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３月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２６年３月２０日（木） 

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・田辺こども未

来部長・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・万代学校教育部次長兼学務給食課長・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・

富田青少年課長・久保青少年課放課後児童育成室長兼放課後児童

育成室担当 

 

【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

会議録署名委員に御喜田委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 また、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、青少年課長及び放課後児童育成室長にも出席していただいており

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。なお、非公開審議部分の会議録は、４月より公開いたします。 

 

【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。 

 



－2－ 

【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】 次に、委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

２月22日（土） 

 

 

 

２月24日（月） 

３月10日（月） 

３月11日（火） 

３月14日（金） 

 

３月18日（火） 

午前９時から、なわとび名人名板除幕式に出席。 

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ヤレンジな

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30分から、小学生サッカー大会閉会式に出席。 

午後１時30分から、中河内ブロック都市教育委員研修会に出席。 

午後８時から、市議会文教常任委員会に出席。 

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。 

午後２時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前９時30分から、市立小学校卒業証書授与式に出席。 

 

【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22日（土） 

 

 

 

２月24日（月） 

２月25日（火） 

２月26日（水） 

２月28日（金） 

３月３日（月） 

３月４日（火） 

３月５日（水） 

３月９日（日） 

３月10日（月） 

３月11日（火） 

３月12日（水） 

３月13日（木） 

３月14日（金） 

３月18日（火） 

 

３月19日（水） 

午前９時から、なわとび名人名板除幕式に出席。 

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30分から、小学生サッカー大会閉会式に出席。 

午後１時30分から、中河内ブロック都市教育委員研修会に出席。 

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。 

午後１時30分から、高機能消防指令センター概要説明会に出席。 

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時から、部長会に出席。 

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、防火・防災展に出席。 

午後８時から、市議会文教常任委員会に出席。 

午前10時から、市議会文教常任委員会に出席。 

午前10時から、消防記念日式典に出席。 

午前10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２時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前11時から、大阪経済法科大学卒業式に出席。 

午後２時から、社会教育委員会議に出席。 

午前10時から、スポーツ施設運営審議会に出席。 

 

【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
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したらご報告いただきたいと思います。何かございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 委員長報告と重なりますが、３月１８日（火）に、市立小学

校卒業証書授与式に出席しました。私が出席した中高安小学校の卒業式は粛々と執り行わ

れ、４６名の卒業生を親のような気持ちで送らせていただきました。 

 

【木下委員】 今のご報告と同じになりますが、３月１７日（月）に特別支援学校の卒業

証書授与式に出席しました。小学部の２人の卒業生でしたが、ご本人たちのお顔、それか

ら保護者のご尽力、先生方のご支援を思うと、胸が熱くなるものがありました。 

 また、３月１８日（火）に、市立小学校卒業証書授与式に出席しました。 

 

【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、

委員の皆様方から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、議案審議に入る前に、本日審議いたします議案のうち、議案

第１１号及び第１２号の「平成２６年度八尾市教育委員会の人事に関する件」については、

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１１号及び第１２号につい

ては非公開で審議することにいたします。それでは、議事の都合上、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。 

 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 

３月の議案 

議案第11号 

議案第12号 

議案第13号 

平成26年度八尾市教育委員会の人事に関する件 

平成26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 

 

【百瀨委員長】 議案第１３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、議案第１３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、提案理由の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
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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

名、児童室数及び定員を変更するため、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「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正新旧対照表」に沿っ

て、改正内容につい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）におきまして、名称を「高安西地区放

課後児童室」から「高安西地区第１放課後児童室」及び「高安西地区第２放課後児童室」

に改めるとともに、定員を７０名から高安西地区第１放課後児童室及び第２放課後児童室、

それぞれ６０名に改めるものでございます。 

 なお、附則におきまして、規則の施行につきましては、平成２６年４月１日からの施行

といたすものでございます。 

 以上、まことに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

卒、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】 定員が７０名から合計１２０名になりますが、指導員の確保

についてはどのように配慮されるのでしょうか。 

 

【久保放課後児童育成室長】 指導員の人的確保につきましては、１クラブにつき、嘱託

指導員もしくは任期付短時間勤務の指導員を原則２名配置することになっておりますので、

新クラブにつきましても嘱託指導員もしくは任期付短時間勤務の指導員を２名配置いたし

ます。また、入室児童数、要配慮児童数により、アルバイトの加配を行うことになってお

ります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 校内の教室を使用されると思いますが、安全確保については

どのように配慮されていますか。 

 

【久保放課後児童育成室長】 現在、高安西小学校の児童室につきましては北館１階にあ

り、新しくお借りする児童室は南館１階になりますので、場所が少し離れております。 

安全確保については、有事の際の対応マニュアルなどに沿って、２クラブの連携、学校

との連携を密にしながら、児童の安全確保に十分気をつけていきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 事故が発生した場合、保健室を使用することはできるのでし

ょうか。 

 

【久保放課後児童育成室長】 事故につきましては、指導員が状況を確認し、児童が首か

ら上を怪我しているときは、すぐに保護者に連絡し、医者に連れていくことになります。 
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 それ以外の怪我につきましては、子どもの様子を見ながら、保護者の了解を得た上で医

者のところに連れていくことになっております。 

 また、保健室との連携につきましては、小学校と常に連携させていただいております。 

 

【木下委員】 対象学年の拡大に伴い、２クラブになったということですが、２教室で学

年分けをされるのでしょうか。それとも、混在になるのでしょうか。 

 

【久保放課後児童育成室長】 高安西地区につきましては、本年度も対象学年を拡大し、

６年生まで入室されております。次年度につきましては、４月から入室される各学年の人

数が決まった段階での判断になると思いますが、現時点では高学年と低学年を分けるので

はなく、皆さん一緒にお預かりすることを考えております。 

 

【浦上教育長】 先ほど安藤委員長職務代理者からも質問がありましたが、子どもの安全

確保が一番大事になると思います。特に、校長先生からも子どもの安全確保についての要

望が出されていると思いますので、そのあたりをお聞きしたいと思います。 

 

【富田青少年課長】 子どもの安全確保については、児童室を運営する上で最も必要なこ

とであると考えております。今回の児童室の開設につきましても、実際にこちらから学校

に足を運び、子どもたちの導線、指導員の配置などの安全確保について、校長先生、教頭

先生と十分に協議させていただいております。 

 

【浦上教育長】 その中で、校長先生はどのようなことを要望されましたか。 

 

【富田青少年課長】 先ほども少しお話が出ておりましたが、２クラブの連携や児童室の

備品など、日々の運営の中で気になる点について、学校長とご相談させていただいており

ます。 

 

【浦上教育長】 学校と放課後児童室の連携についてはどのような状況ですか。 

 

【富田青少年課長】 放課後児童育成室と学校の連携については、切り離せないものにな

ります。例えば、学校に出勤簿を置いておりますので、指導員は出勤したときに学校長や

教頭先生にご挨拶をしております。また、児童のことにつきましても、校長先生、教頭先

生、担任の先生、保健の先生等と情報交換をさせていただいております。 

 

【浦上教育長】 子どもの安全確保については、春、夏、冬の長期休暇中が一番心配され

ますので、学校との関係づくりを大切にしてほしいと思います。 

 

【田辺こども未来部長】 高安西小学校につきましては、課長と一緒に現場に行きまして、

校長先生ともお話しをさせていただきました。その中で、部屋については近くにしていた

だきたいとお願いしましたが、学校の運営上やむを得ない部分もございました。ただ、学
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校としてできる部分は協力するというお話をいただいております。 

また、日ごろから、校長先生をはじめ、教員の皆さんとの連携は必要になりますので、

よくお会いして話をするように努めております。他の学校でもいろいろと課題が生じる場

合がございますが、その場合も学校の職員室に連絡をとり、先生方に対応していただいて

おります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 防災における学校との連携が気になります。例えば、台風の

ときにはどのような連携をとられていますか。 

 

【久保放課後児童育成室長】 防災につきましては、有事のときの緊急避難訓練を欠かさ

ずさせていただいております。また、台風によって暴風警報等が発令された場合、学校と

連携を密にしながら、発令された時間によって随時対応できるようにさせていただいてお

ります。 

 

【富田青少年課長】 委員ご指摘の点につきましては、危機管理マニュアルを作成してお

りますが、学校との連携が必要になります。例えば、台風の接近などがありましたら、こ

ちらから各児童室に緊急連絡網等で連絡をとり、学校とも連携を図りながら子どもたちの

安全を確保するように体制を整えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 登下校時に緊急事態が発生したときのことは、マニュアルに

含まれているのでしょうか。 

 

【富田青少年課長】 登下校時の対応につきましてもマニュアル等で示しており、時間延

長の午後５時以降は必ず保護者のお迎えを必要としております。また、新１年生は登下校

に慣れておりませんので、不審者についていかないなど、指導員が登下校の指導を十分に

行っております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 現在、八尾市ではどれだけの学校で放課後児童室事業が実施

されていますか。 

 

【久保放課後児童育成室長】 放課後児童室事業につきましては２８校で実施しておりま

す。また、２８校のうち２７校で６年生までの受け入れを行っておりまして、実施してい

ない学校は南高安小学校でございます。南高安小学校につきましては、耐震工事の関係な

どから実施が遅れておりましたが、現在、平成２７年度より６年生の受け入れができるよ

う、校長先生等と調整を行っておるところでございます。 

 

【御喜田委員】 放課後児童室の定員が増えたということは、おそらく、保護者のニーズ

があったのではないかと思いますが、これから定員は増えていくのでしょうか。 

 

【久保放課後児童育成室長】 保護者のニーズは年々高まっておりまして、入室児童数は
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この５年間ぐらいで毎年１００名ずつ増えておる状況でございます。４月１日の新年度入

室のときに待機を出さないために、ニーズが高まっている児童室から改修または新築を行

ってきたところでございますが、今後も長い視点で児童室の整備をしていかなければなら

ないと考えておるところでございます。 

 

【御喜田委員】 働きながら子育てをしている保護者の方も増えてくるので、放課後児童

室の役割もすごく大切になってくると思います。 

先ほど、各委員の方々も言われたように、安全や防災についてももちろん大切だと思い

ますが、そこで子どもたちが寂しい思いや不安な思いをしないように、先生方も丁寧にか

かわっていっていただきたいと思います。この点についてはどのように考えていますか。 

 

【富田青少年課長】 委員がおっしゃるように、放課後児童室は就労や疾病等で放課後に

保育の欠ける児童の安全・安心な居場所でございます。指導員の採用時や研修等でもその

ようなことを指導しておりますが、また改めて研修の場で伝えていきたいと考えておりま

す。 

 

【百瀨委員長】 各委員から、子どもたちの命にかかわる危機管理等について指摘があり

ましたので、今後も安心・安全な居場所づくりに向けて取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 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「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、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、引き続き報告事項に入らせていただきます。 

本日は報告事項が予定されておりませんが、よろしいでしょうか。 

 委員の皆様方から何かございませんか。 

事務局から何かございませんか。 

 なければ、議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は１０時４０分といたします。 

なお、次に、議案第１１号及び第１２号について審議を行いますが、会議は非公開で行

います。 

 

（以下、非公開審議） 

 

【百瀨委員長】 それでは、議事を再開いたします。 

次に、議案第１１号「平成２６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。 
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【松井生涯学習部次長】 それでは、議案第１１号「平成２６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５号の規定により、委員会の

承認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２６年度八尾市教育委員会事務局の教育職人事につい

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。 

それでは、別添の資料をご覧ください。 

 

（以下、資料に基づき説明） 

 

【百瀨委員長】 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 

ざいませんか。 

女性が増えているようですが、具体的にどのようになっていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 今回は女性の登用を増やしております。今年度は４名でしたが、

来年度は女性９名の体制で教育職人事を考えております。 

 

【木下委員】 女性が増えることは良いことだと思いますが、増えた理由はありますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 女性が増えた理由につきましては、教育委員会事務局人事の前

の段階である、学校管理職選考や指導主事選考の受験に際して、これまでに校長会で女性

の積極的な受験について話をさせていただきました。その結果、管理職の名簿登載におい

て女性が増え、事務局への女性登用を増やすことができました。 

 

【木下委員】 管理職も事務職も女性を増やしていきたいという考えから、このような結

果になったということですか。 

 

【松井生涯学習部次長】 その通りです。 

 

【百瀨委員長】 小・中学校整備プロジェクトチームの人員が増えていますが、これはど

ういうことですか。 

 

【松井生涯学習部次長】 今後、小・中学校の整備を進めていくために増員しております。 

 

【伊藤教育次長】 幼保一体化の関係もあり、教育政策の強化を図るということでもあり

ます。 

 

【百瀨委員長】 そういうことでしたら、教育職だけでなく行政職員の強化についてもよ

ろしくお願いします。 
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【百瀨委員長】 指導課は学校とのつながりが密になると思いますが、人事配置面はどの

ようになっていますか。 

 

【浦上教育長】 これまで学校とも十分連携をとりながら、仕事をしている人材なので大

丈夫です。 

 

【安藤委員長職務代理者】 人権教育課はどうでしょうか。 

 

【伊藤教育次長】 いじめ防止基本方針の策定など、重要な課題に対応できる配置を考え

ています。 

 

【安藤委員長職務代理者】 学務給食課への教育職配置について教えてください。 

 

【松井生涯学習部次長】 食育教育の推進、中学校給食の課題もあり、学校の栄養教諭を

配置したところです。 

 

【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。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第１２号「平成２６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１２号「平成２６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５号の規定により、委員会の

承認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２６年度の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。 

それでは、別添の資料をご覧ください。 

 

（以下、資料に基づき説明） 

 

【百瀨委員長】 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 

ざいませんか。 



－10－ 

嘱託園長がさらに多くなっていますが、なぜでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 園長選考受験対象者である主任の年齢層を考えると、なかなか

受験者を確保することが困難な状況となっております。 

 

【百瀨委員長】 これまでは兼務園長で対応していたときもありました。 

 

【松井生涯学習部次長】 兼務より専任の園長を配置するほうが望ましいと考えておりま

す。 

 

【百瀨委員長】 嘱託園長の配置によって、小・中学校との連携が強化されることもある

のでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 小・中学校の元校長を園長として配置することで、小・中学校

との連携は進んでいると認識しております。 

 

【百瀨委員長】 嘱託園長が多くなりますが、課題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】 嘱託園長と元々幼稚園で勤務していた園長がしっかり連携しな

がら、園長会などで幼稚園教育について議論いただくことが大切ではないかと考えており

ます。 

 

【百瀨委員長】 これからさらに園長の確保が大変になるでしょうが、この点はどのよう

に考えていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 ご指摘のとおりだと思いますので、園長の確保に向けて新たな

方策も考えていかなければならないと思っております。 

 

【百瀨委員長】 これから先のことも考えて、しっかりとした議論をする必要があると思

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「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。 

 

 


