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２月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２５年２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 

木 下 委員 

御喜田 委員 

浦 上 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・靍原学校教育部次長兼指導課長・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・山下教育サポートセ

ンター所長・福嶌人権教育課長 

 

【百瀨委員長】 それでは、２月定例教育委員会を開催させていただきます。本日の会議

録署名委員に御喜田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。 

 

【百瀨委員長】 まず、１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。 

 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、１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、１月臨時教育委員会会議録の承認について、審議いたします。 

委員の皆様方、何かご質疑ございませんか。 

 

【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、１月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、委員長報告を行います。 

 

 



－2－ 

（委員長報告） 

１月22日（火） 

１月27日（日） 

１月28日（月） 

１月30日（水） 

 

 

 

２月３日（日） 

２月６日（水） 

２月９日（土） 

２月10日（日） 

２月12日（火） 

 

２月14日（木） 

午後６時30分から、体育振興会新春の集いに出席。 

午前10時から、綱引競技選手権大会に出席。 

午後２時から、府都市教育委員会委員長研修会に出席。 

午前９時30分から、臨時教育委員会に出席。 

午前９時55分から、臨時教育委員協議会に出席。 

午後０時25分から、学校給食献立コンテスト最優秀賞受賞献立の学校

給食視察に出席。 

午後７時30分から、八尾天満宮節分祭鬼追い式に出席。 

午前９時45分から、八尾の小さな巨匠展開会式典に出席。 

午前９時30分から、小学生サッカー大会開会式に出席。 

午前11時45分から、小学生サッカー大会閉会式に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前11時30分から、臨時教育委員会に出席。 

午後２時から、府都市教育委員会連絡協議会中河内ブロック研修会に

出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を浦上教育長よりお願いいたします。 

(教育長報告) 

１月22日（火） 

１月24日（木） 

１月27日（日） 

 

１月30日（水） 

 

 

 

 

２月４日（月） 

 

２月５日（火） 

２月６日（水） 

２月７日（木） 

２月８日（金） 

２月９日（土） 

 

２月10日（日） 

２月12日（火） 

 

午後６時30分から、体育振興会新春の集いに出席。 

午後３時から、不発弾処理関係者調整会議に出席。 

午前10時から、綱引競技選手権大会に出席。 

午後１時から、障がい児者問題協議会結成40周年記念式に出席。 

午前９時30分から、臨時教育委員会に出席。 

午前９時55分から、臨時教育委員協議会に出席。 

午後０時25分から、学校給食献立コンテスト最優秀賞受賞献立の学校

給食視察に出席。 

午後３時30分から、中河内地区人事協議会に出席。 

午前９時から、部長会、不発弾処理庁内対策本部会議、次世代育成支

援推進本部会議及び男女共同参画施策推進本部会議に出席。 

午前10時から、各派代表者会議に出席。 

午前９時45分から、八尾の小さな巨匠展開会式典に出席。 

午前９時から、ちょい変え運動庁内報告会に出席。 

午後２時30分から、市町村教育委員会教育長会議に出席。 

午前９時30分から、小学生サッカー大会開会式に出席。 

午後０時20分から、八尾ロボットコンテストに出席。 

午前11時45分から、小学生サッカー大会閉会式に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前11時30分から、臨時教育委員会に出席。 
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２月14日（木） 

 

２月15日（金） 

２月18日（月） 

 

 

２月19日（火） 

２月21日（木） 

午後２時から、府都市教育委員会連絡協議会中河内ブロック研修会に

出席。 

午前10時から、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前10時30分から、歴史民俗資料館運営委員会に出席。 

午後１時30分から、新版市史編纂現地調査報告会に出席。 

午後３時から、防災会議に出席。 

午前10時から、市議会３月定例会本会議（１日目）に出席。 

午前９時45分から、教育講演会に出席。 

 

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

したら、ご報告いただければと思います。何かございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、１月２４日（木）午前１０時より、龍華幼稚園にて園

児と保護者の方を対象に、演奏とお話をさせていただきました。 

 次に、１月３０日（水）に、学校給食献立コンテスト最優秀賞受賞献立の学校給食視察

に出席しました。当日は、久宝寺小学校３年生の皆さんと一緒に給食を食べながら、食事

の大切さを改めて感じることができました。また、子どもたちが喜んで食事をしている姿

を見せていただいたので、とても良かったと思っております。 

 次に、２月１４日（木）に、府都市教育委員会連絡協議会中河内ブロック研修会に出席

しました。前半は、東大阪市の市長もお見えになり、東大阪市でアドバイザーをされてい

る弁護士の方による研修会が行われました。テーマは「学校管理下において発生した事

故・事象の対応について」になり、いろいろと大切なお話を聞くことがきました。 

 その後、今回の会場である東大阪市立埋蔵文化財センターを見学しました。そこでは、

目の前に陳列されている弥生時代からの土器を触り、文化財の大切さを感じることができ

るので、このように公開していくことも大切だなと感じました。 

  

【木下委員】 まず、１月３０日（水）に、学校給食献立コンテスト最優秀賞受賞献立の

学校給食視察に出席しました。当日は、安中小学校へ行き、新任教員が子どもたちと一緒

に、一生懸命頑張っている姿を見ることができました。 

 次に、２月８日（金）に、八尾の小さな巨匠展を見学しました。今年もいろんなアイデ

ィアのある取組みをされていたので、良かったと思います。 

 最後に、２月２１日（木）に、教育講演会に出席しました。テーマは「子どもに秘めら

れた可能性を引き出すには」ということで、龍谷大学の東先生が講演されました。セラピ

ストとしての経験を交えながら、子どもとの対話、ポジティブサイクルをつくり出す時の

心構えとちょっとしたスキルについてお話があり、大変有意義なお話を聞くことができま

した。その後、質疑応答では、３人の参加者から質問があり、先生からアドバイスがあり

ました。この講演会の質問から、現場ではいろんな課題があることを知ることができまし

た。 

 

【百瀨委員長】 それでは、委員長報告及び教育長報告を含め、ただいまの報告について
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何か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。 

２月の議案 

議案第６号 八尾市指定文化財の決定の件 

 

【百瀨委員長】 議案第６号「八尾市指定文化財の決定の件」について審議いたします。

提案理由を渞課長より説明願います。 

 

【渞文化財課長】 それではただいま議題となりました議案第６号「八尾市指定文化財の

決定の件」につき、ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１７号の規定に

より、委員会の議決をお願いするものです。 

 提案の理由でございますが、本年１月３１日に開催されました八尾市文化財保護審議会

におきまして、お手元の資料記載の中田古墳出土埴輪につきまして諮問を行いました。埴

輪の種類は円筒埴輪、朝顔形埴輪のほか、形象埴輪として家形埴輪、船形埴輪があり、総

数は破片を含めて２９点ございました。このうち、船形埴輪は畿内で出土した同種の埴輪

で最も小さく、また全国で２番目に小さいものでございます。また、家形埴輪は大型品と

小型品があり、いずれも当時の建物の状況がよくわかるものでございます。これらの埴輪

は、中田を中心とする地域の有力者の古墳に置かれたと考えられるもので、河内における

４世紀後半ごろの埴輪の採取を示すものとして、貴重なものであることから、市文化財と

して適当であるとの旨の答申をいただき、当該候補物件について市指定文化財といたした

くお願いするものです。 

 以上、雑駁な説明ですが、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。 

 

【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。 

 

【安藤委員長職務代理者】 この地域は、大和川と関連性があるのでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 現在、大阪湾は八尾から離れておりますが、かつては、河内は海であ

り、古墳時代の初頭までは萱振あたりまで河内湖があったと考えられております。従って、

八尾と海の間が非常に近かったので、この地域で船形埴輪が出土していると考えられます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今後もたくさんの文化財が発掘されるのではないかと期待し

ております。また、子どもたちは家形埴輪や船形埴輪を図書でしか見たことがないと思う
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ので、東大阪市の埋蔵文化財センターの展示方法を参考にしていただき、これからも文化

財の大切さを伝えてほしいと思います。 

 

【渞文化財課長】 東大阪市の埋蔵文化財センターの展示方法につきましては、縄文時代

から近世までの土器に簡単に触れることができるので、大変驚いた記憶があります。また、

本市の先進都市派遣研修で宮崎県に行かせていただいた時も、同じように矢じりが置いて

あり、感銘を受けました。 

八尾市では文化財に触れるという形の展示はしておりませんが、今後はできるだけオー

プンにしていくような形にしていきたいと考えております。また、学校に貸し出して展示

を行うことも数年前から検討しておりますが、まだ実現に至っておりませんので、埴輪あ

るいは土器を持ち運びできるセットを作って、学校に貸出しをしていきたいと考えており

ます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 前向きなお言葉をいただいて、非常にうれしいです。子ども

たちはさりげないことにとてもカルチャーショックを受けますので、文化財の大切さを子

どもの頃から伝えてほしいと思います。また、その意味でも文化財を発掘していくことは

本当に大切なことですので、これからもよろしくお願いします。 

 

【木下委員】 ぜひ、学校への貸出しはよろしくお願いします。それと、１つ教えていた

だきたいのですが、先だって、箸墓古墳の調査が話題を呼んでおり、箸墓古墳は卑弥呼の

墓と言われ、一方では大陸との関係について言われています。八尾で出る古いものの中に、

それをうかがわせるようなものはあるのでしょうか。  

 

【渞文化財課長】 宮内庁が箸墓古墳の立入り調査を許可された話ですが、箸墓古墳は３

世紀の中頃に造られた古墳で、卑弥呼の墓ではないかと言われています。また、埴輪の初

現は恐らく箸墓古墳であろうというのが今の定説になっております。八尾市では同時期の

古墳はなく、最も古い古墳と考えられるものが４世紀の中頃ぐらいになりますので、古墳

が作られた時期に大きな開きがあります。  

それと、大陸系のものにつきましては、３世紀中頃ぐらいの三韓系の土器が久宝寺遺跡

で出ておりますので、古くから大陸との交流があったものと考えております。  

 

【浦上教育長】 市指定文化財は歴史民俗資料館に置かれていると思いますが、それがと

ても高価であった場合、違うところに移すことはありますか。  

 

【渞文化財課長】 基本的に、文化財は郷土で保存することが一番ですので、八尾市が調

査したものにつきましては八尾市にございます。ただし、八尾市の中でも大阪府が調査し

たものは、大阪府の博物館にございます。例えば、大阪府が調査されました美園古墳の遺

物は国の重要文化財になり、現在、大阪府の近つ飛鳥博物館にございます。  

また、先日、京都の平等院で、河内系の瓦が約１，５００枚残っていたという新聞記事

が掲載されていました。こちらは八尾の向山で１，０７０年ぐらいに焼かれた瓦ですが、
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宇治市の郷土文化財になりますので、宇治市で保存されます。  

郷土の文化財はできるだけ郷土で置いておくということで、今回の埴輪につきましても

基本的には八尾市の資料館で展示させていただきたいと考えております。  

 

【百瀨委員長】 今回出土したものについては、所在地が歴史民俗資料館になっています

が、埋蔵文化調査センターはこのような出土品について調査する機関になるのではないで

しょうか。 

 

【渞文化財課長】 埋蔵文化財調査センターの設置目的につきましては、埋蔵文化財の調

査、研究となります。本資料は出土後、センターで整理、研究を行い、保存しておりまし

たが、一般の方に広く公開していきたいということで、歴史民俗資料館に移動させていた

だきました。 

 

【百瀨委員長】 八尾市には、埋蔵文化財調査センター、歴史民俗資料館、しおんじやま

古墳学習館、旧植田家住宅がありますが、各施設はどのように連携されていますか。 

 

【渞文化財課長】 これらの施設につきましては、それぞれの役割があると考えておりま

す。 

まず、旧植田家住宅につきましては、近世あるいは近代の暮らしをお見せする施設にな

ります。 

また、埋蔵文化財調査センターにつきましては、埋蔵文化財を主体とした考古学に関す

る資料を展示する施設になります。 

次に、しおんじやま古墳学習館につきましては、埋蔵文化財調査センターと似ていると

ころがありますが、基本的に３世紀から６世紀の古墳時代のものを展示しており、しおん

じやま古墳という史跡を見ていただくサイトミュージアムという位置づけになっておりま

す。 

最後に、歴史民俗資料館につきましては、八尾市の文化財の拠点的な施設として位置づ

けております。 

このように施設の役割が異なっておりますので、それぞれの施設が行う講座、講演等の

イベントについて調整し、１枚のカレンダーにまとめて、市民に配布させていただいてお

ります。また、昨年、４つの施設が協働して、アリオ八尾でキャラクターコンテストを実

施するなど、指定管理者は各施設で異なりますが、お互いに協力し合い、施設に来ていた

だけるように連携を図っているところでございます。 

 

【百瀨委員長】 市指定文化財は４０から５０ぐらいになると思いますが、市民がそのよ

うな文化財を見たい場合はどのような方法で見ることができますか。 

 

【渞文化財課長】 市指定文化財は今回の指定で５５になり、国の重要文化財あるいは登

録文化財、府の指定文化財等を含めると１０６個になります。これらの文化財には、いつ

でも見られるものと見られないものがあり、前回指定させていただきました顕証寺の絵画
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等につきましては、普段見ることができないものです。建築物あるいは史跡等、見学可能

なものについては、史跡散策マップ等でご紹介しております。また、個人で持っておられ

るもの、あるいはお寺の行事等で公開期間が決まっているものなどにつきましては、平成

２３年に歴史民俗資料館で展覧会を開催させていただきました。機会がありましたら、今

後もそのような展覧会を開催させていただきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 八尾の市民憲章にも「文化財を大切にしましょう」とありますので、市

民の方が八尾の文化財に触れる機会を設けていただきたいと思います。また、親子で興味、

関心を持つことも大事ではないかと思いますので、そのような企画も考えていただき、史

跡の大切さを広めていただきたいと思います。 

高安千塚古墳群の国指定については、どのような状況ですか。 

 

【渞文化財課長】 その件につきましては、昨年度、総括報告書を作成いたしました。こ

れは古墳群の学問的な評価を行う基礎資料になり、これをもとに国で検討されることにな

ります。全ての古墳は個人の方が所有されていますので、今後、指定へのご了解をいただ

きながら、指定化を進めてまいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他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６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６号「八尾市指定文化財の

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。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。本日は、報告

事項は予定されておりませんが、よろしいでしょうか。 

 

【杉島生涯スポーツ課長】 口頭で１件ご報告させていただきます。 

 内容といたしましては、今年度より萱振町４丁目１番地に恵光寺というお寺があります

が、そちらに式秀部屋という大相撲の相撲部屋が来ることになり、住職の方と部屋の親方

から、八尾市の小学校、幼稚園と交流を図りたいというご相談がありました。これを受け

て、指導課と協議の上、長池小学校の校長先生と長池幼稚園の園長先生とご相談させてい

ただきまして、２月２５日（月）１４時３０分から長池小学校１年生７６人を対象に、２

月２８日（木）１１時から長池幼稚園園児６９名を対象に交流することとなりました。親

方からは、「相撲取りはもちろん勝負の世界で生きているので、それが第一義的になるが、

社会人としての自覚を持ち、ボランティア活動にも精進しなければならないことを力士に

教えていきたい。」というお話をいただき、今回は、このような交流が実現いたしました
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ので、ご報告させていただきます。 

 

【百瀨委員長】 大正幼稚園でも毎年お相撲さんを呼んで交流されていると思います。 

 

【杉島生涯スポーツ課長】 その件につきましては、別の相撲部屋になり、昨年までは本

町にある大信寺に部屋を構えておられましたが、今年から八尾市以外のところで部屋を構

えられるようになったということを聞いております。  

 

【百瀨委員長】 それでは、他に意見がございませんので、以上で報告事項については終

わりますが、委員の皆様方、何かございませんか。 

事務局から何かございますか。 

なければ、以上をもちまして２月定例教育委員会を終了させていただきます。 


