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４月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２３年４月２２日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

百瀨  委員長 

安藤 委員長職務代理者 

山本  委員 

木下 委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

植田教育次長・伊藤生涯学習部長・中山学校教育部長・田辺教育

委員会事務局理事教育政策課長事務取扱・松井生涯学習部次長・

竹内生涯学習部次長兼八尾図書館長・万代学校教育部次長兼学務

給食課長・西崎教育人事課長・杉島生涯学習スポーツ課長・渞文

化財課長・靍原指導課長・浅野教育サポートセンター所長・岩下

人権教育課長・菱井生涯学習部参事・瀧瀬生涯学習部参事・田中

学校教育部参事 

 

【百瀨委員長】 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。 

 

【百瀨委員長】 まず、３月１０日の臨時教育委員会会議録の承認について審議したいと

思います。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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、３月１０日臨時会会議録について

承認と決しました。 

 

【百瀨委員長】 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が、こ

れは非公開審議部分についても公開可能な時期がきましたので、この部分も含めて審議し

たいと思います。委員の皆様方、この件について何かご質疑ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 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。 

 

【百瀨委員長】 次に、３月２５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２５日臨時会については非公開審議でしたが、既に公開可能な時期がきておりますので、

会議録の承認について審議いたします。委員のみなさま方、何かご質疑ございませんか。 
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【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、３月２５日臨時会会議録について

承認と決しました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、次に委員長報告をいたします。 

（委員長報告） 

３ 月 2 5日 （ 金 ） 

４ 月 ５ 日 （ 火 ） 

４ 月 ６ 日 （ 水 ） 

 

４ 月 1 5日 （ 金 ） 

午前９時から､臨時教育委員会に出席。 

午後１時30分から、市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席。 

午前９時30分から、校園長会に出席。 

午後１時30分から、教頭会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

(教育長報告) 

３ 月 2 2日 （ 火 ） 

３ 月 2 4日 （ 木 ） 

３ 月 2 5日 （ 金 ） 

 

 

３ 月 2 7日 （ 日 ） 

３ 月 2 8日 （ 月 ） 

３ 月 2 9日 （ 火 ） 

 

３ 月 3 0日 （ 水 ） 

３ 月 3 1日 （ 木 ） 

 

 

 

４ 月 １ 日 （ 水 ） 

 

４ 月 ４ 日 （ 月 ） 

４ 月 ５ 日 （ 火 ） 

４ 月 ６ 日 （ 水 ） 

 

４ 月 ８ 日 （ 金 ） 

 

 

４ 月 1 1日 （ 月 ） 

午後２時から、東日本大震災災害等に係る八尾市対策本部に出席｡ 

午前10時から、市議会３月定例会本会議（２日目）に出席。 

午前８時45分から、校務員等発令式に出席。 

午前９時から、臨時教育委員会に出席。 

午後３時から、校園長会に出席。 

午前10時から、少年少女空手道選手権大会に出席。 

午前８時45分から、市職員発令式に出席。 

午前10時から、株式会社マインドウェイブからの事務用品の寄附に伴

う市長感謝状贈呈式に出席。 

午後４時から、転出指導主事等辞令式に出席。 

午前９時から、市職員辞令式等に出席。 

午後４時から、部長会に出席。 

午後４時40分から、退職校長への感謝状贈呈式に出席。 

午後５時45分から、退職者懇親会に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午後２時から、新任及び転任教職員辞令式に出席。 

午前10時から、新入社員を励ます集いに出席。 

午後１時30分から、市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席。 

午前９時30分から、校園長会に出席。 

午後１時30分から、教頭会に出席。 

午前９時から、部長会、ＩＴ推進本部会議、東日本大震災災害等に係

る八尾市対策本部及び河内音頭まつり庁内実施本部会議に出席。 

午後２時から、生徒指導主事辞令式に出席。 

午前８時50分から、新規採用市職員発令式に出席。 
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４ 月 1 5日 （ 金 ） 

 

４ 月 2 1日 （ 木 ） 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後１時から、庁議に出席。 

午後２時から、府都市教育長協議会役員会及び定例会に出席 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況等について何かあり

ましたら、ご報告をお願いいたします。 

特になければ、委員長報告及び教育長報告について、何かご質疑ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 教育長報告の中で、４月４日に新入社員を励ます集いに出席

されていますが、どちらの会社の新入社員ですか。 

 

【中原教育長】 これは、商工会議所が中心となり、八尾市内の会社に就職した人を対象

とした行事です。 

多くの方々が市内の会社に就職されていますが、当日は９０人近くの新入社員が出席し

ていました。それぞれの会社の新入社員が集いますので、交流を深められる機会になると

思います。 

 

【百瀨委員長】 他にご質疑ございませんか。 

それでは、ご質疑がなければ次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 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１９号 

議案第２０号 

議案第２１号 

議案第２２号 

八尾市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正の件 

八尾市社会教育委員の委嘱の件 

八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件 

平成２４年度使用八尾市立学校教科用図書の採択に関する件 

 

【百瀨委員長】 議案第１９号「八尾市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正の件」

について審議いたします。提案理由を田辺理事より説明願います。 

 

【田辺理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第１９号「八尾市教育委員会事

務局事務分掌規則の一部改正の件」についてご説明いたします。 

 本件は、八尾市教育委員会事務局事務分掌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。 

 提案の理由としましては、財団法人八尾体育振興会の公益財団法人への移行に伴う名称

変更に伴いまして規則の文言を整理するものです。資料の「八尾市教育委員会事務局事務

分掌規則の一部改正 新旧対照表」をご覧願います。 
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 第４条の中で、生涯学習スポーツ課市民スポーツ係が所管する事務としまして、「財団

法人八尾体育振興会の指導等に関すること」を「公益財団法人八尾体育振興会の指導等に

関すること」に改めます。 

 なお、施行については、交付の日より施行いたします。 

 以上、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。 

 

【百瀨委員長】 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、この件につ

いてご質疑ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 公益財団法人と財団法人との違いを教えてください。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 公益財団法人は、大阪府知事に認定された団体です。認

定に当たりましては、有識者による合議制機関である大阪府公益認定等委員会の答申を受

けて大阪府知事より認められることになり、厳しい審査を受けた上で公に認められる団体

という点で、登記のみで設立できる一般財団法人とは区別されます。 

 公益認定等について厳しい審査を受けておりますので、公益法人に認定された場合は社

会的な信用を得ることができます。また、税法上の優遇措置等が与えられます。 

 

【木下委員】 公益財団法人になることによってメリットや信用度が増すとのことですが、

他の財団法人等で今後認定を予定されている団体はありますか。 

 

【伊藤生涯学習部長】 本市全体で外郭団体が１２団体ございます。その内、現行制度上

の公益法人は７団体ございます。この７団体は、八尾市文化振興事業団、八尾体育振興会、

シルバー人材センター、文化財調査研究会、国際交流センター、清協公社、中小企業勤労

者福祉サービスセンターで、その内、教育委員会所管の団体は体育振興会と文化財調査研

究会です。 

 文化振興事業団、体育振興会、シルバー人材センターについては、同時期に大阪府に認

定申請を行い、本年４月１日付で設立登記をしています。また、文化財調査研究会と国際

交流センターは、本年度中に申請の手続を行い、来年４月１日登記をめざして手続を進め

ていく予定です。 

 

【百瀨委員長】 体育振興会が公益財団法人に認定されるに当たっては、手続上大変だっ

たことを耳にしておりますが、認定基準に関して具体的に教えていただければと思います。 

 

【伊藤生涯学習部長】 公益認定の基準としては、公益目的事業を主たる目的とする事業

の比率が１００分の５０以上になる見込みであること等、様々な基準があります。 

 経営を安定させるために収益事業も行っておりますが、公益性が認定基準になりますの

で、公益目的事業の比率が半分以上であることが大きな要件となります。 

 

【百瀨委員長】 この基準を考えた上で、公益財団法人に認定されるよう手続をお願いし

たいと思います。 
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 公益法人になることで業務が従来から大きく変わることはありますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 八尾体育振興会にお聞きしたところ、これまでは行政か

らの委託事業が多い状況でしたが、これからは自主的に公益事業を拡大し、収益も公益的

な部分に還元していくように大阪府から指示が出ているとのことです。 

 

【百瀨委員長】 市民のためになるように、更に自主事業に取り組んでいただきたいと思

います。 

 それでは、他に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１９号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第１９号「八尾市教育委員会

事務局事務分掌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。 

 

【百瀨委員長】 それでは次に、議案第２０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。提案理由を杉島課長より説明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２０号「八

尾市社会教育委員の委嘱の件」につい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。 

 提案の理由としましては、社会教育委員の選任については、社会教育法並びに本市社会

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のある者

等の中から選任し、教育委員会が委嘱を行っております。この度、学校教育関係者の退任

に伴い後任委員を委嘱する必要があるため、本案を提出するものです。 

 お手元の「社会教育委員候補者名簿（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文屋修身氏が３月末日をもって退職され

たことを受けまして、後任として八尾市校長会より上村清氏を推薦いただきましたので委

嘱いたしたくご提案いたすものです。 

 なお、任期につきましては、平成２３年４月２２日から平成２４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、簡単なご説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、この件について委員の皆様方

からご質疑ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 校長会の推薦に関しては異議ありませんが、区分として学識

経験者の中に市議会関係者が入っているのは、どのような理由からでしょうか。 
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【杉島生涯学習スポーツ課長】 市議会議員は市民の代表として選出されており、市民の

意見を反映するという意味で、学識経験者として社会教育委員に加わっていただいており

ます。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他に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２０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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第２０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。 

 

【百瀨委員長】 それでは次に、議案第２１号「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営

審議会委員の委嘱の件」について審議いたします。提案理由を杉島課長より説明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２１号「八

尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」につい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。 

 提案の理由としましては、八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の選任に

ついては、八尾市生涯学習センター学習プラザ管理運営規則第１６条の規定に基づき、学

校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者等の中から選任し、教育委員会が委

嘱を行っております。この度学校教育関係者の退任に伴い、後任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。 

 お手元の「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員候補者名簿（案）」にお

示ししましたとおり、学校教育関係者につきまして、八尾市校長会の役員改選により大畑

行男氏、上村清氏に替わり、奥田千織氏、齋藤孝氏の両名を後任委員として委嘱いたした

くご提案いたすものです。 

 なお、任期につきましては、平成２３年４月２２日から平成２４年９月３０日までの残

任期間といたすものでございます。 

 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 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

ございませんか。 

 

【山本委員】 先程の社会教育委員と学習センター学習プラザ運営審議会委員とで同じ団

体に所属している委員がありますが、この２つの委員には何らかの関連があるためでしょ

うか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 生涯学習は、私たち一人ひとりが生涯に行う学習を捉え

た総称で、その中には学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動等様々な取組みが含まれ
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ております。 

 先程の社会教育委員についても生涯学習の一端を担っておりますので、委員の中に数名

同じ方が入っております。 

 

【木下委員】 社会教育委員では市議会議員は学識経験者に区分されていますが、生涯学

習センター学習プラザ運営審議会委員では市議会関係者として別枠があります。それぞれ

の組織で枠組みの特徴があるのでしょうか。 

 

【植田教育次長】 委員の区分構成については、設置当時の状況が関係しております。 

 社会教育委員については、古くから本市の社会教育に関してご意見を頂戴している組織

であります。設置当時の組織構成上、学識経験者として市議会議員を委嘱したという経緯

があります。 

 生涯学習センター学習プラザ運営審議会は比較的新しい組織で、市議会議員が５名とな

っております。これは、設置当時、市議会より「それぞれの会派から委員を１名ずつ出し

ましょう」というご意見を頂戴しましたので、市議会関係者として位置づけています。そ

の後、会派の移動はありましたが、この審議会の設置時の状況でこのような構成になって

おります。 

 

【百瀨委員長】 市民が見て疑問が出ないようにしていくことが大事ですので、その点は

十分に気をつけていただきたいと思います。 

それでは、他に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２１号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第２１号「八尾市生涯学習セン

ター学習プラザ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。 

 

【百瀨委員長】 それでは次に、議案第２２号「平成２４年度使用八尾市立学校教科用図

書の採択に関する件」について審議いたします。提案理由を靍原課長より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２２号「平成２４年度使

用八尾市立学校教科用図書の採択に関する件」につい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９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。 

 提案の理由としましては、本年度は八尾市立中学校教科用図書の採択替えの年になって

おります。つきましては、国や大阪府教育委員会の定める採択基準に則り、八尾市立義務

教育諸学校教科用図書選定委員会規程及び同運営要領に基づき適切な教科書採択に向け採

択事務を進めなければならないと考えております。今後、国及び大阪府の通知等を踏まえ

ながら、平成２４年度使用の中学校教科用図書採択事務を開始してまいりたいと考えてお

りますので、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 
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【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、本年は中学校の教科用図書

の採択替えを行うとのことですので、教育委員会として、その権限と責任において採択し

てまいりたいと考えております。 

 それでは、採択についてのご意見、ご質疑等がございましたらお出しいただきたいと思

います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 昨年は小学校の教科書採択がありましたが、中学校の場合も

同じような進め方になるのでしょうか。 

 

【靍原指導課長】 昨年度は小学校の教科用図書の採択替えで、中学校教科用図書につい

ては、前回は平成１７年度に採択替えを行っていますが、前回と同様に中学校用の教科書

目録に搭載されている教科書から採択替えを行っていく必要があります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 現在使っている教科書と比較して見ていくのか、全く新しい

ものとして見ていくのか、その点はどうなりますか。 

 

【靍原指導課長】 今回の採択替えについては、学習指導要領も変わり、新教育課程が来

年度から完全実施になりますので、基本的には新しい視点で選んでいただくことになると

思います。 

 しかし、子どもの実態は当然引き継がれていきますし、前回の教科書も子どもの実態に

応じて採択していただいておりますので、前回の流れも見ていただきながら最終的にご判

断いただくのが適切であろうと考えております。 

 

【中原教育長】 これから教科書の見本本を見ながら採択を進めていきますが、見本本がい

つ頃に届き、どれぐらいの期間、展示をするのかの予定を教えていただきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 先日の大阪府指導主管課長会議において、見本本は例年どおり５月上

旬に各市あるいは採択地に送付される予定と聞いております。ただし、先般の大震災によ

る影響がある場合は、その状況を見て判断されるとのことです。 

 

【安藤委員長職務代理者】 採択手順について、昨年度の小学校の採択の時も色々と資料

を参考にしましたが、それと同じような方法を採るということでよろしいですか。 

 

【靍原指導課長】 八尾市の採択方式については、いわゆる大阪方式ということで大阪府

教育委員会から示された採択方式に当たります。 

 具体的には、選定委員会等の組織を活用し、その答申等を受けた上で、最終的に教育委

員会で採択を行うことになります。 

 

【百瀨委員長】 大阪府から採択に関する通知があると思いますが、八尾市教育委員会の

主体性を持っておくことも大事だと思います。大きくは変えないとのことですが、主体性
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についてどのように考えていますか。 

 

【靍原指導課長】 教科書は採択地の教育委員会で主体的に採択することとなります。採

択に係る教育委員会が主体性を発揮した採択が大原則であると認識しております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 初めて採択に参加する委員もありますので、手順を確認して

おきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 ４月１１日付で大阪府から「平成２４年度使用教科書の採択及び採択

事務の処理について」という通知が届いております。これは文部科学省初等中等教育局長

名の通知ですが、それによりますと、まず選定委員会を立ち上げることになります。 

選定委員会は更に調査員等を任命し、資料を作成します。また、教育研究会及び各学校

にも教科書を巡回させながら、そちらからも資料提供を求めることになります。 

 最終的に、選定委員会の資料は答申として出されますので、その資料と教育研究会及び

学校からの資料を手元に置いて、実際の見本本をもとに委員に検討・審議していただくこ

とになります。 

 

【百瀨委員長】 採択の日程はどうなりますか。 

 

【靍原指導課長】 本日、採択についての基本方針と、選定委員会への諮問文が承認され

ますと採択業務がスタートします。今後、選定委員会等を立ち上げ、７月までを調査期間

として採択業務が進んでまいります。７月上旬には各所から資料等が上がってきまして、

選定委員会の答申、教育研究会からの参考資料、学校からの参考意見が揃います。そして、

７月から８月の上旬にかけて採択に係る教育委員会を開催していただき、採択することに

なります。 

 

【山本委員】 学習指導要領の改訂も踏まえて採択するとのことですが、教育重点目標で

掲げている「確かな学力」や「豊かな心」「健やかな体」など「生きる力」も考慮する必

要があると思います。また、国語の記述等、全国学力・学習状況調査で見えた弱い点を強

化していくことも十分考えていく必要があると思います。この点についてはどのように考

えていますか。 

 

【靍原指導課長】 今回の採択ではご指摘いただいた観点が非常に重要になってくると考

えております。全国学力・学習状況調査等から本市の課題も見られますので、そのような

点も教科書採択に非常に重要な要素として関わってくると考えております。今後、それを

選定委員会等で議論していただくことになると思います。 

 

【百瀨委員長】 採択については公正かつ適正な採択を確保し、徹底していかなければな

らないわけですけが、とりわけ採択に係る会議の公開については、今後の会議の進め方に

も大きく関わる重要な課題になると思います。各委員の皆様方、会議の公開、非公開につ

いては何かご意見等ございませんか。 
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【木下委員】 私は今回が初めてになりますが、昨年度は公開されたのでしょうか。採択

に関わって２段階の大きな会議があることが分かりましたが、選定委員会と最終的に採択

する教育委員会について、公開することによって何か不都合があったのか、それとも問題

なく公開できたのか、あるいは部分的に非公開にしたことがあるのか等を教えていただき

たいと思います。 

 

【靍原指導課長】 先程申しました大阪府の通知において、公開・非公開については何点

か留意しておくべきことがあると示されております。 

 まず、教科書の採択自体、公正・公平の観点が非常に大事になりますので、そのために

は静謐な環境の中で自由闊達な意見交換ができることが大原則であることが示されており

ます。 

 一方で、採択の透明性を保つことから、できる限り公開するという視点も示されている

ところです。そのことを踏まえ、本市においては、昨年度は教育委員会の会議については

公開で行うという結論を出されたと考えております。 

 また、選定委員会の委員や調査員の氏名については、静謐な環境を確保するために昨年度

は非公開とするというご判断をいただきました。昨年度は、そのようなご判断の下、非常に

順調に教科書採択が行われたと認識しておりますので、今回も配慮の必要があると思います。 

 

【百瀨委員長】 採択の公開範囲については、教育委員会は公開、選定委員会は非公開と

してよろしいでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 選定委員会については、採択後に公開されるということです

か、それとも一切公開されないのでしょうか。 

 

【靍原指導課長】 開かれた採択が求められていますので、採択後に全ての資料、採択経

過については公開したいと考えています。 

 

【百瀨委員長】 次に、非公開の範囲を定めたいと思います。適正かつ公正な採択の確保

は非常に重要なものであり、これを損なうことがあってはならないと考えております。 

 しかし、情報公開という点では、市民の皆様方にも採択がどのように行われているのかを

知っていただく意味で開かれた採択を一層進めていかなければならないと考えております。 

 これらのバランスを考えるならば、今回の採択事務については、選定委員会の委員が外

部から不当な圧力を受けず自由な議論ができるように、選定委員会の委員名簿、会議録、

また調査員名簿については教科書採択終了まで非公開とし、情報公開や市民に開かれた採

択の観点から、採択に関する教育委員会については公開という方向で進めたいと思います。 

 委員の皆様方、それでよろしいでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 それでは、異議がないようですので、今回も昨年度と同様に選定委員会
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の委員名簿や会議録については教科書採択終了後まで非公開といたします。また、採択に

関する教育委員会については公開で行うようにしたいと思います。 

 それでは、これを踏まえた採択についての基本方針について、靍原課長から説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、基本方針（案）について説明いたします。 

 「八尾市では、次代を担う子どもたちが能力や可能性を最大限に伸ばし、豊かな心をも

って健やかに成長することを願って、「知・徳・体」の調和のとれた人間の育成をめざし

た「八尾市教育重点目標」を策定している。 

 教科用図書の採択にあたっては、この「教育重点目標」の理念を踏まえ、教科書が教育

を行う上で、主たる教材として極めて重要な役割を果たしていることにかんがみ、教育委

員会の権限と責任において主体的に採択業務を行う。 

 （１）外部からの不当な働きかけによって、円滑な採択業務の支障をきたすことのない

よう、公正確保を徹底すること。 

 （２）子どもたちの実態に即して、多角的な観点から綿密な調査研究を行うこと。 

 （３）公正かつ適正な意思決定に支障が生じないように配慮すること。 

 （４）可能な限り市民に開かれた採択業務をめざすこと。ただし、選定委員会の委員名

簿及び選定委員会の討議内容、調査員名簿の公開については、公正かつ適正な意思決定に

支障が生じないよう採択事務終了後とする。」 

 以上です。 

 

【百瀨委員長】 採択の基本方針について説明がございましたが、委員の皆様方、何かご

意見等ございませんでしょうか。 

 

【中原教育長】 （２）に関して、各学校での指導も踏まえて、今までいろんな調査を行っ

てきたと思いますので、子どもたちの実態について把握されていることを教えていただけま

すか。 

 

【靍原指導課長】 教科面におきましては、例えば国語では読解力、表現力に課題がある

ことが小学校６年生、中学校３年生のデータから見えてきております。また、算数・数学

においても、数学的な考え方については弱い部分があることが全国学力・学習状況調査の

結果から見られます。 

 一方、「興味・関心を持つと学習に非常に集中して取り組む」という現場からの報告も

あり、そういったことを加味しながら活動していると考えております。 

 また、それとは少し観点が違いますが、学習の基本となる生活リズム等学習習慣に係る

ことについては課題があると考えております。これについては、採択していただく教科書

が子どもに興味・関心を抱かせ、意欲づけに繋がるものになるかが重要な要素になると考

えています。 

 

【百瀨委員長】 採択では八尾市の子どもたちの実態を十分に把握し、各学校の現場の思

いを含めて、細かくチェックして採択事務が進んでいくように配慮をお願いしたいと思い

ます。 
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 委員の皆様方、他に基本方針についてご意見はございませんか。今回の採択では新しい

学習指導要領を踏まえて、生きる力として「知・徳・体」を十分に育成できるよう選定委

員会に示していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 それでは、平成２４年度使用八尾市立学校教科用図書の採択についての基本方針をご承

認いただけますか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。この基本方針に基づき、教科書採択を進め

ていただくことといたします。 

 

【百瀨委員長】 それでは次に、選定委員会及び調査員の構成ですが、氏名については採

択終了まで非公開としましたが、構成等を含めて可能な範囲で説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、選定委員会の構成についてご説明いたします。 

 選定委員会は、本市の校長会からの代表者、教育研究会からの代表者、小中学校の教育

課程の研究委員会の代表者及び学校代表として教職員の代表者、並びに保護者の代表者で

構成し、様々な観点から教科書についてご審議いただくように考えております。なお、教

育委員会事務局からも４名が参加してまいりたいと考えています。 

 

【百瀨委員長】 選定委員会の委員構成について説明がありましたが、委員の皆様方、い

かがでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 学校代表としての教職員の人数はどのように考えていますか。 

 

【靍原指導課長】 教職員については、貴重な意見をいただけることから、できれば複数

名を検討しているところです。人数のバランスもありますが、できる限り現場の意見を反

映させて答申に盛り込んでいただきたいと考えています。 

 

【百瀨委員長】 委員構成としては多角的に検討していただける構成であると思います。

選定委員の皆様には、基本方針に基づいて審議していただきたいと思います。 

 それでは、次に諮問文について、靍原課長から説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは次に、資料の「諮問文（案）」についてご説明いたします。 

 「教科書は、主たる教材として児童生徒の教育に極めて重要な役割を果たしていること

にかんがみ、その採択に当たっては、学習指導要領に示されたねらいを踏まえ、本市にお

いて最も適した教科書は何かという観点に立って、教科書内容の綿密な調査研究を行い、

これに基づき、採択権者がより一層の自覚と責任を持って採択に当たることが重要である。 

 本市の教育は、日本国憲法や教育基本法等の教育関係法令及び人権教育に関わる各基本

方針や指針等の理念に基づき、生涯学習社会において平和・民主主義・人権や生命を尊重

する社会を担い､心豊かにたくましく生きるための資質や能力を備えた人権と共生の２１



－13－ 

世紀を担う人間の育成をめざしている。 

 とりわけ、本市においては、学習指導要領の改訂に伴う主な改善内容である言語活動や

理数教育の充実、伝統や文化に関する教育の充実等の観点を踏まえるとともに、教育重点

目標に示した「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」等の「生きる力」を育む教育活

動のもと、子どもたちの課題克服に向け、思考力や判断力、表現力の育成につながる教科

用図書が求められる。 

 以上のような観点を踏まえながら、次のような事項に留意し、適切な教科書の選定につ

いて検討をお願いするものである。」として、４点の留意事項を挙げております。 

 「（１）正確・公正・教育的配慮について」として、「心身の発達過程にある児童生徒

のための図書であることにかんがみ、正確かつ公正なものであり、主体的な学習意欲を高

め、発達段階に即したものとなっているか。」 

 「（２）人権の尊重について」として、「日本国憲法に保障されている基本的人権を尊

重する立場が貫かれているか。これを侵害するような考え方や差別や偏見を生み出すおそ

れのある記述等はないか。」 

 「（３）民主的な人間の育成について」として、「互いに協力して問題解決にあたるよう

な民主的な人間の育成をめざしているか。これをはばむような考え方や記述はないか。」 

 「（４）「確かな学力」の育成について」として、「本市教育の特色や子どもたちの実

態に即し、基礎・基本を確実に身につけ、自ら課題を見つけ、主体的に判断し、行動し、

よりよく問題を解決する資質や能力など、「確かな学力」の醸成に資するものとなってい

るか。」とまとめております。 

 最後に、「運営について」として、「教科書に関わる関係法令に基づくとともに、八尾

市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規程、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定

委員会運営要領及び平成２４年度使用八尾市立学校教科用図書の採択についての基本方針

による。」と明記しております。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 選定委員会に諮問する重要なポイントになりますが、今回の諮問文につ

いてはこれでよろしいでしょうか。委員の皆様方、ご意見等ございませんか。 

 新学習指導要領は教科書によって子どもたちに具現化していくことになるわけですが、

このことについて、新学習指導要領の内容は諮問文でどのように捉えられているのでしょ

うか。 

 

【靍原指導課長】 ご指摘いただいた点は今回の採択で重要なものになると考えておりま

す。新しい学習指導要領の中でとりわけ謳われている言語活動の充実や理数教育の充実等

は、本市の児童・生徒、特に中学生の課題となりますので、そのことをこの諮問文に盛り

込んでおります。 

 また、生きる力の育成は継続されていますが、明確に判断しながら行動し、更に問題を

自分自身で解決していくことに繋がるということが今回示されたところです。 

 

【百瀨委員長】 他に、委員の皆様方から、この諮問文について何かご意見等ございませ

んか。 
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【全委員】 意見なし。 

 

【百瀨委員長】 それでは、ご意見がないようですので、選定委員会に対してこのように

諮問し、ご検討をいただいた後に答申をいただきたいと考えております。よろしくお願い

いたします。 

 以上で、本日の教科書採択替えに関する案件の議案は全て終了しましたが、委員の皆様

方に再度確認させていただきます。 

 平成２４年度使用八尾市立学校教科用図書の採択事務については、選定委員会には基本

方針に基づいて調査員を置き、十分な調査研究を行っていただきます。また、選定委員会

に関するものを除き、採択に係る教育委員会については公開で行うこととしたいと思いま

す。それでよろしいでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 それでは、採決に移らせていただきます。 

 議案第２２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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第２２号「平成２４年度使用

八尾市立学校教科用図書の採択に関する件」につきまして、原案を適当と認めることに決

しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは次に、報告事項に入りたいと思います。 

 まず、平成２３年度事務事業計画について報告願います。生涯学習部からお願いします 

 

【田辺理事】 それでは、平成２３年度の事務事業計画についてご報告いたします。初め

に、教育政策課の平成２３年度事務事業計画についてご報告いたします。 

 なお、今年度の当初予算につきましては、４月に市長選挙が行われることから、義務的

経費等の骨格予算となっております。政策的経費等の肉づけ予算につきましては、６月市

議会で審議される予定となっております。そのため資料に記載の予算額につきましては、

当初予算分のみとなっております。 

 まず、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、第１・第２四半

期には学校園等安全教室の開催、教職員対象のＣＡＰ子どもワーク事業を実施いたします。

第３四半期には「文化の日」教育委員会表彰を実施する予定です。 

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

して、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、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

整を行うほか、（仮称）八尾市教育振興計画の策定に向けた検討や小・中学校適正規模等
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推進事業を行ってまいります。 

 

【西崎教育人事課長】 続きまして、教育人事課の平成２３年度事務事業計画についてご

報告いたします。 

 業務内容としましては、人事に関する管理的業務並びに教職員の健康診断等の福利厚生

事務、また学校園施設の維持管理の委託並びに学校園の運営に係る予算の執行及び決算に

関する業務が中心になっております。主な事務事業につきましては、計画書に四半期毎に

記載しているとおりです。 

 なお、第１四半期の欄には、年度当初の業務委託等を行い、年間を通じて執行する業務

を集約して掲載しております。 

 また、通年の事務事業として、安全衛生委員会事務、職員の人事給与事務等を行ってま

いります。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 続きまして、生涯学習スポーツ課の平成２３年度事務事

業計画についてご報告いたします。 

 今年度も引き続き市民の皆様に生涯学習・スポーツ振興の充実向上に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。 

 事務事業の執行に当たりましては、平成２３年度より新たに策定しました八尾市生涯学

習スポーツ振興計画に基づく施策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、八尾市立総合体育館をはじめとする生涯学習部所管施設の予約等をインターネッ

トや街頭端末で行う予約案内システムについて、市民の利便性の向上等のため、本年４月

１日よりシステム更新による新たな運用を始めておりますので、引き続き便利なシステム

になるように取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、子ども夢実現プロジェクトにつきましては、昨年度、市内の子どもたちから、

「作ってみたい」「こんなロボットがほしい」というアイデアを募集し、それを実現しま

した。今年度につきましては、市内中学校の科学部等を対象にロボットのプログラミング

講座を実施してプログラミング技術の向上を図り、その成果を発表する場として中学校対

抗の（仮称）ロボットコンテストジュニア大会を開催する予定でございます。 

 その他の取組みにつきましては事業計画書のとおりです。 

 

【竹内生涯学習部次長】 続きまして、八尾図書館の平成２３年度事務事業計画について

ご報告いたします。 

 八尾図書館におきましては、今年度より市民とともに歩む図書館を基本理念とする八尾

市第２次図書館サービス計画に基づき、八尾・山本・志紀図書館及び移動図書館での図書

館サービスの提供を実施してまいります。 

 第１四半期においては、子ども読書週間行事を行い、次に第２四半期の夏休み子どもま

つり、第３四半期では近代文学講座や読書週間に合わせて講演会などの行事、そして第４

四半期では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。 

 次に、年間計画としまして、八尾図書館建替関連事業として昨年度に作成した八尾図書

館等基本設計に基づき、今年度は実施設計等に取り組んでまいります。 

 また、地域資料充実のために郷土の文学者が収集した図書資料の整理や八尾図書館の図書
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使用に対するＩＣタグの整備を緊急雇用創出再生基金事業として新たに取り組む予定です。 

 次に、これまでと同様に図書館協議会を開催するとともに、週３日の夜間開館を継続し

て実施してまいります。他に学校貸出しや各種講座の開催、対面朗読や宅配サービス等に

ついても継続して実施してまいります。 

 また、開館後１５年が経つ山本図書館、志紀図書館の老朽化した設備の更新を地域図書

館機能更新事業として実施するとともに、開館１５周年を記念した取組みについても実施

してまいります。 

 最後に、地域の情報拠点となる図書館をめざして、今年度も図書館の図書資料などの充

実に努めてまいる考えでございます。 

 

【渞文化財課長】 続きまして、文化財課の平成２３年度事務事業計画についてご報告い

たします。 

 本年度の主な事業としましては、昨年度に基本方針を策定しました八尾市史編纂事業に

おいて、調査執筆に係る学識委員の選定を行うとともに、これまでの資料のデジタル化、

調査方法の検討等本格的な事業実施を進めてまいります。 

 第２四半期では、市指定文化財等保存活用事業において、八尾市文化財保護条例制定２

０周年の記念講演を行う予定です。 

 また、第３四半期では、歴史資産のまち‘やお’発信事業として国道170号線の施設案内

標識を設置するほか、高安山山頂の史跡マップ等の作成や史跡案内標の設置を行います。 

 また、高安古墳群と山麓の古墳保存活用事業では、学識者との検討会議を行い、指定に

向けての総括報告書の作成を進める等、精力的に取り組みたいと考えております。 

 なお、その他事業は計画書に記載のとおりです。 

 本課としましては、市内に残る歴史的遺産を未来に伝え、市民の皆様に文化財を身近に

感じ親しんでもらえるような事業を展開してまいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 続いて、学校教育部の事務事業計画についてお願いします。 

  

【万代学校教育部次長】 それでは、学務給食課の平成２３年度事務事業計画についてご

報告いたします。まず、奨学関係につきましては、就学機会の均等を図るため、就学援助

事業、奨学金事業等の援助事業等を実施してまいります。 

 なお、奨学金事業につきましては、例年250名程度に奨学金の支給を行っておりますが、

平成２２年度及び２３年度は、平成２１年度に受けました500万円の寄附を活用し、５０

名増の300名程度に支給してまいります。 

 次に、学校保健関係につきましては、園児・児童・生徒及び教職員の健康保健増進を図

るため、健診並びに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る共済費の支給、学校園の水質検査及び病害

虫駆除等の環境衛生業務を行うなど、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、地域活性化きめ細かな交付金を活用して、給食用のリ

フトの改修や冷蔵機器の更新等給食設備や環境の整備を図ってまいります。 

 また、給食物資の品質検査を行う等、より一層の衛生管理の強化や安全の確保に努め、
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安心・安全な給食の提供に努めてまいります。 

 

【靍原指導課長】 続きまして、指導課の平成２３年度事務事業計画についてご説明いたし

ます。指導課におきましては、今年度も教育重点目標にあります「知・徳・体」の調和のと

れた人間の育成をめざして、年間を通じて学校を支援してまいりたいと考えております。 

 年間計画の中で、とりわけ確かな学力の育成に向けて学力向上推進事業、小中学校パー

トナーシップ推進事業、英語指導講師派遣委託事業、また学校図書館活用推進事業を主に

進めてまいりたいと考えております。 

 豊かな心の育成に関しては、総合学習等教育改革支援事業を活用し、総合的な学習の時

間等で子どもたちの体験的な学習等を盛り込んでいきたいと思います。豊かな心を育む教

育推進事業においては、道徳教科の充実を一層図っていきたいと考えております。また、

児童・生徒の心のケア等で、いじめ・不登校対策事業、学校園支援事業を活用してまいり

たいと考えております。 

 健やかな体の育成の観点では、中学校に対するクラブ活動の補助、あるいは武道等地域

連携指導実践事業等を中心に展開してまいりたいと考えております。 

 特別支援教育に関しては、「ともに学びともに生きる」という視点で、特別支援教育支

援員の派遣、あるいは機能訓練等の巡回指導等を充実してまいりたいと考えております。 

 中学校区の教育活動の充実に関しては、今年度はとりわけ小中学校パートナーシップ推

進事業において一中学校区を更に拡大して展開してまいりたいと考えております。 

 

【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平成２３年度

事務事業計画についてご報告いたします。 

 本年度も八尾市内の子どもたちの健全育成をめざして、家庭や学校園の教育力の向上を

めざす教育相談、研究・研修、情報推進の３つの分野で事業を展開してまいります。 

 まず、教育相談関係においては、一般の教育相談を中心に就園就学、適応指導、家庭教

育支援、特別支援教育などを連携させながら事業の充実に努めてまいります。 

 特に就園就学相談については、昨年度も150件を超える相談があり、ニーズは益々高ま

っております。 

 また、家庭の教育機能総合支援事業についても、各学校園の家庭教育コーディネーター

の配置、またスクールソーシャルワーカーの派遣などを引き続き実施し、家庭の教育力の

向上に繋げてまいりたいと考えております。 

 研究・研修については、本年度も教職員が多様化する課題に向き合うため、その資質の

向上や指導力の向上をめざした研修を充実させてまいります。特に、経験年数の少ない教

職員が増加する中、それぞれのステージに応じた指導力の向上を図るため、初任者研修、

採用２年目のスキルアップ研修、採用５年目のスーパーチャレンジ研修等その内容の充実

に取り組みたいと考えております。 

 情報推進に関しては、学校ＩＣＴ活用事業におきまして、学校園でのＩＣＴ機器の活用

を一層充実させるための研修を進めてまいります。また、学校ＩＣＴ支援員を各学校に４

日程度派遣する予定で計画しております。 

 

【岩下人権教育課長】 続きまして、人権教育課の平成２３年度事務事業計画についてご
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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ように、生

きる力の基盤となる豊かな心の育成を柱にした取組みを推進してまいります。 

 具体的には、教職員の資質向上を図るための人権に係わる研修会の充実、学校園組織の

活性化のための人権教育推進学校園支援事業の実施、保護者啓発と市民への情報発信のた

めの人権文化祭の開催、更には学校園への人権教育プログラムや資料提供のための「人権

教育推進のための手引き」の発行を中心に進めてまいります。 

 また、日本語指導を必要とする児童・生徒への日本語指導の通訳者等の派遣、更に児童

虐待に係る関係機関との連携などに努めてまいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 事業計画について報告いただきましたが、教育重点目標に基づいて計画

を立てられているので、大変聞きやすかったと思います。 

 ただいまの報告に関して、委員の皆様方からご意見ございませんでしょうか。 

 

【山本委員】 教育政策課で学校園安全教室の開催やＣＡＰ子どもワークショップ事業が

ありますが、東日本大震災のように予期せぬことが起こることもありますので、取組みを

強化していただきたいと思います。 

 安全教室も毎年実施しており、ＣＡＰワークショップも小学校３年生を対象に実施にし

ていますが、その成果が上がっているのかどうか、ＣＡＰに関しては大きな声を発する等

コミュニケーション的なことも少し入っていると思いますが、その点も踏まえて成果が上

がっているのかをお聞きしたいと思います。 

 

【田辺理事】 ＣＡＰ子どもワークショップについては、子どもたちに、例えば虐待を含

む暴力があればどのようにすればいいのかを、体験を元にワークショップ形式で学ぶもの

ですので、単に聞いて学ぶよりも体を通じて感じることから非常に大きな効果があると学

校現場からも聞いております。そういう意味では、本市においても大変重要であるという

ことで進めているところです。 

 震災に関しては、昨日の新聞報道等でも、いじめに繋がっているようなことも報道され

ておりましたので、その点については学校現場に十分配慮いただくよう指示しております。

子ども同士でも、「いじめをすることで相手にこんな思いを抱かせることになる」という

ことを、ワークショップの中で感じる取組みとなっています。 

 

【百瀨委員長】 給食の件でお聞きしますが、原発の放射能問題に関係して食に関する問

題が今後起きてくる可能性もあるかと思います。この点はどのように考えているかをお聞

きしたいと思います。 

 

【万代学校教育部次長】 学校給食の食材調達については旬で安価な産地を指定しており、

野菜や食材の産地の中に東北の産地指定は産地が遠方であることからほとんどない状況で

す。 

 また、流通している食材は、政府から安全配慮として出荷規制等の指示もなされており

ますので、流通しているものは基本的に安全であるとの認識をしておりますが、今後も安

全な食材の調達を進めてまいりたいと考えております。 
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【百瀨委員長】 サポートセンターにお聞きしますが、新任研修の中で本年度新たに取り

組むことはありますか。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 昨年度より大畑山で宿泊研修を行っていますが、少

しその内容を変えていきたいと考えているところです。 

 

【木下委員】 八尾図書館についてお尋ねしますが、年間計画の八尾図書館建替関連事業

に関連して、従来の業務で新たな試みや変えていくような試みをする予定はありますか。 

 

【竹内生涯学習部次長】 新図書館に向けたものではありませんが、ＩＣタグの整備を進

めております。図書にＩＣタグをつければ、手間をかけずに本を貸し出すことができます。 

 

【百瀨委員長】 家庭教育の充実に関して具体的なことを考えていますか。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 家庭教育機能総合支援事業において、各学校に家庭

教育コーディネーターを配置しております。この者を中心に各学校で課題のある家庭の状

況等についてケース会議を開催する等取組みを進めております。 

 また、その際にスクールソーシャルワーカーも派遣しており、社会的な支援も含めなが

ら各家庭への支援を進めてまいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 教育の中では家庭教育は大きな部分を占めますので、その充実に向けて

お願いしたいと思います。 

 

【中原教育長】 学校園の安全に関わることですが、かつては「安全」といえば交通事故、

火事、地震でしたが、それに不審者が加わり、今回虐待も入れていますが、地域固有の安

全対策を加えておく必要があると思います。海辺と山側では対策が異なりますし、本市で

は大和川の近くと山手では違うと思いますので、今までの安全対策だけではなく地域特性

を考えた対策に、一歩踏み出しておく必要があると思っています。各学校で安全対策や避

難訓練も実施していますので、様々な工夫をすることも必要かと思います。 

 各学校では訓練をすることで子どもたちに身につけさせようとしていますが、東日本大

震災でも一瞬の判断が明暗を分けることがありましたので、学校でも子どもの安全確保の

ため非難訓練の再検討や、家庭での話し合いが重要だと思っています。 

万が一地震などがあれば、学校が避難所になるわけですので、避難所としてどのように

対応するかも考えてほしいと思っています。 

 

【中山学校教育部長】 ご指摘の件に関して、学校園の安全については、特に今年度は防

災教育の充実を学校教育部から働きかけていきたいと思っております。 

 学校教育部から学校園に対して出している地震の対応、大雨の対応に関する通知文や、

「学校園危機管理マニュアル」についても再度見直しをしていかなければならないと感じ

ております。 

東日本大震災の津波の際にも、子どもたちが日頃行っている訓練どおりに逃げる姿を見
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て、住民が子どもとともに高台に逃げて命が助かったという事例もありますので、学校教

育の中で防災教育を更に充実して、子どもたちの防災訓練と地域が繋がるような取組みを

進めていくように啓発したいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 地域の特性を活かした安全対策を考えていくことも大変大事と思います

ので、学校に啓発していただきたいと思います。 

 本年度の事業計画ですが、事業は本年度だけでなく５年後、１０年後、そして２０年後

の教育行政のビジョンを持った上で進めていかなければならないと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

【百瀨委員長】 それでは次に、東日本大震災関連の対応について、田辺理事より報告願

います。 

 

【田辺理事】 それでは、東日本大震災関連の対応について、ご報告いたします。 

 初めに、被災地からの本市の受入状況につきましては、現在５世帯６名の児童・生徒が

被災地より転入しており、いずれも親類等を頼って本市に転居されたものです。 

 次に、被災者への支援の内、特に学校園に係わる内容ですが、現時点での支援内容につ

いて、お手元資料のとおり取りまとめましたので、この内容を、校園長会を通じて各学校

園に周知いたしました。 

 具体的な支援内容ですが、まず、就学手続等については、従前校での転出等の手続はな

くても居住実態を証する書類でもって対応いたします。 

 次に、教科書につきましては、証明書がない場合でも対応することとし、制服について

もリサイクルの活用や代用品を認める等、柔軟な配慮を各学校にお願いしております。 

 次に、学用品等の支給については、小学校５千円、中学校１万円を限度に必要な学用品

等を現物で支給いたします。 

 次に、就学援助・奨学金等については、意思確認として申請はお願いしますが、罹災証

明などの添付書類がなくても適用することといたします。 

 次に、心理面等の支援として、スクールカウンセラーやサポートセンターから心理士の

派遣等を行い、ケアに努めているところです。同様に、外国人児童・生徒のケースも想定

して対応を検討しております。 

 最後になりますが、幼稚園の入園手続や保育料・入園料等についても小・中学校と同様

の手続としております。 

 なお、既に転入された児童・生徒の保護者に対しては、個別に地域安全課より支援等に

ついて連絡・対応しているところです。 

 また、先程も触れましたが、過日他の都道府県で、福島県から避難してきた小学生に地

元の小学生が「放射能がうつる」と言って逃げたという記事が新聞等で報道されたことが

ございました。各学校においては、これまでから人権教育等を推進しておりますが、とり

わけこの度の福島の原発事故を踏まえて、一人ひとりの人権尊重の視点に立った取組みを

一層進めるよう依頼したところです。 

 以上、東日本大震災関連の対応についてのご報告とさせていただきます。 
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【百瀨委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方からご意見ございませんか。 

 子どもたちに関わることですので、委員会として弾力的に配慮をしながら進めていただ

きたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 それでは次に、平成２３年度教職員人事異動につきまして、松井次長よ

り報告願います。 

 

【松井生涯学習部次長】 それでは、平成２３年度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、教職員数ですが、平成２３年４月１日現在

で小学校は児童数15,271名、567学級で、その内支援学級数は８０学級となっております。

教職員数は856名です。昨年度と比較しますと、児童数は448名減っており、学級数は７学

級減、教職員数は９名減となっております。 

 次に、中学校は生徒数が7,724名、242学級で、その内支援学級数は３２学級です。教職

員数は517名です。昨年度と比較しますと、生徒数が132名増えており、学級数は４学級増、

教職員数は８名増となっております。 

 特別支援学校ですが、児童・生徒数が１１名です。内訳は、小学部が１０名、中学部が

１名となっております。５学級で、教職員数が２２名です。これらはいずれも昨年度と同

数となっております。 

 次に、幼稚園は園児数が1,297名、５６学級、教職員数が103名となっております。昨年

度と比較しますと、園児数で177名の減、学級数は９学級の減となっております。教職員

数は４名減となっております。 

 なお、児童・生徒・園児数の推移につきましては、資料の３ページに表とグラフで示し

ております。小学校児童数は平成１８年度をピークに減少しており、数年後には15,000名

を切るのではないかと予想しております。また、中学校生徒数は増加傾向が続いてきまし

たが、来年度からは減少傾向に転じるのではないかと予想しております。 

 次に、幼稚園園児数は減少傾向が続いており、今後も少子化と入園率の低下等によりこ

の傾向が続いていくものと考えております。特別支援学校の児童・生徒数は、ここ数年１

０名から１２名で推移しております。 

 それでは、資料の１ページに戻って引き続きご説明いたします。 

 教職員数ですが、資料の表は職種毎に内訳を示したもので、表の中の括弧内の数字は再

任用者数を内数で示したものです。近年、再任用を希望する職員が増加し、平成２０年度

は９名でしたが、２１年度は２１名、２２年度が２９名、そして２３年度が３３名と増加

傾向が続いております。 

 講師の数ですが、とりわけ中学校の講師が昨年度は７２名、今年度も７３名と依然多く

なっております。 

 幼稚園ですが、新規採用者を７名雇用したことで講師の数が昨年度の４６名から今年度

は３４名に減少しました。また、小学校長のいる兼務園長を配置した７園には副園長を配

置しております。 

 次に、首席・指導教諭等における昨年度との比較でございます。首席が小学校、中学校

合わせて３５名になり、昨年度より合計で７名増加しました。指導教諭や指導養護教諭は
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合わせて１２名となり、昨年度よりも６名増加しました。今後も全校配置に向けて各学校

に働きかけてまいりたいと考えております。 

 続きまして、平成２２年度末・２３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、校園長が１４名で、昨年度末は１１名でした。教頭は３名の退職で、昨年

度末は１名でした。教諭は７２名の退職で、昨年度末は７４名でした。その他の職種につ

いては、表にお示ししているとおりです。 

 次に、増員につきましては、新規採用者は昨年度が７６名でしたが、今年度は１３名増

えて８９名となっております。小・中学校の新規採用者に限って比較しますと、昨年度７

６名に対し今年度は８２名で６名の増加になります。多くの新規採用者を配置しましたが、

しばらくはこのような大量採用が続いていくものと考えております。 

 次に、市内配置換え数については、管理職の校長・園長・教頭は、今年度は１５名の配

置換えを行いました。昨年度は１４名でした。また、一般の教職員では１０１名の配置換

えを行いました。昨年度は９３名でした。 

 最後に、管理職人事につきましては、新規管理職として校園長で６名、教頭も６名の合

計１２名を昇格いたしました。昨年度は２１名でしたので、昨年度と比較すると少ない数

になっておりますが、大量退職が続きますので、ここ数年で管理職が入れ替わってしまう

ことになります。 

 今後とも学校園の課題などを考慮して、これまで積み上げてきたことを継承しつつ、よ

り一層特色ある学校園として活性化していくよう管理職の配置を考えていきたいと思って

おります。以上で、教職員人事異動についてのご報告とさせていただきます。 

 

【百瀨委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方、ご意見等ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 幼稚園児が１７７名減少とのことですが、これに対する教育

委員会としての対策はこれから大変になってくると思います。これからも頑張ってほしい

と思います。 

 

【百瀨委員長】 講師数が減ったようですが、人数はやはり多いと思います。この点はど

のような考えをもっていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 依然として講師の数が多い状況が続いていますが、とりわけ中

学校におきましては、教科によって講師の数に大きなばらつきが出ています。 

 具体的に申しますと、社会科では八尾市全体で１１名、英語で１３名、男子体育で１０

名という講師数になっております。講師を少しでも減らすように、新規採用について大阪

府教育委員会とも協議を重ねてまいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 各学校の平均的な配置人数はどれぐらいになるのでしょうか。 

  

【松井生涯学習部次長】 学校によってかなりばらつきがありますが、中学校に関して申

しますと、全校に講師が入っている状況です。少ない学校では２名、一番多い学校では９

名になります。 
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 また、小学校については、かなりの新規採用者が配置されたおかげで講師が０という学

校も出てきております。ただ、一番多い学校では、講師数が４名という学校があります。 

 

【百瀨委員長】 教科によるばらつきがあることを考えても、やはり９名というのは、学

校運営に関しては大きなことになるのではないでしょうか。そういう意味で、抜本的な対

策を立てていかないと現場にしわ寄せが行ってしまうことになるので、今後、八尾市とし

てもどういう対策をとればいいか、先を見越した人事を考えていただきたいと思います。 

 

【木下委員】 再任用が何名かありますが、再任用の基準はありますか。また、お仕事は、

何か特徴をもっているのかをお尋ねします。 

 

【松井生涯学習部次長】 再任用者については、定年退職を迎えた教員の中から希望を募

り、面接等を実施して、再任用として頑張っていただける教員であるという判断をして引

き続き学校現場で活躍いただいております。これまでの教職経験を十分活かして学校で活

躍いただけるように、市教委としましても、個々に十分話をしているところです。業務内

容については、教科指導等、退職前の業務内容と変わりなく、基本的にはこれまでの活動

と同じような業務を行っております。 

 

【木下委員】 そうなると、講師の配置と教諭の数の関連は大きい問題だと思いますが、

再任用の教員はどのような配置になりますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 八尾市の再任用の数であれば、基本的には退職された学校でそ

のまま活躍していただくのが原則になっております。 

 

【百瀨委員長】 そうすると、再任用の教員が多い学校がある一方で、逆に全くいないと

いう学校もあることになるのでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 現状ではそういうことになっておりますが、今後増えてきます

と再任用の異動等を検討する必要もあるかと考えております。 

 

【中山学校教育部長】 現状、八尾市では多くの教員が退職時の学校で継続しております

が、再任用者の異動もあり得ることを本人に通知しておりますので、今後異動はあり得る

と思います。 

 

【百瀨委員長】 新規採用の人数が増えていく中で、十分にその人材を活用していくこと

は大変大事なことと思いますので、再任用の先生方の異動も認めながら、配置については

十分考えていただきたいと思います。 

 他に委員の皆様方からご意見はございませんか。 

 それでは、他にご意見がございませんので、以上で報告事項については終わらせていた

だきますが、委員の皆様方また事務局からも、何かございませんか。 

 なければ、以上をもちまして４月の定例委員会を終了させていただきます。 
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なお、本日の署名委員につきましては木下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。 


