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１０月定例教育委員会会議録 

 

【角田委員長】 １０月の定例教育委員会を開催いたします。よろしくお願いします。 

 初めに、９月の定例教育委員会の会議録につきまして審議したいと思いますが、委員の

先生方、何かご質疑等がございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【角田委員長】 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、９月

の定例教育委員会会議録につきまし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） 

10月２日（火）

10月15日（月） 

午後２時より、精神保健福祉協議会常任理事会・総会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後１時より、指導主事研修会に出席。 

 

【角田委員長】 それでは、次に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） 

９月25日（火） 

 

 

９月26日（水） 

 

午後４時30分より、公共工事下請業者恐喝事件関連改革推進本部会

議に出席。 

午後６時より、改革推進計画に関する監理委員の会に出席。 

午前８時45分より、公共工事下請業者恐喝事件関連改革推進本部会

議に出席。 

開 催 年 月 日  平成１９年１０月２２日（月） 

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 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

・巽教育次長兼教育総務部長・川田学校教育推進長・藤田生涯学

習部長・斉藤教育総務部次長兼総務人事課長・中山教育総務部次

長・浅野教育総務部次長・下司教育総務部次長・倉本生涯学習部

次長兼生涯学習スポーツ課長・松村生涯学習部次長・松岡教育政

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・竹内青少年

課長・大谷八尾図書館長・蒲生桂青少年会館長・田中安中青少年

会館長・岸本文化財課長 
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９月27日（木） 

 

午前10時より、市議会９月定例会本会議（３日目）に出席。 

午後２時より、教育委員会表彰審査会に出席。 

９月28日（金） 

 

午前10時30分より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後３時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

９月29日（土） 

10月２日（火） 

10月３日（水） 

10月４日（木） 

 

 

10月５日（金） 

 

 

10月10日（水） 

 

10月14日（日） 

10月15日（月） 

 

10月16日（火） 

10月17日（水） 

 

10月18日（木） 

 

10月20日（土） 

午前10時より、子ども議会に出席。 

午後２時より、精神保健福祉協議会常任理事会・総会に出席。 

午前10時より、市制施行６０周年記念表彰選考委員会に出席。 

午後１時30分より、しおんじやま古墳学習館 指定管理者選定等委

員会に出席。 

午後３時より、府都市教育長協議会定例会に出席。 

午前９時30分より、部長会、市制施行60周年記念事業推進会議に出

席。 

午後１時30分より、青少年健全育成八尾市民会議幹事会に出席。 

午前10時より、八尾ロータリークラブによる家庭の日の啓発物品の

寄附に対する市長感謝状贈呈式に出席。 

午前10時より、八尾アートコレクションに出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後1時より、指導主事研修会に出席。 

午後４時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前10時より、決算審査特別委員協議会に出席。 

午後３時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前８時30分より、特別職会に出席。 

午前10時より、中河内地区人事協議会に出席。 

午後１時30分より、いきいき健康フェスティバルに出席。 

 

【角田委員長】 ご苦労さまでございました。 

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

うか。 

【篠原委員】 教育長報告の中で、非常に私関心を持ったのは、９月２９日の子ども議会

なんですが、これは以前から開かれていることは一応知っていますけれども、先ほどの説

明では出席児童生徒ですか３０数人とおっしゃいました。その３０人もの小学校の児童何

人、中学校の生徒何人、そういう区分があるのか、それと今回どういう議題が中心になさ

れたのかと、その２点、教育長でなくてもそれ以外出席なさった方からでも結構です。 

【中原教育長】 今のご質問ですが、すべて小学校の児童でした。２年生から６年生で、

ちょっと２年生が話の中に入っていけなかったようでした。６年生、５年生はやっぱり課

題意識をしっかりとらえておりました。 

 特に課題になりましたのは、美しい八尾をつくっていこう、それから安全で安心な八尾

をつくっていこう、八尾の自慢できること、というようなことでした。そして、自分たち

でどんなことができるだということで、子どもたちが問題意識を持ち課題解決していくと
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いうような二面からいろいろ考え、子どもたちなりによく考えたなということが感じられ

たところでございます。 

 あと補足することがありましたら、お願いいたします。 

【柿並指導課長】 私出席はしておりませんが、今年度につきましては、市内の小学生３

７名の参加と。今、教育長がおっしゃいました安心安全なまち、美しいまち、それから自

慢できるまちという三つのテーマで、子どもたちが積極的な話し合いを行ったというふう

にお聞きをしております。 

【角田委員長】 いかがですか。 

【篠原委員】 その内容、私も一遍出席すればもう全貌はすぐわかると思うんですけれど

も、まだ残念ながら出ておりませんので、もう一つお聞かせをいただきたいのは、やはり

答弁、こういう議会ですから、必ず答弁をなさるわけですね。その答弁者というのはやは

り子どもたちですから、わかりやすく説明なさると思いますけれども、これは教育委員会

関係で答弁なさったのは教育長ですか。 

【中原教育長】 私と藤田部長です。 

【篠原委員】 参考のために、藤田部長のほうから、どういう質問で答弁なさったのかお

聞かせください。 

【藤田生涯学習部長】 私のほうは安全安心が中心やったと思います。ふだんどおりの議

会答弁ではいけませんので、やっぱり子どもにわかるように説明せなあきませんので。 

 ちょっと私のほうでは安全安心の旗を見せたりとか、それから歴史の関係ではしおんじ

やまのパンフレットを見せたりとか、私の場合はちょっと物でわかるようにしたんですけ

れど、理解してもらったかどうかはちょっとまだ心配なんですけれども。 

 以上でございます。 

【角田委員長】 ほかにございませんか。 

【寺前委員長職務代理者】 今の関連でちょっとお聞きしたいんですけれどね、大分前で

すけれども、僕らも一緒に傍聴させていただいたことがあったわけです。そのときの感じ

としましては、いわゆる子ども議会に出席されている子どもたち、保護者の方も見学にも

来られたんですけれども、学校のその他の児童生徒、あるいは先生方がほとんど来られて

なかったように思うんですね。これはやはり出席されている子どもは３０何人ですか、今

回はね。そういった面ではやはり傍聴する子どもたちにも生きた勉強にもなると思うわけ

なんですわ。 

 今回どれぐらいの子どもたちとか、あるいは先生が傍聴に来られていたのか、把握され

ているんでしたらちょっとお聞かせ願いたいなとこのように思いますが。 

【藤田生涯学習部長】 数のほうではちょっと何人というのはわからないですけど、２階

の傍聴席がいっぱいでした。保護者の方が大半だったと思いますし、学校の教師等はちょ

っとわからないんですけれど、議会の本市の市議会の議員も３人ぐらいだったと思います。 

 以上です。 

【寺前委員長職務代理者】 今、藤田部長のほうからお聞かせ願ったわけですけれども、

僕ら前傍聴させていただいたときも、同じような状態だったとこういうふうに記憶してお

るんですけれども、先ほど申し上げましたように、やはりそれぞれの学校が何人かずつで

も傍聴席の限りがありますので、いろいろ制限もありましょうけれども、せっかくの機会
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ですので、できるだけ傍聴に来るように、働きかけでもなさったらどうかなという思いを

持っとったもので、ちょっと質問させていただいた次第です。 

 その辺は、どういう指導をなさっているんですかな。 

【角田委員長】 ちょっとつけ加えさせていただいてよろしいか。 

 この子ども議員の選出方法ですね。どういう形で子ども議員が選出されてくるのか。そ

のあたりについても触れていただきたいと思うんですが、いかがですか。 

【川田学校教育推進長】 この行事につきましては、八尾の青年会議所が主催という形に

なっておりまして、今回は教育委員会としては協力ということで、全学校に子ども議員の

募集のチラシを配布させていただいたということでございます。 

 それに基づきまして、青年会議所のほうで子ども議員のほうを公募いたしまして、数回

にわたって研修とか意見の集約を行って、当日を迎えるという形になっております。です

から直接教育委員会が関与して、議員の選出を、現状のところでは行っていないというこ

とでございます。 

 また、応援等につきましても、そういう関係上、委員会のほうから働きかけをというよ

うな形には至っておりませんが、私、遠くからでございますけれども、傍聴席のほうを見

ておりましたら、友達関係で応援に来ている子どもの姿と、それから校長先生のお姿も傍

聴席のほうには見えていたと思います。 

【寺前委員長職務代理者】 今、推進長のほうからお答えいただいて、私としては教育委

員会が協力ということになっておるということもありますが、生きた勉強ということにな

ると思いますので、十分周知もされて、希望者があれば可能な限り傍聴するように、ひと

つ働きかけていただきたいなと。それで結構ですよ。 

【角田委員長】 ほかにございませんか。 

【百瀨委員】 教育長報告、こうやって連日のごとく出席されておるんですけれども、本

当にご苦労さまだなと思いながら、もしも、先ほどいろいろ報告受けながら、教育長のほ

うから、こういうことはもう少し具体的にお互い共有しておいたほうがいいなというよう

なことがあるならば、具体的なことを教えていただけたらなと。 

 その中で、１０月５日、青少年健全育成会議等に幹事会に出席されておられますけれど、

このあたりを含めて、今青少年のやっぱり規範意識をどう育てていくかと、これは大きな

問題として問われているわけですね。このあたり、会議の中では少し話が出ていたかどう

か。そのあたりも少し教えていただけたらと、そういうことでよろしくお願いします。 

【中原教育長】 今ご指摘の点でございますけれども、規範意識をどう育てるかについて

は非常に重要であるという意識はあるのですが具体的な動きになかなかなり得ない部分が

あります。 

 ただ１１月５日に街頭啓発をするのですが、そのことを続けていくことでの市民啓発、

それからあわせて１１月２０日の日に、家庭教育を考える市民集会、これはプリズムで午

後１時３０分から開催するのですが、その点につきましても、できるだけたくさんの人に

知っていただくということで、運動を広めていくということです。幹事会の場でも出てい

ましたけれども、いろんな課題ある人こそ実は来てほしいんだけれども、その人に届くよ

うに、どうしたらいいんだろうかというのがやっぱり一番悩みのところでした。 

 各家庭それぞれ心のひだに入るような届け方をどうしていくんだと。例えば家庭教育を
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考える市民集会についても回覧で回すのか、それとも掲示板に張るのか、そういうような

方法も含めて、やっぱり意見は出ているのですけれども、できるだけみんなで頑張りまし

ょうというところで、具体にじゃ一軒一軒ということにはなかなか行かないなとというと

ころです。課題意識は常に持っておるんですけれども、そういうところまで行かないなと

いう話で今のところ終わっています。 

【角田委員長】 よろしいですか。 

【百瀨委員】 はい、わかりました。 

【竹内青少年課長】 家庭教育の部分で、市民会議を中心に各地区で住民懇談会等をされ

ている中で、やはりその辺の家庭教育の部分ですね、取り組まれている地区もありますし、

そして特に今回子どもの安全確保の部分で、今大阪府の事業で青色回転灯のパトロール等

をやっていただいている部分と、そして平成１７年度から各小学校区で安全見守り隊が結

成していただいたんですけれど、やはりその辺の巡回等をやっていただいている部分で、

大阪府警のほうの報告でも、子どもの事象に関する部分が減少してきているということで、

各地域のほう、また安全について見守り隊等をもっともっと働きかけて、充実していきた

いというような形の意見等も出ておりましたけれど。 

 以上です。 

【百瀨委員】 特に地域にかかわり家庭教育にかかわっている部分が大変多いと思うんで

すね。このあたり、ぜひ今後徹底しながら、ひとつ取り組んでいただきたいなと。そうい

うことでひとつよろしくお願いします。 

【角田委員長】 それじゃ私のほうから、今の青少年を守る日のことに関して、これは去

年度も私この場で発言したことを思い起こしていただきたいと思いますんですが、市民が

挙げて青少年を守るということで、ティッシュ配り等を初めとして、先ほど話がありまし

たように、市民啓発に非常に力を入れ、まさに大きな市民運動として展開しようとしてい

る。そこに教育委員の姿があるのかないのかということが、私は大いに問題があるのでは

ないかという発言をしたことを思い起こしていただきたいと思うんですが。 

 私、個人的なことを申しまして恐縮ですが、私はボランティアの会の一員として参加を

しているだけであって、教育委員ということになりましたら、それは教育長もおいでとは

いいながらも、教育委員の姿がない。そのあたりが非常に市民に誤解を招くことにもなり

かねないのではないかということで発言をいたしました。 

 我々も積極的にこの青少年を守る日に参加をしたいという意向を伝えたわけですが、そ

のときの答弁では、年度当初にそういう話をきちっとしていないので、今さらどうにもな

らんというお返事があったと思うんですが、その後の経過につきましてお話を伺いたいと

思います。 

【竹内青少年課長】 少年を守る日の１１月５日の運動強調月間の街頭啓発の部分なんで

すけれど、一応９月２１日の市民会議の常任委員会のほうで、守る日の啓発等の部分で幹

事会等の協力の関係団体等の動員人数とか、どういう場所でやるかとか、それと各コース

の回っていただくメンバー等について協議させていただいたんですけれど、例年どおり基

本的には常任委員さんと市長と教育長とが入っていただいて、街頭啓発をやっていくとい

うことで、今回そういう形になっておりますので、よろしくお願いします。 

【角田委員長】 それでは教育委員が積極的に市民の皆さんと一緒になって青少年を守る
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日に参加をしたいという意向は伝わっていないということになるわけですか。 

【竹内青少年課長】 その部分は今回の部分ではちょっと上げてないですね。 

【角田委員長】 上げてないというよりも、そういうことが、去年教育委員会議に出てい

るわけですから、それについてその必要性がないから上げられなかったのか、それとも上

げたんだけれども却下されたのか、そのあたりはどうなんですか。 

【竹内青少年課長】 上げて却下されたいう部分ではないです。今後検討させていただき

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【角田委員長】 ２年目の検討に入るわけですね。 

 ただ、我々が出て、ティッシュを配るだけのことが２年もかからんと、それが実現でき

んというようなことですか。我々教育委員はただバッジをついているだけではなくて、市

民の皆さんが一生懸命朝の早うからティッシュ配りをしておられる。その実態を知りなが

ら、じっと自宅で待機しておるということの心苦しさを私は述べたつもりでおるんですが、

いかがなものですか。 

【竹内青少年課長】 委員長おっしゃっている部分で、ぜひ改善をしていきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

【角田委員長】 部長、そのあたりはどうお考えですか。２年ごしの発言です。 

【藤田生涯学習部長】 この話は前に承っておりまして、総務のあたりとも相談はしてお

るんですけれど、教育委員さんがどういうところで出てもらうかということで。ただしこ

の幹事会、青少年の市民会議のほうは一応常任委員のほうでティッシュ配りをするという

ことで、一応構成員が決まっております。 

 ただこの話、もう一度、２年というのは非常に長い期間でございますが、常任委員に入

っていただけるかどうか、それとは別という形になるということでよろしいんですか。そ

ういう形で一回幹事会のほうに話を持っていきたいと思います。 

 実はそういう場面で、常任委員さんしかできないということで私は理解しておったんで

すけど。その辺の委員長のたっての強い思いですか、一応今度話をしていきたいと思いま

す。 

【角田委員長】 青少年を守る日というのは、これ全市民が挙げて協力をいていかんなら

ん、また啓発をしていかんならん、そういう私は場面だと思うんですね。我々が常任委員

になろうがなるまいが、市民が挙げて青少年を守ろうと、声高々に啓発活動をしておられ

るところに、我々が参加できないというのは、非常に私は心苦しいんですけどね。だから

常任委員にしてくれとか、やれ胸にバラの花をつけてくれとかという話と違います。市民

と一緒にティッシュ配りをして、市民と一緒に青少年を守るということについて、教育委

員も一体となって取り組んでいるという、私は教育委員会の活性化の一環として、そうい

う参加の仕方というものが重要ではないかと思うんですね。 

 現に後で、１１月に行われる家庭教育を守る日なんかは我々花つけてもらって舞台に上

って、そしてごあいさつを申し上げるというようなセレモニーには参加するけれども、こ

ういう本当に市民が汗をかいておられる場面に一緒に参加することがないというのは、私

はやっぱり筋としてもおかしいと思いますけどね。いかがなものなんでしょうね。 

 しかも２年越しで話をしていても、それが煮詰まらん。 

 こういう青少年を守るというのは我々の一番の大きい命題であるわけですから。そうい
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うときに自宅で皆さんが活躍しておられるのを待機しているというのでは、これは教育委

員としては非常に私は本来の姿ではないと思いましたので、発言を続けているんですけど

もね。 

 これ、教育長、どう考えたらいいでしょう。 

【中原教育長】 趣旨はよく理解できました。朝がずいぶん早い時間帯ということもあり

担当の方も悩んだのだと思います。 

 部長とも十分相談させていただいて、ご協力いただけるという範囲を考えていきたいと

いうふうに思います。 

【角田委員長】 全員が参加できないこともあります。参加できる者だけでもそういうふ

うに市民運動の一環に参加をしていくということが私は大事なことだと思っていますけれ

どね。 

【中原教育長】 十分検討させていただきます。 

【藤田生涯学習部長】 教育長が一応申しましたように、朝の非常に早い時間帯というの

がございます。一つタクシーの手配とか常任委員さんの数を非常にふやしていかなならん

ということもございます。物理的な点もちょっとあるんですけど、そういう問題は次の問

題ですから、次回に向けて検討、前向きに検討させていただきたいと思います。 

【角田委員長】 市民の一人として、我々は教育委員というバッジをつけながらも、市民

の１人として参加をするということですから、役職がどうであるとかなんとかという話な

ではないと思います。一人でも多くの人に社会啓発をしていかんならん、その一環として

我々も参加をしていきたいという思いですので、ひとつご理解をいただいて、よりよい方

向にご検討いただけたらありがたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

 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。 

 

１０月の議案 

議案第２５号 

議案第２６号 

議案第２７号 

平成１９年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件 

平成２０年度八尾市立学校園教職員人事基本方針を決定の件 

八尾市しおんじやま古墳学習館の指定管理者候補指定の件 

 

 まず最初に、議案第２５号「平成１９年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」に

ついて審議をいたしますが、表彰者等の氏名は文化の日に公開されることが適切と考えま

すので、この案件は非公開としたいと思いますが、委員の先生方、よろしゅうございます

か。 

【全委員】 異議なし。 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。 

 それでは、非公開で行うことといたします。 
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 なお、この議案につきましては、議事進行の都合上、審議の順序を入れかえ、ほかの議

案審議、報告等が終わりました一番最後に行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【角田委員長】 それではそのように取り扱います。 

 次に、議案第２６号「平成２０年度八尾市立学校園教職員人事基本方針を決定の件」に

ついて審議をいたします。 

 提案理由を中山次長より説明願います。 

【中山教育総務部次長】 それでは議案第２６号「平成２０年度八尾市立学校園教職員人

事基本方針を決定の件」につきましてご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、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５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、平成２０年度八尾市立学校園教職員人事を実施するに当た

り、学校園教育の健全な発展と円滑な運営を期するため、適切な人事管理のもとに教職員

の適正配置を行い、教職員組織の充実を図る必要があることから、本案を提出いたすもの

でございます。 

 人事基本方針の内容でございますが、（案）の１枚目をめくっていただいて、１ページ

目、２ページ目に示しております部分をごらんいただければと思います。 

 平成２０年度の教職員人事を適切に行うに際しましては、次の重点事項４点を掲げてお

ります。 

 １点目は、教職員の人事についてでございます。 

 教職員の異動及び配置換えにつきましては、中河内地区内、地区越え等の広域異動を積

極的に進めてまいりたいと考えております。 

 また、各学校園への教職員の配置の適正化を図り、計画的な異動もさらに進めてまいり

たいと考えております。 

 そして新規採用者の配置につきましても、事前の説明会でのヒアリングを行いまして、

新規採用者の資質、能力を十分発揮できるよう考慮していきたいと考えております。 

 ２点目は、校園長及び教頭の人事についてでございますが、本年度も管理職人事につき

ましては適材適所に配置をしていきたいと考えております。 

 ３点目は、生命、人権尊重の教育についてでございますが、本市教育重点目標の趣旨を

踏まえ、人権教育、特別支援教育等その推進力となるべき人材を各学校に適切に配置して

いきたいと考えております。 

 この３点目につきましては、本市教育重点目標の具現化をさらに深化させるために、加

筆訂正いたしました。 

 ４点目は、女性教職員についてでございますが、女性教職員を学校園運営の中心的な役

職に任用することにより、管理職の登用へとつなげていきたいと考えております。 

 この人事基本方針につきましては、１１月開催の校長会及び園長会に提示する予定でご

ざいます。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 

 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。 

【角田委員長】 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
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疑がございますでしょうか。 

 この人事基本方針につきましては、過日の協議会でもかなり協議に次ぐ協議、もんでま

いりまして、非常に適切に加筆訂正もしていただいておって、本市独自のものとしてまと

め上げられておるところでございますが、ご意見等がございましたら。 

【篠原委員】 意見というより質問なんですけれども、一番最後の女性教職員についての

項目の中で、学校園運営の中心的な役職というこういう文言を使っておられるんですけれ

ども、その中心的な役職に当たるものはどういうものかということをご説明いただきたい

と思います。 

【中山教育総務部次長】 教務主任、学年主任、あるいは進路指導主事、生徒指導主事、

それから新たな首席、指導教諭等々の職、そういうものを対象に考えております。そして

その者たちが教頭なり校長なりへという形でという意味合いも込めまして、この４番を立

てております。 

 以上です。 

【篠原委員】 だったら指導教諭なんかも入るわけですね。 

【中山教育総務部次長】 はい、首席、指導教諭等々と、新たな職の者も、教諭の中での

職として、そういう役職に任用して、そして管理職へという形で、ここに記入させていた

だいております。 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。 

【寺前委員長職務代理者】 この異動及び配置換えのイのところですねんけどね、各分野

の推進力となる教職員が特定の学校園に偏らないように留意すると、こういう文言も入れ

ておられますけれども、この各分野の推進力となる教職員ですね、推進力となる教諭の基

準ですね、何か判断する基準をお持ちなのかどうかをちょっとお聞きしたいとこのように

思いますけどね。 

【中山教育総務部次長】 各学校園長がそれぞれに描いておりますビジョン、学校経営、

学校運営につきまして、積極的に教職員が参画しているわけですが、そこに推進力を持つ

者を配置するということで学校園長につきましては、評価育成システムも活用し、育成と

いう観点でかなりいろんな先生方の資質を見出していただいております。私たちはそれを

ヒアリング等々で聞き、この学校にはこの先生の推進力が必要であろう等々も判断いたし

ております。 

 以上ですが、よろしいでしょうか。 

【角田委員長】 ほかにございませんか。 

【百瀨委員】 ちょっと１点尋ねたいと思います。教職員の異動についてですね。 

 これは長期にわたらないということで、各学校の異動につきましては年限というのを持

っておられると思うんですが、今もそのことについては踏襲されているんでしょうか。 

【中山教育総務部次長】 今のご質問でございますけれども、現任校園における勤務年数

が７年以上の者、それから新規採用後同一校園での勤務年数が４年以上の者につきまして

は、現在も配置換えの対象といたしております。 

【百瀨委員】 ここの今イの部分がありますので、年限が来ただけの異動ではないという

ことは十分にわかるわけですけれど、ひとつ先ほども中山次長のほうからおっしゃってい

ただいた各学校で十分に中心になる先生を育てていくということは、これはもう当然と思
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います。しかし現任の現場の中で、各学校ではかなり核になっている先生がおられると、

このことの異動につきましては、各学校のニーズや実情に合わせて、十分にその辺のこと

をお考え願っての異動ということで、学校園の校長とも話し合っていただきたいなと、そ

ういうことで要望だけ１点しておきます。 

【角田委員長】 ほかにございませんか。 

 よろしゅうございますか。 

【篠原委員】 文言にちょっと、もうこれで基本方針ですので結構です。 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。 

 教育は人なりという言葉がございますけれども、その人はいわゆる教職員の人事という

ことになりますと、これは非常に重要なお仕事であろうかと思いますが、これから山場に

入っていきますけれども、どうぞこの基本方針にのっとって適正に進められますように、

ご活躍を期待したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 ご質疑がございませんようですので、採決に移らせていただきたいと思います。 

 議案第２６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。 

【角田委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 議案第２６号「平成２０年度八尾市立学校園教職員人事基本方針を決定の件」について、

原案を適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第２７号「八尾市立しおんじやま古墳学習館の指定管理者候補指定の件」に

ついて審議をいたします。 

 提案理由を岸本課長よりお願いいたします。 

【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２７号「八尾市立しおん

じやま古墳学習館の指定管理者候補指定の件」につきご説明申し上げます。 

 本件につきましては、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、平成１７年４月の開館と同時に、指定管理者を指定してい

ただきました期間が来年３月で満了となりますため、今回次年度以降の指定管理者につき

指定する必要がありますので、本案を提出するものです。 

 次に、選定にかける経過及び選定結果についてご説明を申し上げますので、恐れ入りま

すが、添付資料の八尾市立しおんじやま古墳学習館指定管理者の選定についてをご参照く

ださい。 

 まず、公募につきましては、市政だより及びホームページに掲載し、本年８月２０日か

ら９月１４日までの間募集を行い、この間の現地説明会には４団体の参加がございました

が、最終的には３団体からの応募があったものでございます。 

 また、選定につきましては、生涯学習部指定管理者選定等委員会を学識経験者、市民代

表、公認会計士の参画を得、庁内委員４名の計７名の委員構成で設置をいたし、八尾市公

の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条にあります選定基準に従って評

価をいたしましたところ、記載の評価欄の集計表の内容となりました。 

 その結果、八尾市大竹５丁目１４３番地の２に所在します八尾市立しおんじやま古墳学

習館の指定管理者候補には、大阪府南河内郡河南町大字白木１１５２番地の特定非営利活
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動法人歴史体験サポートセンター楽古を選定いたしました。 

 なお、指定の期間は平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日までの５年間といた

すものでございます。 

 以上まことに簡単ではございますが、指定理由及びその経過等でございます。何とぞよ

ろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

【角田委員長】 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、ご質疑はご

ざいますでしょうか。 

【寺前委員長職務代理者】 関連でもよろしいですか。 

【角田委員長】 結構ですよ。 

【寺前委員長職務代理者】 この指定管理者の選定につきましては、先ほど課長のほうか

らご説明ございましたように、学識経験者あるいは市民の代表、そして公認会計士も入っ

ていただいて、適正に選定されたものとこのように思っておりますので、関連事項として

お聞きしたいんですけれども、これ３年になるわけですね、来年３月末で。それで利用状

況ですね、今年の利用者の状況をちょっとお持ちでしたら、お聞かせ願いたいとこのよう

に思います。前年度との比較ぐらいわかれば、あわせてお願いします。 

【角田委員長】 課長、よろしいか。 

【岸本文化財課長】 前年度でございますが、１万２，８８７名でございました。今年度

につきましては、１万１，７３７名でございます。 

【寺前委員長職務代理者】 昨年は年間を通じてということで１万２，８００名ほどとい

うことで、今年が現時点で１万１，７３７名ということで、順調に来館者もふえておると

いう理解をさせていただいたわけですけれども、せっかくの大きな金をかけて開館された

施設ですので、十分ピーアールもしながら、あるいはまた児童生徒の学習の場としていた

だくように、今後とも運営については指定管理者とも十分協議しながらやっていただきた

いなと、このように申し上げておきたいと思います。 

【篠原委員】 まず、職務代理者との関連質問ですけれども、この前の協議会でいただき

ましたね、こういうブックレットというのですか。なかなか非常に丁寧におもしろくつく

られてあると思います。 

 それで先ほどのご報告では大体１万１，０００名から２，０００名の見学者があるとい

う話ですが、これはもっともっと教育委員会としても各学校園に対して、やはりこういう

すばらしい文化遺産があるんだということでもっとピーアールして、例えば遠足とかそれ

から行事なんかに大いに利用するような働きかけは、もっともっと必要ではないかとこう

思うんですけれども。学校単位として、今ここへいわゆる遠足の格好、あるいは見学とい

ったスタイルでもよろしいですけれども、例えば学級で行った、学年で行ったとか、そう

いうふうな事例がたくさんありましたら、ちょっと紹介いただきたい。 

 これは文化財じゃないですか、把握しておられるのは。 

【岸本文化財課長】 文化財ですね。 

【篠原委員】 文化財ですね。 

【角田委員長】 学校単位で参加をしている数ですね。 

【篠原委員】 そうです。個人とか親子連れとか、それを除いて、学校としてね。 

【岸本文化財課長】 今、個別の学校名と資料についてはちょっと持ち合わせございませ
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ん。一応学校園等でございますと、全体で２５校というふうな形でございます。 

【篠原委員】 ２５校。 

【岸本文化財課長】 はい。市内ですと、高安、北高とか、その辺と、あと遠くは亀井と

か大正、それと東大阪、近隣で縄手のほうからも来ていただいています。 

 今、おっしゃった部分で、私のほうも例えば財団のほうから校園長会のほうへ直接依頼

をしていただいたり、しおんじやまのほうからも直接、それと今ごらんいただいているパ

ンフレットについても、委員さんにはお配りをさせていただいたその次の日に学校園のほ

うへお配りをしまして、やはり私どもとしましたら、指定管理といえど当然私の課の所管

する公の施設でございますので、やはりその辺については私どもとしてもっと啓発してい

かなければならない、それと指定管理と連携をしていかなければならないと。 

 今後ともそういう形で連携を深めながら、小中学校の児童生徒さんに親しんでもらうよ

うな形でつくっていきたいというふうに考えております。 

【篠原委員】 ちなみにこのブックレットですか、何部ほど、そして各学校に何部また配

布なさったのかということ。それから私も八尾にずっとこの辺に住んでおったこと、長く

住んでおったんですね、服部川にね。こんだけ多くの古墳があるとは、丸印で一目瞭然で

すので、驚いておるような状態なんですが。第１の質問、何部、各学校へ。 

【岸本文化財課長】 今のところは一応学校のほうへ見本ということではないですけれど

も、こういう形でご利用いただきたいということで、２部ほどをお送りさせていただいて

いるところでございます。あとはそれぞれ学校園のほうからご要望いただきまして、それ

も含めて考えていこうかなというふうに思ってございます。 

【角田委員長】 ございませんか、ほかに。 

 ないようでございますので、採決に移らせていただきたいと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。 

 議案第２７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。 

【角田委員長】 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、議案第２７号「八尾市立しおんじやま古墳学習館の指定管理者候補指定の件」

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 ｝ 

 報告事項に移らせていただきます。 

 まず、夏期預かり保育について、柿並課長から報告を願います。 

【柿並指導課長】 それでは指導課より、夏期預かり保育についてご報告申し上げます。 

 幼児の健全な育成と幼児の居場所づくりを支援するとともに、夏期休業期間が長期であ

ることから、園児がスムーズに新学期を迎える準備期間とすることなどを目的として、市

内全１９園において夏期休業期間中の預かり保育を、８月１８日から３０日までの水曜、

土曜、日曜日と登園日を除き実施いたしました。各園ともに９時３０分から午後２時３０

分の１日保育と、９時３０分から午前１１時３０分の午前保育から保護者が選択できる形

で実施をいたしました。 
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 各園ごとの利用率にはかなり開きがございますが、１日保育の全園の平均利用率は７．

６％となっております。午前保育のみの利用率は全園平均で４．３％でございました。 

 次に、実施の成果等につきましては、各園からの実施報告書によりますと、夏休み中長

い期間会わなかったためか、久しぶりに教員や友達に会えてうれしそうであった。また年

長、年少という異年齢でかかわり合いながら楽しく遊んでいたなど、幼稚園での生活を楽

しんでいる姿が見られたという声が多く寄せられておりました。 

 反面、久しぶりの幼稚園生活で、午後からは疲れている子どもが見られたとの報告もご

ざいました。 

 また、保護者からは、２学期に向けて生活リズムを正すことができた。安全で安心して

遊べる場所を提供してもらえるのはありがたい。参加できたおかげで、入園時のように不

安にならず、新学期はつまずくことなく登園できたという好意的な意見が寄せられており

ます。 

 ただ反面、暑い中の送迎が大変であった、もっと長時間の保育をしてほしい、費用が高

いなどのご意見もございました。 

 今後さらに細かく夏期預かり保育に対する保護者のニーズを把握するとともに、各園か

らも意見を聴取するなどして、夏期預かり保育をより充実したものにしてまいりたいと考

えております。 

 甚だ簡単ではございますが、夏期預かり保育の実施について報告をさせていただきまし

た。 

【角田委員長】 ただいまの報告について、何かお尋ねはございませんか。 

【篠原委員】 この夏休みの預かり保育ですが、夏期休業日中ですから、安全対策推進員

の方、やはりこの夏期休業中の預かり保育でも出勤なさっておられるんですね。 

【橋本施設管理課長】 預かり保育につきましても、小学校の放課後児童室と同様の扱い

といたしまして、安全対策推進員を配置しております。 

【篠原委員】 それに関連して、私は幼稚園を訪問したことがあって、それで園長さんが

安全対策に当たる方がちょうどお昼の休憩、１時間何ぼ、１５分とられるということで、

特に先ほどの９時半から２時半までの１日の預かり保育の場合には、ちょうど肝心なとき

にお昼にずっと行っておられて、おられないというふうなことを聞いたことあるんですけ

ど。これは非常に難しい問題で、今日すぐ答えをお聞きするというわけにはまいらないと

思いますが、これの休憩時間、特にちょうどお昼の時間なんですね。体制についてのまた

考え方を、しかるべき場所で検討していただければとそういうふうに思っていますので、

よろしくお願いします。 

【橋本施設管理課長】 ただいまご指摘の一番重要な配置について、重要な事柄でござい

ますが、委員会といたしましては、その件につきましては、各校園長様にお任せをして、

配置される方と協議の上、決定してほしいと。昼休みをどの時点でとるというような指定

はしておりませんので、あくまでも協議の中で、学校園と配置される方と、またシルバー

人材センターとの協議の中で決定してほしいというふうな方式をとっております。 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。 

 ほかにございませんか。 

 先ほど柿並課長のほうから、午前が７．６％、午後が４．３％という数字をお出しにな
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りました。これについて何かコメントはございますか。多いとか少ないとか。 

【柿並指導課長】 平成１８年度夏期預かり保育のいわゆる４園で試行いたしましたとき

には、１日の利用率が１２．８％でございました。また午前の利用率が６．８％という数

字でございました。ただこの４園につきましては、平素から預かり保育のいわゆる参加率

の高い園を選択をして実施をしたという経過もございます。そういった経過もございます

が、昨年度より数字の上では少し低い数字となっております。 

 このあたり、今年は非常に暑い状況もございまして、送り迎えが大変というようなご意

見等も聞かせていただいております。これが今年度だけの特徴であるのか、次年度も継続

をしてこの数字については見ていきたいと考えております。 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。 

 いろいろ報告をいただきましたが、委員の先生方、ご意見ございませんでしょうか。 

 なかったら、その次の報告事項に移りますが、前回定例教育委員会議で委員より報告の

求めのあった、学校支援のボランティア、また夏期休業中の活動に関して柿並指導課長よ

り報告を願います。 

【柿並指導課長】 それでは、９月の定例教育委員会で委員長よりご質問のありました学

校園支援ボランティアの状況と、寺前職務代理からご質問いただきました夏休みの問題行

動と夏休み中の補充学習についてご報告いたします。 

 初めに本市学校園に配置されております学校園支援ボランティアについてでございます

が、本市が協定を結んでおります大阪教育大学や近畿大学、四天王寺国際仏教大学等１０

校の大学と例年教育実習生等を受け入れている大学等に年度当初に学生ボランティア派遣

の依頼を行っております。その際に各学校にお渡しをしたポスター等を見た学生が自発的

に本市にボランティアの申し込みに訪れております。 

 本年度は１０月１日現在で、幼稚園では五つの幼稚園に５名、小学校では１６の小学校

に２９名、中学校は１０中学校に夜間中学校を支援する３名を含む２２名がボランティア

として活動しております。各学校園ではこれらの学生ボランティアを授業の補助や特別な

支援の必要な児童生徒への支援及びクラブ活動の補助等に活用することで、学校教育の充

実と学校の活性化に努めております。 

 また活用するだけでなく、各学校園では教員育成の視点から学生の指導にも取り組んで

おり、教育委員会といたしましても定期的に学生ボランティアの連絡会を開催するなど、

将来教職につく学生の育成にも努めているところでございます。 

 次に、夏休み中の問題行動についてでございますが、バイク窃盗、無免許運転、万引き

など警察等の関係諸機関と連携する事例も生起しており、今後も問題行動の未然防止を目

標に、学校と関係諸機関とが連携した指導を継続してまいる必要があると考えております。 

 特に中学生の深夜徘回が多数報告されており、家庭と連携した生徒指導のあり方が重要

な課題となっております。 

 また、事故等の被害につきましては、重大な交通事故や犯罪被害の報告はございません

でした。ただ、２件の痴漢被害を含め不審者等につきましては複数校より報告が寄せられ

ており、今年度も各中学校区や学校単位で実施されております学校、地域が連携した巡回

パトロールの協力関係の充実など、学校、保護者、地域の連携をより一層強力なものにし

ていく必要があると考えております。 
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 最後に、夏休み中の補充学習の状況でございます。 

 小学校におきましては、学力に関する補充学習がすべての小学校で実施されており、実

施期間といたしましては、４日間から１０日間程度の実施が最も多くなっております。 

 また、各小学校では夏期休業期間であることから、プール指導をさらに５日間から１０

日間程度実施しております。 

 次に、中学校の現状でございますが、中学校におきましても、すべての学校で学力に関

する補充学習が実施されております。実施期間といたしましては、小学校と同じく５日間

から１０日間程度の実施が最も多くなっております。 

 さらに中学校では、秋の体育大会や文化祭に向けた実行委員会活動の指導などが夏休み

の後半に行われております。 

 特に夏期休業中は小中学校ともに各クラブ活動の各種大会が実施される時期であり、今

年度は異常な暑さの中、小まめな水分補給や適宜の休憩など熱中症に配慮しながら、夏期

休業期間を通してクラブ指導を行ったとの報告もございました。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、報告とさせていただきます。 

【角田委員長】 ありがとうございます。 

 ただいまの報告に関しまして、委員の先生方ご意見ございますでしょうか。 

【寺前委員長職務代理者】 私のほうから前回の教育委員会のときに長期休業中における

補充学習と問題行動について報告をお願いしたところ、早速応じていただいてありがとう

ございます。 

 今、柿並指導課長さんのほうからご説明あったわけですが、私のほうが求めたことにつ

いてちょっと一、二点お聞きしたいなとこのように思います。 

 とりわけ長期休業中の補充学習で、ある学校が非常に実施日数が突出して多い、報告で

は２４日間なさっておるわけです。しかも１日単位ということで、教科も国語、数学、英

語、理科、社会と大体主要科目全科にわたってとり行われておるということで、生徒の皆

さん、あるいは指導された先生なり大学生も大変であったろうとこのように思います。 

 この関係で、これだけ力を注いでなさっておるわけですので、その効果なり成果という

ものを今後期待してまいりたいとなとこのように思っております。 

 前年度もやはり多かったわけですか。その辺はどないです。 

【柿並指導課長】 日数につきましては、それぞれ学校によって若干のとらえの違いもあ

ろうかというふうに思います。 

 今ご指摘いただきましたその学校につきましては、さまざまな課題のやはり一番根本の

部分は学力というようなとらえをしておられまして、ほぼ全日を通して子どもたちに声か

けをして、参加できる子どもについては教員があいている時間帯、子どもの合う時間帯を

通して、実施をされていると聞いております。ですから、一定の例えば午前中の何時から

何時というような時間帯を決めての学習活動だけではなくて、これはほかの学校でも実施

をされているんですが、それをやはり学校全体に呼びかけて実施をされていると聞いてお

ります。 

 そういったところから、例えば学校、いわゆる学習がおもしろくないから学校に登校し

にくいというような子どもさん等の数も少なくなっていると聞いております。 

 以上でございます。 
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【寺前委員長職務代理者】 今、課長のほうからご説明いただいて、かなり効果も上がっ

ておるというようなこともご報告いただいて、大変うれしく思っております。何分にも生

徒も含めて非常に暑い中を熱心に登校もされたわけで、その効果が学力実態調査等も行わ

れておりますので、効果が上がっておるとは思いますけれども、学力実態調査等を見る中

で、やはり弱い部分については十分学校とも相談されて、より効果が上がるような指導方

法等も含めて研究していただきたいなとこのように思っております。 

 また、もう一点の問題行動ですね。夏休み期間中の問題行動、これについてもこれ被害

者、加害者を含めて３５件あったという、中学校におきましては３５件という報告をいた

だいております。この数が多いか少ないかについてはちょっと私も判断できかねるわけで

すが、深夜徘回が非常に多いと、その中でもね。２０件あるということで、先ほど課長の

ほうからも説明ありました。 

 先ほどの委員長のほうからも青少年を守る、また問題行動については我々も積極的に参

加していかなければならんということもおっしゃっておりました。この件については、地

域のほうも結構各種団体、地域における各種団体も積極的なかかわりも持っておられる地

域もございます。そういった中で、この程度の数字ということになっておるんではなかろ

うかなと思いますし、非常に大きな事件、事故もなかったということでは、それなりに成

果もあったんではなかろうかなと思いますし、またその関係でご苦労願った先生方、ある

いは保護者、地域の皆さん方にも感謝しなければならんなと、このように思っております。 

 以上です。 

【篠原委員】 今、寺前職務代理のことと関連するんですけれども、この夏期休業中の補

充学習ですか、これも実施対象が全員と一部とこういうふうに二つに分けられておるんで

すね。全員のところは、例えば中学校でしたら２校と少ない、あとほとんど一部というふ

うなことなんですが。この一部というんですけど、一部というのはこれは希望者なのか、

あるいは学校側で、おまえさん出てこいと、こういうふうになっているのか。それで大体

これもまた一部となれば人数のパーセンテージから、例えば一部でも５０％越えておるか

ら１０％そこそこのがいろいろあろうと思うんですけれども、わかる範囲で結構です。こ

の一部というのはまず生徒から希望があった場合なのか、あるいは指定して、おまえさん

出てきなさいというふうに指定するのか、まずこれまたいろいろあると思うんですけれど、

そこのところちょっとお聞かせいただきたい。 

【柿並指導課長】 ご指摘のとおり、中学校ではいわゆる主に国語、数学、社会、理科、

英語といったような教科がございます。教科ごとに子どもたちの、いわゆる習熟度といい

ますか、平たく言いますと得意、不得手というようなところもございますので、例えば英

語の苦手な子どもさんを対象に実施をされていたり、または国語苦手な子どもさんを対象

に実施をされているというような、そういった形で実施をされているものが、これが一部

というような形で示されております。 

 その子どもさんのいわゆる参加の方法ですけれども、これはもちろん学校によっても若

干異なりますが、多くはやはり希望する子どもさんを対象に実施されているところが多い

と聞いております。ただ、夏休み前には懇談会がございますので、懇談会の中で、そうい

った夏休み中の補充学習等についてこういったものがありますが、一度参加をされてはど

うですかというような形で、担任のほうから声かけをさせていただくようなケースももち
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ろんございます。ですから、保護者の方も、十分ご理解をいただいた上で、いわゆる参加

者を決めているというような現状でございます。 

【角田委員長】 いかがですか。 

【篠原委員】 いわゆる指名的な、おまえさん出てきなさいと、こういうのは余りないと

いうことですな。 

【柿並指導課長】 今の子どもの現状から、出てきなさいと言うて出てくる子どもさんば

っかりでもございませんので、やはり十分子どもさんや保護者と相談をした上で、せっか

くの学習会を開くわけでございますので、やはり子どもさんのやる気というものも非常に

重要になってまいります。ですからただ単に来させてさせればよいというものではなく、

子どもにも十分学習の意義や目標というものを持たせて学習会を行うことが効果的な学習

につながると考えておりますので、各学校は、そのあたりで苦心をして学習会を開かれて

いると聞いております。 

【篠原委員】 しつこいようですが、そうしたら全員というふうになったときも、これは

もう強制なんですね。 

【柿並指導課長】 全員対象というのは、もう夏休みに、例えば教科で必要というような

ものについて、全員対象に実施という形でされております。ただ、夏休み期間中でござい

ますので、強制という言葉はちょっと適切ではないんじゃないかなと思います。学校もや

はりこういった形で実施をしますのでということで、保護者のほうにも通知をした上で、

全員対象に実施をされているというふうに理解をしております。 

【角田委員長】 ほかにありませんか。 

 サポートセンターの所長さんにちょっとお願いだけしておきたいんですけれども、今、

学校支援のボランティアでは、学生の方々のボランティアを中心に述べていただきました

が、八尾市の場合にも徐々に一般市民の方々の学校支援ボランティアも芽吹いてきている

と、私はそう判断いたします。 

 過日、市長との懇談会でも、例えば東京の小平市なんかは非常に積極的に市民が参画し

ている、学校支援に参画しているという例なんかもご紹介したんですが、八尾市もそのぐ

らいのエネルギーは市民の方々も持っておいでやと思うんですが。そういう実態も把握を

していただきながら、先ほど教育長のお話にもありましたけれども、可能な限り市民参画

の支援運営をという方針もある中で、市民の方々にこういった学校支援のボランティアと

して活躍していただく、そういう機会を大いにつくって参加を促していくということも大

事なことだと思いますが。 

 サポートセンターあたりが適任になろうかと思いますし、またそういう実態もおつかみ

だと思いますので、また機会がありましたら、ご報告をいただきたいと思います。 

 ほかに意見ございませんか。 

 以上で報告事項については終わりますが、委員の先生方、この際、何かご意見ございま

すでしょうか。 

【百瀨委員】 前回ちょっと時間切れになってしまったんですけれど、携帯とかネット上

の問題等々ご質問させていただきました。その中で、具体的な例等はご説明していただき、

研修等も聞かせていただいたんですが、このような事態をそのままほうっておいては、当

然よい方向には進まないだろうと。 
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 そういう中で、児童生徒に対して大まかで結構ですので、学校の現場等ではどのような

取り組みをなさっているか。 

 この間、教職員等研修等には説明いただいたんですが、そのあたり具体的なことがあり

ましたら大まかで結構ですので、ご説明していただけたらと。 

【渡邉人権教育課長】 八尾市内の学校園、とりわけ小学校、中学校については他市に先

駆けて情報機器を導入をいたしまして、授業の一環として情報教育に取り組んでいるとこ

ろです。 

 またその中で、とりわけ今委員ご指摘のありましたネット上のモラルの問題であったり、

あるいはネット上で自らを守るプライバシーポリシーの問題であったり等について、年間

の計画の中に定めて、取り組みが行われております。そのためにサポートセンターの情報

教育担当のほうで計画的に研修も組みながら、各学校での計画が具体化されるように支援

に取り組んでおります。 

 とりわけ昨年来文部科学省であったり大阪府教委であったり、関係のパンフレット、リ

ーフレット等が学校に配布されておりますところから、その内容を使いながらの指導にな

っているというふうに聞いております。 

 また、前回もちょっとご報告させていただきましたけれども、現在、八尾市教育委員会

におきましても、プロジェクトチームをつくり、とりわけ教職員と保護者に今の危険な状

況の共有と、それから保護者との間での一定のルールづくりが必要であるという情報発信

ができるような手引を作成中でございます。 

【百瀨委員】 特にこういう機器を使ってのいじめ防止というのは、これは本当にやって

いかなきゃならない問題なんですけど、今の子どもたちを見ておりましても、携帯電話を

持っていないという者がないぐらい多く、今ずっともう使っているというような状況下の

中で、八尾市全体の中で、もし把握しているようでしたら、中学ではどれぐらいの携帯の

所持率なのか。もしわかるようでしたら、子どものほうで実態わかりましたら教えていた

だきたいなと。 

【渡邉人権教育課長】 残念ながら八尾の実態についてはまだ把握をしておりません。と

いいますのは把握をしようという論議もありましたが、大阪府の調査、あるいは内閣府の

調査等で、中学生に至っては６０％の後半、とりわけ大阪府の調査結果では、中学校３年

生の女子の保有率が７０％というような状況が報告されています。恐らく八尾市の中で実

態調査をすれば、かなりの高率で出てくるであろうことは予想がつきまして、その実態調

査だけをするということであれば、逆に子どもたちがみんな持っているということで、各

家庭で今歯どめがきいている部分についても、子どもたちに余計な刺激だけを与えること

になるのではないかということもあり、実態調査については具体的な指導と並行して各学

校への選択でできるよう、マニュアルづくりの中に盛り込んでいきたいというふうに考え

ているところです。 

【百瀨委員】 特に子どもが携帯を持つということには、これはもう保護者が必ずかかわ

っているという問題になるかと思います。そういうことで、こういう有害サイトのアクセ

ス制限サービス等行うと、これは教育委員会のほうで配布されていると思いますので、こ

の点、ぜひとも子どもの携帯に対して保護者へきちっと知らせ、先ほどマニュアルづくり

等の話が出ましたので、こういうことを徹底して進めていく中で、いろいろいじめ等含め
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て問題が起こらないような防止力というのは出てくるんだと思いますので、ひとつ今後徹

底して進めていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。 

【角田委員長】 ただいまの百瀨委員のご指摘はもっともなことで、非常に重要性と緊急

性を帯びた課題を指摘しておられると思いますので、また別個に報告なりというような形

ででも、一度この問題を大きく投げかけていただくことが必要ではないかと。 

 今、百瀨委員がお尋ねになってお答えをいただいたということではなくて、そちらのほ

うの主体性でもって、この問題をこの教育委員会に提起をしていただくということが大事

なことではないかと思うんですが、いかがなものでしょう。また、機会を得て、ひとつご

検討いただいて、報告をいただけたらありがたいと思います。 

 命にかかわる問題としても今指摘をされているところですので。 

 ほかに報告ございませんでしょうか。お尋ねいただくことございませんでしょうか。 

 事務局のほう、いかがですか。ございませんか。 

 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が、

本日の署名委員に百瀨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。 

 それでは最後に、議案第２５号「平成１９年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の

件」について審議を行います。 

 会議を非公開といたしますので、傍聴者の皆様方は、ご退席いただきますようにお願い

いたします。ご苦労さまでございました。 

 

（傍聴者退席） 

 

【角田委員長】 それでは、改めまして議案第２５号「平成１９年「文化の日表彰式典」

教育委員会表彰の件」について審議をいたします。 

 提案理由を斉藤次長より願いいたします。 

【斉藤教育総務部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２５号「平成１９

年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」についてご説明申し上げます。 

 本件は、平成１９年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の被表彰者を決定するにつき、

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１２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、八尾市教育委員会表彰規則第６条第１項の規定に基づき、

教育委員会表彰審査会に諮問されておりました被表彰者の選考について、このたび同条第

２項の規定に基づき答申がありましたので、これを決定する必要があり、ご提案申し上げ

るものでございます。 

 恐れ入りますが、議案書の次ページの平成１９年「文化の日表彰式典」の被表彰者の選

考結果についてごらんいただきたいと思います。 

 それでは、お手元の資料に基づいてご説明させていただきます。 

 まず初めに、学校医、学校歯科医、学校薬剤師でございますが、八尾市立学校園に１５

年以上、学校医、学校歯科医として従事していただき、学校園の保健衛生の向上に多大な

るご貢献をいただいた方を被表彰者としております。今年は学校医５名、学校歯科医３名、
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学校薬剤師２名を対象としております。 

 次に、児童・生徒の部ですが、スポーツの部は４団体と５名を、文化の部では１団体と

２名を規準に該当する者として、対象としております。 

 次に、教育一般の部ですが、生涯学習、文化活動の分野におきまして、３団体と２名を

表彰することが適当であると認められる業績があった者をして対象としております。 

 次に、教職員永年勤続表彰ですが、校長１名、教頭５名、指導主事２名、教職員４８名

の総数５６名で、平成１９年９月３０日現在において、公立学校園に勤続３０年以上の者

で、かつ本市立学校園勤続１５年以上の者として対象として挙げさせていただきました。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご承認賜りますよ

うお願いいたします。 

 以上でございます。 

【角田委員長】 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、ご質疑はご

ざいますでしょうか。 

 被表彰者につきましては、かなり論議を深めたというふうに理解をしておりますが、と

りわけ生涯学習文化活動等についての業績または行為が非常にあった者につきましては、

多くの人の、また団体の推薦をしていただいておりまして、非常に結構なことやと思いま

す。掘り起こすのは大変であったろうと思いますが、ご苦労さまでございました。 

 ご質疑はございませんか。 

【寺前委員長職務代理者】 関連でもよろしいですか。 

 前回の協議会の場でもちょっと議論になったわけですが、いわゆるこの文化の日の表彰

には、審査会で漏れたけれども別途教育長の表彰をしたいということでおっしゃっていた

件もございました。そういった中で、よくこの指導者の方についても表彰できんもんかな

ということも従来から我々も発言もさせていただいたし、その都度ご説明もいただいてお

ります。 

 先ほど申し上げました教育長の表彰のときにでも、例えばこういった優秀な成績をおさ

められた子どもとか生徒を指導なさった方について、一度考えていただいたらどうかなと、

このように思うわけなんですけれども。そういったあたりはいかがなものですか。 

【斉藤教育総務部次長】 教育委員会表彰の関係でございますけれども、この表彰につき

ましては、先ほどもご説明させていただきましたけれども、文化の日の表彰式典表彰の規

定でございますね、これだけでございまして、本来別途の表彰という基準といいますか、

規則等がないものです。昨年でしたか、ＭＯＡの関係で別途教育委員会表彰をやらせてい

ただいたんですけれども、これは本来規定にないものでございまして、その辺は一定考え

ていく必要があるんかなとも思います。 

 当然それを別途表彰をやる際につきましても、当然基準というのを設けなあかんという

ふうに思います。その辺はまだ十分議論はしておりませんけれども、委員会、事務局の中

でまた話はさせていただきたいというふうに考えております。 

【寺前委員長職務代理者】 今、斉藤次長のほうからご説明いただいたわけなんですけれ

ども、当然に委員会としての表彰ということになれば、一定の基準にのっとってなさって

おるわけ、これも私もよく承知しているわけです。 

 たまたま前回の協議会の場で教育長の表彰も考えておるというふうなこともおっしゃっ
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ていましたんで、教育長ということになれば、やはり教育委員会の事務局の総括責任者で

ございますので、これも大変重みのあるものであろうとこのように思いますし、ぜひとも

基準づくりもしていただいて、表彰できるものなら表彰していただきたいなと。一度議論

していただいて、事務局としての一定まとめていただいたらどうかなとこのように思いま

す。 

 また、経過等について報告もお願いしたいなとこのように思います。 

 以上です。 

【角田委員長】 確かに教育長表彰というのは結構な話やと思いますが、前例は先ほどＭ

ＯＡの話をおっしゃいましたが、それだけですか。 

【斉藤教育総務部次長】 過去に昨年でしたかね、桂小学校のほうで教育長表彰をやった

経過がございます。これは多分起案決裁処理をした部分で、これは教育長権限でやらせて

いただいたという分でございます。 

【角田委員長】 例えば、前にも申しましたけれども、生涯学習等で作品展とか絵画展と

かそういうときの教育長表彰とか教育委員長賞とかというこの賞とのバランスというので

すか、整合性というのは、どういうふうに考えておられるわけですか。 

【斉藤教育総務部次長】 そちら今委員長がおっしゃられた分につきましては、それは、

こんな言い方がいいんかどうか、名義貸しみたいなところがございます。それぞれの所管

のほうでやっておられる分、教育委員会だけじゃなくてほかの分野の部分で、例えば八尾

市教育長表彰とかいう部分がありまして、それぞれ基準を持っておられる分がございます。 

 正直申しまして、今の教育委員会の中で教育長表彰という基準というのは何もございま

せんので、それぞれの所管の中で、一等、二等、三等みたいな形で設けられておられる分

もございますし、すべて統一した基準でやっているという部分ではございません。 

【角田委員長】 申し入れられた分で適切だと思われた場合には教育長表彰とか教育委員

長表彰を出しておられると、そういうことですね。 

【斉藤教育総務部次長】 それぞれの所管でやられている部分ですね。ですから言い方と

してはおかしいですけれども、名義貸しみたいなところがございますね。 

【角田委員長】 そうしたらそれは起案とか何とかという。 

【斉藤教育総務部次長】 それぞれの所管のほうでやっておられる分。 

【角田委員長】 やっぱり起案はちゃんと。 

【斉藤教育総務部次長】 やっておられると思います。 

【角田委員長】 そういうことで、先生、よろしゅうございますか。 

【寺前委員長職務代理者】 僕はいいですよ。この際一遍バランスも含めて、各部局でそ

れなりに起案してされるという従来の方針に、それはそれとしてこの際ですので、一遍教

育委員会全体としてのバランスがとれるようなこともやっぱり必要じゃなかろうかなとこ

う思いますね。結構ですよ。 

 僕が特に申し上げたいのは、指導者の方についてもなされたらどうかなということを申

し上げているわけです。 

【角田委員長】 もっと広げて、拡大解釈をして。 

【寺前委員長職務代理者】 はい。もういいですよ、僕は。 

【角田委員長】 そうなってくると、いよいよその基準というものも文化の日ほどではな
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いけれども、つくっていかんと、これから広がっていく、広がっていくという際にどうい

う基準を設けていくのかというのが当面の課題になってきましょうね。 

 わかりやすく名義貸しという言葉を使うていただきましたが、いつまでも名義貸しで済

まんと思いますので、そのあたり、また生涯学習のほうともひとつご一緒に考えていただ

いて、できるだけほめていくという、ほめていくという言葉は上から下へ物を言うている

ようですけれども、皆さんを顕彰をしていくということは大事なことやと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 ほかにございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【角田委員長】 全委員ご異議なしと認めます。よって、議案第２５号「平成１９年「文

化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 なければ、以上をもちまして１０月の定例教育委員会を終了したいと思いますが、よろ

しゅうございますか。 

 それではご苦労さまでございました。 

 

（署 名）百瀨委員 

 


