
－1－ 

１１月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日   平成２６年１１月１９日（水）  

開 催 時 間  午前１０時００分  

開 催 場 所  本館６階 ６０４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 

 

 

 

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・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・高

橋教育政策課長・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・菊池指導課長・山本教育サポートセンター所長・

本鍋田人権教育課長  

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより１１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。 

 

【百瀨委員長】 まず、１０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、１０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）  

10月27日（月）  

11月１日（土）  

11月３日（月）  

11月５日（水）  

11月11日（火）  

11月14日（金） 

午前10時から、決算審査特別委員会文教分科会に出席。  

午後１時から、女性フェスティバルに出席。  

午前９時30分から、文化の日表彰式典に出席。  

午後２時から、府市町村教育委員研修会に出席。  

午後２時から、文化の日の表彰式に出席。  

午前10時から、臨時教育委員会に出席。  

午前10時50分から、定例教育委員協議会に出席。 
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【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）  

10月23日（木）  

 

 

10月24日（金）  

 

10月26日（日）  

 

 

10月27日（月）  

10月28日（火）  

10月30日（木）  

10月31日（金） 

 

11月１日（土） 

 

11月２日（日）  

11月３日（月）  

11月４日（火）  

11月５日（水）  

 

 

11月７日（金）  

 

11月８日（土） 

11月11日（火）  

11月12日（水）  

11月13日（木） 

 

 

11月14日（金）  

 

11月15日（土）  

 

 

 

 

11月18日（火） 

午前10時10分から、手をつなぐ子らの会「連合運動会」に出席。  

午後１時30分から、近畿都市教育長協議会研究協議会（１日目）に

出席。  

午前８時45分から、近畿都市教育長協議会研究協議会（２日目）に

出席。  

午前10時20分から、いきいき八尾環境フェスティバルに出席。  

午前 11時から、八尾国際交流野遊祭オープニングセレモニーに出

席。 

午前10時から、決算審査特別委員会文教分科会に出席。  

午後０時30分から、府総合体育大会優勝報告会に出席。  

午前10時から、行財政改革推進本部会議に出席。  

午後６時から、社会福祉法人八尾すずらん福祉会法人設立 10周年お

祝いの会に出席。  

午前10時から、山畑区文化祭に出席。  

午後１時から、女性フェスティバルに出席。  

午後１時から、新版八尾市史編纂記念講演会に出席。  

午前９時30分から、文化の日表彰式典に出席。  

午後５時20分から、決算審査特別委員会総務分科会に出席。  

午前７時30分から、「少年を守る日」・「家庭の日」の駅前街頭啓

発運動に出席。  

午後２時から、府市町村教育委員研修会に出席。  

午前９時から、部長会、社会保障・税番号制度推進本部会議及び子

ども・子育て支援推進本部会議に出席。 

午後２時30分から、じんけん作品発表会に出席。  

午前10時から、決算審査特別委員会後期全体会に出席。  

午後２時から、図書館協議会に出席。  

午前９時15分から、校長会に出席。  

午前10時30分から、ベルビュー市教育視察団表敬訪問に出席。  

午前11時30分から、ベルビュー市教育視察団歓迎昼食会に出席。  

午前10時から、臨時教育委員会に出席。  

午前10時50分から、定例教育委員協議会に出席。  

午前８時45分から、東中学校における土曜スクール視察に出席。  

午前10時から、ひゅーまんフェスタ 2014オープニングセレモニーに

出席。  

午前10時20分から、民族文化フェスティバルウリカラゲモイム開会

セレモニーに出席。  

午後４時から、八尾をきれいにする運動推進本部こどもの絵画募集



－3－ 

表彰式に出席。  

午後５時から、大正中学校準硬式野球部及びテニス部による市長表

敬に出席。  

 

【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。何かございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、１０月２３日（木）に、手をつなぐ子らの会「連合運

動会」に木下委員と一緒に出席しました。  

次に、１０月２９日（水）午前１１時４５分から、南高安中学校で行われた芸術文化の

課外学習を視察しました。  

次に、１１月３日（月）に、委員長、教育長報告にもありましたが、文化の日表彰式典

に出席しました。  

次に、１１月５日（水）に、府市町村教育委員研修会に出席しました。  

次に、１１月１０日（月）午前１１時４５分から、南高安中学校で行われた芸術文化の

課外学習を視察しました。  

次に、１１月１２日（水）午後１時２０分から、八尾中学校２年生対象の職業学習会に

おきまして講演をさせていただきました。  

次に、１１月１４日（金）に、臨時教育委員会、定例教育委員協議会に出席しました。  

最後に、１１月１７日（月）午前１０時４０分から、高安中学校の３年生と１年生に対

して行われた芸術文化の課外学習を視察しました。  

 

【百瀨委員長】 それでは、委員長報告及び教育長報告を含めまして、ただいまの報告に

ついて何かご質疑ございませんでしょうか。 

 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】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。  

 

１１月の議案  

議案第４３号 

 

議案第４４号 

 

議案第４５号 

議案第４６号 

八尾市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則制定の件  

八尾市学習等供用施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定め

る規則制定の件  

八尾市教育委員会公印規則の一部改正の件  

八尾市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正の件  

 

【百瀨委員長】 議案第４３号「八尾市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の
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施行期日を定める規則制定の件」、第４４号「八尾市学習等供用施設条例の一部を改正す

る条例の施行期日を定める規則制定の件」、第４５号「八尾市教育委員会公印規則の一部

改正の件」、及び第４６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、一括して審議いたします。提案理由を杉島課長、高橋課長より説明願います。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  ただいま議題となりました４議案のうち、議案第４３号

「八尾市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則制定の

件」、及び議案第４４号「八尾市学習等供用施設条例の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則制定の件」の２件につきまして、生涯学習スポーツ課よりご説明申し上げます。 

 本２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。  

 お手元配付の『八尾市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の施行期日を定め

る規則』及び『八尾市学習等供用施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規

則』をご覧いただきたいと思います。  

 提案理由といたしましては、八尾市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例及び

八尾市学習等供用施設条例の一部を改正する条例につきましては、去る平成２６年９月八

尾市議会定例会において可決され、八尾市立大正公民館及び八尾市立大正文化センターの

廃止が決定されたところでありますが、その施行期日につきましては、教育委員会規則で

定める旨が規定されております。条例議決後、本２条例を含む関係条例の施行期日に関す

る協議を関係課と進めてまいりましたが、八尾市役所大正出張所の新施設での業務開始予

定日が決定されたことを受け、本２条例の施行期日を平成２７年１月２６日と定める規則

を制定するものでございます。  

 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、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

【高橋教育政策課長】  続きまして、議案第４５号「八尾市教育委員会公印規則の一部改

正の件」、議案第４６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、教育政策課よりご説明いたします。  

 まず、議案第４５号「八尾市教育委員会公印規則の一部改正の件」につきまして、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３号の規定に基づく議決を求

めるものでございます。 

 提案の理由でございますが、八尾市立大正公民館の廃止に伴い、八尾市教育委員会公印

規則の規定を一部改正する必要があるため、本案を提出する次第でございます。  

 それでは、『八尾市教育委員会公印規則の一部改正新旧対照表』をご覧願います。  

第２条第１１号及び第１２号に規定しております「八尾市立大正公民館印」、「八尾市

立大正公民館長印」を削除し、第１３号を第１１号とし、第１４号から第２８号までを２

号ずつ繰り上げます。また、別表八尾市立大正公民館印の項及び八尾市立大正公民館長印

の項を削り、同表「ひながた」中オ－７「八尾市立大正公民館之印」、オ－８「八尾市立

大正公民館長之印」を削除いたすものでございます。  
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 なお、施行につきましては、八尾市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の施

行日から施行いたすものでございます。  

 次に、議案第４６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」につきま

して、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３号の規定に基づく議決を求

めるものでございます。 

 提案の理由でございますが、八尾市立大正公民館の廃止に伴い、八尾市教育委員会事務

局事務分掌規則の規定を一部改正する必要があるため、本案を提出する次第でございます。  

 それでは、『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。 

第４条の２の表の「市立大正公民館」を削除するものでございます。  

 なお、施行につきましては、八尾市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の施

行日から施行いたすものでございます。  

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

しくご審議の上、ご承認賜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

ございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 議案第４５号と第４６号で提案されている一部改正の規則に

ついては、八尾市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の施行日から施行するこ

とになっていますが、それはいつになりますか。 

 

【高橋教育政策課長】  今回、併せてご提案しております議案第４３号について議決いた

だきましたら、議案第４５号及び第４６号の一部改正の規則は平成２７年１月２６日に施

行されることになります。  

 

【安藤委員長職務代理者】 議案第４３号と第４４号の規則において、大正公民館と大正

文化センターが廃止される日が規定されていますが、出張所が新設される日に施行される

ということでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  大正公民館及び大正文化センターの廃止につきましては、

八尾市役所大正出張所の業務開始予定日が平成２７年１月２６日となっておりますので、

その日に施行することになります。  

 

【百瀨委員長】 大正公民館及び大正文化センターは廃止になりますが、今後も社会教育

の振興に十分に努めていただきたいと考えておりますので、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４３号、第４４号、第４５号及び第４６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。  
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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、議案第４３号、第４４号、第４５

号及び第４６号について、いずれも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。「平成２６年

度事務事業進捗状況について」、各部総務課長からご報告をお願いしたいと思います。  

 まず、生涯学習部からお願いいたします。  

  

【高橋教育政策課長】  それでは、生涯学習部の９月３０日現在の事務事業の進捗状況に

ついてご報告いたします。  

 本件につきましては、４月定例教育委員会におきまして年間計画をご報告いたしました

が、今回はその中間報告としてお手元の資料に基づきご報告いたします。  

 それでは、生涯学習部各課の事務事業の進捗状況からご報告させていただきます。  

まず、教育政策課におきましては、第１、第２四半期において、学校園等安全教室を開

催するとともに、通年事業としましてＣＡＰ子どもワークショップ事業の実施、高安中学

校区における施設一体型小・中学校の整備をはじめとする小・中学校適正規模等推進事業、

幼保連携・一体化の推進、教育課題全般に対する政策等の企画・立案並びに総合調整等に

取り組んでおります。  

 次に、教育人事課におきましては、職員の人事・給与事務、教職員の被服貸与並びに各

学校園の配当予算の執行や、学校園安全推進員の配置、仮設教室リース、亀井小学校の校

舎増築事業、非構造部材耐震化事業等の取組みを進めております。  

 次に、生涯学習スポーツ課におきましては、第１四半期では春季市民体育大会、第２四

半期では小学生軟式野球大会、大阪府総合体育大会などを実施いたしました。また、第３

四半期では、文化芸術芸能祭、秋季市民体育大会、地区市民スポーツ祭などに取り組むと

ともに、第４四半期では小学生サッカー大会、小学生なわとび名人検定などに取り組むこ

とといたしております。また、通年事業といたしまして、社会教育委員会議、家庭教育学

級、国際理解教育事業、市民大学をはじめとする生涯学習講座や、「八尾っ子」夢実現プ

ロジェクト及び学校体育施設開放事務事業、スポーツ教室事業などにつきまして、計画ど

おり実施しております。 

 次に、図書館におきましては、年間を通しての図書の貸出業務のほか、第１四半期の子

ども読書週間行事、第２四半期の夏休み子どもまつりを実施し、第３、第４四半期では専

門講座、春休み子どもまつりにそれぞれ取り組むことといたしております。また、年間計

画として、龍華図書館の整備並びに指定管理者候補者の選定を進めるとともに、週４回の

夜間開館及び祝日開館を実施しております。  

 最後に、文化財課でございますが、第１、第２四半期におきましては、市史編纂委員会

や八尾市文化財保護審議会等を開催いたしました。第３四半期には、市史編纂普及事業と

して記念講演会を行うとともに、年間事業といたしまして、文化財施設や史跡の管理、市
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内埋蔵文化財関連事業などに取り組んでおります。なお、市史編纂事業では、民俗部会に

おいて旧太田村など７地区、建造物部会では神立、大竹、東郷地区の民家調査等を実施し

ているところでございます。  

 以上、生涯学習部各課の主な事務事業の進捗状況でございます。  

 

【万代学校教育部次長】 続きまして、学校教育部の９月３０日現在の事務事業進捗状況

についてご報告申し上げます。  

 まず、学務給食課におきましては、第１四半期では学校保健関係で園児・児童・生徒及

び教職員の健康の保持、増進並びに学校教育の円滑な実施のための健康診断など、第２四

半期で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

トなど、食育関連事業等を実施したところでございます。また、通年事業といたしまして、

奨学関係では経済的理由により就学、進学することが困難な児童及び生徒に対する援助業

務など、給食関係では学校給食の管理運営に関する事務事業を計画どおり推進していると

ころでございます。また、選択制の中学校給食の取組みにつきましては、平成２８年１月

からの実施に向け、配膳室の設計など実施に向けての準備を進めたところでございます。  

 次に、指導課におきましては、第１四半期では水泳指導における安全管理等を図るため

の職員研修など、第２四半期では小・中学校におけるクラブ活動の充実のために、小・中

学校体育大会業務委託を実施したところでございます。通年事業といたしまして、学力向

上推進事業において、児童・生徒一人ひとりの実態に応じたきめ細やかな指導の一層の充

実を図るとともに、授業改善や校種間連携を推進し、学力の向上を図っております。また、

ネイティブの英語指導者を活用した英語指導講師派遣事業、学校図書館活用推進事業等を

計画どおり実施しております。また、今年度からの新規事業として、土曜スクール事業、

チャレンジする中学校区推進事業を実施し、地域に開かれた学校づくりや特色ある学校づ

くりの推進を図っているところでございます。  

 次に、教育サポートセンターにおきましては、第１四半期では教頭研修、初任者研修、

障がい理解、啓発事業として手をつなぐ子らの会春のつどいなど、第２四半期では初任者

研修として大畑山研修、社会体験研修など、また通年事業といたしましては、２、３年目

及び５年目経験者研修などの教職員研修を計画的に行うとともに、教育相談等の相談業務

並びに適応指導教室の運営を行っているところでございます。また、学校ＩＣＴ活用事業

等についても計画どおり事業を進めております。  

 最後に、人権教育課におきましては、人権教育研修や実践交流会を計画的に実施すると

ともに、関係各課と連携し、じんけん文化祭等の啓発活動も進めているところでございま

す。通年事業としましては、命を育む教育推進事業や、帰国・外国人児童生徒の日本語指

導の補助員派遣等についても計画どおり実施しております。また、いじめ問題対策事業と

いたしまして、市長部局との連携のもと、八尾市いじめ防止基本方針策定に向けて取り組

んでおります。  

 以上、簡単ではございますが、学校教育部所管の事務事業進捗状況のご報告とさせてい

ただきます。  

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方からご意見はご
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ざいませんでしょうか。 

 

【御喜田委員】 英語指導講師派遣事業については、とてもたくさんの予算が計上されて

いますが、現在、成果として、子どもたちにどれぐらいの英語力がついていますか。  

 

【菊池指導課長】  ＮＥＴの配置による成果につきましては、数値的に表すことは難しい

ところですが、子どもたちの意欲や関心の面に関しましては、ＮＥＴから直に英語を聞き

取ることで、非常に高まっている状況でございます。また、小学校で英語活動を行うとき

に、英語の発音だけではなく、ＮＥＴとして派遣されている方の国の文化、生活を調べ、

日本との違いを知ることにもつながっていると学校から聞いております。また、中学校に

おいては会話することによって、自分の発音が外国の方に正しく聞き取ってもらえて、相

手が言っていることもきちんと聞き取ることができるという自信につながっていると報告

を受けております。  

 

【木下委員】  教育政策課で実施されているＣＡＰ子どもワークショップ事業については、

小学校３年生を対象にされていますが、相変わらず子どもたちの事故・事件が絶えない中

で継続されていることは大変重要な意味があると思います。その中で、中学校１年生ぐら

いでも必要ではないかなど、何か気づかれたことがあれば教えていただきたいと思います。 

 

【高橋教育政策課長】  ＣＡＰ子どもワークショップ事業につきましては、全市立小学校

３年生を対象に実施させていただいておりまして、学校からは「子どもたちの活動が広が

るこの時期にやっていただくことはありがたい。」という声をいただいております。その

中で、「中学生にも実施したほうがいいのではないか。」というお言葉もいただいており、

実際に中学校で既に行われているところもございますので、そちらの学校の意見を聞きな

がら検討していきたいと考えております。  

 

【木下委員】  学校給食課の第１四半期で、子どもの健康診断については進捗状況が９

５％になっていますが、教職員のほうも９５％になっているので気になっています。この

内容についてご説明いただけますか。 

 

【万代学校教育部次長】 健康診断につきましては、６月３０日までに一定全ての検査を

終了するように位置づけられており、基本的に健康診断を受けていないということはござ

いません。ただ、１次健診の結果、要精検などの結果が出た人は２学期以降に再度健診す

ることがございますので、５％程度が未執行という表記になっております。  

 

【木下委員】  初任者研修については、大畑山研修が済み、授業研究等に入っていると思

いますが、研修を進めながら今年の新任について特に感じられていること、あるいは改善

するようなことがあれば教えていただけますか。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  初任者研修につきましては、１０月後半から１１月
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にかけまして、初任者の中から代表の方に公開授業をしていただき、他の初任者が授業を

見て、その後初任者同士で気がついたことを話し合う形で研修を実施しております。１学

期は首席・指導教諭に授業をしていただいて、お手本になる授業を見て学ぶという形式に

なりますが、２学期は他人の授業を見てよさや課題点に気づけるように取り組んでおり、

１学期と比べると授業を見る目は育ってきていると思います。また、各学校におきまして、

初任者の育成に励んでいただいており、初任者自身も授業研を行い、教育委員会も指導助

言に行かせていただいております。ここ数年の初任者の傾向を見ておりますと、熱心な初

任者が多いので、いろんな研修に一生懸命取り組まれていると感じているところです。  

 

【安藤委員長職務代理者】 研修関連になりますが、福井県の永平寺中学校に研修に行か

れたと思います。そのときの成果を聞かせていただけますか。 

 

【山本教育サポートセンター所長】 永平寺の研修につきましては、指導教諭・首席、学

校長が推薦する方、管理職のメンバーで参加させていただきました。当日は、無言清掃の

様子や授業風景を見せていただきましたが、清掃が始まる前に黙想の時間があり、その後

に掃除が始まった途端に黙々とすごい速さで隅々まで取り組む姿勢を見て、参加された先

生方からは、子ども、学校全体で取り組まれることの大切さについてたくさんのご意見を

いただきました。私も実際に見せていただきまして、府立高校ぐらいの体育館をわずか８

分で雑巾がけから全てをされており、１年生、２年生、３年生がともに取り組んでおられ

ますので、とても参考になる部分がありました。  

 

【安藤委員長職務代理者】 各学校で土曜スクールが実施されていますが、いろんな形態

や効果があったと思います。その中で、特色があるものを教えていただきたいと思います。  

 

【菊池指導課長】  以前、１学期の取組みの中でご報告させていただきましたが、地域を

絡めた防災教育は１つの大きなポイントになると思っております。特に、たくさんの地域

の方にも参加していただいて、避難訓練を実施することにより、防災意識を高めていただ

いたことは大きな効果になると思っております。また、２学期に入りましても、土曜スク

ールが実施されておりますが、これまで保護者が参観することができなかった子どもたち

の発表や文化祭等を土曜スクールで行うことによって、たくさんの保護者の方に子どもた

ちの頑張っている様子を見に来ていただくことができたということも聞いております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 いじめ問題については、人権教育課と指導課に関連事業があ

りますが、予算額としては非常に少なく、事業内容を心配していますが、これからどのよ

うに取り組まれるのでしょうか。 

 

【本鍋田人権教育課長】 人権教育課のいじめに関連する事業につきましては、現在、市

長部局と連携しながら八尾市いじめ防止基本方針を検討しており、これまでの学校の取組

み等も盛り込んだ上で示していきたいと考えております。また、それを受けまして、教育

委員会で取り組むことも次年度予算に盛り込んでいきたいと考えております。  
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【百瀨委員長】 いじめ・不登校問題については、八尾市にとっても大きな課題になりま

すので、来年度に向けてしっかり取り組んでいただきたいと思います。  

 

【菊池指導課長】  指導課といたしましては、各中学校区においていじめ・不登校対策会

議を行っており、常に子どもたちの変化や様子等を中学校区で情報交換することによって、

子どもたちの情報共有を図っているところでございます。また、専門的な知識を持たれた

学識の方や、大阪府で配置していただいているスクールカウンセラーが新たに必要になる

ことがありましたら、指導課の予算を用いて各学校に派遣しているところでございます。  

 

【浦上教育長】 まず、１点目に、大阪法務局と大阪府人権擁護委員連合会が主催してい

る中学生人権作文コンテストがありますが、大阪府下１５８校からたくさんの応募があり、

その中で八尾市の子どもが最優秀賞に３名、優秀賞に４名選ばれております。つまり、大

阪府下において２つの賞で７名が選ばれており、人権擁護委員会からも評価を受けていま

すが、このことについて、学校や市民への周知方法を聞かせていただきたいと思います。  

 ２点目に、先週の日曜日に、文化財施設の安中新田会所跡旧植田家住宅で行われたジャ

ズコンサートを見に行きましたが、非常によかったと思います。また、指定管理者はいろ

んな工夫をされていると思いましたが、他の施設でも特色のある取組みがあれば、知らせ

してほしいと思います。 

 ３点目に、平成２６年度に立ち上げた新規事業については、分析・効果検証がとても大

事になりますので、それができたら各教育委員にお知らせしていただきたいと思っていま

す。 

  

【本鍋田人権教育課長】 大阪法務局と大阪府人権擁護委員連合会が主催している第６２

回中学生人権作文コンテストにつきましては、八尾市の子どもが最優秀賞に３点選ばれて

おり、そのうち２点が中央大会に推薦されると聞いております。また、優秀賞に４点選ば

れており、合計７点が八尾市から選出されております。人権教育課といたしましては、人

権教育課ニュース等に今回の結果を載せまして、学校全体に紹介するとともに、人権尊重

の重要性、必要性について啓発していきたいと考えております。  

また、八尾市の方でも、１１月８日にじんけん作品発表会を開催し、作文や詩について

発表していただいております。  

今後はこれらの作品集等の活用により、授業等でも活用できるようにしていきたいと考

えております。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  スポーツ施設と生涯学習施設における指定管理者の取組

みでございますが、生涯学習センター及び総合体育館等のスポーツ施設の大部分が今年度

から新しい指定期間に入ったところでございます。  

まず、生涯学習センターにつきましては、募集の段階から各地域のコミュニティセンタ

ーとの連携を図るように求めており、この点を受けまして、現在、各コミュニティセンタ

ーに生涯学習センターの職員が出向きまして、各コミュニティセンターでの取組みをとも

に考え、講座の実施に向けて取り組んでおります。具体的には、１２月に曙川コミュニテ
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ィセンターで「コモンセンス・ペアレンティング」という講座が実施され、年明けには志

紀コミュニティセンターでも実施されると聞いております。  

次に、くらし学習館につきましては、施設の紹介と学習者の成果発表の場として「くら

しフェス」という取組みを計画いただいております。  

 次に、スポーツ施設につきましては、屋内プールの指定管理者の職員が夏休み等に小学

校を中心に出向きまして、先生方に水泳指導するときのポイントや、児童に水泳の上達に

向けた指導等を行っております。また、総合体育館の指定管理者も日本ハンドボールリー

グの試合を誘致し、実施に向けて取り組むとともに、車椅子バスケットボールの親善大会

等の実施に向けても、八尾ロータリークラブ、八尾体育振興会グループ、八尾市、八尾市

教育委員会が連携して協議を続けているところでございます。その他に、南木の本の防災

体育館では、毎年３月に実施しております防火・防災展を今年度も消防、地域安全課、指

定管理者が連携して実施に向けた協議等を行っているところでございます。  

 

【渞文化財課長】  続きまして、文化財施設の指定管理者の取組みについてご報告させて

いただきます。文化財課では、歴史民俗資料館、埋蔵文化財調査センター、しおんじやま

古墳学習館、旧植田家住宅の４施設を管理しており、施設ごとに特徴を持っておりますの

で、その特徴に合った様々なイベントを行っております。  

 まず、旧植田家住宅につきましては、ジャズやクラシックのコンサートなど、年に数回、

音楽の催しが開催されております。また、その他に、落語会や、１１月には旧植田家の食

器を使った食事会、正月前には昔の暮らしを体験するおもちつき大会等も行う予定でござ

います。 

 次に、しおんじやま古墳学習館につきましては、大人向け講演会と子ども向けの講座を

それぞれ年１２回行っております。また、１２月６日に、八尾空港からセスナに乗り、空

から仁徳天皇陵やしおんじやま古墳等を見るイベントも行われます。このように様々なイ

ベントが行われており、キャラクター等を使って利用者の誘致も行っているところでござ

います。  

 次に、歴史民俗資料館ですが、今年度は大坂の陣４００年とタイアップした企画展を開

催いたしました。八尾市は冬の陣で大きな戦場になり、その史跡が多くございますので、

資料館の職員が常光寺、大信寺等に出向きまして、展示会を開いたところでございます。

また、夏休みには、子ども向けの講座等を行っております。 

 最後に、埋蔵文化財調査センターにつきましては、埋蔵文化財業務を主に行っておりま

すが、今年度は纏向遺跡の発掘調査を行っております寺沢先生をお呼びいたしまして、特

別講演を開催し、大勢の方に来ていただいて非常に好評だったと聞いております。  

  

【百瀨委員長】 いろんなイベント情報を積極的に提供していただくことは大事なことに

なりますので、今後もよろしくお願いいたします。また、図書館についても、先日、テレ

ビ報道等がありましたが、現在の取組状況を聞かせていただきたいと思います。  

 

【南八尾図書館長】 八尾図書館につきましては、これまでも産経新聞、ＴＢＳ、関西テ

レビで話題を取り上げていただいておりますが、４月３０日の開館以降、多くの市民の
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方々に足を運んでいただいており、本の貸出し、利用者が倍になっております。また、小

学生の新規登録者数が既に去年１年間の新規登録者数を超えており、小学生にも楽しく足

を運んでいただいている状況です。その理由といたしましては、新しい建物になり、本が

たくさんあって、学びながら遊びながらいろいろできること、また、読書通帳を関西で初

めて導入し、読んだ本を履歴として記録できる冊子を持つために、利用が増えていると思

います。読書通帳については既に３，０００人の市内の子どもが持っており、八尾小学校

をはじめ、市内の小学校で子どもたちが読書通帳を持っているか、何冊目になったか、話

し合いをしていると聞いております。これからも八尾図書館をはじめ、志紀、山本図書館

の利用ペースが落ちないように取り組んでいきたいと思っております。  

 

【百瀨委員長】 今後も、子どもたちの姿、学校教育現場の教職員の姿をこのような機会

の中で報告していただきたいと思います。また、高安中学校区における施設一体型小・中

学校の整備に向けて、施設一体型小・中学校整備プロジェクトチームが頑張っております

が、教育委員会事務局の皆さんが頑張っている姿も出していただきたいと思います。  

 

【安藤委員長職務代理者】 教育サポートセンターの学校ＩＣＴ活用事業については、７

０％の進捗状況になり、教育振興計画の位置づけでは「教職員の指導力の向上」になりま

すが、現在の取組状況はいかがでしょうか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  学校ＩＣＴ活用事業といたしましては、昨年度にシ

ンクライアントシステムを中学校２校に導入し、本年度１１月末をめどに８校で導入を進

めているところでございます。  

また、モデル校２校における校務支援システムのカスタマイズについては、学校現場で

より活用しやすく、教職員の教育の質の向上に結びつくように進めていくところであり、

今年度の８校につきましても、もれなく３月ぐらいに校務支援システムを導入する予定で

ございます。  

 

【百瀨委員長】 八尾市教育振興計画の前期計画については平成２７年度が最終年度にな

り、見直していく時期に入りますので、今後の総括に向けて、事務事業評価をしっかり進

めていただきたいと思います。  

 それでは、他にご意見がないようですので、以上で報告事項を終わりますが、委員の皆

様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、以上をもちまして１１月定例教育委員会を終了いたします。  

 

 

 

 

 

 


