、退職校長への感謝状贈呈式に出席。 

午後５時より、嘱託園長辞令式に出席。 
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４月１日（水） 

４月２日（木） 

 

４月６日（月） 

 

 

４月８日（水） 

４月９日（木） 

４月13日（月） 

４月15日（水） 

午後５時４５分より、退職者懇親会に出席。 

午後１時１５分より、新任及び転任教職員辞令式に出席。 

午前９時３０分より、部長会、総合計画企画会議、ＩＴ推進本部会議

及び河内音頭まつり庁内実施本部会議に出席。 

午前９時１５分より、校園長会に出席。 

午前１１時４５分より、教頭会に出席。 

午後１時３０分より、市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席。 

午後２時より、生徒指導主事辞令式に出席。 

午前１０時より、新入社員を励ます集いに出席。 

午前９時３０分より、新規採用市職員発令式に出席。 

午前１０時より、定例教育委員協議会に出席。 

 

【篠原委員長】 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

いて何かご質問ございますでしょうか。 

 特にないようでございますので、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。 

 

４月の議案 

議案第２１号 

議案第２２号 

議案第２３号 

議案第２４号 

八尾市立小・中学校適正規模等審議会委員の委嘱の件 

八尾市立学校園の管理運営に関する規則の一部改正の件 

八尾市社会教育委員の委嘱の件 

指定管理者の構成団体変更の承認の件 

 

 議案第２１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。提案理由を網中課長より説明願います。 

【網中教育政策課長】 それでは、議案第２１号「八尾市立小・中学校適正規模等審議会

委員の委嘱の件」につきましてご提案いたします。 

 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

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、八尾市中学校校長会から選出の委員の変更に伴い、委員を委

嘱する必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 次に、新たな委員候補者についてご説明いたします。恐れ入りますが別紙委員名簿

（案）をお開き願います。 

今回ご提案いたします委員候補者は、文屋修身氏でございます。文屋氏は小林委員に代

わり中学校校長会より選出いただいております。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、ご審議の上ご承認賜りますようお願いいた
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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。 

【百瀨委員長職務代理者】 この審議会の委員は学識経験者、公共的団体等の代表者、市

立小学校及び中学校の校長、並びに公募の市民ということで、各委員の専門性や考え方の

中で非常に精力的に会議を進めてこられたと報告も受けておりますが、特に今、会議の中

心となって論議されている事柄を大枠でいいので教えていただきたいと思います。 

 それからもう１点、この人数で十分会議が進められるのか、増やそうという考えがある

のかどうか、この点につきましてもお答えください。 

 それからもう１点は、この文屋氏は答申まで委員を務めていただくと考えていいわけで

すか。 

 この３点について、よろしくお願いいたします。 

【網中教育政策課長】 まず１点目のご質問でございますが、現在、第３回の審議会を終

えたところでございます。今の中心議題としては、今後の本市における学校の適正規模の

基準についての議論を進めていただいております。特に適正化の視点として、子どもの育

ちにとってよりよい教育環境をつくるという視点をはじめ、各委員の教育に対する視点を

持ちながら、議論が進んでいるところでございます。 

 次に２点目の、委員の人数でございますが、審議が進む中で、今後審議会でそういうご

議論があった場合には、審議会の中で検討されるものと考えております。 

 また３点目については、文屋委員には、来年度も委員を務めていただく予定で考えてお

ります。 

【篠原委員長】 他にご質疑がないようでございますので、採決に移らせていただきます。 

 議案第２１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】 全委員異議なしと認めます。よって議案第２１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、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第２２号「八尾市立学校園の管理運営に関する規則の一部改

正の件」について審議いたします。提案理由を田中課長より説明願います。 

【田中学務給食課長】 ただいま議題となりました議案第２２号「八尾市立学校園の管理

運営に関する規則の一部改正の件」につきまして、ご説明いたします。 

 本件につきましては、八尾市立学校園の管理運営に関する規則の一部を改正するにつき、

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。 

 提案理由につきましては、平成２１年４月１日から学校保健法が改正され学校保健安全

法として施行されましたが、この法律におきまして、これまで「伝染病」と表記されてい

たところを「感染症」と表記されました。 

 また大阪府より、法の改正に伴い、学校における対応のための留意事項といたしまして、

これまで「伝染病」と表記していたところを「感染症」と表記することと示されたことか

ら、本規則の改正を行うものでございます。 
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 恐れ入りますが「八尾市立学校園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 新旧

対照表」をご覧ください。内容としましては、第１１条の見出し中「伝染病等」の文言を

「感染症等」に改めまして、条文中の「伝染病」を「感染症」と改めるものでございます。 

 以上、はなはだ簡単な説明ですが、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

ございませんでしょうか。 

【山本委員】 伝染病から感染症に言葉が変わったということですが、その違いをもう少

し詳しく教えていただきたいと思います。 

【田中学務給食課長】 伝染病と感染症の違いについてですが、伝染病とは、感染症の一

種でありまして、ある個体の感染症が同種の個体に次々と同じ感染症が広がっていきやす

い病気の総称であると言われています。 

 感染症は、ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入して増殖し、発熱や下痢、せきな

どの症状が出ることを言います。感染症には、人から人にうつる伝染性の感染症の他に、

人から人にうつるのではなく、動物や昆虫から、あるいは傷口から感染する非伝染性の感

染症も含まれていると言われています。 

【山本委員】 今年の初めからインフルエンザがかなり流行って、学校でも学級閉鎖や学

年閉鎖がありましたが、１８年度、１９年度と比べて、インフルエンザによって学年閉鎖

や学級閉鎖になった数が増えているのかどうかを伺いたいと思います。 

【田中学務給食課長】 今、手元に１９年度、２０年度の資料がございますので、インフ

ルエンザによる幼児・児童・生徒の出席停止状況についてご説明いたします。 

 平成２０年度におきましては、幼稚園・小学校・中学校合わせて延べ２，８４１人の幼

児・児童・生徒が出席停止となりました。平成１９年度は１，６０３人でございました。

１９年度と２０年度を比べると２０年度がかなり多いということで、要因について保健所

に電話をして調べましたが、１９年度は大阪府下におきましても例年に比べて発生数がか

なり低かったため、それに比べると２０年度はかなり多くなったということでした。八尾

市では２倍も差はありませんが、大阪府下を見ますと顕著に差が現れておりました。 

 続きまして、学級閉鎖等の数ですが、平成２０年度におきましては、学校数につきまし

ては幼・小・中で４２学校園、学級数が延べ４４９学級／日です。平成１９年度におきま

しては、学校数が２６学校園で、学級数が延べ１５７学級／日で、１９年度と２０年度は

かなり違っております。これは先程も申しましたように、１９年度が少なかったというこ

とでございます。 

インフルエンザの流行にはいろんな要因があると考えられており、保健所が言っており

ますのは、２０年度は様々な型が見られたのに対し、１９年度はＡソ連型ウイルスが主流

であったとのことでございます。 

【山本委員】 ということは、１９年度が低かっただけで、１８年度以前にも多かった時

期もあったということで、毎年増えているわけではないのですね。 

【田中学務給食課長】 １８年度のデータは今手元にございませんが、八尾市では１９年

度よりかなり多かったと聞いております。ですから、年々増えているということではなく、

その年により、流行った型などによって差が生じるということでございます。ただ、その

要因につきましては、保健所でも突き止めにくいということで、ウイルスの型など、様々
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な要因が重なって流行るのだろうと言われています。 

【篠原委員長】 この件に関しましては、学校保健法の改正に伴って全国一斉に行われて

いることだと思いますが、「伝染病」から「感染症」に言葉を改めたのは、非常に範囲を

広げたと認識しています。例えば学級閉鎖をするにしても、その病気の範囲を「伝染病」

という狭い言葉の枠から広げたという解釈でよろしいですね。 

【田中学務給食課長】 参考までに、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律」いわゆる感染症法という法律が平成１１年４月１日に施行されたわけですが、

このときに伝染病予防法と性病予防法とエイズ予防法が廃止されてこの感染症法が施行さ

れた経緯がございまして、このときには、学校保健法の中の「伝染病」という文言の修正

はなかったのですが、今回、学校保健法が改正されて学校保健安全法になったことに伴っ

て文言が整理されたと聞いております。 

 ですから、委員長が仰いましたとおり、感染症法となって広義になったと考えていいの

ではないかと考えます。 

【中原教育長】 感染症に係わって、一昨年には麻疹が八尾市でもかなり流行ったことも

ありましたし、近年、ＳＡＲＳや、鳥インフルエンザなどの新型インフルエンザも想定さ

れておりますので、今後、保健所や、保健推進課をはじめ関係機関とも十分連携しながら

対応してまいりたいと思っております。 

【篠原委員長】 それでは他にないようでございますので、採決に移らせていただきます。

議案第２２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２２号「八尾市立学校園の管

理運営に関する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。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第２３号「八尾市社会教育委員の委嘱の件」について審議い

たします。提案理由を松井次長より説明願います。 

【松井生涯学習部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２３号「八尾市社

会教育委員の委嘱に関する件」につきまし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、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、社会教育委員の選任につきましては、社会教育法及び本市

社会教育委員条例の規定に基づき、学校教育関係者、社会教育関係者並びに学識経験者な

ど市民委員から選任、委嘱等を行っております。この度、学校教育関係者の退任に伴い、

委員の委嘱をする必要があるため本案を提出するものでございます。 

 お手元の資料「社会教育委員名簿（案）」にお示ししましたとおり、学校教育関係者と

して八尾市校長会から推薦を受けておりました八百親司氏が３月末日をもって退職されま

した。その後任として八尾市校長会会長市原孝夫氏を校長会から推薦を受けましたことか

ら、委嘱をお願いいたしたくご提案いたすものでございます。なお、任期につきましては、

４月２２日から平成２２年５月３１日までの残任期間といたすものでございます。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、ご審議の上ご承認賜りますようお願いいた

します。 
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【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

ございますか。 

【安藤委員】 この任期は、２年任期の中で委員が交代したという理解でよろしいですか。 

【松井生涯学習部次長】 任期につきましては、八百氏が退任されたということで、八百

氏の残任期間について、市原氏が就任していただくということでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 市原氏は八尾市校長会会長ということでの充て職であると思

いますが、会長でなければならないかどうかについては今後検討するということで、今年

度はもうなしと考えてよろしいですか。というのは、学校関係者ということなので、学校

長や会長にこだわらなくてもいいと思うんです。２年、３年と委員を務めることができる

方を選出するほうが望ましいのではないかと考えるわけですが、その点はいかがですか。 

【松井生涯学習部次長】 委員ご指摘の点につきましては、昨年の教育委員会でもご指摘

をいただきまして、校長会にもその旨は申し入れたところでございますが、今回ご推薦い

ただいた分につきましては、会長ということで任期も１年になるかと思います。ただ、昨

年に引き続き今回も委員からこの件についてご指摘を受けましたので、再度私どもからそ

ういったご議論が教育委員会であったことを改めて校長会にもお伝えいたしまして、十分

校長会ともご相談させていただきたいと考えておりますので、何とぞご理解を賜りたいと

思います。 

【百瀨委員長職務代理者】 また検討をよろしくお願いします。 

 それと、この「社会教育委員」という名称は、社会教育法によって決められたものであ

りますが、生涯学習という中で、依然として八尾市社会教育委員という名称が継続されて

いいものなのか、変更できるものなのか、また他市においては例があるのかないのか、も

し分かるようであれば教えていただきたいと思います。 

【植田生涯学習部長】 今、委員ご指摘のように、これは法に基づき設置しております。

昨今、生涯学習という名で位置付いておりますことから、私どもとしましても、これから、

他市での事例、あるいは名称等について変更等も可能なのかどうかを関係機関等にも問い

合わせながら検討いたしたいと考えております。 

【篠原委員長】 社会教育委員につきましては、私も以前に同じような質問をした覚えが

あります。法律では社会教育法がありまして、それに基づいているわけですが、例えば以

前は大阪府でも社会教育課というのがありました。ところが今はほとんどの役所では生涯

学習という名を冠していて社会教育課というのはないと思いますので、この社会教育委員

の名称は、国が立ち遅れている感じがしますね。 

【中原教育長】 今のお話に係わって、社会教育法の第１５条第１項で「都道府県及び市

町村に社会教育委員を置くことができる。」と規定されています。また同条第２項では

「社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う

者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。」という規定になっていま

すが、昨今の社会状況も踏まえて、各市や都道府県がどんな動きをしているのかは把握し

ていきたいと思っております。 

【篠原委員長】 それでは他にないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第２３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。 
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【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって議案第２３号「八尾市社会教育委員

の委嘱の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第２４号「指定管理者の構成団体変更の承認の件」について

審議いたします。提案理由を松井次長よりお願いいたします。 

【松井生涯学習部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２４号「指定管理

者の構成団体変更の承認の件」につきまし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。 

 提案の理由でございますが、八尾市立総合体育館等の指定管理者の指定を受けた八尾体

育振興会グループ代表の財団法人八尾体育振興会から、その構成員の一部を変更する必要

が生じた旨の報告が平成２１年４月９日に生涯学習スポーツ課にありました。同グループ

は財団法人八尾体育振興会、株式会社オーエンス、株式会社ビバの３つの団体から構成さ

れておりましたが、株式会社ビバが脱退し、財団法人八尾体育振興会、株式会社オーエン

スの２つの団体から構成されるように変更するものでございます。 

 変更の理由でございますが、株式会社ビバの経営が悪化し、２０年度不採算部門となっ

た総合体育館等の管理を切り離さなければ会社の存続が厳しくなり、やむなくグループか

らの脱退を申し出られたものでございます。また、経営悪化に至った経緯につきましても、

昨今の経済状況のもと、資金調達が厳しくなり、加えて売り上げが急速に減少したもので

ございます。 

 なお、同グループの今後の施設の運営方針としましては、株式会社ビバが担当予定の総

合体育館等のフィットネス部門及び屋内プールの運営管理につきましては、株式会社オー

エンスが担当することになります。株式会社オーエンスは、関東を中心に指定管理などの

事業を展開しており、既にフィットネス事業などの運営管理に十分なノウハウを持ってお

り、運営管理に支障はないものと考えられます。また、業務引継ぎにおける各施設の利用

者の不安や混乱を防ぐため、これまで各施設でフィットネス事業を担当していた株式会社

ビバの職員の大半が株式会社オーエンスに移籍し、運営業務を継続していくものでござい

ます。 

 なお、株式会社ビバの責務として、株式会社オーエンスへの確実な業務引継ぎと業務指

導のため、定期的な訪問を約束しているところでございます。 

 これらの点を踏まえまして、今後、同グループが財団法人八尾体育振興会、株式会社オ

ーエンスの２つの団体から構成されたとしても、十分指定管理者としてその業務を遂行さ

れるものと考えますので、何とぞ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ありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ご

ざいませんでしょうか。 

【山本委員】 今ご説明いただいた変更理由ですが、ビバの経営が悪化して資金調達が難

しくなったとありますけれども、これは平成２０年度のことですよね。指定管理者として

選定するときに、これは全く分からなかったことだったのでしょうか。 

【松井生涯学習部次長】 昨年、指定管理者選定委員会を設置いたしまして、その中で委

員には公認会計士も参画いただき、プロとして経営上の問題等を専門にされている方に委
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員になっていただいて、十分審査していただいたところでございます。その時点では、グ

ループの一員である株式会社ビバの決算書等も審査していただきまして、その中で安定的

な経営を任せられる企業というご判断をしていただきまして、選定いただいたものでござ

います。 

 従いまして、今回株式会社ビバが脱退する理由としては、その選定委員会以降に、アメ

リカ等で金融不安が起こり、それ以降の社会経済状況から生じた資金調達の問題が原因で

あるということでございます。ビバは元々京都を中心に事業展開しており、採算が合う部

門に事業を集中したいと判断され、そのような申し入れがあったと理解しております。 

【安藤委員】 先程の説明では、ビバの職員の大半がオーエンスに移籍するとのことです

が、その点をもう少し細かく説明していただけますか。 

【松井生涯学習部次長】 我々も一番心配しておりますのは、３者が２者になったことで、

２者で十分対応できるのかということですが、その点につきましては申入書にございまし

たように、大半の職員をオーエンスに移籍させるということで、その点を若干詳しくご説

明いたしますと、ビバの従業員１０人のうち６人がオーエンスに移籍されたということで

ございます。具体的に申し上げますと、屋内プールの４人のうち１人がそのまま残り、ま

たかがやきのウェルネスの３人のうち２人がそのまま残って１人がプールに移り、総合体

育館の３人のうち２人がそのまま残るということでございます。１０人のうち６人でござ

いますので、４人についてはビバに引き上げられたわけですが、その不足する４人につい

ては、オーエンスが新たに自社の４人を補充されまして、従前同様に従業員を配置された

ということで、利用者の方々に迷惑がかからないことを我々としても１つの判断材料とい

たしております。 

【百瀨委員長職務代理者】 選定にあたっては十分に市のコンセプトを出して選定された

ものだと理解しております。そういう中で２点について質問したいと思います。 

 １点目は、本当に市民の利用者に迷惑がかからず、今後も体育振興会グループとして問

題なく施設運営ができるのかどうか。 

 それともう１点は、今までは３者のグループで進められるということで、グループの中

で３者が責任分担を決めて運営されることになっていたと思いますが、それが２者の分担

になって十分に機能を果たしていくのかどうか、この２点についてお答え願いたいと思い

ます。 

【松井生涯学習部次長】 今仰いましたように、利用者に迷惑がかからないのかというこ

とが一番のポイントになってくると私どもも考えております。 

 先程申し上げましたように、ビバが担当予定の総合体育館等のフィットネス部門と屋内

プールの運営につきましては、オーエンスが担当してやっていくということですが、オー

エンスは関東地域を中心にそういった分野でも事業展開されており、ノウハウは相当お持

ちであると認識しております。そのため、ビバが脱退したとしてもオーエンスがその部分

を引き継ぐことで、利用者には支障なく事業展開できるということでございます。 

こういったことになりまして、私も現場に何度か足を運びましたが、見る限りにおいて

も、また利用者からも全く従前と変わっていないとお聞きしておりますので、その点は支

障が生じていないということを、ここで改めて申し上げておきたいと思います。 

 もう１点につきましては、指定管理者の指定をいたしました後、本年の１月１日にグル
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ープ内で共同企業体としての協定書を締結しておられます。この協定書の中では３者の役

割分担をきっちり決めておられまして、それによるとビバは、総合体育館他６施設におい

ては、総合体育館のフィットネスコーナーと生涯学習センターのウェルネスかがやきの運

営を分担すると決められております。また、市立屋内プールにおきましては、屋内プール

の運営提供、利用料金の徴収に関することを分担しております。こういったビバが担当す

る業務について、そのままオーエンスが引き継ぐということで、改めて３者の間で責任の

分担を決められたということでございまして、その上でビバの６人の従業員をオーエンス

が引き受けて、新たに東京から４人を補充なさったということでございますので、会社と

してそういうノウハウをお持ちで十分対応されて、３者の間できちっと責任を明確化して

行っているところでございます。 

 なお、先程も申し上げましたように、ビバは脱退しても、当初グループに加入していた

ことの責務として、今後も必要に応じて現場で指導等にも来ていただくことは確約されて

おりますので、そういった意味でも十分やっていけるのではないかと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 今の説明で、支障なく今後運営していかれることは十分理解

できました。今後は、この事態をよい方向に向けられるように取り組んでいただきたいと

思いますので、今後ともよろしくご指導をお願いいたします。 

【篠原委員長】 先程百瀨職務代理者からもご意見が出ましたが、どういう部門を担当す

るのか、３者がそれぞれ分担していたと思います。普通、企業でも組織体として１つのも

のであれば、例えばどこかで欠損を出すと他のところでカバーするのが一般的な常識だと

思いますが、今回の場合は、その体制のあり方として、お互いに協力しあって補完しあっ

ていくものなのか、あるいは完全に部門ごとに別々なのか、例えば屋内プールを担当する

ところが赤字になったらどうするのか、そういった点について教えてください。 

【松井生涯学習部次長】 選定委員会の議事録等を見ておりましても、特に体育振興会グ

ループの提案が優れていたと理解しております。当然、ビバも入っていたからこそ優れた

提案になったという部分もあろうと認識しております。また、ビバも１月１日には協定書

を結ばれておりますので、それ以降、急激な資金悪化を迎えたものと理解しております。

新聞報道等によりますと、不況になってくると例えば外食産業であれば、外で食べずに家

で食べるというような事態も起こって収益が悪化する要因になりますが、それと同じよう

に、ウェルネスやフィットネスに今までお金を使っておられた方が、それを例えば家の近

所を散歩するとかジョギングするといったことに切り替えることも考えられますので、ビ

バの経営がその２カ月あるいは３カ月の間に急激に悪化したものであることは十分推測さ

れるところでございます。ただ、グループにとって幸いであったのは、ビバが持っている

フィットネス部門やウェルネス部門のノウハウはオーエンスも東京で持っていて、ビバが

脱退を申し込まれたとしても、オーエンスが十分やっていけるということで、それもあっ

て３者が円満に合意されたということでございますので、本来３者でやろうとしていたこ

とが２者になったらしんどい部分が出てくるのではないかというご意見は当然のことです

が、今回の件については、ビバが脱退されたとしても十分オーエンスがカバーできるとい

うケースであるとご理解を賜りたく思います。 

【篠原委員長】 指定管理者については、八尾市でも他にもたくさん導入していますので、

現在の経済状況のもとで何が起こるか分からない状況で、今後はこういうことのないよう
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に願いますし、利用者に対し不便をかけないように配慮なさっていると思いますが、一層

努力していただきたいと思います。 

【植田生涯学習部長】 この間の経過につきまして、次長から縷々ご説明いたしましたが、

今回、教育委員の皆様方にご承認を賜って、それで体育振興会に「後はどうぞご自由にお

やりください。」ということでは決してございません。市の出資法人である八尾体育振興

会が中心となっている体育振興会グループが、共同事業体という新たな取組みをなされた

中で、最初からアクシデントが起こったわけですが、それを今後ばねとしてどう事業展開

されて、市民に愛される施設運営をしていただけるのか、その点を我々もきちっと注視し

ながら、体育振興会グループとしてよりよい社会体育施設の運営に精進いただくように、

我々としても指導的な立場で色々とご相談させていただくこともあろうかと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

【百瀨委員長職務代理者】 ごく当たり前のことですが、３者が２者になったならば、も

う１者を代わりに入れようという考え方ができると思いますが、そういうことは考えてお

られるのか、もちろんもう１者増やすことになれば手続上の問題等が色々と起こってくる

とは思いますけれども、その点をもう少し説明していただけますか。 

【松井生涯学習部次長】 いろんなケースがあるということで、市議会でも共同企業体の

取扱いについては色々なご議論があったと認識しております。その後、庁内の関係各課に

おきまして、共同企業体についての考え方の議論がなされているところでございます。例

えば代表者そのものが脱退するとか倒産するということになりますと、これはもうグルー

プの存続自体が困難ということで、もう一度、一から選定していかなければならないよう

な事態になるかと思います。 

 また、ご指摘いただきましたように、３者から１者が抜けたためにまた１者を入れるこ

とについても、これはまた新たな問題が生じてくると理解いたしております。 

ただ、今回のケースにつきましては、ビバが脱退されたとしてもオーエンスがその分を

十分カバーできるということで、実態として何ら問題が生じないと推測しておりますし、

実際に現場も見せていただいて、利用者にとっては何の支障も出ていないと認識いたして

おります。こういったことで、たとえ３者のうち１者が脱退したとしても、実態上何ら問

題がなく、また十分安定的に利用者のためにサービス等の提供がなされることが担保され

るのであれば、それはそのまま存続を認めていくべきであろうという判断を、関係各課と

の間でいたしております。ただそれは、今回のケースでは教育委員会の承認をいただいた

上でのことと思いますので、あくまでも実態上問題ないことから、関係各課との協議での

結論として、ご承認を賜りたいということで提案させていただいたところでございます。 

【篠原委員長】 それでは、他にないようでございますので、採決に移らせていただきま

す。 

議案第２４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２４号「指定管理者の構成団

体変更の承認の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 
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｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは報告事項に入ります。 

 まず、平成２１年度事務事業計画について各所属長より報告をお願いします。まず学校

教育部よりお願いいたします。 

【杉分学校教育部次長】 それでは、平成２１年度事務事業計画につきまして、教育委員

会事務局各所属から順次ご報告いたします。できるだけ簡潔にご報告したいと考えており

ます。 

 まず、総務人事課でございます。業務内容としましては、管理的業務や職員の福利厚生

事務等が中心となっております。主な事務事業等につきましては、計画書に四半期ごとに

記載いたしておりますとおりでございます。 

 また、通年事務事業につきましては、調度関係事務、安全衛生委員会事務をはじめとし

まして、職員の人事・給与事務並びに講師等の内申事務等を行ってまいります。 

 以上、簡単でございますが、総務人事課の事務事業計画でございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 もし本年度事業の中で新規に行う事業があるならば、それは

別に触れていただいたほうが、私達も把握しやすいですので、よろしくお願いします。 

【杉分学校教育部次長】 ただいまご指摘いただいた点でございますが、総務人事課につ

きましては、教職員の夏服の定期貸与が３年に１回でございます。この予算が約４００万

円ということで、例年に比べ大幅に増額しております。 

【網中教育政策課長】 続きまして、平成２１年度教育政策課の事務事業計画についてご

報告いたします。四半期ごとの事務事業につきましては、計画書に記載のとおり、学校園

等安全教室の開催、教職員対象のＣＡＰワークショップ事業を実施する予定でございます。 

それ以外の通年事務事業といたしまして、定例の当教育委員会議の事務局事務をはじめ

としまして、八尾市立小･中学校適正規模等審議会の開催、全小学校第３学年児童対象の

ＣＡＰ子どもワークショップ事業の実施や、教育予算及び決算の総括、教育政策会議の開

催、教育課題全般に対する政策等の企画・立案・総合調整等を行ってまいります。 

【瀬戸施設管理課長補佐】 続きまして、施設管理課の今年度の事務事業についてご報告

いたします。表記のとおり第１期から第４期まで掲げておりますが、新規事業といたしま

しては、地域活性化・生活対策臨時交付金事業として、小学校・中学校・幼稚園の各教室

に扇風機の設置事業を行います。予定としましては、第１四半期に設計・入札を行いまし

て、工事は第２四半期の夏休みを予定しております。 

 第２四半期は従前からの継続事業で、第３四半期・第４四半期に新規事業としまして、

扇風機と同じく、地域活性化・生活対策臨時交付金事業として、学校周囲の防犯灯の設置

事業を予定しております。 

【田中学務給食課長】 続きまして、平成２１年度の学務給食課の事務事業についてご報

告いたします。まず、奨学関係につきましては、就学・就園機会均等を図るため、その保

護者に対しまして必要な援助、就学援助事業、奨学金事業その他私立の幼稚園就園奨励費

の給付等の事業を行ってまいります。 

 続きまして、学校保健関係につきましては、園児・児童・生徒並びに教職員の健康保持

増進を図るため、健康診断を実施いたします。また、学校園の管理下における災害に対す
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る共済費の給付、学校園の水質検査及び病害虫等の環境衛生業務を行う等、よりよい学校

園活動の推進に向けて環境確保を図ってまいります。 

 次に、給食関係につきましては、給食用のリフトの改修など、給食設備の環境の整備と

して、今回、地域活性化・生活対策臨時交付金を活用いたしまして、志紀小学校の給食設

備の機能更新等を実施いたします。また、給食物資の品質検査を行うなど、なお一層の衛

生管理の強化や安全の確保に努め、安心・安全な給食の提供に努めてまいります。 

 なお、特に新規はございませんが、大きな事業といたしまして、先ほど申し上げました

地域活性化・生活対策臨時交付金を活用しての志紀小学校の給食設備の機能更新がござい

ます。 

【田中学校教育部次長】 続きまして、指導課の事務事業についてご報告いたします。平

成２１年度の八尾市教育重点目標にあります、知・徳・体の調和のとれた人間の育成に関

わる諸施策としまして、まず「知」の部分でございますが、本市独自の学力実態調査や全

国学力・学習状況調査の分析結果を踏まえ、学力向上支援会議を立ち上げ、さらに研究開

発指定校を指定し、その研究成果を各学校が共有することで、八尾市全体の学力の向上を

図りたいと考えております。また、全中学校区に配置しております英語指導者を活用し、

中学校及び小学校での英語活動を一層推進してまいります。さらに、学校図書館活用推進

事業では、小・中学校に図書館サポーターを配置することで、児童・生徒の読書活動や調

べ学習を支援してまいります。 

 次に、「徳」の部分でございますが、児童・生徒の体験活動の機会を増やすなど、各学

校の道徳や総合的な学習の時間等の一層の内容充実を図るため、総合学習等教育改革支援

事業を行うとともに、全ての教育活動を通し、生命尊重の心や規範意識の育成に努めてま

いります。 

 次に、「体」でございますが、小・中学校体育大会業務委託や中学校クラブ活動各大会

参加のための交通費支給などを通じまして推進してまいりたいと考えております 

 また、共に学び、共に生きる特別支援教育の推進につきましては、特別教育支援員を配

置することで、発達障害等の児童・生徒の学習支援につきましても一層の充実に努めてま

いります。 

 最後に、幼児教育でございますが、一昨年から全園で実施しております夏季預かり保育

を含め、５年目を迎える預かり保育の円滑な実施に努めてまいります。 

 ２１年度の新規事業でございますが、学力向上推進事業の中で「まなび舎ユース事業」

がございます。これにつきましては、生徒の学習習慣の定着や学習意欲の向上を図るため

に実施するものでございます。各中学校におきまして放課後の自習室の設置や、学習支援

アドバイザーの配置、退職された先生方や学生のアルバイトの配置をすることになってお

ります。 

 それともう１点、「市町村支援プロジェクト事業」がございます。これにつきましては、

全国学力・学習状況調査から明らかになった学習課題等の解決に向けて、学力の向上を目

指すために起こす事業でございます。 

【浅野教育サポートセンター所長】 続きまして、教育サポートセンターの事務事業計画

についてご報告いたします。教育サポートセンターでは、次世代を担う子ども達の成長を

サポートしており、学校園支援、家庭教育支援、地域教育支援の３本柱で取組みを進めて
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おります。 

 学校園支援に関しましては、教職員の意識改革を促し指導力の向上を図るための教職員

研修、幼稚園を含めた特別な教育的支援が必要な子ども達をはじめとする教育相談や、さ

わやかルームを中心とした不登校等の子ども達の学校復帰に向けた支援の充実等でござい

ます。 

 次に、家庭教育支援に関しましては、学生サポーターを含むサポートチームの派遣によ

る家庭の教育力向上を目指す支援や専門性の高い相談員による教育相談など、市民のニー

ズにこたえるための支援の充実でございます。 

 ３つ目の、地域教育支援に関しましては、教育の情報発信、地域の教育力を生かした学

校園支援ボランティアの派遣登録や教科書センターにおける教科書の展示や貸出でござい

ます。 

 なお、本年度の新規事業としましては、教職員研修におきまして、スーパーチャレンジ

研修やハイパー研修を実施し、さらなる教職員の資質の向上を図ってまいります。また、

音読教材につきましては、４月に全校に配付するとともに教育情報ネットワーク上で利用

できるようにしております。本年はモデル校を中心に取組みの充実を図ってまいりたいと

思っております。 

【靍原人権教育課長】 続きまして、平成２１年度人権教育課事務事業計画についてご報

告いたします。人権教育課では、本市の教育重点目標にも示されております「生きる力」

の基盤となる豊かな心の育成を柱に取組みを推進してまいります。教員の資質向上を図る

ために、人権に係わる研修会の内容等の充実を図ります。また、学校組織の活性化という

ことで、人権教育推進学校園支援事業を実施いたします。また、保護者の啓発や市民への

情報発信ということで、じんけん文化祭を開催いたします。学校園の資料提供や、また情

報収集という目的で、「人権教育推進のための手引」の発行も併せて行いたいと考えてお

ります。 

 また、日本語指導等の講師派遣、児童虐待に係わる関係諸機関との連携などに努めてま

いります。 

 とりわけ、今年度１０月２３日、２４日の両日に、大阪府人権教育研究中河内大会が開

催されます。これは７年に１度の大会でございますので、ここでの成果等も共有しながら、

本市の人権教育の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。 

【篠原委員長】 続いて、生涯学習部の事務事業計画についてお願いします。 

【松井生涯学習部次長】 それでは、生涯学習スポーツ課の事務事業計画についてご報告

いたします。まず、事務事業の執行にあたりましては、第２次生涯学習振興計画及びスポ

ーツ振興基本計画に基づき、進行管理を含め総合的・一体的に生涯学習の普及及びスポー

ツの振興に取り組んでまいります。 

 今年度の主な取組みといたしまして、学校体育施設開放事業におきまして、今年度５月

から使用団体より体育館の使用について、１時間当たり小学校１５０円、中学校１７０円

の使用料のご負担をいただくことになりました。これにつきましては、学校現場及び地域

の方々のご協力をいただきながら円滑な事業実施となるよう努めてまいります。 

 また昨年度、生涯学習スポーツ課所管の公の施設におきまして指定管理者の選定を行い

ました。今年度におきましては、指定管理者が適切に管理運営を実施するよう監理監督し
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てまいります。 

 その他の取組みにつきましては事業計画書のとおりでございます。今後も引き続き、生

涯学習、スポーツ振興の充実・向上に向け取り組んでまいります。 

【大谷八尾図書館長】 続きまして、図書館の事業計画についてご報告いたします。図書

館では、八尾・山本・志紀の３館と移動図書館におきまして、貸出はもとよりリファレン

スサービス、児童サービス、市内全域サービスを重視しながら、図書館サービスを提供し

てまいりますとともに、図書館サービス計画に基づき、暮らしに役立つ地域の情報拠点を

目指し、サービスの充実に取り組んでまいります。今年度も市民が図書館を利用しやすい

よう、土曜・日曜の祝日開館と、週３回の夜間開館を引き続き実施してまいります。 

 また、八尾図書館の再生につきましても、市議会、庁舎周辺公共施設整備調査特別委員

会の動向を注視しながら、市関係部局とともに引き続き取り組んでまいります。 

 今年度の新たな取組みとしましては、第２期の図書館サービス計画の策定であります。

現行の図書館サービス計画は平成２２年度で終えるため、２３年度以降の図書館サービス

計画を今年度より着手し、２カ年で策定してまいりたいと考えております。 

【岸本生涯学習部次長】 続きまして、文化財課の平成２１年度事務事業計画についてご

報告いたします。本年度における主な事業としましては、まず一昨年の７月から復元整備

をしてまいりました旧植田家住宅の整備も完了し、この５月５日に完成記念式典を執り行

い、翌６日から公開施設としてオープンする運びとなりました。また、昨年１月から近畿

財務局と買受協議を進めてまいりました聖徳太子ゆかりの史跡である鏑矢塚につきまして

も、４月末に市の財産となりまして、今後、同塚の市史跡指定に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。 

 次に、第２四半期におきましては、昨年度に引き続きまして、歴史資産のまち‘やお’

推進事業に取り組み、本年度は市街地の史跡散策サイクルマップの作成や案内標の設置に

取り組んでいきたいと考えております。 

 さらに、高安古墳群の国史跡化に向けましての作業を継続しながら、第３四半期には、

昨年、好評を得ました高安古墳群のシンポジウム第２弾の開催を予定しております。 

 最後に、新規事業としまして、この資料には、些少でございますので予算額等の記載は

しておりませんが、今後本課におきまして高安古墳群と並んで長期的な大きな事業であり

ます市史編纂事業の取り掛かりといたしまして、今年度秋以降に市史編纂委員会を立ち上

げる予定をいたしております。なお、その他の事業につきましては計画書記載のとおりで

ございます。 

【篠原委員長】 それでは、今までの報告につきまして、委員の皆様方、何かご意見ござ

いますか。 

【百瀨委員長職務代理者】 指導課のところで、学力向上推進事業について、新規事業を

含めての説明があったわけですが、本年度の事業の一環として具体的にどのような事業を

考えておられるのか教えていただきたいと思います。 

【田中学校教育部次長】 先ほど申しましたまなび舎ユース事業と市町村支援プロジェク

トもございますが、以前からやっております八尾市の研究開発指定校等々の発表等を予定

しております。大阪府の学力向上指定校にも本市も何校か指定を受けておりますので、そ

の実績を踏まえ、成果を発表していただいて八尾市内の学校園で活用していただけたらと
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思っております。また、英語活動ということで、教育研究指定校に一小学校が指定されて

いますので、それにつきましても発表していただいて、八尾市の学校で共有していただく

ように考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 その中で、特に中学校区単位での取組みはないのでしょうか。 

【浦上教育推進担当部長】 今年度は、昨年度に引き続いて各中学校区での義務教育９年

間を見据えた学習プログラムを先進的に各モデル校で作っていただこうと考えております。

今まで小学校と中学校は連携が薄い部分もありましたが、昨年度から、研究フォーラム等

で実際に小･中学校が９年間を見据えて、プログラムづくりや授業交流、教員の研修等も

相互にしております。教育委員会としてもそのことを中心に考えていきたいと思っており

ますので、先程述べたいろんな事業を踏襲しながら、そこを一本に絞っていきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【百瀨委員長職務代理者】 幼から小、小から中へ、そういう一貫したものの中で、中学

校区での具体的な取組みが見えてくるように、今後積極的に校長会にも働きかけていただ

きたいと思います。 

 それから、学校園支援についても、どのような取組みをされるのか、大枠の考え方を教

えていただきたいと思います。 

【田中学校教育部次長】 学校への支援でございますが、学校はそれぞれいろんな課題を

持っております。それに対して、学校園支援会議を設置いたしまして、様々なケースに必

要に応じて対応できるような取組みをしていきたいと思っております。 

【百瀨委員長職務代理者】 学校支援チームがございますが、これは保護者と学校の関係

をよりよいものにしていくものですので、この学校支援チームを各学校園にもっと知らせ

て、そして多面的な方面で学校を支援していく方向を今年度しっかり持っていただきたい

と思いますのでよろしくお願いしておきます。 

 さらにもう１点ですが、ＮＥＴ、英語指導講師について、従来から言われているように、

教育の中で一つのスタイルを継続してやっていくことが大変望ましいのですが、今年度も

単年度で契約されるのかどうか、その点をどのように考えているのか少し聞かせていただ

きたいと思います。 

【田中学校教育部次長】 英語教育につきましては、昨年度までいろんな課題等がござい

ました。それを集約した中で、また新たに派遣契約をいたしまして進めてまいりますが、

特に今年度につきましては、小学校で学習指導要領の改訂に伴いまして授業が入ります。

昨年度までは、総合的な学習の中の国際理解ということでの活動でしたが、授業として入

っていくということで、ＮＥＴの方々と連絡を密にしてやっていきたいと思っております。 

【百瀨委員長職務代理者】 今年度は単年度で契約していくということですか。複数年度

の契約は今後に検討することは考えておられますか。先程申しましたように、継続するこ

とが大事ですし、学校教育現場においては、業者との連携を十分に図ることによって現場

の体制づくりがきちんとなされていくものと思いますので、教育の中でＮＥＴが十分に活

用されるように、業者選定を含めてよろしくお願いします。 

【安藤委員】 教育サポートセンターの事業で、理科支援員等配置事業について説明があ

りませんでしたが、これはどういう事業でしょうか。 

【浅野教育サポートセンター所長】 理科支援員につきましては、昨年度に引き続いて、
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各小学校に配置したいと思っております。教員と協力しながら、実験の準備や片づけをお

手伝いいただくことによって、各小学校における理科の教育を活性化させていきたいと考

えております。既に募集は終わっておりまして、今、大阪府の教育委員会に申請を出して

いる状況でございます。 

【安藤委員】 もう１件、教育サポートセンターの学校園支援ボランティア派遣事業につ

いて、先ほども地域教育支援ということで説明がありましたが、以前、私もボランティア

登録をしていました。支援している人達、登録された人達が活かされる事業をできるだけ

取り組んでほしいと思いますので、よろしくお願いします。 

【浅野教育サポートセンター所長】 学校園支援ボランティアに関しましては、登録をし

ていただいて、各学校園から要請があればご紹介させていただくという取組みでございま

す。いろんな活動の中でボランティアがおられるということを各学校園にこれからもアピ

ールして、活躍の場を増やしていきたいと考えております。 

【安藤委員】 その方向性は分かりますが、現在登録されている方がどのぐらいおられる

のかということや、今おっしゃったような学校が利用しようという姿勢は、あまり報告を

いただいていないので、それに対するアプローチを聞かせていただきたいと思います。 

【浅野教育サポートセンター所長】 申し訳ございませんが、今資料が手元にございませ

んので、ボランティアの登録人数や活用件数を申し上げることはできませんが、担当の者

に確認いたしまして、更なる活用を図っていきたいと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

【百瀨委員長職務代理者】 もう１つ、教育サポートセンターの事業でお聞きしたいと思

いますが、本年度も多くの新任の先生を採用したと思います。新任の先生への研修は、こ

れからの教育を考えると非常に大切なことだと思っております。その意味において、新任

研修について本年度特色ある取組みを考えていることがあるなら、少し教えていただきた

いと思いますがどうですか。 

【浅野教育サポートセンター所長】 本年度の研修につきましては、府の計画に基づく分

もありますが、八尾市の特徴としては、夏休みの期間を利用して宿泊研修を実施しており

ます。例年は曽爾高原に行っておりましたが、八尾市にも立派な施設がございますので、

本年度は大畑山青少年野外活動センターを利用して、キャンプ等子どもたちの活動に実際

に役立つような研修の中身にしていきたいと計画しております。 

【浦上教育推進担当部長】 補足になりますが、本当に大きな転換であると考えておりま

す。アクトランドＹＡＯという社会資源、自然資源がいっぱいある所で、先生方が定年ま

で一生懸命頑張ってもらうためのスタートになると捉えております。その中で、八尾市の

自然を知ってもらい、また宿泊を伴う中で日頃接していない新任の先生方が寝食を共にし

て、いろんな悩みや苦しみ、あるいは喜びを通じ合える場にしたいと考えております。 

 また、今の若い先生方の中には、社会性に乏しいとか、協調性に乏しいという先生もお

られます。そんな中で、八尾ロータリークラブの皆様にお手伝いをいただいて、班別研修

の中で「社会人としてどうあるべきか」「どのような生き方をあなたはしていくのか」と

いうことまで迫ったディスカッションを行っていただきたいと考えております。 

 ロータリークラブからは１０～２０人程度の方々に来ていただいて、「ほんまの仕事っ

てこうやで」といった話をしてもらうなど、３日間の中でいろんな企画をしております。
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ぜひとも教育委員にも参加していただいて、新任の先生方の様子を見ていただきたいと思

いますし、研修の内容も見ていただ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。 

【篠原委員長】 今色々な事業計画の報告をいただきましたが、４月の校園長会でも、お

金があまりないときにはアイデアで勝負するように各校長に申し上げました。小さなこと

でも前向きのアイデアを出し合うように、教育委員会も先頭に立ってやってほしいと思い

ます。今報告を聞いていて、新規事業は案外ないような感じを受けましたので、「もっと

こういうのを新規でやりたい」というようなことをお願いしたいと思います。 

 それでは、この報告についてはこれで終わります。 

 

【篠原委員長】 次に、平成２１年度教職員人事異動について森田次長より報告願います。 

【森田学校教育部次長】 総務人事課より教職員人事異動についてご報告いたします。 

 初めに、児童・生徒・園児数並びに学級数、教職員数でございます。平成２１年度４月

１０日現在で、小学校は児童数１５，９４９人、学級数５７７学級でそのうち支援学級数

は７２学級でございます。教職員数が８６６人です。昨年度と比較しまして、児童数は２

７０人減っており、学級数は５学級、教職員数も３人減っております。 

 中学校は生徒数７，３３３人、学級数２２９学級でそのうち支援学級は２３学級でござ

います。教職員数は４８７人です。昨年度と比較して、生徒数は７３人増でありますが、

学級数は昨年度と同じで、教職員数は２人減となっております。 

 特別支援学校は児童・生徒数が１２人で内訳は小学部が９人、中学部が３人です。学級

数は４学級で、教職員数は２１人、これは昨年度と同じでございます。 

 幼稚園は園児数１，５６３人、学級数６６学級、教職員数１１０人となっております。

昨年度と比較して、園児数は７３人減となりましたが、学級数は１学級増となっておりま

す。 

 なお、児童・生徒・園児数の推移につきましては、後のページに資料として、ここ１０

年間の変化を表とグラフで載せております。小学校児童数は、ここ数年間は１６，０００

人前後で推移しております。しかし、指導課等からの資料で今後の推移を見ますと、小学

校児童数は５年後には１５，０００人近くになると予想されております。 

 また、中学校生徒数は１０年前に比べますと１，０００人程度減少しております。指導

課からの資料を見ますと、今後５年間は７，３００～７，４００人程度の推移になると見

込んでおります。 

 また、幼稚園の園児数はここ１０年の間に２７０人ほど減っております。今年度は７３

人の減少となりました。今後も減少していくと見込んでおります。 

 特別支援学校の児童・生徒数はここ数年１０～１２人で推移しております。 

 それでは最初のページに戻っていただきまして、引き続きご説明いたします。各職種別

の教職員数ですが、昨年度と比較して特徴的なことは、中学校の教諭の数が現在３５０人

となっていますが、昨年度は３７０人でした。これは退職者が増えたことによります。そ

れに伴いまして、定数内講師が今年度５５人になっていますが、昨年度は４０人でありま

した。また、再任用が合計２１人ですが、昨年度は１２人で９人増えております。一昨年

が合計３人でしたので、それと比べますと１８人増えているという状況でございます。退
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職者の増加に伴い、再任用を希望する者も増えている状況でございます。その他につきま

しては、昨年度と比較して多少の増減がございますが、特徴的なものはございません。 

 次に、首席・指導教諭・栄養教諭の増減でございます。首席が小学校で１０人、中学校

で９人、合わせて１９人の配置となりました。昨年度が合わせて９人ですので１０人増と

なっております。 

 続きまして、平成２０年度末・２１年度当初の教職員人事異動数でございます。まず、

退職者数ですが、校園長先生方は１５人の退職となりました。なお昨年度は２０人であり

ました。教頭先生は４人の退職となりました。なお昨年度は６人でありました。教諭は６

４人の退職となっております。なお昨年度は６８人でありました。それから再任用は、昨

年度末は３人でしたが１３人になっております。その他については、例年と大きく変わり

はありません。 

 次に、増加分でありますが、昨年度と比較して顕著なところを申しますと、新規採用者

は今年度７６人でした。昨年度は１０６人、一昨年が１０５人でしたので大幅に減ってお

ります。また、先程申しました再任用の増加、それから講師の増加が特徴と言えます。 

 次に、市内配置換え数ですが、管理職の校長、園長、教頭先生方は今年度１７人の配置

換えを行いました。なお昨年度は１４人でありました。また、教職員は今年度１２１人の

配置換えを行いました。なお昨年度は１２８人でありました。 

 また、今回の管理職人事につきまして、昨年度と同様、多数の管理職の先生の退職に伴

いまして、新規の管理職が校園長合わせて１４人、教頭が１０人、合計２４人という大量

の起用となりました。昨年度の新規の管理職の先生は３６人でありますので、この２年間

で６０人の管理職の先生が新しくなられております。これは今後、次年度、更にその次の

年度も同様の状況が起こり、ここ数年でほぼ管理職の先生が入れ替わってしまうというこ

とになります。学校の課題等を考慮しまして、どの学校園においても、八尾市の今までに

積み上げてきたことを継承し、かつ、より一層学校園が活性化していくように、管理職の

配置をどう行っていくかということが今後の大きな課題であると捉えております。 

 以上、雑駁でございますが、教職員人事異動について報告を終わります。 

【篠原委員長】 それでは、今の報告に関しましてご意見ございますか。 

 では私から、この教職員の構成について、先程の説明でもありましたように、特に中学

校で講師が多いということで、講師を採用するのも大変なご苦労があると思います。中学

校では教科主体ですので教科に相当な偏りがあるのではないかと思いますが、この５５名

でどの教科が多いかということが分かるようであれば教えていただきたいと思います。 

【森田学校教育部次長】 教科でみますと、数学が非常に多いという状況でございます。 

【篠原委員長】 数学は免許保有者そのものが非常に少ないという状態もありますね。ま

た、教員の年齢構成にも色々と課題がありますが、八尾で講師を経験して、その後新規採

用者に選ばれたというケースは多いですか、少ないですか。 

【森田学校教育部次長】 他市の状況は把握しておりませんが、八尾市で講師をしておら

れて新規採用者になるというのは、私の印象では多いのではないかと思います。各先生方、

よく頑張っていただいて勉強もしていただいているのではないかと感じております。 

【篠原委員長】 そうですか。講師選びの段階からよかったということになりますね。 

【百瀨委員長職務代理者】 中学校での講師採用者が１校あたり大体３．６人となるわけ
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ですが、今年度のスタート時には各教科は十分に充当できたのですか。 

【森田学校教育部次長】 現在、定数内で１名、数学がまだ入っておりません。学校にも

行って様子を伺いましたが、通常の授業は行っているということで、この１名が入ること

で少人数授業に回していきたいと聞いております。 

【百瀨委員長職務代理者】 教育現場が混乱することなく、定数についてはきちっと配置

していただいて、新しいスタートができるようにしていただきたいと思います。 

 もう１点、首席等でお聞きしたいと思いますが、首席については小学校で８名増、中学

校で２名増ですが、指導教諭は増減なしということについてはどういうお考えなのか、そ

れから、男女数も分かるようでしたら教えていただきたいと思います。 

【森田学校教育部次長】 首席につきましては、２５年度までに全校配置ということを言

われております。今現在、小学校で１０名、中学校で９名首席に入っていただいておりま

す。女性は小学校で３名、中学校で１名が首席をしていただいております。 

 また指導教諭につきましても、徐々に増やしていただくよう学校に働きかけていきたい

と考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 特に首席につきましては、昨年度でしたか、１０時間の臨時

講師が加配教員として配置されるという話を聞かせていただきましたが、そういう運用が

できたのかどうか、もう一度お聞かせいただきたいと思います。 

【森田学校教育部次長】 首席の１０時間につきましては９人が、首席軽減ということで

非常勤講師が入るようになっておりますが、まだ３校入っていないという状況であります。 

【百瀨委員長職務代理者】 加配等をいただけるならば、この制度をぜひ学校長にも周知

徹底してもらって、そういう時間の配慮ができる体制をこれからもぜひ進めていただきた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

【中原教育長】 この人事異動には直接は係わりませんが、免許更新が今年から始まりま

すので、１割が対象になるとすれば１００人強が夏休みの後半に抜けるということで、学

校にも若干影響があるのではないかと思います。免許更新を忘れたら失効してしまいます

ので、この点についても指導をよろしくお願いしたいと思います。 

【篠原委員長】 それでは、この件についてはこれで終わりたいと思います。 

 

【篠原委員長】 それでは次に、平成２１年度全国学力・学習状況調査の実施について田

中次長より報告願います。 

【田中学校教育部次長】 それでは、全国学力・学習状況調査について報告いたします。 

 平成２１年度の全国学力・学習状況調査につきましては、今年の１月に大阪府より参加

の照会があり、それを受けまして１月の定例教育委員協議会にてご論議いただき、参加の

旨を確認いただきましたが、昨日、４月２１日に実施したところでございます。 

 参加者数につきましては、小学６年生約２，６００名、中学３年生約２，２００名でご

ざいます。また、今後の分析等の日程でございますが、８月末には国よりデータ結果が送

られ、１０月頃を目途に分析結果を報告いたしたいと考えております。 

 また、昨年、慎重にご論議いただき公表に至った平均正答率や概要版等の扱いにつきま

しては、その効果検証を十分に図りたいと思います。なお、公表につきましては、昨年同

様の手順経緯を経まして決定いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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【篠原委員長】 ９月頃にはまた騒がしいことになろうと思いますが、八尾市は今までの

実績があります。八尾市独自の学力実態調査もやりましたし、昨年も結果の公表にあたっ

てはいいものを作っていただいておりますので、また今年もよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

 それでは、報告事項は以上でございますので終わりますが、委員の皆様方、何か他にご

ざいますでしょうか。 

 他にないようでございますので、以上をもちまして、４月定例教育委員会を終了いたし

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ので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは以上で終わります。どうもご苦労さまでございました。 

 

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

中原委員 

 

 

                                        

 


