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１１月定例教育委員会会議録 

 

【篠原委員長】 皆さん、おはようございます。ただいまより１１月定例教育委員会を開

催いたします。 

 本日は、こども未来部長に委任している事務に関する議事が予定されておりますので、

こども未来部長、青少年課長及び桂青少年会館長にもご出席いただいております。 

 

【篠原委員長】 それでは、まず１０月の定例教育委員会会議録の承認について審議いた

します。委員の皆様方、何かご質疑ございませんか。 

【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、１０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、次に私から委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

1 0月 2 9日 （ 木 ） 

1 1月 １ 日 （ 日 ） 

1 1月 ３ 日 （ 火 ） 

1 1月 1 2日 （ 木 ） 

1 1月 1 6日 （ 月 ） 

午後６時より、臨時教育委員協議会に出席。 

午後１時より、女性フェスティバルに出席。 

午前９時30分より、文化の日表彰式典に出席。 

午後７時30分より、決算審査特別委員会に出席。 

午前10時より、決算審査特別委員会に出席。 

午後２時より、大阪府市町村教育委員研修会に出席。 

 

開 催 年 月 日  平成２１年１１月１９日（木） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館６階 大会議室 

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・植田生涯

学習部長・斉藤こども未来部長・奥田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・森田学校教育部次長・橋本学

校教育部次長兼施設管理課長・田中学校教育部次長兼指導課長・

松井生涯学習部次長兼生涯学習スポーツ課長・倉本生涯学習部次

長・岸本生涯学習部次長兼文化財課長・網中教育政策課長・田中

学務給食課長・浅野教育サポートセンター所長・靍原人権教育課

長・大谷八尾図書館長・竹内青少年課長・平井桂青少年会館長 
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【篠原委員長】 それでは引き続きまして、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) 

1 0月 2 3日 （ 金 ） 

 

1 0月 2 4日 （ 土 ） 

1 0月 2 5日 （ 日 ） 

1 0月 2 7日 （ 火 ） 

 

 

1 0月 2 8日 （ 水 ） 

 

1 0月 2 9日 （ 木 ） 

 

1 0月 3 0日 （ 金 ） 

 

 

 

 

 

1 1月 １ 日 （ 日 ） 

1 1月 ３ 日 （ 火 ） 

1 1月 ４ 日 （ 水 ） 

 

 

 

 

1 1月 ５ 日 （ 木 ） 

 

 

 

1 1月 ７ 日 （ 土 ） 

1 1月 ８ 日 （ 日 ） 

 

1 1月 ９ 日 （ 月 ） 

 

 

1 1月 1 1日 （ 水 ） 

1 1月 1 2日 （ 木 ） 

1 1月 1 3日 （ 金 ） 

午後２時30分より、大阪府人権教育研究中河内大会全体会に出席。 

午後７時30分より、南山本小学校区タウンミーティングに出席。 

午後７時30分より、西山本小学校区タウンミーティングに出席。 

午後７時より、東山本小学校区タウンミーティングに出席。 

午後３時30分より、校園長会役員、市長及び事務局部長職員との懇談

会に出席。 

午後７時30分より、北山本小学校区タウンミーティングに出席。 

午前10時より、教頭会に出席。 

午後４時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

正午より、部長会に出席。 

午後６時より、臨時教育委員協議会に出席。 

午前10時より、各派代表者会議に出席。 

午前11時30分より、八尾市公金管理等にかかる事務の適正化推進本部

幹事会に出席。 

午後３時30分より、部長会及び八尾市公金管理等にかかる事務の適正

化推進本部会議に出席。 

午後６時30分より、教育委員会事務局における不明金調査委員会に出席。 

午後１時より、女性フェスティバルに出席。 

午前９時30分より、文化の日表彰式典に出席。 

午前11時30分より、教育委員会事務局における不明金調査委員会に出席。 

午後４時より、校園長会に出席。 

午後５時より、八尾市公金管理等にかかる事務の適正化推進本部幹事

会に出席。 

午後７時より、安中小学校区タウンミーティングに出席。 

午前７時より、少年を守る日・家庭の日街頭啓発激励に出席。 

午後８時45分より、八尾市公金管理等にかかる事務の適正化推進本部

幹事会に出席。 

午後１時より、教育委員会事務局における不明金調査委員会に出席。 

午後７時30分より、大正北小学校区タウンミーティングに出席。 

午前10時より、教育委員会事務局における不明金調査委員会に出席。 

午後１時より、東中学校30周年記念行事に出席。 

午前９時より、部長会、八尾市ＩＴ推進本部会議、八尾市新型インフ

ルエンザ対策本部及び八尾市多種分別推進実施本部会議に出席。 

午後２時より、大阪府総合体育大会優勝報告会に出席。 

午後４時30分より、ベルビュー市教育視察団表敬訪問に出席。 

午後７時30分より、決算審査特別委員会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 
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1 1月 1 4日 （ 土 ） 

1 1月 1 5日 （ 日 ） 

 

1 1月 1 6日 （ 月 ） 

 

 

1 1月 1 7日 （ 火 ） 

 

 

 

 

 

1 1月 1 8日 （ 水 ） 

午後０時45分より、八尾市公金管理等にかかる事務の適正化推進本部

幹事会に出席。 

午後１時より、幼稚園検討委員会に出席。 

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７時30分より、高美小学校区タウンミーティングに出席。 

午後１時より、教育委員会事務局における不明金調査委員会に出席。 

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。 

午前10時より、決算審査特別委員会に出席。 

午後６時30分より、八尾市公金管理等にかかる事務の適正化推進本部

幹事会に出席。 

午前９時より、校長会に出席。 

午前10時より、教育委員会事務局における不明金調査委員会に出席。 

午後１時30分より、家庭教育を考える市民集会に出席。 

午後５時30分より、八尾市公金管理等にかかる事務の適正化推進本部

幹事会に出席。 

午後７時30分より、曙川東小学校区タウンミーティングに出席。 

午後１時より、病院跡地活用調査特別委員会に出席。 

午後５時より、八尾市公金管理等にかかる事務の適正化推進本部幹事

会に出席。 

 

【篠原委員長】 ただいまの委員長報告および教育長報告について何かご質問ございますか。 

 特にありませんか。教育長から報告がありましたように、非常にハードなスケジュール

だと思います。タウンミーティングは、これで大体終わりになりますか。 

【中原教育長】 あと６ヶ所残っておりますので、終わりましたら主な内容について委員

会でご報告させていただこうと思っております。 

【篠原委員長】 それから、他の委員の皆様方もそれぞれ活躍していただいております。

先月、安藤委員から中学校訪問のお話がありましたので、簡単に報告いただけますでしょ

うか。 

【安藤委員】 先月の教育委員会で申し上げましたが、大阪フィルハーモニー交響楽団の

メンバーが授業に入るという中学校の課外学習で、まず東中学校で１１月１０日と１２日

の２日間の課外学習を終えました。もう４～５年になると思いますが、大阪フィルと文化

振興事業団、そして学校という３者で取り組んでいて、今回はヴィオラの人とチェロの人

が参加してくれていました。子どもたちも一人ひとり全員が楽器に触れるという珍しいこ

とも体験し、また演奏そして音楽に触れていくということで、課外学習の効果はあったよ

うに思います。この後、１１月２４日と２５日は志紀中学校、そして１１月２６日と２７

日は南高安中学校を予定しております。 

先日は山本委員にもご出席いただきましたので、後は山本委員からご報告いただきたい

と思います。 

【山本委員】 １時間目のクラスはおとなしいクラスで、初め演奏者の方が「一度弾いて

ごらん」とおっしゃっても、子どもたちはなかなか前に行かなかったのですが、いざ行っ
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てみるとものすごく興味を持って、最後は「もういいよ」とおっしゃるぐらい興味を持っ

て楽器に触れていました。 

 ２時間目のクラスは音楽の先生のクラスでしたので積極的でしたが、どちらのクラスも、

やはり本物の演奏者が弾かれるのを聞いてとても感動していたようで、全体的にまじめに

取り組んでいたと思います。 

 次の日のクラスもまじめに取り組んでいました。インフルエンザのために学級閉鎖があ

ったので両日とも授業を受けることができたクラスがあったのですが、子どもたちはすご

く喜んで、休み時間に安藤委員がちょっと楽器を弾かれたときも、すぐに子どもたちがた

くさん寄ってきて、興味を持っているように感じました。 

 校長先生も「こういうことは大いによいことなので、これからもやっていきたい」とお

っしゃっていました。 

【篠原委員長】 毎月の定例教育委員会では委員長と教育長の活動報告がありますが、他

の委員の活動状態も今後このように発表していただきたいと考えております。 

 それ以外に何かご意見・ご質問はありますか。ないようですので、次に進ませていただ

きたいと思います。 

 

【篠原委員長】 議事に入ります前に、八尾市立教育サポートセンターにおける不明金調

査について、杉分次長より中間報告をお願いします。 

【中原教育長】 報告の前に、少し発言させていただきます。今般、教育サポートセンタ

ーの元職員による公金詐取という、決してあってはならないことが起こりました。この事

件は、教育という場で起こったということもありまして、教育委員会に対する、また八尾

市の教育に対する信頼を著しく失墜させることとなり、深く反省しているところでござい

ます。 

 また、市民の皆様はもとより、委員の皆様方、関係者の皆様方にも、大変ご心配・ご迷

惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げたいと思います。 

 事件が発覚して以来、事務局総体を挙げて、市長部局とも密接な連携をとりながら、事

件の全容解明のために調査を進めてまいりました。その内容につきましては、臨時教育委

員協議会等でもご報告させていただきましたが、それ以降の調査で明らかになったことや、

再発防止策をとりまとめましたので、この後、杉分次長からご報告させていただきたいと

思っております。 

 今後二度とこのようなことが起こらないように、公金管理等の適正化、再発防止に向けた

取組みを進めてまいりまして、信頼というのは簡単には取り戻せませんが、これを事務局挙

げて全力で取り組んでいきたいと決意しております。大変ご迷惑をおかけいたしました。 

【篠原委員長】 私も委員長として、今回のことは重く受けとめ、遺憾の意を表したいと

思います。今後再発のないように、これから教育委員会はもとより市ぐるみで検討がなさ

れていくと思いますので、逸早くまとめて市民の皆様方に理解していただけるように努め

ていただきたいと思います。 

【杉分学校教育部次長】 それでは、教育委員会事務局における不明金調査委員会の教育

サポートセンター不明金調査に関する中間報告書についてご報告いたします。 

 教育サポートセンターで、平成２０年度決算資料作成過程において疑義を発見したこと
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に端を発しまして、現在まで調査を進めてまいりました。当該元職員が実施実績のない研

修や会議の講師謝礼等の報償金について、資金前渡による支出負担行為の伝票を作成する

とともに当該元職員自らが所属長決裁印を無断で押印するなど、所属長印を不正に使用し、

現金を預かるために必要な帳票、支出依頼書を詐取し現金化した詐欺の罪で、去る１１月

６日に八尾市長名で八尾警察署長に対し、当該元職員の告訴の手続を行ったところでござ

います。 

 また、教育委員会としましては、事件発覚後、全容解明に向けての調査と公金管理の適

正化に向けた取組みを進めてきたところですが、今回の告訴並びに被害額の確定と損害額

の全額の返還が行われたこと、また現時点で事件の一定の解明がされ、当面の改善策を講

じることができたことから、お手元の中間報告をまとめたものでございます。今後も引き

続き今回の不明金の全容解明と再発防止に努めてまいる所存でございますのでよろしくお

願いいたします。 

 それでは、報告書の説明に入らせていただきます。中間報告書の主な内容ですが、目次

の柱立て順に、まず「Ⅰ 不明金の判明した経緯」でございます。 

次に、「Ⅱ 不明金の調査について」ですが、調査の概要としましては、関係職員への

聞き取りや、１０月２６日・２８日に当該元職員から事情聴取を行う中で、当該元職員は、

虚偽の支出証書等を作成し不正に公金を詐取していた事実を認め、詐取した公金の使途に

ついては借金の返済や遊興費に充てていたことを認めました。更に、当該元職員は詐取し

た公金を弁済する意思を示し、１１月２日に平成１７年度から平成２０年度までの間の被

害額789万1,000円に利息76万3,580円を加えた865万4,580円を市に返還いたしました。ま

た、１１月９日にも再度当該元職員から事情聴取を行い、平成１４年度から平成１６年度

までの不明金についての調査結果について認めるとともに、平成１８年度において新たに

判明した不明金についても認めました。この結果及び当該元職員の自認により平成１４年

度から平成２０年度にわたっての被害金額の合計額は971万円となり、平成１４年度から

平成１６年度までの間の被害額及び平成１８年度における新たに判明した被害額を含む

181万9,000円に利息48万7,065円を加えた230万6,065円を、同日市に返還いたしました。

なお、被害金額及び利息の総合計の市への返還額は1,096万0,645円となりました。 

 次に、不正の方法ですが、年間複数回招く講師、委員または過去の年度に招いた講師の

氏名を使用し、あたかもその研修会や委員会等を開催したかのように装い、学校園への通

知文や講師への依頼状を作成して支出負担行為を行い、当該元職員自らが所属長印を支出

負担行為書に無断で押印するなど、所属長印を不正に使用していたものであったことが判

明いたしました。また、講師等への報償費を資金前渡により現金で支払うとともに、領収

については教育サポートセンター内にあった認印を用いるなどして領収印とする方法を行

っておりました。 

調査の結果明らかになった問題点ですが、まず第１に、所属長の印鑑の管理が不十分であ

ったことや、所属長が決裁の証である押印を自ら行わなかったということで、この行為は決

裁権者の決裁権の放棄であり、公金管理に対する決裁権者の意識の低さが挙げられます。 

 第２に、原則的に銀行振込の処理にすべきところを、多くが資金前渡による現金払いを

行っていたなど、公金に係わるチェック機能が働いていなかったことが挙げられます。 

 第３に、当該職員に一人で会計業務を担当させていたなど、組織の人事配置上の問題点
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が挙げられます。 

 第４に、日頃から所属職員の日常の言動や不審なところはないか、生活が乱れていない

かなど、管理職員による人事上の把握が不十分な点が挙げられます。 

 次に、「Ⅲ 具体的な取り組みについて」ですが、市長部局に設置されました八尾市公

金管理等にかかる事務の適正化推進本部等とも連携し、速やかに取り組む事項を定めたと

ころでございます。 

 まず、事務処理規程に基づく代決または代行を行う場合を除き、専決は専決者、また決

定は決定者自らが行うなど、専決および決定行為の適正化を図ること、次に、支払事務に

ついては、銀行振込を原則とすること、また資金前渡の取扱いについては最小限にとどめ

ること、更に事務処理規程において「係長の職を置かないときの決定」に係る規定を整備

することなどを速やかに取り組んでまいります。なお、係長の職を置かないときの決定に

係る事務処理規程につきましては、１１月４日付にて八尾市教育委員会事務処理規程を一

部改正いたしました。この件につきましては、後程議案で提案させていただきます。 

 次に、今後の取組みとしては、公金管理に対する決裁権者の意識を高めることは当然の

こと、法令や公務員倫理の遵守など職員のコンプライアンスの意識を高めるために、職員

各層の役割に応じた職員研修を充実・実施してまいりたいと考えております。 

 次に、決裁印につきましては、施錠可能な場所に保管するとともに、併せて公印使用に

つきましても、使用簿に記入し適正に管理することを徹底してまいります。また、財務規

則および事務処理規程を把握し、適正な予算執行が為されているかについて常に所属長が

事項別明細書等で予算と決算を確認いたします。 

 更に、職員の人事配置につきましては、長期間にわたり同一職場で会計担当をさせない

などの人事上の配慮を行うとともに、公務員の信用を失墜するような行為については、幅

広く職員に周知し、より一層の綱紀の粛正を図ってまいります。 

 なお、管理責任者の処分につきましては、全容解明後速やかに厳正に対処してまいりた

いと考えております。 

 最後に、参考資料として、教育サポートセンターにおける不明金調査結果、教育サポー

トセンターにおける不明金調査に関する主な経過等をあわせて、中間報告書としてまとめ

たところでございます。 

 以上、簡単な説明でございますがよろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 それでは、ただいまの報告に関しまして、何かご質問あるいはご意見は

ございませんでしょうか。 

【百瀨委員長職務代理者】 この件に関しては、協議会等においても大変厳しく話し合っ

たわけです。委員会として、今後改善と適正化に向けて取り組んでいかねばならないと思

うのですが、再度確認したいと思います。今、最も取り組まなければならないのは何なの

か、具体的にもう一度示していただきたいと思います。 

【杉分学校教育部次長】 一番には、公金管理に対する決裁権者の管理監督責任というこ

とでございます。庶務担当者が上司の承認なく所属長印を使用できる状況であったことが

１つの原因であり、その点、所属全員の意識として、公金管理に対する決裁権者の管理監

督を徹底してまいりたいと考えております。 

 次に、公金に係わるチェック機能等でございます。今回の事件では、庶務担当者１人に
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任せていたことでチェック機能が働かず発覚が遅くなったということで、そういう点から

公金に係わるチェック機能を強化する必要があると考えております。 

 次に、教育サポートセンターの組織と人事配置でございます。これは教育委員会全体に

通じることですが、やはり、長年１人の職員が同一職場で会計業務を含む庶務担当を行っ

ていたことが問題でございます。そういうことで、組織等人事配置の問題が挙げられると

考えております。 

 次に、職場における人事管理でございます。日頃から、所属職員の日常の言動や不審な

ところがないか、生活が乱れていないか等所属職員の把握に努めることは、所属長を中心

とした管理職員の重要な任務の１つと考えております。その点を今後徹底させていきたい

と考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 先程教育長より謝罪の言葉がありましたが、私ども教育委員

も一緒になり、今後再発防止に向け、また信用回復に努めなければならないと考えており

ます。このような件は二度と起こしてはならないことですので、注意喚起に努めていただ

きたいと願っております。 

 続いて、今回の件に関しては、学校教育現場への対応をどのようにされたのか、また今

後の対策についてどのようにすべきかをお聞きしたいと思います。 

【浦上教育推進担当部長】 教育委員会内で不明金調査をしている中で、学校現場にも今

の動きを正確に伝えなければならないということで、校園長会を開催し、特に学校現場は

事務職員がお金の管理をしているということもありますので、私から改めて金銭管理につ

いてのチェックをお願いしたいということをまずお話いたしました。 

 この中間報告書ができる前でしたが、具体的な方策についても学校長あるいは園長に説

明いたしまして、金銭の管理について徹底していただきたいということ、また、常々学校

にある金銭についてチェックをしておかなければならないというのは所属長としての責任

であるということを説明したところでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 特に、事務担当が１人あるいは２人のところもありますので、

その点については十分周知徹底するようよろしくお願いしたいと思います。また、今後と

も学校教育現場に十分な処置をお願いしておきたいと思います。 

【山本委員】 私が申し上げたいことも、百瀨委員がおっしゃったことと全く同じです。

それと先程、管理職員が今後所属職員の監督に十分注意するというようにおっしゃってい

ましたが、管理職員だけではなく同僚の皆さんがそれぞれに注意して、何か不審な点があ

ればすぐ管理職員に報告できるようにお互いのコミュニケーションを保っていただければ

と思いました。 

【杉分学校教育部次長】 委員のご指摘はごもっともでございます。今回の事件を受けて、

１１月２日付で教育長から各所属長に対し、服務規律の適正な確保と綱紀の粛正について

依命通知が出されております。これは教育委員会内部だけでなく学校も含めて、所属長か

ら職員全員に周知徹底せよという内容でございます。 

【篠原委員長】 この件に関して、先般の決算審査特別委員会でもたくさんの質問があり

ました。今回、不名誉な事件でございますが、組織上の問題や、特に金銭を取り扱う業務

についての人事配置上の問題等、大きな勉強をしたとも思っております。ですから、そう

いったことにこれから一層留意して、絶対に再発のないように努めなければならないと思

っております。 
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｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、議案審議に入ります。 

 

１１月の議案 

議案第４２号 

 

議案第４３号 

 

議案第４４号 

八尾市教育委員会事務局事務処理規程の一部改正について臨時代理

承認の件 

八尾市立青少年センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定

める規則制定の件 

損害賠償に関する和解の市議会議案提出の件 

 

【篠原委員長】 議案第４２号「八尾市教育委員会事務局事務処理規程の一部改正につい

て臨時代理承認の件」について審議いたします。提案理由を杉分次長より説明願います。 

【杉分学校教育部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第４２号「八尾市教

育委員会事務局事務処理規程の一部改正について臨時代理承認の件」についてご説明いた

します。 

 八尾市公金管理等に係る事務の適正化に伴い、係長の職を置かないときの決定に係る規

定を明確にするにつき、急を要したため平成２１年１１月４日付で臨時代理を行いました

ので、そのご報告とご承認を求めるものでございます。 

 新旧対照表をご覧ください。第１５条第１項中、「係長」の次に「（当該係長を置かず、

かつ、当該事務を主管する課長補佐又は参事を置く所属にあっては、当該課長補佐又は参

事）」を加えるものでございまして、平成２１年１１月４日を施行期日としております。 

 なお、本規程の一部改正により教育委員会事務局における内部統制の強化と事務処理の

適正化をより一層図るものでございまして、１１月６日付で学校教育部長名において、教

育委員会事務局内の全部長及び所属長に対し、八尾市教育委員会事務局事務処理規程の一

部改正を行った旨と、決裁過程の適正化について通知を出しその徹底を図りました。以上、

簡単な説明でございますが、ご承認賜わ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。 

【百瀨委員長職務代理者】 係長を置かないという所属は、この委員会でどれぐらいある

のですか。 

【杉分学校教育部次長】 課に係長を置いていない所属は人権教育課がございます。その

他に、係は置いておりますが、事務分掌に係を置いていない職場が教育サポートセンター

と指導課にございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 この改正は、先程のチェック機関を置くことに伴った改正で

あるということで、進めていただきたいと思います。 

【杉分学校教育部次長】 今回の不祥事を受けまして、八尾市教育委員会事務局事務処理

規程の第１５条を改正いたしましたが、事務処理規程が若干読み取りにくいところがござ

いまして、今回、それを明確にするという改正でございます。ただ、この点だけではまだ
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不十分な点がありますので、今後、所掌事務に関する規定につきましても検討を考えてい

るところでございます。 

【篠原委員長】 他にございませんか。それではないようですので、採決に移らせていた

だきます。議案第４２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４２号「八尾市教育委員会事

務局事務処理規程の一部改正について臨時代理承認の件」について、原案を適当と認める

ことに決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは次に、議案第４３号「八尾市立青少年センター条例の一部を改

正する条例の施行期日を定める規則制定の件」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４３号「八尾市立

青少年センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則制定の件」につきまし

てご説明いたします。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第３号の規定より、

委員会の議決を求めるものでございます。 

 理由といたしましては、八尾市立青少年センター条例の一部を改正する条例の施行に関

して、施行期日を定める必要があり、八尾市立青少年センター条例の一部を改正する条例

の施行規則を制定するため、本案を提出するものであります。 

 内容といたしましては、平成２１年１２月１日から施行するものでございます。 

 以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよろ

しくご審議、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。 

 特に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４３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４３号「八尾市立青少年セン

ター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則制定の件」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】 それでは次に、議案第４４号「損害賠償に関する和解の市議会議案提出

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４４号「損害賠償

に関する和解の市議会議案提出の件」につきましてご説明いたします。 

 本件は、桂青少年会館事故に係る損害賠償に関する和解について、市議会に議案提出す

るにつき、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１７号の規定より、委員会の

議決を求めるものでございます。 

 損害賠償に係る事故の内容を申し上げます。平成２１年１１月５日午前１０時頃、当館主
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催の親子幼児教室、親子ダンスの講師が来館した際、敷地駐車場内の西側通用口前にバック

で乗用車を駐車させようとしたところ、ブレーキと間違えてアクセルを勢いよく踏み込んだ

ため、高さ１５ｃｍほどの段を乗り上げて、西側通用口に衝突したものでございます。 

 これによる破損の状況ですが、建物西側通用口のアルミサッシ製扉が２枚とも５～６ｍ

程屋内廊下側に飛び、ガラスも破損し、扉横のアルミ製支柱とガラスも破損いたしました。

また、飛んだ２枚の扉により、扉上の天井の一部が破損し、廊下の床にも数カ所傷がつい

たものでございます。なお、これにより乗用車は後部ガラスが破損し、後部バンパーも外

れ、右前輪がパンクした状態となりました。 

事故発生直後の対応としましては、直ちに警察へ連絡するとともに現場付近の片付けと

破損通用門の閉鎖を行いました。また、同日相手方加入の損害保険会社との間で、物損事

故として原状復帰の工事を行い、損害額の全額を対物保険で弁済すること、完全原状復帰

までの工事期間が約２週間程度であることを双方確認いたしたところでございます。 

 和解の要旨でございますが、１点目は、相手方は本市に対し、本件事故に係る修理費

109万2,000円を相手方が加入する保険会社から本市が指定する補修工事業者に直接支払う

ものでございます。２点目は、今後、本件事故に関しては双方とも裁判上または裁判外に

おいて一切異議および請求の申立てをしないことを誓約するものでございます。以上が和

解の要旨でございます。 

 この度の本件事故につきましては、当館建物の損壊はあるものの負傷者もなく人身事故

に至らなかったことが何よりの幸いと感じているところでございます。運転しておりまし

た相手方には、係る事故を機会に、今後は一層の安全運転を心がけていただくよう強く注

意喚起を促したものでございます。以上、よろしくご審議の上、ご承認賜わりますようお

願い申し上げます。 

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

ございますか。 

 特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４４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４４号「損害賠償に関する和

解の市議会議案提出の件」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 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは報告事項に入りたいと思います。平成２１年度事務事業進捗状

況について、各部総務課長から報告願います。まず学校教育部から報告をお願いします。 

【杉分学校教育部次長】 それでは、平成２１年度の学校教育部の９月３０日現在の事務

事業進捗状況についてご報告いたします。 

本件につきましては、４月の定例教育委員会におきまして年間計画をご報告いたしました

が、今回はその中間報告として、お手元資料に基づき報告させていただきます。 

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

施するなど、当初計画どおり進んでいるところでございます。 
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 次に、教育政策課におきましては、第１四半期、第２四半期において学校園等安全教室

を開催するとともに、通年事業として、ＣＡＰ子どもワークショップ事業の実施、学校規

模の適正化に向けた審議会及び庁内検討会議の他、教育課題全般に対する政策等の企画・

立案並びに総合調整等に取り組んでおります。 

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

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

早期耐震化の促進に向け取組みを進めております。 

 次に、学務給食課におきましては、奨学関係については、経済的理由により就園・就学

および進学が困難な幼児、児童および生徒に対する援助事業等を、学校保健関係について

は、園児、児童、生徒および教職員の健康の保持増進並びに学校教育の円滑な実施のため

の健康診断等を、また給食関係については、学校給食の運営管理に関する各種事業を計画

どおり推進しているところでございます。 

 次に、指導課におきましては、学校図書館活用推進事業に取り組むとともに、学力向上

推進事業、全中学校に配置しましたネイティブ英語講師を小学校においても活用し英語活

動を実施しているところでございます。また、関係各課と連携し、通学路横断安全業務や

通学路の整備を進めるとともに、幼児教育関係についても、市立幼稚園の庁内検討会議、

預かり保育や幼児教室等の事業を計画どおり進めております。 

 次に、教育サポートセンターにおきましては、第１四半期には特別支援学級・特別支援

学校の「春のつどい」を予定していましたが、新型インフルエンザの流行により事業が中

止となっております。また、年間を通じて特別支援教育支援事業および学校図書の活用事

業を進めております。 

 最後に、人権教育課におきましては、主に研修会や人権教育実践交流会等を開催してお

りますが、第１四半期には人権教育推進学校園の支援事業等を、また第２四半期には人権

作品の募集を実施するとともに、年間活動として、学校園における日本語指導講師派遣等

の事業を行っております。 

 以上、簡単でございますが、学校教育部所管事務事業の進捗状況の報告でございます。 

【篠原委員長】 それでは、学校教育部の報告に対するご意見は生涯学習部からの報告もお

聞きしてから一括して受けることにしたいと思います。続いて生涯学習部、お願いします。 

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

進捗状況についてご報告いたします。 

 まず、生涯学習スポーツ課でございますが、第１四半期では、女性教育講演会、春季市

民体育大会等、第２四半期では少年軟式野球大会、大阪府総合体育大会等、第３四半期で

は女性フェスティバル、地区市民スポーツ祭等をそれぞれ開催・実施いたしました。第４

四半期の生涯学習フェスティバル、少年サッカー大会等についても、計画どおり実施して

まいります。また、年間計画においては、家庭教育学級、市民大学をはじめとする生涯学

習講座や生涯学習振興計画推進事業、学校体育施設開放事業等について計画どおり実施し

ていくこととしております。 

 次に、図書館でございますが、年間を通しての図書の貸出業務の他、第１四半期の子ど

も読書週間の行事、第２四半期の夏休み子どもまつりを実施するとともに、第３、第４四

半期では近代文学講座、春休み子どもまつりにそれぞれ取り組むこととしております。ま
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た、年間計画として各種講座・講演会、おはなし会を開催するとともに図書館資料の充実

に努めているところでございます。 

 最後に、文化財課でございますが、第１四半期においては、安中新田会所跡旧植田家住

宅開館記念式典を実施し、第２四半期においては、文化財保存活用事業や歴史資産のまち

‘やお’推進事業を進めてまいりました。また、第３四半期では高安古墳群と山麓の古墳

保存活動事業として「高安千塚シンポジウム」を行うとともに、年間事業としては、市内

埋蔵文化財関連事業や市指定文化財等保存活用事業等に取り組んでいるところでございま

す。 

 以上が生涯学習部各課の現在までの主な事務事業の進捗状況でございます。 

【篠原委員長】 学校教育部と生涯学習部の進捗状況をお伺いしましたが、ただいまの両

部からの報告に関して、委員の皆様方、何かご意見ございませんでしょうか。 

【百瀨委員長職務代理者】 施設管理課にお聞きしたいと思います。耐震化について、平

成２２年度までに耐震診断が終わり、それから全体の計画を立てると聞いておりますし、

また平成２７年度までに耐震化を図ると聞いておりますが、現在の進捗状況をお聞かせい

ただきたいと思います。 

【橋本学校教育部次長】 耐震化につきましては、平成２２年度までに全ての耐震診断を

実施するという方針で今現在進んでおります。ただ、中学校の校舎で耐震診断が難しい工

法をとっている学校がございます。その学校については平成２３年度にずれ込む可能性も

ありますが、それを除いては全て平成２２年度で終了する予定でございます。その結果に

基づき、平成２７年度までに八尾市の耐震化促進計画の中で示されている耐震強度の低い

校舎および体育館について、１００％の改修を行っていくという計画は現在も変わってお

りません。特に、避難所に指定されている各小中学校の体育館の耐震補強工事を優先して

実施してまいるところでございます。 

 現在のところ、耐震化率は１０月現在でまだ約２６％となっておりますが、今後、財政

状況等の事情もあるものの、なるべく早く耐震化に向けて事業を行ってまいりたいと考え

ております。 

【百瀨委員長職務代理者】 市民の皆様からすれば、学校の施設は十分な安全性を求めら

れるものですので、事業が進むようによろしくお願いしたいと思います。 

 もう１点は、扇風機の設置の件でお聞きします。これは既に設置されたと考えておりま

すが、設置する基準は本年度の学校の設置基準によるものだったと思います。そこで、来

年度、例えば生徒の増減等でクラス数が変わった場合に、どのように設置していくのか、

その点はどのようにお考えなのか聞かせていただければと思います。 

【橋本学校教育部次長】 扇風機の設置につきましては、国の補正予算による対策という

ことで、予算要望の期間が非常に短かったという事情があり、現在把握している普通教室

の数を実施対象数としました。我々も、小学校における少人数学級、中学校の分割授業等

も把握しておりますが、なかなかそこまで至りませんでした。 

来年度以降においては、各学校で既に取りつけた扇風機で取り外したものもありますの

で、それらを活用し、また新たな方策としてそのような教室へも設置していきたいと各学

校には伝えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 クラス数の変更等色々あると思いますので、来年度に向けて
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よろしくお願いしたいと思います。 

【山本委員】 指導課の年間計画で学校評議員研修というのが挙がっていますが、これは

どのような研修なのでしょうか。 

【田中学校教育部次長】 研修の内容につきましては、各学校で評議員をお願いしており

ますが、その評議員の代表の方々に研修を行うものでございます。 

 具体的には、学校評議員が各学校に３～５名いらっしゃいまして、その中から学校代表

ということで各校から出ていただいて、講師を招いて研修を行うものでございます。 

【山本委員】 費用は、講師の講師料ということですね。分かりました。 

 それと、生涯学習スポーツ課の年間計画で、生涯学習講座として市民大学・人権学習・

女性セミナー等色々実施されていますが、この市民大学はどれぐらいの人数が受講してお

られるのでしょうか。 

【松井生涯学習部次長】 生涯学習を推進していくためにいろんな講座を開催しておりま

して、市民大学講座も、昨年度の実績で、２０回で1,799名のご参加をいただきました。

内容としては、地域のことやいろんな分野の広い範囲で、市民選出のコミュニティカレッ

ジ委員にいろんな企画や役割をしていただいて開催しているもので、大変好評をいただい

ている事業であると考えております。 

 また、人権学習講座についても昨年度１０回開催して約1,130名のご参加をいただいて

います。また、男と女のはつらつセミナーについても８回で約２７０名の参加があり、毎

回好評をいただいているものでございます。 

【篠原委員長】 指導課の英語指導講師派遣委託について、執行が１４％と、他に比べると

現段階では進捗状況が低いようですが、その理由を簡潔に説明願いたいと思います。 

【田中学校教育部次長】 この事業は９月１日から３月末までの事業ですので、今の時点

ではまだ１０数％という進捗状況でございます。 

【篠原委員長】 「ＮＥＴ」はNative English Teacherの略だと思いますが、以前は「Ａ

ＥＴ」や「ＡＬＴ」と言っていたときもあったように思います。名前が頻繁に変わってい

るような感じがしますが、国から名称等が示されているのでしょうか。 

【中原教育長】 最初はAssistant English Teacherの略で「ＡＥＴ」と言ったのはご存

じのとおりですが、その後LanguageのＬを使っていた時期があって、アメリカからの招致

事業も同じ事業名でしたが、「ＮＥＴ」については、どちらかというと八尾市独自の用語

で、英語を母国語とするネイティブな方を活用しようという意図があると理解しています。 

【篠原委員長】 八尾市独自の表現とのことですが、やはり全国共通の名前を使わないと、

書類を出したときに「これは何なのか」ということになりかねませんので、その点は考慮

していただきたいと思います。「ＡはAssistantのＡであるからだめだ」ということはあ

ると思いますが、何を以って「ネイティブ」とするかという問題もあるのではないかと思

います。 

【浦上教育推進担当部長】 英語教育導入ということで、４年前からこの事業がスタート

していますが、そのときは「ＡＥＴ」だったと記憶しています。当時は「英語指導助手」

という名称で使っていましたが、２年、３年と経過する中でネイティブスピーカーの活用

に重きに置きまして、昨年度ぐらいから「ＮＥＴ」になったと記憶しております。今現在

は、日本語では「英語指導員」と位置づけております。 
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【篠原委員長】 これはあくまで八尾市独自の言葉で、八尾市では市民権を得ていても、

他のところでは市民権は得ておらないということであれば、他に出す文書については注意

してほしいと思います。 

【百瀨委員長職務代理者】 学務給食課の業務になると思いますが、新型インフルエンザ

について少しお聞きしたいと思います。子どもたちの新型インフルエンザの罹患者が

6,000人に近づいていると聞いています。子どもの感染が深刻化している中で、これらに

対する事業は考えておられるのか、現状等を含めてお話いただければと思います。 

【田中学務給食課長】 新型インフルエンザにつきましては、全国的にもまだまだ罹患者

が増えているところですが、本市におきましてもこの間、学級閉鎖、学年閉鎖あるいは学

校閉鎖が続いております。私どもの対策としましては、これまでに教育委員会内にインフ

ルエンザの対策本部を設置し、９月に各学校園へ液体石けん・固形石けん等を配付する等

の対策を講じてきました。また、保護者に対しても注意喚起等を教育委員会から行うとと

もに、学校園からも逐次注意喚起等を行っております。 

 なお、現在の市立学校園の状況ですが、これまでの生徒・児童・園児の延べ罹患者数が

約6,000人で、生徒・児童・園児の２０数％が罹っている状況でございます。また、先々

週から先週にかけてピークを過ぎたのではないかという専門家のコメントもございました

が、大阪府下でもまだまだ蔓延しており、これからも拡大するおそれがあると聞いており

ます。今後とも引き続き、本市としても感染拡大防止に対し注意喚起等を行ってまいりた

いと思います。 

【百瀨委員長職務代理者】 今後、更なる対策に向けてよろしくお願いしたいと思います。 

もう１点、いじめ・不登校対策事業について、指導課にお聞きしたいと思います。児

童・生徒の問題行動、ネットいじめも含めたいじめ、また不登校について、最近少し聞か

なくなっていますので、改めて八尾市の現状と対策等を含めながらお話しいただければと

思います。 

【田中学校教育部次長】 いじめ等につきましては若干の減少傾向にございます。平成１

８年度で小・中学校合わせて９０件近く、平成１９年度は６０件近くでございましたが、

平成２０年度は５０件近くに減ってきているという状況でございます。 

 不登校についても若干の減少が見られると思っております。ただ、長期欠席については

なかなか減少にならないという状況でございます。 

 それらの対応については、学校支援事業ということで、学校だけでは対応できないケー

スについては支援会議等を開きまして、弁護士等のいろんな専門家に入っていただいて解

決を図っていくように現在進めております。 

【百瀨委員長職務代理者】 減少しているとのことですので、対策が十分進んでいると考

えたいと思います。これからも更に深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。 

【安藤委員】 図書館についてお聞きしたいと思います。先般、ある方から本のリサイク

ルまつりについてお聞きしたのですが、例えば「こういうふうに開かれました」といった

資料は作っているのかどうか、これが１つ。もう１つは、図書館の本やＣＤ、ビデオ、Ｄ

ＶＤ等の資料はどのようにして閲覧できるのかということをお聞きしたいと思います。 

【大谷八尾図書館長】 まずリサイクルまつりの関係でございますが、これは毎年３館で
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順繰りに開催しております。市民が不用になった本を一同に図書館にいただきまして、そ

して図書館で開催するリサイクルまつりで、参加していただいた方にお１人１０冊まで持

って帰っていただくというものでございます。そもそもこのリサイクルまつりは、その人

は不用になっても他にはもっと利用できる方もおられるということから、もっと本を活用

していきたいということで年１回開催しているところでございます。 

 これにつきましては、市民に広くお知らせするために、本を集めるに当たりましては、

『市政だより』やＦＭちゃお、その他の行事等で広く市民にお知らせしまして、約１万点

近くの本を集めて実施しております。本年も３００名近くの方にご参加いただいたところ

でございます。 

 次に、図書館資料の閲覧でございますが、図書館の資料と言いましても書籍の他にＣＤ

等色々とございます。それらの資料については、１つには、開架をして直接来館者に触れ

ていただくということと、もう１つは、全ての資料は開架できませんので書庫に収納して

おります。これらにつきましては、インターネットを通じて閲覧できるようにしておりま

す。また、インターネット以外にも、電話やカウンターでご相談を受けて、お知らせをし

ております。このように、図書館は３館ございますが、どこでも同じようにサービスを提

供できるように努めているところでございます。 

 

【篠原委員長】 それでは、両部の事業の進捗状況については他にご意見もないように思

いますので、報告事項についてはこれで終わりますが、その他の事項として私から２点お

聞きしたいことがあります。 

 まず第１点は英語の件ですが、先だって大阪府市町村教育委員研修会がアウィーナで開

催されまして、その内容は小学校の英語教育についての講演でございました。ご存じのよ

うに、来年度から小学校５・６年生に週１時間、英語を教えることになります。各市町村

とも色々と対策に苦慮なさっていると思いますが、小学校の先生が今まで経験のない外国

語を教えることについて、研修等の準備を進めておられると思いますので、その状況をお

聞かせいただきたいと思います。 

【田中学校教育部次長】 教育委員会としましては、特にミドルリーダーとして学校で中

心になる先生方への研修を中心に行っております。昨年度実施分を含めてこれまでに２０

数回の研修を実施しております。ただ、校長先生方に聞く中では、やはり来年度からの実

施について不安に思っておられるということもお聞きします。今後とももっと身近な研修

等を進めていきたいと思っております。 

【篠原委員長】 私も元教師でありますが、自分の専門の教科すら十分なことを教えるこ

とができたかどうかは忸怩たるものがあります。これからやらなければならない小学校の

先生にとって、自分の専門以外のことを教えるというのは非常に不安だと思います。私は

英語の免許しか持っていませんが、社会や国語を教えよと言われれば、何とかするとは思

いますが非常に不安で大変だと思います。そういった先生方の気持ちを十分斟酌して指導

に当たってもらいたいと思っています。 

 第２点は、以前に教育サポートセンターから音読教材について報告いただき、分厚い教

材もいただきました。指定校でやっているというお話でしたが、その後どのような状況な

のかをお聞きしたいと思います。それから、あの教材にはいろんな作品が網羅されていま
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すが、教材に載っているのは作品のほんの一部だけでした。作品の重要なポイントになる

ところだけを音読させているような感じになりますが、そうした場合に、もし児童・生徒

から「この物語の決着はどうなるの」とか「途中でどうなるの」と尋ねられた場合、スト

ーリーの流れを知っておかないといけないわけです。あれだけの作品を全部読みこなすの

も大変だと思いますが、「この作品を音読させる」と決めれば、その本は最後まで読んで

おられるはずです。全体を読むことなく、ただその部分だけを音読させるようなやり方に

は疑問を抱きますので、その点についてもよろしくお願いします。 

【浅野教育サポートセンター所長】 音読に関しましては、ＣＤを配布して各校で利用し

ていただいている状況でございます。指定校も何校か決めて、取組みを進めております。

教育サポートセンターでは、研究協力員という形で指定校からも協力をいただいて、更に

研究を深めている状況でございます。 

 ストーリーの全般を把握しているかということにつきましては、申し訳ございませんが、

どういう状況かは把握できておりませんので、担当に確認してご報告したいと思います。 

【篠原委員長】 これは非常に良い試みだと、私は諸手を挙げて賛成です。ところが、実

際に実行するとなったときに、作品の一部分だけの音読でいいのだろうかと考えると、教

材として使うときには、例えば小説ならその小説を先生が前もって全部把握しておくべき

だと思います。そういう努力をこれからしていただきたいと思いますし、そうでないと絵

に描いた餅になってしまうのではないかという感じがします。 

【浦上教育推進担当部長】 今年は７小学校でモデル的に実施しております。教育委員会

としては、子どもの読解力や思考力等を向上させるために音読教材を作成しました。これ

まで各学校での音読の実践がありますので、その実践を基本にして各学校の実態に応じて

取り組んでいただきたいということで進んでおります。そのような中で、アンケートを実

施して、子どもたちがどう捉えているか、あるいはこれをすることによってどんな効果が

上がったかといったことも来年の１月頃までに精査しながら、それを各学校にお伝えして、

来年度は更に広げていきたいと考えております。また実施方法も、対象学年を６年生だけ

にしていたり、あるいは低学年だけにしていたりと色々なコース選択がありますので、低

学年にあっているのか高学年にあっているのかといったことも、アンケートを実施する中

で読み取れると思っております。 

 それともう１つは、それを教えている先生方のアンケートも実施して、保護者が子ども

から聞いてどうであるかということも把握したいと考えておりますので、結果が出次第、

また報告させていただきたいと思っています。 

【安藤委員】 委員長がおっしゃったように、「この続きはどうなったのか」と思ったと

きに、その作品が学校にないようでは悲しいことですので、今後図書館とも協力体制をと

って、生きた資料として子どもたちにそれが伝えられるように、重ねてお願いしたいと思

います。 

【中原教育長】 先程の委員長のお話の英語の件に関しまして、先日、ベルビュー市から

視察団が来られまして南山本小学校へ訪問されましたが、子どもたちから色々と質問され

たと視察団の方がおっしゃっていました。「Do you like ～ ？」といった簡単な会話で

すが、一生懸命に会話しようと努力していて、周りの子どもたちも「こんなこと訊い

て。」と言っていたようです。私は外国の方から尋ねられると、日本語で訊かれても逃げ
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ようとするような姿勢になってしまいますが、子どもたちは随分変わってきていると感じ

ました。 

 確かに授業を教える先生は大変だと思いますが、楽しむ・親しむということで、自分も

英語は喋れないけれども、ＮＥＴに「一緒に勉強していこう」という姿勢で向かっている

方がいます。あるいは先生方でも学生時代に外国へ行って少し喋れるので喋りたいという

ことで、すごく努力して英会話の学校へ行き出したという方も何人か聞いております。 

 ですから、子どもたちも努力して喋る、コミュニケーションをとるということで、お互

いに言葉は分からなくても何かを伝えようとすることも学んできていますので、国際理解

教育の中で「相手を尊重する」「相手に意思を伝える」という点では随分効果的になって

いるのではないかと思います。 

 昨年安中小学校を訪問したときも、「随分話しかけられました」とおっしゃっていまし

たので、外国人とコミュニケーションをとろうという意識は子どもたちに出てきていると、

ベルビュー市から来られた方と話していて感じました。 

【安藤委員】 先日の研修会で講師の方が、「小学校の間は親しむということでいいので、

英語の発音がどうこうというのは先生には必要ない」とおっしゃっていました。そこで、

英語に興味のある小学校の先生がどれだけおられるのかが分かれば知りたいと思います。

先生にもそれぞれの得意分野があると思いますので、それを把握して得意な先生が他の学

校に行って教える等のコンビネーションを組むようにすれば、互いの学校の交流にもなっ

ていくのではないかと思います。今、ベルビュー市との関係で英語の話が出ましたが、嘉

定区との関係では、中国語の喋れる先生もひょっとしたらおられるかもしれません。ある

学校でも、交流会では言葉は通じなくても交流できたと聞いておりますが、そういった連

携をとって、学校に迎えたときには代表が喋れるというだけではなく、子どもたちももう

一歩進んだ交流ができればうれしいと思いますので、そういったことも把握できるよう、

アンケートの項目の１つに入れていただければと思います。 

【田中学校教育部次長】 直接の答えになるかは分かりませんが、現在八尾市において、

２校で研究校として取り組んでいます。ＮＥＴと一緒に合同で授業を行うということで、

私も実際見に行きましたが、子どもたちは非常に活発に元気にやっておりました。先生が

つまって授業をしているかというとそうでもなく、先生もＮＥＴとの会話が上手くいって

おり、授業も上手く進んでおりました。ここ何年かＮＥＴが配置されていますので、連携

もできてきているのではないかと考えており、先生方も英語に対してフラットに入れるよ

うな状態に徐々になってきているように理解しております。 

【中原教育長】 英語活動の授業研究会が２月１０日に上之島小学校で予定されています

ので、参加していただいて実態を見ていただくのも１つの方法と思います。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 折角こども未来部の方もお見えですので、「家庭の日」につ

いて少しお聞きしたいと思います。過去に生涯学習部で家庭の日が設定され、これまで取

り組んできているわけですが、今、家庭の日についてどのような事業をされようとしてい

るのか、その取組みについて現状等を含めてお話願えればと思います。 

【竹内青少年課長】 家庭の日の取組みについては、実施主体として青少年健全育成八尾

市民会議が母体となり、１１月５日に家庭の日の街頭啓発を行いました。これは関係団体
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等の協力をいただいて、約４３０名に市内１１駅に立っていただき、市民の方々に街頭啓

発を行ったものでございます。 

 また、１１月１７日に家庭教育を考える市民集会を開催いたしました。今回は、子ども

のしつけに関して、関西福祉科学大学の松宮教授を講師に招いてご講演いただきました。 

他にも、家庭の日については機会のある度に街頭啓発等を進めていきたいということで、

市子連のソフトボール大会や綱引き大会等、保護者がたくさん集まる行事等でロータリー

クラブから寄附いただいた横断幕等を掲出して、家庭の日の啓発事業に努めているところ

です。 

【百瀨委員長職務代理者】 家庭の日については大きな目的を持って設定しておりますの

で、ぜひこれを充実していくために、教育委員会ともすり合わせをしながら進めていただ

ければと思います。 

【篠原委員長】 それでは、他に質問等はないようでございますので、以上をもちまして

１１月定例教育委員会を終了させていただきます。 

 なお、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、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

中原委員 

 

 

                                        

 

 


