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４月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２５年４月２２日（月） 

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 

 

 

 

伊藤教育次長兼生涯学習部長・柿並学校教育部長・吉岡教育委員

会事務局理事教育政策課長事務取扱・瀧瀬生涯学習部次長兼施設

一体型小・中学校整備プロジェクトチーム総括者・松井生涯学習

部次長・西崎生涯学習部次長兼教育人事課長・福嶌学校教育部次

長兼人権教育課長・杉島生涯学習スポーツ課長・南八尾図書館

長・渞文化財課長・本鍋田指導課長・山下教育サポートセンター

所長・田中学校教育部参事・大木学校教育部参事・鍵田学校教育

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。本日の

会議録の署名委員に安藤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、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。 

 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、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

３月22日（木） 

４月４日（木） 

 

 

４月15日（月） 

午後１時から、青少年問題協議会に出席。 

午前９時15分から、校園長会に出席。 

午前11時45分から、教頭会に出席。 

午後２時から、市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席。 

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、教育長報告を浦上教育長よりお願いいたします。 
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(教育長報告) 

３月22日（金） 

３月25日（月） 

 

３月26日（火） 

 

３月27日（水） 

３月28日（木） 

 

３月29日（金） 

 

 

４月１日（月） 

 

４月２日（火） 

４月３日（水） 

４月４日（木） 

 

 

４月６日（土） 

４月８日（月） 

 

４月13日（土） 

 

４月15日（月） 

４月18日（木） 

４月19日（金） 

４月21日（日） 

午後１時から、青少年問題協議会に出席。 

午前９時から、校園長会に出席。 

午後３時から、大阪府学校給食会理事会に出席。 

午前８時45分から、市職員発令式に出席。 

午後１時30分から、市職員等辞令式に出席。 

午前10時から、市議会３月定例会本会議（５日目）に出席。 

午前10時から、スポーツ施設運営審議会に出席。 

午後４時から、転出指導主事等辞令式に出席。 

午後２時30分から、市職員等辞令式に出席。 

午後４時から、部長会に出席。 

午後５時から、退職校長への感謝状贈呈式に出席。 

午前９時から、教育委員会事務局管理職に対する訓示式に出席。 

午後２時から、新任及び転任教職員辞令交付式に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午前10時から、大阪経済法科大学入学式に出席。 

午前９時15分から、校園長会に出席。 

午前11時45分から、教頭会に出席。 

午後２時から、市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席。 

午後１時30分から、春の全国交通安全運動初日キャンペーンに出席。 

午前10時から、新入社員を励ます集いに出席。 

午後２時から、生徒指導主事辞令式に出席。 

午後１時から、八尾中央ライオンズクラブにおける講演「今、伝えた

い いじめを超えて」に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後３時から、府都市教育長協議会定例会に出席。 

午後２時から、河内音頭まつり振興会予算総会に出席。 

午前10時から、春の地域安全運動八尾市民のつどいに出席。 

 

【百瀨委員長】 それでは、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きたいと思います。 

 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。 

 ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 
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４月定例会の議案 

議案第12号 

 

議案第13号 

 

議案第14号 

 

議案第15号 

 

議案第16号 

議案第17号 

年末年始の休日変更に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の制定

について臨時代理承認の件 

附属機関の見直しに伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の制定に

ついて臨時代理承認の件 

八尾市教育委員会指定管理者選定委員会規則の制定について臨時代理承認

の件 

八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則の制定について臨時代

理承認の件 

八尾市就学支援委員会規則の全部改正について臨時代理承認の件 

八尾市公文書公開条例の施行に関する八尾市教育委員会規則の一部改正に

ついて臨時代理承認の件 

 

【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。 

 議案第１２号「年末年始の休日変更に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の制

定について臨時代理承認の件」について審議いたします。提案理由を吉岡理事より説明願

います。 

 

【吉岡理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第１２号についてご説明いたし

ます。 

 本件は、本市の年末年始の休日について、府下市町村等の状況を踏まえ、市民の利便性

を図るため、去る平成２５年３月市議会において、八尾市の休日を定める条例の改正議案

が議決されたことに伴い、教育委員会所管施設にあって、休館日や休業日の定めがある教

育委員会規則の改正について急を要したため、教育長に対する事務委任等に関する規則第

３条第２項の規定により、委員会の議決を求めるものでございます。 

 改正理由でございますが、本市を含め府内市町村の大半が相当以前より１２月３０日か

ら翌年１月４日までを休日期間としておりましたが、その後昭和６３年１２月に国が休日

を定める法律を制定して以降、大阪府、大阪市が同様の条例を制定し、現在ではほとんど

の府内市町村におきまして、国、府に準じ、年末年始の休日期間を１２月２９日から翌年

１月３日までとする改正がなされているところでございます。このような国、大阪府、府

下市町村の状況を踏まえ、行政の円滑な運営を確保し、市民の利便性を図る観点から教育

委員会所管施設の休館日、休業日の規則制定について一部改正を行うものでございます。

なお、規則規定の改正内容につきましては、別紙資料の「別表規則一覧」をご覧ください。 

 （１）「八尾市の休日を定める条例」と同じ期間に休日・休館日・休業日を改正する規

則といたしましては、八尾市立青少年センター条例施行規則、八尾市学習等供用施設条例

施行規則、八尾市立青少年会館条例施行規則、八尾市公民館設置及び管理条例施行規則、

八尾市放課後児童室条例施行規則、八尾市立教育サポートセンター条例施行規則の６つの

規則であり、それぞれ１２月２９日から翌年１月３日までを休日・休館日・休業日に改め

るものでございます。 

 また、（２）「八尾市の休日を定める条例」と異なる期間で休館日を改正する規則とい
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たしましては、八尾市図書館条例施行規則となっており、これは図書の館内整理期間を含

めて１月４日までの休館日とさせていただいております。 

 なお、規則の施行につきましては、全て平成２５年４月１日でございます。 

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

ろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 この議案に関しましては、大阪府下市町村の状況に合わせての改正とな

ります。また、既に３月市議会で八尾市の休日を定める条例の改正議案が議決されている

ことを踏まえて、委員の皆様方からご質疑をお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 八尾市の休日を定める条例が改正されたので、関係教育委員

会規則を改正するということでしょうか。 

 

【吉岡理事】 そのとおりでございます。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質問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１２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１２号「年末年始の休日変

更に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の制定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。 

なお、この件については、市民サービスの向上を目的としておりますので、市民への周

知徹底をお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第１３号「附属機関の見直しに伴う関係教育委員会規則の整

備に関する規則の制定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

吉岡理事より説明願います。 

 

【吉岡理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第１３号についてご説明いたし

ます。 

 本件は、去る３月の市議会におきまして執行機関の附属機関に関する条例及び特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正議案が議決されたことに伴い、

関係教育委員会規則の規定を整備するにつき、教育長に対する事務委任等に関する規則第

３条第２項の規定により、委員会の議決を求めるものでございます。 

 改正理由でございますが、地方自治法第１３８条の４第３項では、「法律または条例の

定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調

査会その他の調定、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。」と規定され
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ていますことから、附属機関の設置根拠につきましては、法令または条例に求められるこ

とになっております。近年、他の地方公共団体の住民訴訟や住民監査請求において規則や

要綱等に基づき設置している懇話会、協議会、委員会等の会議体について、実質的に地方

自治法に定める附属機関であるにもかかわらず、条例で設置されていないとして違法と判

断される事例が示されており、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき、実質的

に教育委員会の附属機関とみなされる可能性のある会議体につきましては、附属機関とし

ての位置づけを明確にするために、このたび条例規定の改正がなされたところでございま

す。 

 本条例の改正に伴い、関係教育委員会規則の規定を整備する必要があり、その施行日を

４月１日とする必要があることから、急を要したため、教育長が臨時に代理をしたため、

その承認を求めるものでございます。 

 次に、改正内容についてでありますが、「新旧対照表」をご覧ください。まず、（１）

八尾市立小・中学校通学区改正審議会規則の一部改正では、現行規則第２条における任務

規定を条例事項と重複するため削除し、第７条における委員の報酬規定について、特別職

の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定されるため、削除するもの

でございます。 

 次に、（２）八尾市立青少年会館条例施行規則の一部改正では、第９条の報酬規定を謝

礼規定に改めるもので、附属機関の位置づけではないことによる改正でございます。 

 次に、（３）八尾市図書館協議会運営規則の一部改正については、第４条の報酬規定に

ついて、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定されるため、

削除するものでございます。 

 次に、（４）八尾市立スポーツ施設運営審議会規則の一部改正では、第２条の審議会の

任務規定について、条例事項と重複するため削除し、第３条の審議会の組織構成について

見直すとともに、第７条の報酬規定について、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例に規定されるため、削除するものでございます。 

 次に、（５）八尾市立小・中学校適正規模等審議会規則の一部改正では、先の理由と同

様に第２条の任務規定、第７条の報酬規定について、それぞれ削除するものでございます。 

 次に、（６）八尾市幼稚園審議会規則の一部改正でございますが、先の理由と同様に第

２条の任務規定、第７条の報酬規定について、それぞれ削除するものでございます。 

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

よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 本件については、３月市議会において執行機関の附属機関に関する条例

及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正議案が議決され

たことに伴う規則改正になります。この点を踏まえて、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】 今回は現行と改正案を示す「新旧対照表」をいただいており

ますが、各規則の省かれた規定も出していただければ理解しやすくなると思います。 
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【木下委員】 附属機関の任務、報酬については条例で定めたので、その部分を削除する

ということで理解してよろしいですか。 

 

【吉岡理事】 それぞれの規則で規定している任務規定及び報酬規定については、条例に

移行することにより、削除されることになります。 

 

【百瀨委員長】 市議会議員については、市長部局と調整し、附属機関の構成員から除く

ことになりましたが、法令で決められている場合はどうなるのでしょうか。 

 

【吉岡理事】 附属機関の構成員につきましては、平成１８年に、全国市議会議長会の都

市行政問題研究会より「分権時代における市議会のあり方」に関する調査研究報告書が出

されております。 

内容といたしましては、「従来、長の諮問機関や附属機関などの審議会等に議員が参画

することにより、多角的総合政策的な見地からの検討に資することが可能となりその必要

性が認知されていたが、地方分権の推進による議会の厳正な監視機能の発揮と住民の直接

的な市政参画を拡充するためにも、議員の参画を見直すべきものである。」とされており、

本市におきましても、市議会議員の附属機関への参画については市長部局、教育委員会で

全て見直しをさせていただきました。ただし、法令に設置根拠がある審議会につきまして

は、そのまま構成員として残ることになります。 

具体的には、都市計画法に基づく都市計画審議会委員、民生委員法に基づく民生委員推

薦会委員、地方青少年健全育成法に基づく青少年問題協議会委員などは、法令設置となっ

ております。 

 あと、教育委員会とは直接関係ございませんが、市長部局の国民健康保険運営協議会に

つきましては市議会議員の参画の根拠を直接定義しておらず、「公益を代表する委員」の

規定を適用して、市議会議員が選出されております。これは、現在、市議会議員以外に適

当な職種等がないという理由で、法令設置以外で残っております。 

本市におきましては、４つの審議会において市議会議員が残っており、それ以外につき

ましては、現在、廃止の手続きを進めている状況でございます。 

 

【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１３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１３号「附属機関の見直し

に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の制定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。 

 

【百瀨委員長】次に、議案第１４号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会規則の制
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定について臨時代理承認の件」について審議いたします。提案理由を吉岡理事より説

明願います。 

 

【吉岡理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第１４号につきましてご説明い

たします。 

 本件は、八尾市教育委員会指定管理者選定委員会規則の制定について、指定管理者選定

委員会について新たに附属機関として位置づけられたことに伴い、その組織、運営、その

他選定委員会について必要な事項を規則において定める必要があり、その施行日を平成２

５年４月１日とするため、教育長が臨時に代理をしたので、その承認を求めるものでござ

います。 

 規定の内容でありますが、第１条に趣旨、第２条に所掌事項、第３条に組織、第４条に

委員の任期、第５条に委員長及び副委員長、第６条に会議、第７条に秘密を守る義務、第

８条に候補者選定の基準、第９条に庶務、第１０条に委任、別表第３条関係においては施

設類型ごとの教育委員会所管施設の一覧を示すものでございます。 

 なお、施行日は平成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、よろしくご審議の上、ご承認賜わりますようよ

ろしくお願いいたします。 

 

【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、何かご質問

等ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今回、指定管理者選定委員会規則を制定するということは、

これまでに規則が制定されていなかったということでしょうか。 

 

【吉岡理事】 教育委員会におきましては、生涯学習部に指定管理者選定委員設置要綱が

ございましたが、今回は教育委員会として規則化したものでございます。 

 

【百瀨委員長】 指定管理者選定委員会が附属機関になるので、規則を制定することにな

ったと理解してよろしいでしょうか。 

 

【吉岡理事】 そのとおりでございます。また、選定委員会は施設類型別になりますので、

人数及び組織構成につきましては、施設類型別に要綱で規定する予定をいたしております。 

 

【木下委員】 この規則に基づいて、施設類型別に要綱が出てくるということでしょうか。 

 

【吉岡理事】 そのとおりでございます。本規則を受けまして、それぞれの施設類型の要

綱で選定委員会の構成を規定していくことになります。なお、多くの教育委員会所管施設

は、今年度末で指定管理期間が終了いたしますので、今年度に選定委員会を開催してまい

ります。 
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【百瀨委員長】 選定委員会委員の構成はどのようになっていますか。 

 

【吉岡理事】 委員構成につきましては、規則第３条に定められておりますとおり、選定

委員は７名以内、その中で学識経験者、公認会計士、市の職員、その他教育委員会が必要

と認める者から選出することになります。また、この規則を受けて、施設類型別に委員を

選定していくための要綱を制定していくことになります。 

 

【百瀨委員長】 指定管理者の選定スケジュール等については、現時点でどのようになっ

ていますか。 

 

【吉岡理事】 先程申し上げましたように、今年度中に選定委員会を設置し、指定管理者

候補者の選定手続きを進めてまいります。また、指定管理者指定の市議会議案提出につい

ては、教育委員会でご審議いただくことになります。 

 

【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１４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１４号「八尾市教育委員会

指定管理者選定委員会規則の制定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。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第１５号「八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規

則の制定について臨時代理承認の件」について審議いたします。提案理由を本鍋田課長よ

り説明願います。 

 

【本鍋田指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１５号についてご説明

いたします。 

 本件については、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則を制定するにつき、

教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項の規定に基づき、教育長が臨時に代

理をしたので委員会の議決を求めるものです。 

 提案の理由としましては、本教科用図書選定委員会を新たに附属機関として位置づける

につき、新たに規則を制定する必要が生じ、その施行日を平成２５年４月１日とすること

から、急を要したため、平成２５年３月２８日付で教育長が臨時代理を行ったのでその承

認を求める次第であります。 

 それでは、お手元の教科用図書選定委員会規則に沿ってご説明いたします。第１条では、

趣旨といたしまして本規則の根拠条例を示し、また選定委員会の組織運営上必要な事項を

定める旨を規定しています。 
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 第２条では、組織の構成員を定め、また第２項において採択の直接の利害関係者は委員

となれない旨を規定しています。 

 第３条では、委員の任期を委嘱または任命された日から当該年度末日までと定めていま

す。 

 第４条では、委員長及び副委員長の選出について、また第５条では会議の招集について

規定しています。 

 第６条では、委員会を補佐する目的で専門的な調査検討を行うための調査員を置くこと

ができる旨を規定しています。 

 第７条では、委員会の庶務を学校教育部指導課に置くこととし、第８条では委任事項を

規定しています。 

 以上、甚だ簡単雑駁な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。

何卒、ご承認賜わりますよう、よろしくお願いいたします。 

 

【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】 これまでは規程がありましたが、今回、規則として提案され

ている理由を教えていただきたいと思います。 

 

【本鍋田指導課長】 条例改正によって規程から規則になりましたが、その理由としまし

ては、教科書採択は重要なものになり、以前より教育委員会から選定委員会に諮問してお

りましたので、附属機関として位置づけることになりました。 

 

【木下委員】 附属機関として明確に位置づけたことに伴う規則制定ということでしょう

か。 

 

【本鍋田指導課長】 そのとおりです。 

 

【百瀨委員長】 組織構成の中で、「市内の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者」

についてはどのように考えていますか。 

 

【本鍋田指導課長】 教科書選定に当たって、保護者の意見を聞く必要があると考えてお

りますので、従前よりＰＴＡ協議会の代表の方に入っていただいております。 

 

【百瀨委員長】 今後もＰＴＡ協議会の方に入っていただく予定ですか。 

 

【本鍋田指導課長】 保護者の区分につきましては、教科書採択の公正性・公平性を十分

に考慮しながら、今後考えてまいりたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 小学校教科用図書については、来年度に採択替えの年になると思います
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が、委員の選定手続きのスケジュールについてどのように考えていますか。 

 

【本鍋田指導課長】 委員の選定につきましては、具体的なスケジュールは決まっており

ませんが、教育委員会においてご審議いただいた上で、ご承認いただくことになります。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質疑等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１５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１５号「八尾市立義務教育諸

学校教科用図書選定委員会規則の制定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。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第１６号「八尾市就学支援委員会規則の全部改正について臨

時代理承認の件」について審議いたします。提案理由を山下所長より説明願います。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 それではただいま議題となりました議案第１６号

「八尾市就学支援委員会規則の全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。 

 本件は教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項の規定により、教育長が臨

時に代理をしましたので、委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案の理由ですが、執行機関の附属機関に関する条例の改正に伴い、八尾市就学支援委

員会規則の文言等に改正を行う必要があり、急を要したため、平成２５年３月２８日付で

教育長が臨時代理を行い、その承認を求めるものでございます。 

 規定の内容につきましては、次のページにございます。第１条に趣旨、第２条に組織、

第３条に任期、第４条に委員長及び副委員長、第５条に会議、第６条に専門部会、第７条

に関係者の出席、第８条に庶務、第９条に委任について規定しており、施行日は平成２５

年４月１日とするものでございます。 

 なお、就学支援委員会の組織及び運営につきましては、これまでと変わりなく行ってい

くところでございます。 

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

よろしくお願いします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、附属機関に位置づけられた

ことに伴い、規則を全部改正されたのでしょうか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 八尾市就学支援委員会規則は昭和５３年に制定され

ておりましたが、この間、執行機関の附属機関に関する条例に附属機関として位置づけら
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れておりませんでしたので、今回の条例の改正により、本委員会を教育委員会の附属機関

として規定したものでございます。これに伴い、文言等を改正する必要がございましたの

で、ご提案させていただいております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 主な改正内容については、執行機関の附属機関に関する条例

の改正に伴って、第１条と第２条を改正されたということでしょうか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 そのとおりでございます。 

 

【百瀨委員長】 就学支援委員会では具体的にどのような活動をされていますか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 就園前、就学前の障がいのある子どもなどの保護者

から就園、就学相談を受けまして、情報提供あるいは調査を行い、その調査結果とともに

保護者の意見を得ながら審議を進めております。また、その審議結果を入学後のさまざま

な取組みに生かしております。 

 

【浦上教育長】 教育サポートセンターで就園、就学に関わる保護者の相談、希望を受け

て、就学支援委員会に提示し、専門委員からご意見をいただいております。そして、就学

先を決定いたしますが、それは就学支援委員会で決定するのではなく、保護者の方とお話

をさせていただいて、最終的に保護者の方が決定することになります。 

 

【木下委員】 議案第１４号、第１５号及び第１６号については、新たに附属機関として

位置づけられたことに伴い、規則が制定、改正されたということでしょうか。そうすると、

第１３号との関連はどのようになっているのでしょうか。 

 

【吉岡理事】 議案第１４号から第１６号につきましては、木下委員がおっしゃられまし

たとおり、本年３月市議会において、執行機関の附属機関に関する条例の一部改正により、

新たに教育委員会の附属機関として位置づけが条例に規定されたことに伴い、その附属機

関の組織及び運営について新たに規則制定をし、又は全部改正をしたものでございます。 

 一方、第１３号につきましては、今般の附属機関の見直しに伴い、条例と既存の規則と

の関係において、趣旨や謝礼の規定についての文言整理を一部改正により行っているもの

でございます。 

 

【御喜田委員】 就学支援委員会では、教育サポートセンターで受けた全ての相談に対応

されているのでしょうか。それとも、抽出して対応されているのでしょうか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 就園前、就学前の相談につきましては、就学支援委

員会事務局の教育サポートセンターで整理しております。また、個々の相談については、

本委員会の会議において、入園、入学前の子どもの状況、保護者の意向も含めて審議を行

っております。 
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【御喜田委員】 特別な支援を必要とする子が増えていると思いますが、それに伴って相

談件数も年々増えていると思います。この支援委員会ではその全ての相談に対応されてい

るのでしょうか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 相談件数は増えており、その件数については就学支

援委員会で報告しております。 

 

【御喜田委員】 そうすると、就学支援委員会がたくさん開かれないと対応できないと思

いますが、年に何回ぐらい開かれていますか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 全委員が集まり、個々のケースについて審議を行う

就学支援本会議は年４回ございます。また、相談部会につきましては、月１回以上のペー

スで会議を行っております。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質疑等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１６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させていただきます。よって議案第１６号「八尾

市就学支援委員会規則の全部改正について臨時代理承認の件」ついて原案を適当と認める

こと決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第１７号「八尾市公文書公開条例の施行に関する八尾市教育

委員会規則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

吉岡理事より説明願います。 

 

【吉岡理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第１７号につきましてご説明い

たします。 

 本件は八尾市公文書公開条例の施行に関する八尾市教育委員会規則の一部改正について、

去る平成２５年３月市議会において情報公開の一層の推進を図ることにより、市政に対す

る市民の理解と信頼を深め、市民参画と協働による公正で開かれた市政を推進するため、

八尾市公文書公開条例の改正議案が議決されたことに伴い、規則の規定を改正する必要が

あるため、急を要したため、教育長が臨時に代理をしたのでその承認を求めるものでござ

います。 

 改正内容でありますが、題名及び本文中、「八尾市公文書公開条例」について「八尾市

情報公開条例」に改めるものでございます。 

 なお、施行日は市民への周知期間を考慮し、平成２５年７月１日とするものでございま

す。 
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 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、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】 条例名が「公文書」から「情報」に変わったことに伴い、規

則を改正されたのでしょうか。 

 

【吉岡理事】 そのとおりでございます。「公文書」から「情報」に変わることによって、

公文書の公開請求権者の範囲が市内在住、在勤あるいは在学という広義の市民から、誰で

も請求できるようになりました。 

 

【木下委員】 「公文書」が「情報」に変わったことにより、請求権者の範囲が変わった

けれども、出てくる情報の範囲はこれまでと変わらず公文書だけということでしょうか。 

 

【吉岡理事】 「情報」という名称にすることによって、公文書の内容は変わりません。 

 

【木下委員】 情報公開請求をする側からすると、名称を「公文書」のままにして、資格

の幅だけを広げたほうがわかりやすいと思います。「情報」公開にすると、何でも出てく

るような印象を受けますが、どのような意図を持って名称を変更されたのでしょうか。 

 

【吉岡理事】 情報公開につきましては、第一義には公文書の公開となりますが、それに

加えましてホームページ、ツイッター等新たなソーシャルメディアによる情報提供も視野

に入れております。また、現在、府内におきましても、八尾市を除いて全ての自治体で

「情報公開条例」という名称を用いておりますので、それに合わせた改正となります。 

なお、非公開情報となる個人情報の取扱いにつきましては、現行条例で個人を識別でき

る情報は非公開としておりましたが、今回の条例改正により、プライバシーを保護する観

点が盛り込まれております。例えば、病院のカルテ、家族構成、結婚歴などにつきまして

も今後は非公開情報となり、個人情報として保護する内容になっております。 

 

【百瀨委員長】 今回の条例改正の目的は情報公開を一層推進していくということでしょ

うか。 

 

【吉岡理事】 そのとおりでございます。昨今、情報公開は非常に盛んになっております

ので、積極的に情報は公開するべきという立場と非公開情報についてはプライバシーを保

護していくという立場に立った改正であると考えております。 

 

【百瀨委員長】 今後は、市民に向けて情報公開を進めていく必要があると思いますので、

よろしくお願いいたします。 
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 それでは、他にご質疑等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１７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１７号｢八尾市公文書公開

条例の施行に関する八尾市教育委員会規則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。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、続きまして報告事項に入らせていただきます。 

 まず、平成２５年度事務事業計画について、各所属長より報告をお願いいたします。 

 それでは、生涯学習部よりお願いいたします。 

 

【吉岡理事】 それでは、平成２５年度の事務事業計画につきましてご報告いたします。 

 まず、項目の変更点でございますが、本年度より八尾市教育振興計画と各課の事務事業

の関連性を明確にするために、「教育振興計画の位置づけ」の項目を追加いたしましたの

で、この点もあわせてご確認をお願いいたします。 

 それでは、教育政策課の平成２５年度事務事業計画についてご報告いたします。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。また、

第３、第４四半期には「文化の日」教育委員会表彰の実施、八尾市立学校園教育重点取組

事項を策定いたします。 

 次に、通年の事務事業といたしまして、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、教育委員

会点検・評価事務の実施、学校園整備計画推進事業における学校園施設耐震化計画の進行

管理、幼保一体化の推進、教育・保育実践の手引きの検討、作成、教育課題全般に対する

政策等の企画・立案・総合調整を行ってまいります。 

 また、本年度より新たに施設一体型小・中学校整備プロジェクトチームを設置し、高安

中学校区における施設一体型小・中学校の設置に向けて教育方針、内容及び管理運営等に

ついて調査研究を進めてまいります。 

 最後に、当課所管の事務事業を実施することにより、八尾市教育振興計画における教育

環境の整備、幼児教育環境の整備、幼児教育内容の充実を推進してまいります。 

 以上、教育政策課の平成２５年度事務事業報告とさせていただきます。 

 

【西崎生涯学習部次長】 それでは、教育人事課の平成２５年度事務事業計画についてご

報告いたします。 

 教育人事課は人事係と経理係にて構成されておりまして、まず、人事係につきましては、

教育委員会事務局職員及び学校園教職員の人事に関する事務を行っております。主なもの
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といたしましては、教職員定数に関する調査報告事務、安全衛生委員会に関する事務並び

に職員の服務規律、給与、福利厚生などの事務を行っております。今後とも人材の活用と

教職員の資質向上を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、経理係につきましては、教育環境の整備に関する事業といたしまして、学校園に

おける機械警備及び安全推進員の配置を継続するとともに、防犯カメラの設置を進める予

定でございます。 

 また、学校施設整備の充実に関する事業といたしまして、学校園予算の配当、理科教育

等設備の整備、施設の維持管理に関する業務委託、耐震化関連事業並びに全中学校に節水

器具の設置を進めるなど、光熱水費の削減に向けての取組みを行ってまいります。今後と

も、学校園の施設管理は公共建築課とも連携して実施してまいります。 

以上でございます。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、生涯学習スポーツ課の平成２５年度事務事業

計画につきましてご報告申し上げます。 

 本課の事務事業の執行に当たりましては、八尾市生涯学習・スポーツ振興計画に基づき、

市民と行政の協働による循環型の生涯学習・スポーツの振興に取り組んでまいりたいと考

えております。 

 それでは、資料に基づきましてご報告申し上げます。まず、四半期ごとの事務事業につ

きましては、市民参加型のスポーツ振興といたしまして、春季、秋季市民体育大会の実施、

小学生を対象とした軟式野球大会、サッカー大会及びなわとび名人検定に取り組むととも

に、各種講座や生涯学習情報の提供としまして、市民が主体となり、取り組んでおられま

す文化芸術芸能祭を支援していきたいと考えております。 

 また、通年の事務事業といたしまして、社会教育委員会議の開催をはじめ、市民への学

習機会の提供といたしまして、家庭教育学級や生涯学習講座に取り組むとともに、これま

で直営で管理運営を行ってまいりました新家町市民運動広場につきまして、総合体育館等

とあわせて管理運営を委ねる指定管理者の選定に取り組んでまいりたいと考えております。  

 その他の取組みにつきましては、資料に記載のとおりでございます。今後も引き続き生

涯学習及びスポーツ振興の充実、向上が図られるよう取り組んでまいりたいと思います。  

 

【南八尾図書館長】 それでは、八尾図書館の平成２５年度事務事業計画についてご説明

させていただきます。  

 本課では平成２２年度に策定しました第２次図書館サービス計画に基づきまして、市民

の読書環境の充実に向けた事業をさせていただいております。今年度の主な事務事業の内

容といたしましては、資料に書いてありますように、第１四半期、第２四半期、第３四半

期におきまして、子ども読書週間行事、夏休み子どもまつり、弓削道鏡等の講座を開催さ

せていただきます。  

 また、通年事業といたしましては、現在進めております八尾図書館の整備事業を進める

とともに、旧市立病院跡地における第４地域図書館の工事着手をめざしてまいりたいと考

えております。なお、平成２６年春の開館を目標としております八尾図書館の開館に先立

ち、プレ開館イベント等についても実施していきたいと考えております。  
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 次に、図書館サービス充実事業につきましては、現在実施しております週３回の午後７

時までの夜間開館を引き続き実施するとともに、郷土行政資料を電子化し、市民に提供で

きるように環境整備を進めていきたいと思っております。  

 次に、図書館電子化推進事業といたしましては、現在の図書館情報システムの更新及び

ＩＣタグエンコード業務を進めさせていただいております。  

 最後に、図書館維持管理事業といたしましては、図書館協議会の開催を年３回予定して

おります。また、引き続き図書資料の貸出し、保存等の図書館サービスについても進めさ

せていただきたいと考えております。  

 以上、簡単ではございますが、八尾図書館の年間事務事業計画とさせていただきます。  

 

【渞文化財課長】 それでは、文化財課の平成２５年度事務事業計画につきましてご説明

申し上げます。  

 本年度における主な事業といたしまして、八尾市史編纂事業では市史編纂委員会を開催

するとともに、昨年度に引き続き８つの部会で調査を進めます。また、「やさしい八尾市

史」の編集を行ってまいります。  

 啓発事業といたしましては、１０月２０日に滋賀県立大学の市川秀之先生による民俗に

関する講演も予定しております。  

市指定文化財等保存活用事業では、八尾市文化財保護審議会を開催し、市指定文化財の

指定を行いますが、あわせて顕証寺の伽藍測量調査、市内建造物、神立墓地、旧植田家史

料等の調査もあわせて実施いたします。  

高安千塚古墳群保存活用事業では、今年度は国指定申請のための承諾書をいただくため

の説明会を開催するとともに、史跡化に努めてまいります。  

 文化財施設の運営に関しましては、歴史民俗資料館及び埋蔵文化財調査センターの指定

管理者選定委員会を開催するとともに、歴史民俗資料館におきましては機能更新等を行う

予定でございます。  

 その他の事業は、計画書記載のとおりでございますが、本課の事業は教育振興計画にお

きまして貴重な歴史資産の保存と積極的な活用に位置づけられていることから、文化財の

継承を図り、まちづくりに生かしていけるよう、事業展開をしてまいります。  

 以上、簡単ではございますが、文化財課の事務事業報告とさせていただきます。  

 

【百瀨委員長】 続いて、学校教育部の事務事業計画についてご報告をお願いいたします。  

  

【大木学校教育部参事】 それでは、学務給食課の平成２５年度事務事業計画についてご

報告いたします。  

 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１四半期につ

きましては学校給食実施計画の作成、幼児・児童・生徒及び教職員の健康診断を実施いた

します。  

 第２四半期につきましては、学校給食関係施設の改修及び機器の設置、親子料理教室や

学校給食献立コンテストを実施いたします。  

 第３四半期には、学校給食大会、口腔衛生指導、就学時検診を実施する予定でございま
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す。  

 第４四半期には、特別支援学校就学奨励補助金を交付する予定となっております。  

 次に、通年といたしましては、日本スポーツ振興センター等の災害給付事業、学校園の

環境衛生業務、就学援助、奨学金事業の実施及び給食調理業務や給食物資の品質検査等の

各種業務を外部委託を活用して、安心・安全な給食の提供に努めてまいります。  

 最後に、中学校給食につきましては、選択制の中学校給食の実施に向けた準備を進めて

まいります。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、学務給食課の事務事業計画の報告といたします。  

 

【本鍋田指導課長】 それでは、指導課の事務事業についてご説明いたします。  

 八尾市教育振興計画のめざす子ども像「未来を切り拓く チャレンジする『八尾っ子』

の育成」をめざし、児童・生徒にたくましく生きる力を育成するため、事業を展開してま

いります。  

確かな学力の関係では、学力向上推進事業を継続実施する中で、小・中学校の校種間連

携や小学校高学年における教科担任制について研究を進めてまいりたいと考えています。  

 また、今年度は年度当初より各学校にネイティブスピーカーを配置し、中学校での英語

教育と小学校での英語活動を推進してまいります。  

 また、学校図書館活用推進事業では、小・中学校における学校図書館サポーターを配置

し、児童・生徒の読書活動や調べ学習を支援してまいります。  

 次に、豊かな心の育成では、豊かな心を育む教育推進事業を実施し、道徳の時間を要と

して学校の教育活動全体を通じて道徳性や道徳的実践力を養うとともに、挨拶運動など日

常の生活における取組みの充実や、さまざまな人との出会いの機会を増やし、生命尊重の

心や豊かな心の育成に努めてまいります。  

健やかな体の育成では、小中学校体育大会業務委託をはじめとして、中学校部活動の大

会参加のための交通費支給などを通じまして、支援してまいります。  

 また、特別支援教育の推進につきましては、ともに学びともに生きる教育の視点に立ち、

障がいのある児童・生徒への介助員配置や学習支援としての特別支援教育支援員の人的支

援、機能訓練の必要な児童・生徒への巡回指導等を実施するなど、充実に努めてまいりま

す。  

子どもが輝く学校園づくり総合支援事業では、特色ある学校園づくりを推進するため、

学校園長がリーダー性を一層発揮し、保護者や地域から信頼される学校となるよう、教育

課題の解決と学校の活性化を支援してまいります。  

 通学路の安全確保事業では、昨年度の緊急合同点検分の残りの安全対策について、関係

各課と連携・協力し、順次対策を講じてまいります。また、今後も保護者や地域の声をし

っかり聞く中で引き続き安全確保に取り組んでまいります。  

 指導課の平成２５年度事務事業計画につきましては、以上でございます。  

 

【山下教育サポートセンター所長】 それでは、八尾市立教育サポートセンターの平成２

５年度事務事業計画を報告させていただきます。  

 当センターでは、八尾ならではの特色を生かした学校園教育の充実をめざし、また学校
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園、家庭へのサポートを通して八尾の未来を支える子どもたちがすくすくと育つことを願

い、教職員研修、学校ＩＣＴの推進、専門性を生かした教育相談事業を展開してまいりま

す。教職員研修につきましては、法定研修の初任者研修、１０年研修、また管理職、首席

指導教諭等、校種、職種、分掌等担当に応じた研修を実施し、教育課題に焦点を当てたさ

まざまな研修・講座を通して、教職員の資質、能力、指導力の向上に努めてまいります。  

 教育の情報化の推進につきましては、わかりやすい授業、子どもたちの学習意欲を高め

ることをめざしてＩＣＴの活用推進を進めてまいります。  

 また、教育政策課、教育人事課、公共建築課と連携して、校舎耐震化に伴うＬＡＮ工事

を含む教育情報機器等の管理運営に努めてまいります。  

 教育相談につきましては、来所あるいは電話相談、就園、就学相談や特別支援教育にか

かわる巡回相談等、さまざまな形で子ども、学校園、家庭の支援に努めてまいります。ま

た、学校園におきましてさまざまな課題を抱える子どもたちのフォローアップとしまして、

スクールソーシャルワーカーの派遣をはじめとする家庭の教育力レベルアップ事業、心理、

教育職をめざす学生等を学校園に派遣しながら、子どもへの直接的な支援を行うスクール

サポーター事業を展開しながら学校園支援、家庭支援を進めてまいります。  

 以上、甚だ簡単ですが、教育サポートセンターの事務事業報告とさせていただきます。  

 

【福嶌学校教育部次長】 それでは、平成２５年度人権教育課の事務事業計画についてご

説明させていただきます。  

 人権教育課では、八尾市教育振興計画の基本理念であります「人権と共生の２１世紀を

担う人材の育成」のもと、めざす子ども像の実現や子どもたちの権利保障に向けた取組み

を推進してまいります。主な業務として、次の７つを実施していきたいと考えております。  

 １つ目ですが、教職員の資質向上を図るための人権教育研修の充実でございます。中で

も大きな課題となっております、経験の浅い教職員の人権に関する知識理解、人権感覚の

向上に向けた人権研修を実施してまいりたいと思っております。  

 ２つ目ですが、自他の人権を大切にする子どもを育てる研究校支援事業の実施でござい

ます。こちらは、平成２０年度３月に文部科学省が提示いたしました人権教育の指導方法

等のあり方第３次取りまとめに基づきまして、人権教育の研究を行う学校を支援していく

ものでございます。  

 ３つ目ですが、命を育む教育推進事業の実施でございます。こちらは、自他の命を大切

にし、自らの命を守り、他人の命を守ることのできる幼児・児童・生徒の育成に対しまし

て、積極的に取り組んでいただきます学校園を支援するものでございます。  

 ４つ目といたしましては、人権文化祭の開催でございます。こちらは、幼児・児童・生

徒の人権意識の向上と、保護者・市民への啓発をめざしまして、人権作文の発表会並びに

人権作品の展示会等を実施してまいります。また、市長部局等との共催となっております

ひゅーまんフェスタにも取り組んでまいります。  

 ５つ目は、学校園への人権教育プログラムの提示、資料提供のための人権教育推進のた

めの手引の作成と発行でございます。  

 ６つ目は、日本語指導を必要とする児童・生徒に対する日本語指導等補助員の派遣と、

外国人児童・生徒のアイデンティティーの保持、向上を図るための活動への援助でござい
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ます。  

 ７つ目は、これは事務事業計画には位置づけておりませんが、児童虐待やＤＶに関しま

して、学校園や関係機関との連携をとっていきたいと考えております。  

 以上、簡単ではございますが、人権教育課の事務事業説明とさせていただきます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま各所属長より報告いただきましたが、委員の皆様方、何かご意

見ございませんか。  

 

【御喜田委員】 指導課の事務事業計画の中で、特別支援教育に関する事業については、

教育振興計画の位置づけが「特色ある学校づくりの推進」になっていますが、これはなぜ

でしょうか。  

 

【山下教育サポートセンター所長】 各事務事業の教育振興計画における位置づけにつき

ましては、実施計画の施策体系に沿って位置づけを行っております。例えば、指導課の年

間計画の中で、特別支援教育支援員の配置、機能訓練等巡回指導委託については、文言上、

特別支援教育に関わりますが、実施計画の施策体系では「特色ある学校づくりの推進」と

なります。一方、教育サポートセンターの特別支援教育推進事業については、実施計画の

施策体系に基づいて、「特別支援教育の充実」になります。  

 

【木下委員】 今回の事務事業計画では、八尾市教育振興計画の基本方針の下に位置づけ

られている今後の取組みを記載されていますが、今後の取組みごとに担当課は決まってい

ないと考えています。要するに、子どもたちを育てるためには、いろんな課の協力が必要

になりますので、指導課の事業については、基本方針２「学校教育の充実に取り組みま

す」の「特色ある学校づくりの推進」に全て当てはまるものではなく、基本方針３「子ど

もたちの教育機会を保障します」にも該当する事業があると思います。だから、指導課の

特別支援教育の事業については、「特別支援教育の充実」にしたほうがよいのではないか

と思います。また、英語指導講師派遣事業については、「特色ある学校づくりの推進」に

なっていますが、「人材の活用と教職員の資質向上」ではないかと思います。このままで

は具体的な事業が見えにくくなっていると思います。  

 

【浦上教育長】 木下委員のご指摘は、最終的に１年間の検証に影響すると思いますので、

事業を今後の取組みにあわせて正確に分けておく必要があると思います。例えば、「特別

支援教育の充実」であれば、該当事業は指導課や教育サポートセンターになりますが、指

導課の特別支援教育の事業を「特色ある学校づくりの推進」に位置づけてしまうと、非常

に検証しにくくなってしまうので、仕分けをもう一度見直したほうがいいと思います。  

 

【木下委員】 例えば、指導課の第４期四半期に社会科副読本「わたしたちの八尾市」の

作成がありますが、これは学校図書を整備することになるので、「教育環境の整備」に当

たると思います。今回は「特色ある学校づくりの推進」にされていますが、事業内容を具

体的に確認した上で、位置づけを考えたほうがいいと思います。  
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【百瀨委員長】 各事業に対する教育振興計画の位置づけについては、もう少し整理され

たほうがいいと思いますので、再度検討をお願いします。  

 次に、平成２５年度教職員人事異動について、松井次長より報告をお願いします。  

 

【松井生涯学習部次長】 平成２４年度末、２５年度当初の教職員人事異動について、資

料に沿ってご報告申し上げます。  

 まず、（１）児童・生徒・園児数、学級数、教職員数ですが、少子化により平成２８年

度まで減少傾向が続き、その後は減少傾向が緩やかになっていくと予想しております。既

に、子どもの減少数が学級数や教職員定数に大きく影響しているという状況ではありませ

ん。また、幼稚園の園児数が前年度比マイナス５０人と、率としては高い減少数となって

いるのは、少子化に加え、公立幼稚園への入園希望率が若干低くなっていることも要因に

なっているのではないかと考えております。  

 次に、（２）平成２５年度当初の教職員数についてですが、再任用職員は括弧内の数字

で表記しておりますが、小学校での再任用者数はこの５年間はほぼ横ばいであるのに対し

まして、中学校ではこの５年間で３倍、教諭１６名、事務職２名と増加しております。今

後は初任者の八尾市への配当数に絡んで、再任用希望者数を正確に把握する必要があると

考えております。次に、講師の欄をご覧ください。新任教諭の配置が教員の欠員数に対し

て約３７％に過ぎなかったということから、講師の数が依然多い状態が続いております。  

 次に、（３）首席・指導教諭についてですが、首席は概ね全校に配置できました。しか

し、指導教諭につきましては平成２５年度を目途に配置に努めてまいったところですが、

現段階では指導養護教諭を含めて２１名となっております。これは選考基準が首席は３０

歳以上であるのに対しまして、指導教諭は４０歳以上となっておりまして、対象者が極め

て少なくなっていることと、首席に対しては各学校で教員措置のため、非常勤講師の配置

がありますが、指導教諭にはそういった措置がないことが原因であると考えております。  

 次に、（４）人事異動数をご覧ください。平成２５年度の人事基本方針では、市町村間、

異なる校種など、多様な人事交流を推進することを新たに加えました。八尾市からの転出

者は１２名、内訳は東大阪市へ３名、柏原市へ３名、その他となっております。この東大

阪市や柏原市の６名のうち、４名は２年から４年で八尾市に戻ってくるという人事異動で

ございました。また、退職者の欄に含んでおりますが、大阪教育大学附属小学校、中学校

には１名ずつ、また国立曽爾少年自然の家に１名が転出しております。附属への転出につ

きましては、５年を目途に、曽爾への転出者は３年の予定で八尾市に戻ってくる予定でご

ざいます。逆に、八尾市への転入は６名ございまして、そのうち１名は２年間で柏原市に

戻るという交流人事でございます。今後も異動は最大の研修という観点から、他市、附属

あるいは曽爾などさまざまな経験を積んだ者が八尾市でミドルリーダーとなれるよう、積

極的に交流人事を進めてまいりたいと考えております。  

 最後に、教員の年齢分布をご覧ください。今後５年間は大量退職の時代が続き、それに

伴って若手の新任教員が入ってくるものと思っております。現在、１年で約８％の教員が

入れ替わっている状況に加え、指導教諭等の年齢層である４０歳代が極めて少なく、教育

委員会が計画的に経験の少ない若手教員の資質向上や服務管理に向けて取り組んでいくこ

とが重要であると考えております。  
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 以上、平成２４年度末、２５年度当初の教職員人事異動について報告させていただきま

した。  

 

【百瀨委員長】 ただいまのご報告についてご意見等ございませんか。  

 

【浦上教育長】 交流人事については、他市でいろんな経験を積み、２、３年後に帰って

きて、専門的な知識や学んだことを他の先生方に広めていくことができるので、今後も取

り組んでいただきたいと考えています。  

 

【木下委員】 最後の年齢分布については大阪府下全てでこのような状況ですので、長期

的な研修も含めて、これからの５年は計画的に考えなければ、学校の維持管理が非常に難

しくなると思います。  

 

【松井生涯学習部次長】 教員数につきましては、物理的なものになりますので、なかな

か努力で改善できるものではないと思っております。ただ、教育人事課だけでなく、教育

サポートセンター、人権教育課をはじめ、教育委員会が一丸となり、若手教職員が経験の

浅い教職員にこれまで積み上げてきた八尾の教育を引き継いでいけるような研修も必要で

はないかと思っております。また、指導方法、服務につきましても、学校だけに任せるの

ではなく、教育委員会が主体的に取り組んでいかなければ、これから厳しい状況になると

思っておりますので、教育委員会が一丸となって知恵を絞りながら取り組んでまいります。  

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご意見がないようですので、以上で報告事項については

終わりたいと思います。  

委員の皆様方、他に何かございませんか。  

事務局からは何かございませんか。  

 なければ、以上をもちまして４月定例教育委員会を終了させていただきます。  


