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３月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２５年３月２２日（金） 

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 

 

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・小山こど

も未来部長・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・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・上野山青少年課長・大木学

校教育部参事・富田こども未来部参事兼放課後児童育成室長 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより３月定例教育委員会を開催いたします。本日の

会議録署名委員に浦上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、２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、２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、２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、２月定例会会議録について、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。 
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（委員長報告） 

２月23日（土） 

 

３月10日（日） 

３月12日（火） 

３月13日（水） 

３月15日（金） 

 

午前９時30分から、小学生なわとび名人検定及び小学生チャレンジな

わとび学年別認定会オープニングセレモニーに出席。 

午後１時から、青少年育成連絡協議会創立50周年記念式典に出席。 

午前10時から、市議会文教常任委員会に出席。 

午前９時30分から、市立中学校卒業証書授与式に出席。 

午前９時30分から、市立小学校卒業証書授与式に出席。 

午後２時から、定例教育委員協議会に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に教育長報告を浦上教育長よりお願いいたします。 

(教育長報告) 

２月23日（土） 

 

２月24日（日） 

２月26日（火） 

２月27日（水） 

３月１日（金） 

 

３月３日（日） 

３月４日（月） 

３月５日（火） 

３月６日（水） 

３月10日（日） 

 

 

３月11日（月） 

３月12日（火） 

 

３月13日（水） 

 

 

３月14日（木） 

３月15日（金） 

３月16日（土） 

 

３月19日（火） 

３月21日（木） 

午前９時30分から、小学生なわとび名人検定及び小学生チャレンジな

わとび学年別認定会オープニングセレモニーに出席。 

午前７時から、不発弾処理当日の現地対策本部に出席。 

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10時から、市議会３月定例会本会議（３日目）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、ＩＴ推進本部

会議及び人権施策推進本部会議に出席。 

午後３時から、八尾ラグビースクール創立30周年式典に出席。 

午前10時から、市議会３月定例会本会議（４日目）に出席。 

午前９時30分から、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後９時30分から、消防記念日式典に出席。 

午前10時から、防火・防災展に出席。 

午後１時から､青少年育成連絡協議会創立50周年記念式典に出席。 

午後２時から、こどもフェスティバルに出席。 

午後７時から、日本少年野球八尾大会開会式に出席。 

午前９時から、嘉定区交換職員表敬訪問に出席。 

午前10時から、市議会文教常任委員会に出席。 

午後４時から、校長会に出席。 

午後５時から､府都市教育長協議会における学力向上に伴う意見交換

会に出席。 

午後１時30分から、社会教育委員会議に出席。 

午後２時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後１時30分から、尼崎市立成良中学校における環境・文化フォーラ

ムに出席。 

午後２時から、生涯学習センター学習プラザ運営審議会に出席。 

午後４時45分から、市議会総務常任委員会に出席。 

 

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

たら、ご報告をお願いいたします。 
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【安藤委員長職務代理者】 まず、先ほどもご報告がありましたが、３月１０日（日）に、

青少年育成連絡協議会創立５０周年記念式典に教育委員全員で出席しました。 

 次に、３月１３日（水）に、市立中学校卒業証書授与式に出席しました。当日は、上之

島中学校の卒業式に出席し、卒業生１５６名が卒業されました。 

 また、３月１５日（金）に、市立小学校卒業証書授与式に出席しました。当日は、南高

安小学校の卒業式に出席し、卒業生１６０名が卒業されました。 

当日は、小学校、中学校の校長先生が卒業生一人ひとりに声をかけられていました。ま

た、小学校では子どもたちが一人ずつ自分の将来を語っていたところが印象的であり、中

学校では粛々と式典が行われてとても感動いたしました。 

 

【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

何かご質疑等ございませんか。 

 ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 議案の審議に入る前に、本日審議いたします議案のうち､議案第８号及

び第９号の「平成２５年度八尾市教育委員会の人事に関する件」につきましては、人事案

件でございますので､この案件に係る会議は非公開といたしたいと思いますが、委員の皆

様方、いかがでしょうか。 

 

【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８号及び９号については非

公開で審議することといたします。 

 それでは、議事進行の都合上、この案件については他の議案の審議及び報告等が終了し

た後に行いたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案審議に入ります。 

 

３月の議案 

請願第１号 

 

 

議案第７号 

議案第８号 

議案第９号 

議案第10号 

議案第11号 

高安中学校区における施設一体型小・中学校の設置についてすべての

プロセスにおいて公開で行われる八尾市教育委員会議において審議を

求める請願の件 

八尾市教育委員会プロジェクトチーム設置規程制定の件 

平成25年度八尾市教育委員会の人事に関する件 

平成25年度八尾市教育委員会の人事に関する件 

八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件 

八尾市就学援助規則の一部改正の件 
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【百瀨委員長】 まず、請願第１号「高安中学校区における施設一体型小・中学校の設置

についてすべてのプロセスにおいて公開で行われる八尾市教育委員会議において審議を求

める請願の件」について審議いたします。請願事項について、事務局より説明願います。 

 

【田辺理事】 それでは、請願第１号につきましてご説明いたします。 

 本請願につきましては、八尾市西山本町３－１－４２、小松久氏より３月１日に提出の

あったものでございます。 

 請願内容でございますが、請願事項としてまとめられておりますので、読み上げさせて

いただきます。「「高安中学校区における施設一体型小・中学校の設置」については、す

べてのプロセスにおいて、公開で行われる八尾市教育委員会議において審議することを求

めます。」との内容でございます。 

 以上、請願に関する内容でございます。 

 

【百瀨委員長】 次に、本請願に対する事務局の見解を求めます。 

 

【田辺理事】 本請願に対する事務局の見解につきましては、まず、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律では、教育委員会の職務権限について定めがございます。その中で

は、合議制の執行機関としてその権限の行使は会議によって行うことが規定されておりま

す。また、「教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべて

の事務をつかさどる」との定めがあり、教育委員会と教育長との関係や役割について規定

されているところでございます。 

今回、「高安中学校区における施設一体型小・中学校の設置」については、平成２２年

７月の八尾市立小・中学校適正規模等審議会答申を受けた方向性に基づきまして、現在、

教育長の統轄の下、具体的な事務を執行している段階であり、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２３条の規定に基づく、教育委員会議の議決事件とするには至っていな

いものでございます。 

よって、本請願につきましては、不採択が適当であると考えております。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、請願に対する見解について事務局の説明がございましたが、

委員の皆様方、ご意見等ございませんか。 

 

【浦上教育長】 先ほど事務局から説明がありましたように、「高安中学校区における施

設一体型小・中学校の設置」については、現在、教育委員会の指揮監督の下、これまでに

保護者や住民の皆さんに対し、説明会を開催するなどしております。ただし、現段階では、

教育委員会議の議案に至るまでの意思形成過程としての事務の執行段階にあり、説明会の

配布資料については、市のホームページに掲載しているところであります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 ただいま、教育長からもご発言がありましたが、現在、教育

長の総括の下、保護者、地域住民の意見をお聞きしている段階でありますが、それは審議

会答申を受けた方向性に基づいて、事務が進められているものと認識しております。 
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【百瀨委員長】 それでは、他にご意見がないようですので、採決に移らせていただきま

す。 

ただいま、教育長及び安藤委員のご発言にもありましたように、請願項目については、

教育委員会と教育長の関係において、教育長がその職務として適正な事務執行に努めてい

ただいているとの立場から不採択としたいと思います。 

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、請願第１号「高安中学校区におけ

る施設一体型小・中学校の設置についてすべてのプロセスにおいて公開で行われる八尾市

教育委員会議において審議を求める請願の件」については、不採択とすることに決しまし

た。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第７号「八尾市教育委員会プロジェクトチーム設置規程制定

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７号「八尾市教育委員会プロ

ジェクトチーム設置規程制定の件」についてご説明いたします。 

 本件は、八尾市教育委員会規程を制定するにつき、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。 

 提案の理由でございますが、八尾市教育委員会事務局事務分掌規則第９条に、「教育長

は、特定の重要課題で緊急に処理する必要のあるものを処理させるために、プロジェクト

チームを置くことができる。」と規定されているところでありますが、その設置について

の基準等、必要な事項を定める必要があることから、本案を提出する次第でございます。 

 規程の内容でありますが、第１条に目的、第２条に設置に係る手続き、第３条にプロジ

ェクトチームの構成員を指揮監督する総括者及び副総括者の責務、第４条にプロジェクト

チームの報告及び解散、第５条に経費及び予算の執行、第６条に補則について規定してい

るところであります。なお、本規程の施行につきましては、平成２５年４月１日とするも

のでございます。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜わりますよう

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。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今後、プロジェクトチームを設置し、さまざまな業務を進め

られると思いますが、住民によりわかりやすく内容を伝えられるようにしてほしいと思い

ます。 
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【木下委員】 今回は、八尾市教育委員会事務局事務分掌規則第９条でプロジェクトチー

ムを置くことができると規定されているが、そのプロジェクトチームの設置に当たっての

規程がないので、ご提案されていると理解してよろしいでしょうか。 

 それと、今後、緊急を要する課題があると思いますが、その全てに適用されると理解し

てよろしいでしょうか。 

 

【田辺理事】 まず、プロジェクトチーム設置規程につきましては、八尾市教育委員会事

務局事務分掌規則第９条に基づき、プロジェクトチームを置くことができるという規定は

ございますが、それを設置する際の手続き等については詳細なものがなかったことから、

本規程において位置づけたものでございます。また、この規程は、チームを設ける際に通

則として適用し、チームを設ける場合はこれに基づいて手続きを行うものでございます。 

なお、今後、八尾市教育委員会事務局事務分掌規則第９条で定めるプロジェクトチーム

以外に、例えば、教育長直轄の組織など、もう少し大きな形で対応が必要になる場合もあ

ると思います。その場合は、事務分掌規則第９条で規定しているプロジェクトチームでは

なく、事務分掌規則に位置づけて、設置することも考えられると思います。 

 

【百瀨委員長】 プロジェクトチームの設置については、いつ、どのように決めていかれ

るのでしょうか。また、今回の規程は４月１日からの施行とされておりますが、その日か

ら運用されるのでしょうか。 

 

【田辺理事】 プロジェクトチームにつきましては、緊急の課題がある場合に設置してい

きたいと考えております。なお、４月１日より、施設一体型小・中学校の設置に向けたプ

ロジェクトチームの設置を考えており、本規程の手続きに基づいて事務処理を行ってまい

ります。 

 

【百瀨委員長】 本規程第２条に「緊急性の高い課題」と規定されていますが、「緊急

性」についてはどれぐらいの期間を想定していますか。 

 

【田辺理事】 プロジェクトチームにつきましては、まず、複数の部に関係する重要課題

であり、一定期間内で解決を要するという意味で緊急性がある場合に設置していきたいと

考えております。現在、設置を想定している施設一体型小・中学校のプロジェクトチーム

の設置期間については、学校を設置するまでの期間を考えております。 

 

【百瀨委員長】 施設一体型小・中学校のプロジェクトチームは、学校設置後の検証にど

のように関わるのでしょうか。 

 

【田辺理事】 まず、施設一体型小・中学校のプロジェクトにつきましては、高安中学校

区における学校の設置までと考えております。なお、施設一体型小・中学校を設置した後、

他校区も含めた対応につきましては、このプロジェクトチームではなく、状況を精査する

中で体制を検討していきたいと考えております。 
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【安藤委員長職務代理者】 先ほど、複数の部との連携について話をされましたが、市長

部局との連携もあり得るということでしょうか。 

 

【田辺理事】 施設一体型小・中学校のプロジェクトにつきましては、教育委員会の課題

となりますので、学校教育部と生涯学習部の調整になると考えております。ただ、設置に

当たっては、市長部局との連携は当然欠かせないものになりますので、連携を図りながら

取り組んでまいりたいと思っております。 

 

【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７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７号「八尾市教育委員会プロ

ジェクトチーム設置規程制定の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第１０号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の

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１０号「八

尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件」につきまして提案説明をさせていただき

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号の規定によ

り、委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由といたしましては、対象学年拡大の実施等に伴う入室児童の増により、児童室

の定員変更が生じたため、規則の一部を改正する必要があり、同規則の一部を改正いたす

ものでございます。 

 それでは、お手元の「新旧対照表」に沿いまして、改正内容につきましてご説明申し上

げます。改正点につきましては、別表第１（第２条関係）の大正地区第２放課後児童室の

定員を２０人から７０人に改めるものでございます。なお、附則におきまして、規則の施

行は平成２５年４月１日からといたすものでございます。 

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

ろしくご審議のうえ、ご承認賜わりますようよろしく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

等ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 対象学年の拡大について具体的に説明をお願いいたします。 

 

【富田こども未来部参事】 平成２４年度におきましては、大正地区放課後児童室では対
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象学年を１年生から３年生までとしておりましたが、今回の定員拡大により、６年生まで

対象を拡大するものでございます。 

 

【木下委員】 従来から対象学年を６年生までにすることによって、大正地区の人数は増

えましたか。 

 

【富田こども未来部参事】 大正地区につきましては、昨年、１年生から３年生で９２名

の期限内申込みがありましたが、今回、対象学年を拡大することによって１０７名になり、

増加分は対象学年の拡大によるものでございます。 

 

【木下委員】 昨年に比べて１５名増えていますが、これは学年を拡大した結果になりま

すか。 

 

【富田こども未来部参事】 期限内申込みでは４年生が１０名、５年生が４名、６年生が

１名、計１５名となります。 

 

【浦上教育長】 大正地区放課後児童室の指導員は何名おられますか。また、障がいのあ

る子どもたちの人数とそのような子どもたちへの支援として、指導員を配置されているか

どうかについてお聞きしたいと思います。 

 

【富田こども未来部参事】 現在、大正地区放課後児童室におきましては、６名の指導員

を配置しているところでございます。また、支援の必要な要配慮児は２名おり、２名の指

導員を加配しているところでございます。 

 

【百瀨委員長】 今回は一定規模を超えるスペースがあるので、定員を拡大されたのでし

ょうか。 

 

【富田こども未来部参事】 現在、学校の教室を使用しておりますが、一定の施設整備が

必要でございますので、今回は学校の敷地内に児童室を新築いたしまして、施設を拡充し、

定員の拡大を行うものでございます。 

 

【百瀨委員長】 他の地区においては、４年生から６年生の申込状況はどのようになって

いますか。 

 

【富田こども未来部参事】 八尾市全体では、平成２５年度の期限内申請におきまして、

４年生が３１０人、５年生が１２４人、６年生が３６人でございます。４年生が中心にな

りますが、５年生、６年生からも申込みがございます。 

 

【百瀨委員長】 対象学年を拡大できていない地区はどこになりますか。 
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【富田こども未来部参事】 平成２５年度に対象学年拡大を実施できない地区は、南高安

地区放課後児童室の１校でございます。 

 

【百瀨委員長】 実施できていない地区にも取り組んでいくということで考えておいてよ

ろしいですか。 

 

【富田こども未来部参事】 委員長のおっしゃるとおりでございます。 

 

【百瀨委員長】 対象学年の拡大はモデル事業として取り組んできたと思いますが、今後

もモデル事業として実施されるのでしょうか。 

 

【富田こども未来部参事】 入室基準につきましては、条例で低学年と定めておりますが、

ニーズに対応できるように、６年生までの対象学年の拡大をモデル事業として実施してい

るところでございます。現在、南高安地区放課後児童室につきましては整備ができており

ませんので、一定整備が整った段階で本格実施に移りたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 モデル事業はいつ終了する予定でしょうか。 

 

【富田こども未来部参事】 南高安地区放課後児童室につきましては、現在、南高安小学

校の耐震工事等がありまして、具体的な整備の日程につきましては調整が必要となってお

ります。従いまして、耐震工事が終わり、南高安地区放課後児童室の拡充が図られた段階

で本格実施に移りたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご意見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１０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１０号「八尾市放課後児童

室条例施行規則の一部改正の件」については、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第１１号「八尾市就学援助規則の一部改正の件」について、

審議いたします。提案理由を万代次長より説明願います。 

 

【万代学校教育部次長】 それではただいま議題となりました議案第１１号「八尾市就学

援助規則の一部改正の件」についてご説明申し上げます。 

 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。 

 改正の理由でございますが、就学援助費の適正な執行を図るため、本規則の一部を改正

する必要がございますので本案を提出する次第でございます。 
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 それでは、改正の具体的内容につきましてご説明申し上げます。本規則は、教育基本法

並びに学校教育法の規定により、経済的理由により就学困難と認められる八尾市立の小中

学校に就学する児童・生徒の保護者等に対し、就学に必要な費用の一部を援助するに当た

り必要な事項を定めたものであります。これまでもご報告申し上げましたとおり、就学援

助制度の見直しに当たりましては包括外部監査のご意見等を踏まえ、さまざまな角度から

検討してまいりました。その中で、就学援助受給者の給食費納付状況を把握し、未納防止

に努めるべきであるとのご意見がございました。この意見に対して検討を行った結果、学

校諸費の徴収に対して一定期間の未納があり、学校長の納付指導にもかかわらず納付に応

じない保護者に対して、就学援助費の支払いを学校長の依頼により保護者の口座から学校

長の口座への支払いに変更することといたしました。今回の規則改正は、支払い口座の変

更に対応すべく改正を行うとともに、条文の不整合について整理を行うものでございます。 

 それではお手元の「八尾市就学援助規則の一部改正新旧対照表」をご覧ください。改正

の内容と理由を改正する個々の条文ごとにご説明申し上げます。 

まず、第１条中、「及び第４９条」を削除いたします。これは平成１９年１２月２５日

に学校教育法の改正に伴い、第１条中の「学校教育法第２５条及び第４０条」とあったも

のを、「学校教育法第１９条及び第４９条」と改正いたしましたが、学校教育法の改正に

より旧法の第２５条と第４０条は新法の第１９条に集約して対応し、新法の第４９条は就

学援助に係る規定ではないことが今回の見直しの過程で判明し、削除を行うものでござい

ます。 

 次に、第７条第３項中、「規則第７条第１項第２号から第４号までに掲げるものについ

て、被援助者の委任を受けた学校長に支給」を、「第５条により決定を受けた被援助者は、

第１項第１号から第５号に掲げる援助費目の受領に係る手続きについて、学校長に委任」

に改めます。これは現状に応じ、学校長へ委任できる援助費目を拡大すること並びに表現

の見直しを行うものでございます。 

 次に、同条に第４項として、「第１項第１号から第４号に掲げる援助費目については、

被援助者が学校徴収金を納付しないときは、学校長からの依頼により学校長の口座に振り

込むものとする。」を加えます。これは本規定により、就学援助費の支払いにおいて被援

助者が学校徴収金を納付しないときに、学校長からの依頼により保護者の口座から学校長

の口座へと振込先を変えるための規定でございます。 

 次に、第８条中、第３項の次に、「及び第４項」を加えます。これは第７条に第４項を

加えたことに伴うものでございます。 

 最後に、同条第１号を削り、第２号、第３号をそれぞれ第１号、第２号といたします。

これは、現状、就学援助費請求明細書を使用しなくなったことに伴うものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、就学援助規則の一部改正のご説明とさせていただきます。

よろしくご審議のうえ、ご承認賜わりますようよろしく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。 

まず、施行日が４月１日になっていますが、学校現場ですぐに運用できるのでしょうか。

また、これまでに学校にどのように周知していますか。 
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【大木学校教育部参事】 実際に、依頼を受けて振込先を変えることになるのは、４月か

らではなく、２回目の振込みからとなり、概ね１１月中旬を想定しております。ただ、４

月１日施行の理由につきましては、申請者の方に今回の振込先の依頼について承諾の上、

申請していただくという意味から、申請書にもその旨を記載させていただいております。

その意味から、４月１日から施行することが適当であると判断いたしましたので、施行日

をこのようにさせていただいております。 

なお、学校現場への周知につきましては、過日１月２４日に校長会でご説明させていた

だきました。また、２月２８日に事務職の部会の役員に説明の場を持たせていただきたい

ということをご相談し、３月７日にサポートセンターの集会室におきまして、事務職の方

が集まっている中で、この旨の変更があることをご説明させていただいたところでござい

ます。 

 

【百瀨委員長】 学校では具体的にどのように運用されるのでしょうか。 

 

【大木学校教育部参事】 現在、学校現場の現状を踏まえて、事務職の方にご相談しなが

ら進めているところですので、細かいところまでは詰まっていないところがございます。 

ただ、未納が発生し、学校長から依頼があったから、すぐに振込先を変えるのではなく、

基本的には督促、催告をしていただいて、それでもなお納入の意思を示さない保護者に対

しては、学校で折衝していただき、事実確認ができるような書面を作っておいていただき

ます。その中で、悪質な滞納であると確認できたものについては、振込先を変えていこう

と考えております。今後、このような事務のプロセスをもう少し明確にしたいと思います

ので、次年度の新しい担当の方にも相談しながら、１１月までに間に合わせていきたいと

思っております。 

 

【百瀨委員長】 運用面についてはいろいろな課題が出てくると思いますので、学校側の

意見を聞いて、十分に検討し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１１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１１号「八尾市就学援助規

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。 

 

｛ 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。 

本日の報告事項は予定されておりませんが、委員の皆様方から何かございませんか。 

 それでは、１点教えていただきたいことがございます。 

現在、他市町村での学校における体罰、いじめ等の早急な対応についてよく報道されて
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おります。その中で、平成２０年に設置した八尾市学校園支援会議はどのように活用され

ていますか。また、今後も校長先生や園長先生が変わりますので、校園長会の中で学校園

支援会議について周知していただきたいと思います。 

 

【靍原学校教育部次長】 学校園支援会議につきましては、学校長、園長が現場の責任

者として対応する中で、喫緊の課題や長期に及んでいる問題に対して専門的なアドバイス

を行うために設置しております。以前から、学校園支援会議については周知させていただ

いておりますが、学校園での問題事象等は指導課に報告がありますので、その際に具体的

なことをお話し差し上げて、支援会議の活用を図っております。今年度はさまざまな生徒

指導事象が注目されていますので、次年度早々に校園長会を通じて周知徹底を図ってまい

りたいと考えております。 

 

【木下委員】 学校園支援会議については、どのような活動をされていますか。  

 

【中山学校教育部長】 学校園からご相談いただいた時に、教育委員会としては、学校園

教育支援チームの学識の方、弁護士、スクールソーシャルワーカーを活用しておりますが、

平成２４年度は会議を開催しておりません。ただ、現在、ケースに応じて、弁護士への相

談、スクールソーシャルワーカーや学生サポーターの派遣を行っております。  

 

【百瀨委員長】 学校長だけでなく、教職員一人ひとりのいろいろな悩みにも対応できる

ように考えていただきたいと思います。  

 それでは、最後に、議案第８号及び第９号「平成２５年度八尾市教育委員会の人事に関

する件」について、審議を行いますが、会議は非公開で行います。  

傍聴の皆様は大変ご苦労でございましたが、ご退場いただきますよう、よろしくお願い

いたします。  

 

（以下、非公開審議）  

 

【百瀨委員長】 それでは、議案第８号「平成２５年度八尾市教育委員会の人事に関する

件」について審議いたします。提案理由を伊藤部長、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、議案第８号「平成２５年度八尾市教育委員会の人事

に関する件」についてご説明申し上げます。  

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５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、平成２５年度八尾市教育委員会事務局人事について、配置

換え等を行う必要がありますので、本案を提出するものでございます。 

 

（以下、伊藤部長、松井次長より異動内容説明） 
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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、委員の皆様方、何かご質疑

ございませんか。 

施設一体型小・中学校、幼保一体施設の整備など、課題に向けて取り組んでいかなけれ

ばならないことを考えての人事配置と思います。そのような意味で、各課の業務が大きく

なってきているようですが、増員は考えられますか。 

 

【伊藤生涯学習部長】 行政職員においては、どの部局も人員削減の方向であり、増員を

図ることは難しい状況です。 

 

【松井生涯学習部次長】 教育職員においても、学校管理職の人材が不足してきている中

で、指導主事を増やすことは難しい状況です。 

 

【百瀬委員長】 学校の課題解決という点では、学校教育部の強化が必要だと思いますが、

その点はどうですか。 

 

【松井生涯学習部次長】 確かに学校での課題が山積していると考えています。さらに、

指導系を中心に解決を図るということではなく、指導と人事が一体となって、解決に向け

た取組みを進めていくことが重要だと考えています。そういった点で、組織的に課題解決

に向けた取組みを進めていける配置という点で人事を考えた次第です。 

 

【木下委員】 教育委員会に来てもらうために、学校の管理職が１年で入れ替わるという

状況がありますが、この点についてはどのように考えていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 ご指摘のとおり、そういった状況があります。しかしながら、

課題を克服できる教育委員会という観点から、こういった割愛が必要であると考えていま

す。 

 

【浦上教育長】 ご指摘のとおりですが、どうしても必要な人材ということで考えたとこ

ろです。新たに来ていただく方には、現在いる職員などと連携しながら、組織的に対応し

ていただけるものと思います。 

 

【百瀬委員長】 適材適所という点で考えていただいたと思います。 

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８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８号「平成２５年度八尾市

教育委員会の人事に関する件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 



－14－ 

【百瀨委員長】 次に、議案第９号「平成２５年度八尾市教育委員会の人事に関する件」

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、議案第９号「平成２５年度八尾市教育委員会の人事

に関する件」についてご説明申し上げます。 

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５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、平成２５年度八尾市立幼稚園長人事について、配置換え等

を行う必要がありますので、本案を提出するものでございます。 

 

（以下、松井次長より異動内容説明） 

 

【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。 

嘱託園長が多くなっていることについてはどのように考えていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 園長選考を受験するように働きかけていますが、なかなかそう

いった人材がいないというのが実態です。そのような中で、嘱託園長の配置を行っており

ます。 

 

【百瀬委員長】 これまでは兼務園長の配置を行ってきましたが、そのような方向は考え

なかったのですか。 

 

【松井生涯学習部次長】 兼務園長をお願いしたという経緯はありますが、校長の負担等

を考えて１年限りという話で兼務園長を配置しておりました。 

 

【百瀬委員長】 １年限りであったということは承知していますが、幼小連携の促進など、

子どもたちのことを考えたら、兼務園長でも良かったという声も聞く事がありましたので、

今後についてはよく検討していただきたいと思います。 

 

【松井生涯学習部次長】 今後については、幼保一体の動きなどを見据えながら、人事を

考えていかなければならないと考えております。 

 

【百瀬委員長】 嘱託園長ではなく、女性園長を配置した方が良いと思う園がありますが、 

この点についてはどのように考えていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 実は、主任の配置も全幼稚園でできない状況にあります。その

ような中で、嘱託園長園には全て主任が配置できる園を選んでいます。そういった状況も

あるということと、地域の状況を考えて、これまで教育委員会を経験し、校長を経験して

いる方なら力を発揮していただけるという考えもあります。 



－15－ 

【百瀬委員長】 今後のさまざまな動きを考えて人事配置を適切に行っていくことは大変

ですが、よろしくお願いします。 

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９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９号「平成２５年度八尾市

教育委員会の人事に関する件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

それでは、以上をもちまして、３月定例教育委員会を終了いたします。 


