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４月定例教育委員会会議録 

 

【委員長】 それでは、ただいまより４月の定例教育委員会を開催いたします。 

 まず初めに３月の定例教育委員会の会議録について審議をしたいと思いますが、委員の

先生方、何かご質疑はございましたでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【委員長】 よろしゅうございますか。 

 全委員ご異議なしと認めます。よって、３月の定例教育委員会会議録については承認と

決しました。 

 それでは、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

３ 月 3 1 日 ( 土 ) 

４ 月 ５ 日 ( 木 ) 

 

４ 月 ７ 日 ( 土 ) 

４ 月 1 3 日 ( 金 ) 

午前９時より、日本少年野球八尾大会開会式に出席。 

午前９時30分より、校園長会に出席。 

午後１時30分より、教頭会に出席｡ 

午後12時30分より、茶華道文化連盟45周年記念式典に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

 

【委員長】 次に、教育長報告を森教育長よりお願いをします。 

（教育長報告） 

３ 月 2 2 日 ( 木 ) 

３ 月 2 5 日 ( 日 ) 

３ 月 2 6 日 ( 月 ) 

３ 月 2 7 日 ( 火 ) 

 

 

午後１時30分より、文化振興事業団理事会に出席。 

午後２時より、郷土文化推進協議会30周年記念式典に出席。 

午後２時より、校園長会に出席。 

午前９時10分より、校務員及び調理員定期人事異動辞令式に出

席。 

午前10時より、生涯学習プラザ運営審議会に出席。 

開 催 年 月 日  平成１９年４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 

 

角田 委員長 

寺前 委員長職務代理者 

篠原 委員 

百瀨 委員 

森  委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

・巽教育次長・中原学校教育推進長・藤田部長・斉藤次長・中山

次長・浅野次長・川田次長・下司次長・倉本次長・松村次長・松

岡課長・橋本課長・藤井課長・柿並課長・吉岡所長・渡邉課長・

竹内課長・大谷館長・蒲生館長・田中館長・岸本課長・浅田参

事・田中参事・植田参事・大西参事 
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３ 月 2 8 日 ( 水 ) 

３ 月 2 9 日 ( 木 ) 

３ 月 3 0 日 ( 金 ) 

 

 

 

 

 

３ 月 3 1 日 ( 土 ) 

４ 月 ２ 日 ( 月 ) 

４ 月 ５ 日 ( 木 ) 

 

４ 月 ６ 日 ( 金 ) 

 

４ 月 ７ 日 ( 土 ) 

４ 月 ９ 日 ( 月 ) 

４ 月 1 3 日 ( 金 ) 

 

４ 月 1 8 日 ( 水 ) 

午後１時より、国際交流センター評議員会に出席。 

午後１時30分より、八尾体育振興会理事会に出席。 

午後３時より、転出指導主事等辞令式に出席。 

午前９時10分より、市職員定期人事異動辞令式に出席。 

午前11時50分より、臨時部長会に出席。 

午後12時50分より、市職員定期人事異動辞令式に出席。 

午後１時40分より、教職員等定期人事異動辞令式に出席。 

午後４時より、退職教職員への表彰状及び感謝状贈呈式に出席。 

午後５時30分より、退職者懇親会に出席。 

午前９時より、日本少年野球八尾大会開会式に出席。 

午後１時45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、校園長会に出席。 

午後１時30分より、教頭会に出席｡ 

午前10時より、部長会、公共工事下請業者恐喝事件関連改革推進

本部会議及び八尾河内音頭まつり実施本部に出席。 

午後12時30分より、茶華道文化連盟45周年記念式典に出席。 

午後２時より、生徒指導主事辞令式に出席。 

午前９時30分より、新規採用職員辞令式に出席。 

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。 

 

【委員長】 ただいまの委員長報告並びに教育長報告につきまして、何かご質疑はござい

ますでしょうか。 

 教育長は非常にたくさんの公務をこなしていただいておりますが、よろしゅうございま

すか。 

 ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 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１３号 

 

議案第１４号 

地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係教育委員会規

則の整備に関する規則制定について臨時代理承認の件 

八尾市社会教育委員の委嘱に関する件 

 

 まず最初に、議案第１３号「地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係教育

委員会規則の整備に関する規則制定について臨時代理承認の件」について審議をいたしま

す。 

 提案理由を斉藤次長よりお願いをします。 

【斉藤次長】 それではただいま議題となりました議案第１３号「地方自治法の一部を改
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正する法律の施行等に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則制定について臨時代理

承認の件」についてご説明申し上げます。 

 地方自治法の一部改正等に伴う関係教育委員会規則の整備について、急を要したため、

教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第２条第２項の規定に基づ

き、教育長が臨時に代理したので、次のとおり委員会の承認を求めるものでございます。 

 恐れ入りますが、新旧対照表をごらん願います。 

 第１条で、八尾市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正といたしまして、第２条第

２項を削り、第２条で、八尾市教育委員会所管職員名称規則の一部改正といたしまして、

職員の名称及び職種について規定の整備を行い、第３条で、八尾市立青少年会館条例施行

規則の一部改正といたしまして、「吏員及びその他の職員」を「職員」に改め、第４条で、

八尾市立学校園等に勤務する単純な労務に雇用される一般職に属する職員の勤務時間等に

関する規則の一部改正といたしまして、調理員についてその規定を削り、第５条で、八尾

市教育委員会事務局及び学校園、その他教育機関に勤務する職員の身分の取り扱い等に関

する規則の一部改正といたしまして、調理員についての規定を削り、第６条で、八尾市立

幼稚園、保育園等に関する条例施行規則の一部改正といたしまして、「収入役」を「会計

管理者」に改めるものでございます。 

 また、平成１９年４月１日を施行期日といたしております。 

 以上、甚だ簡単なご説明ではございますが、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

【委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、何かご質疑はご

ざいますでしょうか。 

【寺前職務代理者】 今、次長のほうから説明いただいたわけですけれども、いわゆる調

理員については学校給食全校民間委託になったということで、そういうことを受けての改

正ということですね。 

【斉藤次長】 今、職務代理のほうからおっしゃっていただいたように、学校給食につい

てはすべて民間委託になりましたので、調理員を職種変更いたしました。調理員がおりま

せんので、調理員というところを削らせていただいているという状況です。 

【寺前職務代理者】 調理員、現実的にはいわゆる職種変更ということになるわけですか、

調理員については。そういうことですね。 

 それで職務、どんな仕事をしていただいているのか、ちょっとご説明願いたいと思いま

す。 

【斉藤次長】 現業職員ということで、教育委員会の現業職ということで、校務員のほう

に職種変更させていただいています。 

【寺前職務代理者】 ということは、学校の校務員さんという位置づけで、そういうこと

でいいわけですね。調理員さんは何人いてはりましたか。 

【斉藤次長】 最終的に７名おりまして、２名が退職、定年退職でございまして、５名。

うち４名を校務員、１名がちょっと病気でございましたので、総務人事課付ということで、

ですから５名です。再任用も１名おります。 

 以上です。 

【寺前職務代理者】 今まで調理の仕事をなさっていて、学校校務員ということになれば
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大分職務の内容も変わると思うんですけれども、そういったあたりはやはり研修等もなさ

っておるんかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

【斉藤次長】 勤務条件等も変わりますし、業務内容も変わっておりますので、辞令の後、

そういう勤務条件等の研修を行い、そして実技の研修もその日の午後やりまして、それ以

外に２日ほど、先輩の校務員さんから実技的なこと、また指導をしていただいております。 

 今後研修、校務員研修の中で、必ず参加するようにということで、そういう研修も進め

ていきたいというふうに考えております。 

【寺前職務代理者】 ご説明いただいてよくわかったんですけれども、いずれにしまして

も、学校園に勤務されるということで、貴重な戦力だろうとこのように思いますので、十

分研修もしていただいて、それぞれの学校園で十分働いていただけるようにひとつご指導

願いたいと、このように思います。 

【委員長】 子どもと触れ合う大事な仕事ですから、しかしながら着々と研修を進めてい

ただいておりますようで、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 よろしいですか。 

【寺前職務代理者】 結構です。 

【委員長】 ほかにございませんか。 

【篠原委員】 一つだけ質問なんですが、これ、自治法の改正ということで、今ずっと新

旧対照表を見てみますと、大きなところの「吏員」という名称がほとんど消えてしまった

ということですね。ですからこれ非常に歴史のあるネーミングですね、これ、吏員という

のは。これは今後ずっとなくなると、全部職員というふうな、非常にすっきりしたという

感じがしますね。そういうふうに理解してよろしいですね。 

【斉藤次長】 はい。 

【委員長】 よろしゅうございますか。 

 ほかにございませんか。 

 教育長が臨時代理を行って、その承認を求めるということでございます。 

 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１３号につき、原案を適当と認めることにご異議はございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３号「地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係教育委員

会規則の整備に関する規則制定について臨時代理承認の件」について、原案可決を適当と

認めることに決しました。 

 次に、議案第１４号「八尾市社会教育委員の委嘱に関する件」について審議をいたしま

す。 

 提案理由を倉本次長より説明願います。 

【倉本次長】 それではただいま議題となりました議案第１４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申し上げます。 

 本件は、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第１条第１３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、社会教育法並びに本
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市社会教育委員条例の規定に基づき、学校教育経験者、社会教育研究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。 

 このたび、学校教育経験者の退任に伴い、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。 

 お手元の社会教育委員名簿（案）にお示しのとおり、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戸井敏雄氏が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の山下利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、ご提案申し上げるものでございます。 

 なお任期につきましては、４月２０日から平成２０年５月３１日までの残任期間といた

すものでございます。 

 以上でございます。 

【委員長】 ただいま提案の理由の説明がございましたが、委員の先生方、何かご質疑は

ございますでしょうか。 

 学校教育関係者のみの交代でございます。 

 よろしゅうございますか。 

【篠原委員】 この提案理由だけですね。 

【委員長】 はい、質疑をいただくようになっています。 

【篠原委員】 協議会で、学校教育関係者のところがあて職だということは理解しておる

んですが、校長会の会長ということで、これ会長でなくてはならないのかというようなこ

とが審議されたと思うんですが、これこのままになっていますけれども、何か学校教育、

代表とか何とかそういうのが上がっていたんですけどね。 

【倉本次長】 お手元に配付の八尾市教育委員会委員候補者名簿（案）には所属、八尾市

校長会会長となっておりまして、従前からこういうふうな規定に基づいてやっておりまし

たが、今後、今年につきましては、残任期間でございまして、今度八尾市校長会でいろい

ろまたご議論いただきまして、校長会会長でなければならないものか、あるいは会長以外

の方をご推挙いただくものかを含めまして、検討を重ねてまいりたいと思っています。 

【委員長】 よろしゅうございますか。 

【篠原委員】 結構ですよ。 

【委員長】 学校教育関係者としては、八尾市校長会代表という方を候補者として挙げて

いくということで、過日の協議会でも話をいたしましたが、その結果、山下利夫先生が校

長会の会長としてその職におさまっていただくというふうに理解していいわけですね。 

 そのほかのことにつきましても、今後いろいろと検討していただくことが課題になって

おりますので、そういうことで篠原委員、いかがですか。 

【篠原委員】 結構です。 

【委員長】 よろしゅうございますか。 

【篠原委員】 それからもう一点。 

 誠につまらんことだと思うんですが、社会教育法という法律がありますね、ご存じのよ

うに。ところが実際社会教育という言葉は最近では余り使われないんじゃないでしょうか

ね。国のほうの動きで名称変更、何かしばしば行われている中で、これ見直しという動き

はないんでしょうね。社会教育という言葉そのもの。例えば生涯学習、生涯教育とかね、
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そういう言葉にどんどん入れかわっているような、これは私の勝手な思い込みかもしれま

せんけれども。どうでしょうか。 

【藤田部長】 ご指摘はよくわかるんですけれど、ただ社会教育法という法律がございま

す。これはそれにのっとった中での位置づけがございますので、その辺がやっぱり削除さ

れない限り、やはり社会教育という分野は必要かと考えております。 

【篠原委員】 それはわかって言うとるんです。だから国のほうで、世間的、一般的にも

社会教育という言葉が、先ほど申し上げたようにどんどん使われなくなっている中で、そ

ういうその言葉、この場合やったら社会教育委員ですね。社会教育何々、法律も含めて、

何かその見直しの動きがあるようなことは、全然感じられないかどうかということをね。

全然そういう動きはなさそうですな。 

【倉本次長】 先ほどの地方自治法等の改正によりまして、日本のやっぱりいろんな各種

の制度が制度疲労を起こしているという形で、教育の分野につきましても、国の方でいろ

いろ議論されておりまして、この社会教育法という法がある限り、こういう名称を使わざ

るを得ませんが、片や生涯学習というふうな言葉がもう１０数年前に出てきまして、そう

いうふうな関係で教育全体の、あるいは日本の国のあり方全体のことにつきましてもご議

論されておりますので、その方向性をきちっと見据えまして、今後国の動き等を注視しま

して適切に対応してまいりたいと、このように考えております。 

【篠原委員】 よくわかっておりますので、えらい時間をとりまして申しわけない。終わ

ります。 

【委員長】 確かに八尾市の場合は、社会教育イコール生涯学習というふうな読みかえを

一般市民もしておられると思うんですね。ところが生涯学習ということになると、イコー

ル社会教育ではないわけでしょうね。そうすると、いろいろ誤解も生じてくる。本来なら

ば学校教育も含めてライフロング・エデュケーション、いわゆる生涯学習ということにな

るわけでしょうけれども。そのあたりの整備がまだ十分できていない中で、八尾市は生涯

学習という文言を使っているというふうに、部長、理解していいわけですね。 

【藤田部長】 今度、当然教育基本法が変わりまして、その中に生涯学習というのが入れ

られておりまして、その辺の推移で、こういったもろもろの法律が変えられていくだろう

と思われますが、非常に広い概念でございますので、当然その分野は社会教育と違う分野

がございます。我々はその辺を慎重に見守りながら、もうやっぱり変えていくときは変え

ていくというような時期が来ようかと思います。ただ、今は現行がこういうことでござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

【委員長】 大事な文言でありますので、もうちょっとお尋ねをしたいんですが。 

 例えば府下的には、やはり社会教育イコール生涯学習というような受けとめ方で名称が

使われているんでしょうか。お知りになっておられる範囲内で結構ですけれどね。やっぱ

り社会教育というのを残しているところが多いのか、やっぱり生涯学習ということで取り

組まれておるところが多いのか、どんなものなんでしょうね。ごく限られた知見で結構で

す。 

【松村次長】 府下の各市の状況でございますが、記憶が定かでございませんが、約半数

近く、３分の１以上がまだ社会教育課という課が残っておる市もたくさんございます。 

【委員長】 そうですか。 
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【松村次長】 ただ八尾市の場合は生涯学習部ということで、先取りをしたという感じで

す。 

【委員長】 八尾は先取りをしているというふうに理解していいわけですね。まだ社会教

育という文言はやはり地域によっては残っている、そういうことで活用されている。そう

いうことのようですが、先生、よろしゅうございますか。 

【篠原委員】 結構でございます。 

【委員長】 それでは、委員の先生方のご質疑がないようでありますので、採決に移らせ

ていただきます。 

 議案第１４号につき、原案を適当と認めることにご異議はございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１４号「八尾市社会教育委員の委嘱に関する件」について、原案可決を

適当と認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 それでは続きまして報告事項に移らせていただきます。 

 まず最初の報告事項ですが、平成１９年度教職員人事異動について、中山次長から報告

をお願いします。 

【中山次長】 総務人事課より教職員人事異動についてご説明いたします。 

 ４月１６日現在の資料に差しかえさせていただいております。よろしくお願いいたしま

す。 

 初めに、児童・生徒・園児数及び学級数、教職員数でございます。 

 平成１９年度におきまして、小学校は４月１６日現在で、児童数１万６，２５５人、５

７４学級、うち特別支援学級数は６７学級でございます。それから教職員数８６３人。昨

年度と比較してでございますが、児童数は若干増えております。学級数も１年生、２年生、

どちらも３５人学級による増がございまして、８学級増となりました。教職員数も１２人

増となっております。 

 中学校でございますが、生徒数７，２５２人、２２７学級、うち特別支援学級（養護学

級）数は２１学級でございます。教職員数４８４人。昨年度と比較してでございますが、

生徒数が若干減っておりますが、今年度は初任者加配などが増えましたことから、教職員

数が２人増となっております。 

 次に、特別支援学校でございますが、児童・生徒数１０人で、学級数４学級、教職員数

２０人です。学級数、教職員数につきましては、増減はございません。 

 幼稚園は、園児数１，７２４人、６７学級、教職員数１１４人となっております。昨年

度と比較してですが、今年度は園児数が５４人減になりました。学級数、教職員数は若干

それに伴い減っております。 

 なお、児童・生徒・園児数の推移につきましては、資料の最後、３ページにグラフをつ

けております。ここ１０年間の変化を表とグラフで示しました。小学校児童数は１万６，

０００人前後で推移しておりますが、向こう５年間の小学校就学予定者を見ますと、今年

度よりも２００人から３００人減という見込みとなっております。 
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 それから中学校生徒数でございますが、８，０００人から７，０００人台前半で推移し

ております。向こう５年間を見ましたところ大幅な増減はなく、７，２００人前後の見込

みとなっております。 

 幼稚園園児数でございますが、１，８００人前後でずっと推移しております。 

 それから特別支援学校児童生徒数は、１０数人台で推移しております。 

 それではまた１ページ目に戻っていただきまして、引き続き説明いたします。 

 （２）の教職員数でございますが、この表は各職種の内訳を示したものでございます。

昨年度と比較してですが、小学校の教諭につきましては、退職者や新規採用者の増減の関

係から、昨年度６３８人だったところが、今年度教諭が６５８人と、２０人増となってお

ります。それから同じく中学校の教諭についてでございますが、昨年度３６２人であった

ものが、今年度３７３人ということで、１１人増となりました。 

 また、定数内の講師につきましては、小学校が昨年度５０人だったものが、今年度４３

人と減っております。中学校では昨年度４４人であったものが、今年度３２人と少し減っ

ております。定数内講師の減少につきましては、新規採用者数が増加しているものによる

ものでございます。そのほかにつきましては、昨年度と比較して、大きな増減はございま

せん。 

 続きまして、２ページ目をごらんください。 

 平成１８年度末１９年度当初の教職員人事異動数でございます。 

 まず退職者数でございますが、昨年度と比較しますと、校園長先生方は、１７年度末、

１８年度末、ともに６人の退職でした。 

 教頭先生方は、１７年度末４人のところが、１８年度末は６人で、２人増えました。 

 教諭のほうは、１７年度末４５人であったものが、１８年度末につきましては４６人で、

ほぼ同数でございます。 

 そのほかについては、昨年度と大きく変わったところはございません。 

 次に増えたところでは、昨年度と比較しまして、顕著なところを申します。 

 新規採用者は１８年度、昨年度８８人の新規採用者であったものが、１９年度は１７人

増えまして、１０５人となっております。特に小・中学校の新規採用者は今年度９９人で

すけれども、今後５年間、同数あるいはそれ以上の数が入ってくるであろうと見込んでお

ります。そのほかにつきましては、昨年度と大きく変わりはございません。 

 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、昨年度３１人でござ

いましたが、１９年度は１４人で、１７人減となっております。 

 また教職員のほうの異動に関しましては、１８年度１１５人でございましたが、１９年

度は１３４人で、１９人増となっております。 

 今回の管理職人事につきましては、昨年度、異動対象者が多かったこと等もありまして、

今年度の配置換えが減っております。学校園の課題等を考慮して、学校園が活性化される

ように管理職の配置換えを行ってまいりました。 

 また教職員人事におきましては、新規採用４年以上の者、経験者７年以上の異動対象者

が今回は中学校において多かったことから、前年度より中学校の異動が増えております。

教職員の配置換えによる意識改革も含めまして、適正な配置を心がけて、今後も人事異動

を行ってまいります。 
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 それから新規採用者でございますが、小学校２９校、中学校１５校のすべてに、そして、

幼稚園６園にそれぞれ配置いたしました。 

 それから初任者の育成にかかわりましては、今年度も各学校園で組織として効果的なシ

ステムづくりをより強化していただきますように、学校園に働きかけていきたいと考えて

おります。 

 以上、簡単ですが、教職員人事異動について報告を終わらせていただきます。 

【委員長】 教職員人事異動という非常に重要な中身につきまして報告をいただいたわけ

ですが、委員の先生方、ご意見はございませんでしょうか。 

【篠原委員】 この講師と書いてあるのは、これは中学校、小学校とも定数内講師ですね。

いわゆる常勤講師と呼ばれる。これは大体割合としては、昨年度より減っているように理

解できるんですが、まだ全体の割合から見ると、ちょっとやはり講師の数がまだまだ多い

んじゃないかなという、この表を見ればですよ。これは新規採用教員の加配と、その他い

ろいろもろもろのことが関係してくると思うんですけれども、これはもう全市的に見て、

平均値なんでしょうか、この講師の数、率からいきましてですね。そこのところをひとつ

お答えください。 

【中山次長】 現時点で、小学校、中学校とも定数内講師は、各学校園、平均しますと２

名程度の配置で、小さいところになりますと１名の配置あるいは配置がないというところ

もございます。 

 新規採用者が今後も増えてまいりますが、今の時点では定数内講師は、まだこの数で入

っていただいております。 

【篠原委員】 もう一つ、その定数内講師ですが、割合は大体前年とほとんど同じだろう

というふうに理解するんですけれども、各学校に今１名か２名とおっしゃいましたね。た

だ私さっき申し上げたのは、新規採用との割合はどのくらいか。定数内講師のほうが何か

多いんじゃないかなという感じがしましたので。それはもう採用いかんによってかかわっ

てくると、こういうふうに理解してよろしいですか。 

【中山次長】 失礼いたしました。そのように考えていただければと思います。 

【寺前職務代理者】 先ほどご説明で、小学校１、２年生、これ３５人学級ということで、

一応今年から実施されたわけですけれども。今後いわゆる今は１年、２年だけですけれど

も、３年以上にも増やしていくというような府のほうの考え方あたりは、特にございませ

んか。 

【中山次長】 職務代理のご指摘なんですけれども、今の時点では、府の人担会におきま

しても、１年生、２年生についてしか聞いておりません。今後また情報が出ました時点で

お知らせしていきたいと思います。 

【寺前職務代理者】 ３５人学級を増やしていくということになれば、やはり財政的な面

での負担も大きくなりましょうし、特にちょっと気になりますのが、議会のほうからもい

ろいろご質問も出ているようにも受けとめておるんですけれども、そういったあたりの議

会での質問とか感触的なことですね、お教え願いたいなとこのように思いますけれども。 

【中原推進長】 今のご指摘にかかわってですが、財政上許されれば当然３５人学級でき

ます。しかし、現時点では少人数指導を中心に行っており、一定の枠内で少人数に分ける

ことで効果を上げたいと考えております。しかし、すべて人数が少なければ少ないほうが



 

－10－ 

いいというような考えを持っておりません。例えば国語や社会、道徳など、一定の考えを

練り上げる場合には一定部分の集団が必要だろうというようなこともありまして、大きな

集団と小さな集団をうまく活用しながら教育を進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 現在、小学校では平均的に言えば、大体１学級平均的には２８．２人というところでご

ざいまして、中学校では３２．０人ということで、中学校のほうが少し多いんですが、大

きな集団にある程度なれさせ、その集団の中で表現をさせていく、発表させていくという

ようなことも、これからの社会の中では重要だろうということも考えながら、大きな集団

と小さな集団をうまく教育の中に取り入れていきたいというような考えで今進めておりま

す。 

【寺前職務代理者】 今、推進長のほうからご説明いただいて、少人数学級とかいろいろ

工夫されながらやってきておられるということもよく承知いたしております。現場のほう

では、今申し上げましたように、試行錯誤をやりながら続けておられるということで理解

させていただいています。 

 ただ、先ほど説明ありましたように、小学校やったら大体平均して２８人、中学校で３

２人と、こういうことからすれば、一概にそうしたら３５人学級にしたからえらい減ると

いうようなものでもなさそうに受けとめさせていただいていいんですかな。例えば学級数

がえらい増えるとか、そういうあたりはどんなもんです。 

【中原推進長】 学校には差がありまして、４０人近いところがあることも事実です。逆

には１クラス２０人ぐらいしかいない学校もあり、差は出てきます。八尾市の義務教育の

学校をすべて３５人学級にしてしまうと、人件費が大体４億円ぐらい必要だというふうな

試算は出ています。 

 できるだけうまく集団の大小を組み合わせ少人数指導をしながら、各学校で授業を進め

ているところでございます。 

【寺前職務代理者】 推進長もご説明いただいたように、それぞれの学校現場でいろいろ

工夫をしながら、メリット、デメリットを考慮してやっていただいているということで、

それで結構です。 

 もう一点ですけれども、昨年新たな職の設置ということで、指導教諭とか首席ですか、

新たに設けられたわけですけれども、この異動の表を見ますと、そういったあたりが出さ

れていませんので、現実にどの程度、一応新規に起用されたのか、資料をお持ちでしたら

ご説明願いたいとこのように思います。 

【中山次長】 職務代理、今言っていただいた首席、指導教諭についてでございますが、

この中の教諭の数の中に含まれておりますが、内訳は首席が中学校で６名、小学校のほう

で１名、それから指導教諭につきましては、小学校に１名、４月１日付で発令いたしまし

た。 

【委員長】 そのことが大きな課題になっておりますので、そのあたりの数はまた資料で

我々に示していただきたい。お願いしておきます。 

【中山次長】 そうさせていただきます。 

【寺前職務代理者】 まだ１学期も始まったばかりで、そのことがどれほど効果が上がっ

ているんかというところについてはこれからであろうとこのように思いますけれども、い
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わゆるそういう新たな職を設けられた目的とか職務内容というのがございます。そういっ

たあたり、十分当然任用された方は心得ておられるとはこういうふうには思いますけれど

も、管理職の先生あたりからも、なぜ当校に設置されたのかということも指導されて、今

後十分機能するように、ひとつお願いしておきたいなとこのように思います。 

 以上です。 

【百瀨委員】 教員定数というのはこれ府費負担決められた中で、昨年度は講師が小学校、

中学校、また幼稚園を含めて大変多かったわけですけれど、本年度は先ほど聞きますと、

各学校、講師が１から２名と、数を大変減らしていただいたことについてお礼を申してお

きたいなと。しかしこれからそれだけ新任研修等を含めて十分に各学校が効果的に進める

ようにのご努力だけお願いしたいと思います。 

 なお１点なんですけど、各学校で、地域によって学級数の増減というのがあるのかない

のか、そのあたりちょっと教えていただけたらと思います。 

【中山次長】 関係課と児童生徒数の推移を見まして、今後の予定を見ておりますと、１

８年度以降、毎年全体を見ますと小学校につきましては５０名ほどの減少と聞いておるん

ですけれども、小学校区のほうで言いますと、久宝寺小学校、龍華小学校、亀井小学校に

つきまして、若干の増が見込まれているというふうに関係課から聞いております。それに

伴いまして、学級数、あるいは教職員の数も変わってまいるかと思います。 

 中学校につきましては、現時点では大きな変わりはないと推移しております。 

【百瀨委員】 これから進めていく教育の中で、統廃合というようなことも、増減によっ

て考えることもあり得るかと思うんですね。こういうことでも他市においては、もう現場

の退職された校長先生たちが一つのシステムを設定する中に取り組まれて、組織を組んで、

そういう対応をしておられると、そういうことも聞いておるわけですが、そのあたり八尾

市としてもそういう将来に向けて何らかのそういう対応を考えられているのかどうか、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

【松岡課長】 市議会のほうでも大規模なマンション開発等の際、ご議論がございました。

現在の状況におきましても、全体の生徒数とは別に地域的な生徒数、児童数の偏在という

ものが見られます。一定の規模を超えた大規模校といったものと小規模校といったものに

つきましては、先ほど推進長のほうからも説明がございましたが、教育環境という点で、

果たしてどの程度が望ましいのかということにつきまして、まず検討をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 したがいまして、まず本来の学校規模のあり方がどういったものが適切かということか

ら始まりまして、今後の具体的な本市における推移状況を見まして、さらに詳細な検討を

行ってまいりたいというふうに考えております。 

【委員長】 よろしいですか。 

【篠原委員】 この資料の３ですね、いい資料をいただきましてありがとうございます。 

 そこで２番目の、いわゆる児童生徒の増減とかの棒グラフですね。これを見ますと、ど

ちらも小学校は漸増、中学校については漸減というような感じに読み取れるんですが。こ

れ前に申し上げたことがあります。特に大阪でも北のほうの箕面市とか豊中市では非常に

中学校あたりもどんどんどんどんと少なくなっていく、公立の中学校の生徒がですね。空

き教室がいっぱい出て困っているというような話を耳に入れたことがあるんですが、八尾
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はその点では非常に健全な姿をしていると思うんですね。 

 しかしそれにはいろんな要素が隠されていると思います。それでこの健全と思われる数

字を維持していくためにも、やはりこれは教育委員会が中心になって、各学校の活性化、

あるいはいつも言っているんですけれど、自分の学校をいかに自慢できるかという、自慢

できる学校というふうなことを、それをつくっていって、そしてやはりこの姿をずっとと。

これがむしろ上向きに、漸増にどちらも上向くぐらいの、少子化の中ですから無理だと思

うんですけれども、努力を各学校にしていただけるように、教育委員会のほうにもいろん

なアイデアを出しつつ頑張っていただきたいとこういう気もします。 

【委員長】 いわゆる特色ある学校づくりを推進。 

【篠原委員】 そうなんですよ。何か自慢のできる、誇れる学校ということを。 

【委員長】 それを教育委員会がやはり広報していくというそういうシステムを構築しな

いとだめですよね。 

 よろしゅうございますか。 

【篠原委員】 はい。 

【委員長】 ほかにございませんか。 

【寺前職務代理者】 これからかなり新任の先生方も増えてくると思うんですが、退職も

増えるわけですから。今年も結構な数、八尾市にも府の方から配属していただいています

けれども、やはりその新任の先生方の研修ですね。この件については鉄は熱いうちに打て

というようなことがございますし、従来からはサポートセンターなり指導課を中心にやっ

ていただいておりますが、新たな研修、特にいろいろと知恵を絞っていただいて、充実し

た研修ですね。今日、朝も教育長もおっしゃっていましたけれども、研修の内容について

はいろいろ一工夫も二工夫もしなければならんということもおっしゃっていました。そう

いった中で、新任の先生方の研修については、従来にも増してひとつ力を注いでいただき

たいなとこのように思います。何か具体的に平成１９年度、こういうことを考えてんねん

というようなことがございましたら、ひとつご披露願いたいなとこのように思いますけれ

ども。 

【委員長】 まさに特色ある教員養成、新任教諭の養成のプランがありましたらというこ

とですが。 

【吉岡所長】 今のご質問に対してでございますけれども、教職員の大量採用、退職に向

けまして、今までの八尾の教育のよき伝統を受け継ぎ、さらに発展させるという意味で、

研修は重要なものと考えております。 

 特に言われたとおり、初任者を初め２年目、３年目、４年目、５年目の経験年数の浅い

教職員あるいは中堅職員の資質向上ということ重要だというように考えております。 

 特に何かするだけの研修と違って意識変革のある研修をというふうに、私どもも心得て

おりまして、従来の研修形態や内容を受け継ぐだけではなしに、直面した教育課題にも果

敢に挑む内容であったり、やっぱり根っこにあるのは主体的な研修意欲に裏打ちされたも

のであるというふうに思っておりますので、その辺を中心に主課題とさせていただきたい

と思っております。 

【寺前職務代理者】 先ほどちょっとお聞きしましたけれども、指導教諭いうのはやっぱ

りそういう教職員の指導にも当たっていただくとこういう理解を僕はもっておるんですけ
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れども、そういうことですね。 

【吉岡所長】 研修の内容につきましても、今まで実施しておりました教育課題実践研修

で意識を高めてもらう、自分が学校の教育内容を企画していく、推進していくというとこ

ら辺を意識して研修を実施してまいりたいと考えております。 

【委員長】 新規採用の教職員が学校現場にどっと入ってくるわけですから、特色ある教

員の研修計画をどう立てるのかということについて、やっぱりビジョンが必要かと思いま

すが、職務代理もそういうことをお尋ねではないかと思いますが。 

【川田次長】 今、職務代理ご指摘の点でございますが、今年度の新規採用教職員の研修

につきましては、従来、全体で行っておりましたものをブロック化いたしまして、その中

核に指導教諭でありますとか首席を位置づけて、中学校と小学校を組み合わせた形で、他

校種の交流並びに授業研究を推進してまいる予定です。大量採用に向けまして、大きい形

ではなかなか浸透できないものを、できるだけ現場のニーズに合った形で、しかも授業実

践を中心にということで、今年度新たな展開をしようと考えているところでございます。 

【寺前職務代理者】 今、次長のご説明もございまして、よくわかったんですけれども、

ブロック的にあるいは実践的な研修を中心にやるということで、非常に結構かなとこのよ

うに思います。できるだけ実践的な研修とか経験に基づいたことを事例的にやっていただ

くとかそういうことも含めてお願いしたいなとこのように思います。 

 以上です。 

【委員長】 今までのような講義型の研修というのはもう魅力を余り感じない、そういう

風潮もなきにしもあらずでありまして、子どもの総合的な学習の時間ではありませんけれ

ども、やっぱり体験を通した血肉になる研修計画というものをやっぱり創造していただく、

工夫していただくということが課題ではないかと思いますので、そのあたり、よろしくお

願いしたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

 いわゆる教育は人なりという言葉は簡単に使われておりますけれども、教育の真髄をあ

らわした言葉だと思いますので、その中でも人事というのは非常に大きい問題だと思いま

す。そこに中山次長さんがその要に座っていただきまして、大いに期待をしているところ

でございます。 

 ２００７年問題と言われる教員の大量の退職、団塊の世代の退職と申しますか、そうい

う中で、都市によっては３分の２ぐらいの管理職が交代になる。それはやがて八尾にもか

かわってくることだと思います。そのあたりのいわゆるビジョンですね。ビジョンをやは

りきちっと立てた中で、１０年先、２０年先を見通した人事構想というものが必要かと思

うんですが、そのあたりのいわゆるプランの樹立ということについては何か検討がされて

おりますか。 

【中原推進長】 もう何年か前から２００７年問題については、学校長を中心に議論され

ているところでございます。最近校務分掌を見ましても、必ず若い者と経験のある者とペ

アで校務分掌を組ますようにしているようですし、教室の配置にいたしましても、複数の

学級があるところはうまく学年主任と担任を配置し、若い世代にノウハウを伝えていこう

というような準備をしていただいているようです。各校長にヒアリングをさせていただく

のですが、どううまく次世代に伝えていくのか、これは各研究会、それから他の団体もそ
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うですけれども、若い世代と経験を積んだ世代が重なり合いながら、進んでいるところで

ございます。我々もできるだけ若い世代に伝えていかなければならないというふうに思っ

ておりまして、意図的に進めております。 

【委員長】 先ほども申しましたように、１０年というような一区切りを意識したやはり

そういう人事の基本構想というものを持っておきませんと、やっぱり教育というものはそ

ういう、特に教育政策を進めていく上では非常に重要な資料になっていくわけですから。

ぜひ人事の方でそのあたりをいろんな関係者が鳩首相談する中で、八尾の人事の基本構想

を立てていただいて、我々にもご説明いただくということが大事ではないかと私も思って

おりますのですが。その方向でひとつご検討くださいますでしょうか。 

 ではこの問題についてはよろしゅうございますか。 

 意見がございませんようですので、次に、平成１９年度事務事業計画について、各所属

長より報告を願います。 

 この進め方ですが、教育総務部からお願いして生涯学習部まで、まず全体に通してお話

をいただいた後、質疑応答という形をとりたいと思いますが、それでよろしゅうございま

すか。逐一いたしませんが、よろしいですか。 

 それではまず教育総務部よりお願いをいたします。 

【斉藤次長】 それでは平成１９年度事務事業計画につきまして、教育委員会事務局の全

所属から順次報告させていただきます。時間の関係もございますので、できるだけ簡潔に

ご報告させていただきたいと存じます。 

 まず総務人事課でございますが、業務内容といたしましては、管理的業務や福利厚生等

が中心となっており、主な事務事業等につきましては、四半期ごとに記載させていただい

ております。 

 また通年事務事業等につきましては、安全衛生委員会事務を初めといたしまして、人事

及び給与事務並びに内申事務等を行ってまいります。 

 以上、簡単ではございますが、総務人事課のご報告とさせていただきます。 

【松岡課長】 続きまして、平成１９年度教育政策課の事務事業計画について報告をさせ

ていただきます。 

 教育政策課につきましては、四半期ごとの事務事業につきましては、記載のとおり、学

校園等安全教室の開催ということでございまして、それ以外に通年の事務事業といたしま

して、定例及び臨時の当教育委員会議の事務局事務を初めといたしまして、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

を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

【橋本課長】 続きまして、施設管理課より事務事業の計画をご説明申し上げます。 

 計画内容につきましては、同様に四半期ごとに記載させていただきました。 

 当年間計画といたしましては、トイレの改修、各学校園から要望の強い洋式便器の設置

等記載どおり年間を通して事業を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

【藤井課長】 それでは学務給食課の事務事業についてご報告いたします。 

 まず小学校関係につきましては、就学の機会均等を図るため、その保護者に対しまして、
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必要な援助、就学援助事業、奨学金事業、その他私立幼稚園就園奨励費の給付等の事業を

行ってまいります。 

 次に、学校保健関係につきましては、園児・児童・生徒及び教職員に対する検診並びに

健康診断の実施、学校園の管理下における災害に対する共済費の給付、その他学校園の水

質検査等の環境衛生業務を行っており、よりよい学校園の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、本年度をもちまして、全校の給食調理業務の民間委託を

行うことができました。今後とも効率的な運営を行ってまいります。 

 また、給食設備や環境の整備、その機能更新等を行い、なお一層の衛生管理の強化に努

めるとともに、よりよい給食を目指してまいります。 

 以上でございます。 

【柿並課長】 それでは指導課の事務事業につきましてご説明いたします。 

 八尾市教育重点目標の平成１９年度八尾市教育重点課題でありますスリーＴプランに係

る諸施策といたしまして、まず知の部分でございますが、学力向上推進事業の一環といた

しまして、本年度より実施されます国の学力学習状況調査も活用しながら、昨年度に引き

続きまして今年が３年目となる八尾市学力実態調査や自学自習力育成サポート事業の継続

実施、さらには昨年度全中学校に配置いたしました英語指導講師を活用した、中学校英語

の授業内容と小学校での英語活動の内容を充実してまいります。 

 次に徳の部分でございますが、総合学習等教育改革支援事業を通じまして、各学校での

道徳の時間や総合的な学習の時間の中で、体験活動の機会を増やすことなど豊かな心の育

成に努めてまいりたいと考えております。 

 次に体の部分でございますが、小・中学校体育大会業務委託や中学校クラブ活動各大会

交通費支給などを通しまして、健やかな体の育成の推進を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 安全安心の学校園づくりにつきましては、関係各課と連携するとともに、通学路横断安

全業務や通学路の整備に努めてまいります。 

 最後に幼児教育についてでございますが、３年目を迎える預かり保育につきましては、

今年度から夏季預かり保育を全園で実施する予定でございます。 

 以上でございます。 

【吉岡所長】 教育サポートセンターでございます。 

 次世代を担う子どもたちの成長をサポートするという施設でございまして、学校園支援、

家庭教育支援、地域教育支援の三本柱として取り組みをさせていただいております。 

 学校園教育支援でございますが、教員の意識改革を促すための教職員の指導力の向上、

特別な教育的支援が必要な子どもたちの相談支援、これは幼稚園まで含めます。それとふ

れあいルームを中心とした不登校、いじめ等の対応の部分です。家庭教育の支援でござい

ますけれども、学生サポーター派遣等によります家庭の教育力向上をめざす取り組み、専

門性の高い相談員による市民ニーズにこたえるための教育相談の拡充ということです。地

域教育支援につきましては、教育情報ネットワークを有効に活用しました情報発信、それ

と学校園支援ボランティアを学校園に派遣するという業務をさせていただいております。

この三本柱を中心に実施してまいりたいというふうに考えております。 

【渡邉課長】 続きまして、人権教育課のほうから事業計画書に基づきましてお話をさせ
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ていただきます。 

 年間を通して人権に関する各種研修について取り組んでおります。 

 それから各学校園で活用可能ないわゆる人権学習のプログラムの提案ということで、人

権教育推進のための手引書を作成をしております。 

 それから今年度、人権教育推進学校園支援事業を一部拡充をいたしまして、１０校２園

のモデル校に加えて、１８校９園の助成事業を立ち上げて、各学校園における研修や子ど

もたちの学習に活用をしてもらえる事業を開始をしております。 

【倉本課長】 それでは、生涯学習スポーツ課の事務事業についてご説明申し上げます。 

 まず、事務事業執行に当たりましては、第２次生涯学習計画及びスポーツ振興計画に基

づき、進行管理を含め、総合的、一体的に取り組んでまいります。 

 続いて、第４四半期におきまして実施予定の第２回少年サッカー大会につきましては、

教育委員会挙げてのスポーツ行事となるよう取り組んでまいります。 

 続いて、年間計画におきまして、生涯学習センターの改修、改善費用について、長期的

な視点で生涯修繕費用を算出し、資金計画を作成することを目的に、生涯学習センター改

修計画策定事業に取り組みます。 

 また、学校体育施設開放事業につきましては、引き続き総合型地域スポーツクラブ支援

事業と連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

【竹内課長】 続きまして、青少年課の平成１９年度事務事業についてご説明申し上げま

す。 

 本年度の青少年の自然体験や社会体験、ボランティア体験など体験の機会を提供する事

業を、青少年の育成団体やボランティア団体の協力を得まして、積極的に進めてまいりた

いと存じます。 

 また青少年健全育成重点目標に定めております家族がふれあう家庭の日の取り組みを地

域団体及び関係機関、企業等の参加を得まして推進していきたいと考えております。 

 次に、年間計画の放課後子ども教室推進事業は、平成１９年度の新規事業でありまして、

安全安心な子どもの活動拠点を小学校に設け、地域の方々の参画及び協力を得まして、子

どもたちとともにスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の取り組みを推進する全

児童対策の事業です。今年度につきましては１７小学校区で地域の参画を得まして実施し

ていただく予定です。 

 以上、青少年課の平成１９年度の事務事業の報告とさせていただきます。 

【大谷館長】 それでは続きまして、図書館の事務事業についてご報告をいたします。 

 市立図書館では市民生活に必要な知識や楽しみを資料を通じまして提供するため、貸し

出しはもとより調査相談、自動サービス、ｾﾞﾝｷサービスを重視しながら、市民の本棚とし

て親しまれ、信頼される図書館運営を行っているところでございます。 

 さらに、八尾市図書館サービス計画に基づきまして、図書館ネットワークの充実を図り、

市民や学校園に対し必要な資料、情報を積極的に提供するとともに、地域を支える情報拠

点を目指して、サービスの充実に取り組んでまいります。 

 具体に、図書館サービスの充実事業といたしまして、昨年からに引き続き、図書館開館

日利用時間の延長、土曜、日曜の祝日開館、障害者等を対象とした宅配サービスを行って
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まいります。 

 これら図書館のサービス事業を遂行するに当たりましては、３館連携のもとに、職員一

丸となってサービスの充実に取り組んでまいりたいと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

【蒲生館長】 続きまして、桂青少年会館事務事業についてご報告させていただきます。 

 青少年会館では本年度も利用者の安全確保に十分配慮しながら、青少年の健全育成を目

指した取り組みを進めてまいります。 

 桂青少年会館の事務事業につきましては、記載のとおりでございます。 

 桂、安中両青少年会館に共通した新たな取り組みといたしまして、２点ご説明申し上げ

ます。 

 １点目でございますが、子どもたちの健全育成を目指し実施しております桂青少年会館

の小学生教室及び安中青少年会館のパレット教室におきまして、他の事業との整合性を図

るため、個人に返るものの材料費につきましては実費負担をいただき、事業を実施してま

いります。 

 ２点目でございますが、館運営委員会の委員構成を見直し、幅広い分野からご意見をい

ただけるよう、現在調整を進めているところでございます。本年度も八尾市民の皆様から

必要とされ気軽にご利用いただける青少年会館を目指して、事業を進めてまいります。 

 以上でございます。 

【田中館長】 平成１９年度安中青少年会館事務事業計画についてご説明申し上げます。 

 事業につきましては、資料に記載させていただいておりますので、ごらんいただきたい

と思います。 

 本年度変わりました点につきまして申し上げます。 

 子育て支援事業の中の親子幼児教室につきまして、本館のみで活動しておりましたが、

本年度から各地域のほうへ出ていきまして、コミセンのほうをお借りして、地域で活動し

ていきたいというふうに思っております。 

 それともう一点、移動教室なんですが、本年度より桂青少年会館と合同で行いたいと思

います。合同で行うことによりまして、内容の充実、学校に対する対応を幅広く対応して

いきたいというふうに思っております。 

 以上、簡単ではでございますが、安中青少年会館の説明とさせていただきます。 

【岸本課長】 それでは文化財課の平成１９年度事務事業計画についてご説明を申し上げ

ます。 

 本年度における主な事業といたしましては、まず第１四半期に書いてございます旧植田

家住宅の整備というのが本格化をしまして、７月から約１年半をかけまして建物解体、修

復などと計画的に工事を進めてまいる予定でございます。 

 また、第２四半期に記載しております、しおんじやま古墳学習館の指定期間が今年度末

で満了となりますため、年度の前半から次期管理者を選定するための作業に取りかかり、

１０月開催の定例教育委員会におきまして、指定議案上程の予定で作業を進めてまいりま

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が、文化財施設の
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館運営につきましては、本市の顔づくり、あるいは歴史的な資産を未来の子どもたちに引

き継ぐという形で、触れて楽しみ、学び、親しんでもらえるような事業展開をしてまいり

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

【委員長】 膨大な事務事業計画書について、簡潔にご報告をいただきましたので、委員

の先生方からいろいろご質問あろうかと思います。どうぞ、ご自由にお願いします。 

 いかがでしょうか。全体を通じて、それぞれお感じになられたことだとか、よろしくお

願いをします。 

【寺前職務代理者】 指導課のほうで社会科の副読本で「わたしたちの八尾市」作成、配

付ということで記載されていますけれども、これはまた新たに発行されるわけですか。 

【柿並課長】 社会科副読本「わたしたちの八尾市」につきましては、例年３年生、４年

生を対象に配付をしております。３年生、４年生分が合本した形、１冊の形になっており

ますので、今年度新たに３年生に配付をする予定でございます。 

【寺前職務代理者】 去年でしたか、私たちもいただいて、結構よくできているなという

感じは持っているわけですけれども、特にそうしたら同じような編集でやられると、こう

いうことですか。ただ合冊が分けるということだけですか。 

【柿並課長】 「わたしたちの八尾市」につきましては、毎年度編集委員会を設けており

ます。その中で毎年内容の見直し等を進め、また、指導資料等の作成を継続して続けてお

ります。ですので、年度が変わりますごとに少しずつ新しいものに変わっていっておりま

す。 

【寺前職務代理者】 教育基本法も改正されて、郷土を愛する心とかいうのは結構大きく

ウエートを占めておるわけですけれども、そういった意味でやはりこの社会科の副読本、

八尾市のいわゆる伝統とかそういったあたりを十分記載していただいて、次代の八尾市を

担う子どもたちに、そういう郷土愛といういったあたりをはぐくんでいただけるような編

集をしていただきたいなとこのように思っております。 

 以上です。 

【委員長】 確かに指導課の事務事業の説明は本市の重点目標を踏まえて報告になられた

ので、大変よく理解ができましたし、ぜひその方向で努力をしていただきたいというふう

に思います。 

 ほかにございませんか。 

【篠原委員】 やはり一番私が気になるのは、ＡＥＴ、ＡＬＴなんですが、この全中学校

に１５名でしたかな、変更とかはなかったですか。 

【柿並課長】 昭和６３年からＪＥＴプログラムを本市のほう、採用しておりまして、そ

の関係で現在もＪＥＴプログラムより派遣をしていただいています３名が現在まだ残って

おります。この３名につきましては、昨年から引き続き同様でございます。残りの１２中

学校区につきましては、昨年同様業者委託というような形で進めてまいる予定でございま

す。 

【篠原委員】 その業者委託、前下司課長時代に教えていただいたんですが、そしたらそ

の業務の引き継ぎというよりも変更、また新たな業者が来るという可能性は十分あるわけ

ですね。 



 

－19－ 

【柿並課長】 業者につきましても、これから選定というような状況でございますので、

いわゆる講師につきましても、昨年度と変わる場合が出てこようかというふうに考えてお

ります。 

【篠原委員】 大体業務期間が１年間ということですね。だけど１年が過ぎれば、変更も

あり得るわけなんですけれども、いわゆる学校教育の実態から、学校現場から見れば、せ

っかくなれたところという、もうあと１年、２年はやってほしいなと、さっきのＪＥＴプ

ログラムからのと同様な形態の事業ができたらそうしてほしいんですけれども。 

 委託業務であるため、いわゆるＪＥＴプログラム的なものとは異なるということは十分

理解しています。業者と折衝するにあたって、できるだけ業務内容が継続できるように、

そんなことはやっぱりお願いしていただきたいとこういうふうに思います。 

【委員長】 指導課長、立ってばかりですけれども、指導課から流れてくる情報というた

ら、厳しい、しんどい、大変な情報しか流れてきておりませんが、いい情報もたくさん私

はお持ちやと思うんです。 

八尾が誇る教育実践だとか、そういうものもたくさん私は見られると思う。立派な先生

のお姿もあると思いますので、本年度はいよいよ教育委員会ニュースを発行するというこ

とで、教育次長を中心に頑張っていただいておりますので、そういうニュースソースとし

て、いいニュースをしっかり蓄えておいていただいて、どんどんそれを発信していただき

ますように、ぜひそういう要になっていただけたらありがたいと思いますので。つけ加え

させていただきます。 

 ほかにございませんか。 

【寺前職務代理者】 今さっき指導課長ご説明で、篠原先生の関係ですけれども、ＡＥＴ

のいわゆる業者選定ですね。これは１年契約ということですか。 

【柿並課長】 業者の契約につきましては、昨年度につきまして９月から、これは入札で

年度末までという形で行いました。 

 今年度につきましても、４月の後半から３月の終わりまでの１年契約を結ぶ予定をして

おります。 

【寺前職務代理者】 今の話を聞いておりますと、先ほど篠原先生おっしゃったように、

２年とか３年とかいうことにはならんわけですね。 

極端な話ですよ、業者が変わってしまえば、内容的に変わってしまうということも懸念

されますね。 

【柿並課長】 ご指摘の部分、我々も大変懸念をする部分でございます。複数年契約等が

可能なのかどうか等につきましても検討はしておりますが、業務の関係から難しいのでは

ないかというふうなご意見も聞いております。 

 ただ、ご指摘のように、学校教育というものは継続性というものが非常に重要になって

まいりますので、そのあたりが担保されるような形で今後進めてまいりたいというように

考えております。 

【寺前職務代理者】 契約については同じ業者にずっとやってもらうということは、やは

り割高になるとかいうこともあって、いろいろ問題もあろうと思います。そういった中で

いろいろと契約方法も工夫していただいて、先ほど課長もおっしゃったように、教育の継

続性、こういったあたりはやはり大事だと思いますので、先ほど篠原委員もおっしゃって
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いました。契約については教育委員会だけではいかん面もあろうと思いますし、そういっ

た面も勘案しながら工夫して継続できる方法も模索していただきたいなとこのように思い

ますね。 

【委員長】 よろしいですか。 

【寺前職務代理者】 結構です。 

【委員長】 ほかにございませんか。 

【百瀨委員】 今日ここに出された事業計画、当然過去の実践を中心に結果を見直されて

本年の事業計画を立てられたと思います。そういうふうに考えておるわけですけれども、

子どもたちにかかわってはぜひ子どもの生き生きとして、また夢を持たせるように、現場

とも十分連絡をとり合いながら進めていただけたらと。 

 特に教育総務部の政策課のほうにお願いということになるんですが、特に教育課題全般

に対して政策等の企画・立案・総合調整と大きな分野を担当されております。そういうこ

とで、ぜひ各課の課題等を当然集約されながら、教育の情報をどんどん取り入れて、やは

り５年先、１０年先の八尾市の教育にしっかりしたビジョンを持ったそういうような計画

をどんどんこれから出していただきたいなとそう考えております。そういうお願いをした

いと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 それから、生涯学習スポーツ課になるのか、ここに計画として上げられておらないと思

いますが、子どもたちに夢を持たせる分野の中で、また家庭の日等を含めて、スポーツフ

ェスティバルですか、子どもたちに向けての。そういうことを考えておられるのかどうか。

おわかりの範囲の中で新規ということですが、ひとつ聞かせていただけたらと思います。 

【倉本課長】 先ほどご説明申し上げました、第２回少年サッカー大会を絡めまして、八

尾市の教育委員会挙げまして、当然また参加する子どもたちが一番喜ぶ、あるいは参加す

るお父さん、お母さんが喜ばれるような形で、今、英知を絞りながらスポーツフェスティ

バルというふうな形で考えているところでございますので、委員ご指摘のありましたよう

に、本当に子どもたちが夢を持てるような形、そして現場の先生方と十分に検討を加えな

がら実施してまいりたいと、このように考えております。 

【委員長】 ほかにございませんか。 

 では私から２、３点、お願いをします。 

 教育政策課ですが、２部制になって、その目玉として誕生して、教育長が非常に力を入

れてこの課の設立については力説されたのを私思い起こしております。いいスタッフでい

い仕事をしていただいていることを感謝をしております。 

 ただ、先ほどもちょっと申しましたように、教育委員会ニュース等を発行するというこ

とになりますと、どうしてもこのあたりが政策課あたりがスポークスマンのようなスピー

カーのような役割をしていただかんならんと思いますが、ここだけを見ますと、非常に簡

潔にまとめていただいているので、えらい楽なようですが、一番凝縮された内容でまとめ

ていただいていると思いますが、このいわゆる我々が基本姿勢として持っております広報

活動の最たるものである新聞づくりということについては、やはり課長ところが中心にな

りますんでしょうか。 

【松岡課長】 教育委員会の広報につきましては、事務分掌で教育政策課に位置づけられ

ております。したがいまして、ご指摘の部分につきましては、教育政策課が中心となりま
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して取り組んでいくべきものだというふうに考えております。 

 広報につきましては、こういう時代でございますので、そういう紙媒体だけではなしに、

例えばＦＭちゃおといったような放送媒体、それからいわゆるインターネット等の電子媒

体を含めた、総合的な広報が必要であろうかというふうに考えておりまして、昨年度は内

部で教育情報・広報の委員会を立ち上げまして、全所管の参画、協力を得てホームページ

の充実、また各市政だより等の記事の検討等を行ったところでございます。 

 そういった部分を集約するような形、またそういった部分も新たにたてかえるような形

で、教育委員会ニュースといったものを今年度ぜひ検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

 また、６月の補正予算の要求という形になっておりますので、そういった部分につきま

しても、前向きに私どもとしては取り組んでいきたいというふうに考えております。 

【委員長】 期待しておりますので、どうぞご活躍ください。 

 次は教育総務部のほうの人権教育課のほうにお尋ねをしたいんですが、ずっと研修計画

等が掲げられておりますが、文言として重点目標に揚げておりますような命の問題につい

て具体な明記がないのがちょっと私物足りませんのですが、ご承知のようにいじめの問題、

安全安心の問題はもちろん人権にかかわる問題でありますが、それを具体に市民の皆さん

に、子どもの皆さんに理解していただくには、命という言葉が私は非常に大切な言葉であ

るというふうに考えておりまして、この重点目標作成のときにも発言したことはご承知の

とおりでございます。 

 いろんな実践資料、他市の実践資料を見ますと、単なる誕生というような問題、性の問

題、さらには死という問題にも、子どもたちに向かい合わせながら、命ということについ

て真剣に考えさせようとしている、そのあたりからいじめの問題について厳しく迫ろうと

している。そのあたりの姿勢がどこでどのようにあらわされようとしているのかというこ

とが１点でございます。 

 ２点目は、この４月から特別支援教育が名称を新たにしてスタートをいたしました。こ

のＡＤＨＤだとかＬＤだとかという今まで耳なれない障害のある子どもたちの問題等が浮

彫りになってきている中で、親御さんたちの声を耳を澄まして聞きますと、まだまだ理解

がされない。理解されないどころか、予断や偏見がある、そういうことでもっと特別支援

を必要としている子どもたちの人権について訴えてほしいという声も我々の耳に入ってき

ているところですが、その２点について課長のご見解を聞かせてください。 

【渡邉課長】 今、委員長ご指摘の点でございますけれども、長く八尾の人権教育、同和

教育の歴史の中で、教室にいる子どもたちの人権課題について、ともに学びながらそれぞ

れが自立の方途を探っていくというような教育が確立されてまいったというふうに考えて

おります。 

 今、委員長のほうからご質問のありました生命の教育については、一昨年度の研修講座

で、いわゆる病死、遺児の子どもを持つお母さん方を講師として、教職員研修に取り組ん

だところでございます。特別支援教育については、昨年度、教職出身ではございますけれ

ども特別支援教育に現在取り組んでいる先生から、子ども理解について研修をしてまいっ

たところです。 

 八尾の障害教育、障害理解教育の教訓を、とりわけ今世代交代が進んでいる教職員にわ
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かりやすく伝えていくような研修の一方で、先ほども申しました人権教育推進のための手

引集の中には、昨年度いじめの教材を２本入れて、各学校で活用ができるような教材プロ

グラムの提案も行っているところです。今年度も引き続きそういった子どもたちが自分の

問題としてとらえられる人権教育、あるいは人権学習のプログラムの提案を行ってまいり

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

【委員長】 人権問題の中に命とかそういう問題をひっくるめてしまって訴えましても、

なかなか市民にはわかりにくい、子どもたちにもわかりにくい。だからそのあたりをきち

っと取り出して、私は訴えていくべきだと。だから命・人権尊重の教育の推進という言葉

を主張したところですが。 

 確かにこの重点目標にはあるわけですから、おろそかにはしていただいていないという

ことは十分承知していますけれども、やっぱりいろんな機会にこの文言が出てまいりませ

んと、私は市民のニーズにはこたえられないだろうと。だからこの事業計画の中に、これ

も含まれているんだということで説明がございましたけれども、やはりこういう言葉は取

り出して、こういうことに力を入れていくんだと、安心安全のために命の教育に力を入れ

ているんだと、特別支援の教育にも力を入れているんだということがわかりやすく身近に

感じられるというような事業計画書を作成していただけたらなと私は思いました。ひとつ

よろしくお願いいたします。 

 最後に、青少年会館、両青少年会館にお願いですが、両青少年会館はいわゆる市政だよ

りを拝見いたしましても、非常に魅力的なプログラムを掲げておいでになります。そのご

努力に私は敬意を表したいと思いますが、それを見た市民の感情ということも、同時に私

は考えていただく必要があると思います。そういう青少年会館のあるところはいいなとい

うことではなくて、その青少年会館の活動が市民全体の、市民の子どもたちもその中に巻

き込むような取り組みが私は必要であると。 

 そういう意味で、以前から出前授業とか出前の取り組みとか、それからもっと交流に力

を入れていただきたい。これは人権問題を考える上からも抜きにしてはならん視点であろ

うかと思います。 

 この桂青少年会館だけの桂だけの活動、安中だけの活動という市民に誤解をいただくこ

とのないように、やはりもっとすばらしい実践を発信をしていただきたい。学校回りもし

ていただいているようですが、もっといろんなところに発信をしていただいて、ほかの地

域の青少年にもその意義を、またそのよさを分け与えていただきたい。そういう意味で、

もっと交流を呼びかけるとか、出前に出張の講座に力を入れるとか、そういうことで、八

尾市全体にこの活動が私は発信されたら、共有されたら、もっとすばらしいものになるん

だろうというふうに考えていますので、そのあたり、やっておられます、それは承知をし

ております。いろんな会合にも出させていただいておりますから、よくわかっております

けれども、さらにさらにその方向でご尽力をいただきますようにお願いをしておきたいと

思います。 

 ほかにございませんか。 

 よろしゅうございますか。 

 以上でそうしたら報告事項につきましては終わりますが、委員の先生方から特別にご意
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見等がございませんか。 

 かなり今日は事務事業計画の中でも、それぞれの思いを申しましたが、どうぞ失礼な言

い方をいたしますが、聞きおくということではなくて、あなたの言うてたことはこういう

ふうに現在進めていますよ、こういう取り組みを初めていますよと、どうぞこういう機会

にとか、また個別にとか、どうぞ具体にお示しをいただく中で、お互いに八尾の教育が力

強く進んでいるんだという実感を共有したいというふうに考えておりますので、ぜひその

あたりのお力添えをお願いしたいと思います。 

 事務局からも、ありませんね。 

 なければ、以上をもちまして４月の定例教育委員会を終了いたしたいと思います。 

 署名委員は森委員を指名したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 どうも長時間ご苦労さまでございました。 

（※５月２２日開催の定例教育委員会会議で、署名委員が森委員から百瀨委員に指名変更

となった。） 

 

（署 名）百瀨委員 

 

 

 


