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６月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、６月定例教育委員会を開催いたします。  

 なお、本日は百瀨委員より欠席の届けが出ております。 

 本日の会議録署名委員に、木下委員を指名したいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。  

 

【中山教育長】 ５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。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。それでは全委員異議なしと認めます。よって、５月定

例会会議録について承認と決しました。 

 

【中山教育長】 それでは、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

  

 

（教育長報告）  

５月23日（月）  

 

５月24日（火）  

 

５月25日（水）  

 

午後１時から、総合教育会議に出席。  

午後７時から、八尾市ＰＴＡ協議会第１回会長会議に出席。  

午前11時から、各派代表者会議に出席。  

午後７時から、八尾市体育連盟理事会に出席。  

午前10時から、手をつなぐ子らの会「春のつどい」に出席。  

午後４時から、第２回行財政改革推進本部に出席。  

開 催 年 月 日  平成２８年６月２２日（水） 

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  

 

中 山 教育長 

安 藤 委員 

木 下 委員 

御喜田 委員 

出 席 職 員  

 

 

吉川教育次長兼教育総務部長・田中生涯学習担当部長・靍原学校教

育部長・今岡教育総務部次長・瀧瀬教育総務部次長・馬場教育総務

部次長兼教育政策課長・西崎教育総務部次長兼八尾図書館長・辻内

学校教育部次長兼学務給食課長・高橋総務人事課長・南生涯学習ス

ポーツ課長・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・岡田人権教育課長  
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５月26日（木）  

 

 

５月27日（金）  

５月28日（土）  

６月１日（水）  

 

６月２日（木）  

６月３日（金）  

 

６月５日（日）  

 

６月６日（月）  

 

６月７日（火）  

 

 

６月８日（水）  

６月９日（木）  

 

６月10日（金）  

６月15日（水）  

６月20日（月）  

午前10時から、社会を明るくする運動推進委員会に出席。  

午後１時 30分から、大阪府都市教育委員会連絡協議会平成 28年度定

期総会に出席。  

午後５時45分から、現業労働組合との顔合わせに出席。  

午前９時30分から、大正中学校新校舎竣工記念式典に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

引き続き、行財政改革推進準本部会議に出席。  

午前９時30分から、校長会に出席。  

午後１時 30分から、桂中学校創立記念集会・新校舎竣工を祝う会に

出席。  

午前９時 30分から、南山本小学校新校舎落成・学校創立 60周年・校

区集会所30周年を祝う記念行事に出席。  

午後１時から、高安悠画会アリオ八尾絵画展オープニングセレモニ

ーに出席。  

午後１時30分から、スタントマン交通安全教室を視察。  

午後７時から、八尾市体育連盟功労者及び優秀選手表彰並びに第 70

回大阪府総合体育大会激励会に出席。  

午前10時から、八尾小学校運動会を視察。  

午前10時から、６月市議会定例会本会議（第１日）に出席。  

午後７時30分から、桂中学校区地域教育協議会全大会に出席。  

午前10時から、６月市議会定例会本会議（第２日）に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午前10時から、文教常任委員会・文教常任委員協議会に出席。  

 

【中山教育長】 委員の皆様方から、この間の活動状況について何かご報告ありましたら

よろしくお願いいたします。 

  

【安藤委員】  教育長報告の中にもございますが、５月 25日の水曜日午前10時から、手を

つなぐ子らの会「春のつどい」に出席いたしました。今回は高美南小学校にて開催されま

した。子どもたちの元気に頑張っているのがよかったなと思います。  

 もう一件、これも教育長報告にございますが、５月26日木曜日午後１時半から、大阪府

都市教育委員会連絡協議会定期総会に木下委員とご一緒に出席させていただきました。 

 以上、２点です。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  ほかにございませんでしょうか。 それでは、

次に進ませていただきます。  

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 議案審議に入らせていただきます。  
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６月の議案  

議案第２３号 八尾市教育委員会表彰規則の一部改正の件  

 

 まず最初に、議案第 23号「八尾市教育委員会表彰規則の一部改正の件」について審議し

たいと思います。 

 提案理由の説明を高橋総務人事課長よりさせていただきます。  

 

【高橋総務人事課長】  それでは、議案第23号「八尾市教育委員会表彰規則の一部改正の

件」についてご説明いたします。  

 本件は、八尾市教育委員会表彰規則を一部改正するにつき、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、平成 28年文化の日教育委員会表彰候補者を審査するにつき、

本規則に規定する表彰審査会を本年度より常設のものとするとともに、所要の規定整備を

するため、ご提案いたすものでございます。  

 それでは、新旧対照表をごらんください。改正の内容でございますが、これまでの表彰

審査の実態を踏まえ、表彰審査会を常設のものに改正するとともに、その審査結果につい

ても、教育長に報告するものとするほか、表彰審査会の会長を教育長から教育次長に改め、

委員の任命等につきましても改正するものでございます。  

 なお、施行につきましては、公布の日から施行いたすものでございます。  

 以上、簡単ではありますが、提案理由のご説明とさせていただきますので、よろしくご

審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。  

 

【中山教育長】 確認ですが、これまで毎年議決をとって設置してきた表彰審査会をなぜ

常設とするのか、説明ください。 

 

【高橋総務人事課長】  これまでの表彰審査の実態を考えますと、表彰審査会を設置せず

に候補者を審査し、教育委員会にてご議決いただくのは、毎年多くの候補者が推薦されて

まいります表彰審査の実態を鑑みると、困難であると考えているところです。  

今般、これまでの審査実績を踏まえて、表彰審査会を常設とするための規則改正につき、

ご議決願うものですが、このことによりまして、表彰審査事務のスタートを簡素化すると

ともに、教育委員の皆様方に対しましては、表彰基準や審査方法などをより詳細に教育委

員協議会において、ご説明させていただいた上で、その審査の方向性についてご協議の上、

指示をいただきまして、「幅広く子どもたちの頑張りを応援する」という表彰に対する教

育委員会の姿勢を明確にしていきたいと考えているものです。  

 

【中山教育長】 これまでとの違いなど、今回の改正の意義をより詳しく説明願いますか。 

 

【高橋総務人事課長】  今までの表彰審査の流れは、例年６月の定例教育委員会議で、表

彰審査会を設置することにつき議決いただいておりました。これは規則におきまして、
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「設置することがある」という規定でございましたもので、設置することについて議決い

ただくという形で進めておったところです。  

ただ、これまでの表彰審査の実態をみましても、表彰審査会なしでの表彰事務の実施は

困難であると考えておりますので、今回、表彰審査会を常設にすることにより、その事務

のスタートを簡素化し、審査を進めていきたいと考えているところです。  

 また、これまで６月の審査会設置の議決の際に、その審査におきます基準ですとか、考

え方というものをご協議いただいておりました件につきましては、今般の規則改正を受け、

協議会においてご説明させていただいたうえで、協議いただきたいと考えておるところで

ございます。  

 

【中山教育長】 教育委員の皆様が、今までのように協議会で意見を交わしていただくの

には何ら形は変わらないと考えていいわけですね。  

 

【高橋総務人事課長】  これまで以上に、丁寧に説明させていただき、ご協議いただきた

いと考えておるところです。  

 

【中山教育長】 この件に関しまして、ご質疑、何かありましたらお願いします。 

 

【安藤委員】  改正案ですが、今までは教育長が会長であったものが、ご説明いただいた

ように、教育次長が会長になる、これについての考え方と、教育長へ報告するという形に

なるので、今までと違ったものになるとの考え方なのか、そのあたりを教えてください。  

 

【高橋総務人事課長】  「諮問答申」から「審査報告」になった理由と、表彰審査の会長

を教育次長にした理由と、この２点の質問かと理解しております。  

 まず、「諮問答申」という部分につきましては、諮問といいますのは、有識者または一

定機関に意見を求めることですので、地方自治法上の附属機関をイメージさせるものであ

ると考えてございます。事務局といたしましては、主に附属機関に意見を聞くときに用い

る「諮問」という表現を改めさせていただき、その結果についても「答申」という表現で

はなく、「報告」という表現に変えさせていただきたいと考えておるところです。  

 もう一点の表彰審査会の会長を教育次長にした理由につきましては、昨年度までは６月

の定例教育委員会におきまして、表彰審査会の設置を議決いただきまして、その審査を諮

問しておりました。諮問後、教育長が会長として３回程度表彰審査会を開催して審査を実

施し、その審査結果を教育長が教育委員長に答申するという形で実施してきたものです。

今般の法改正を受け教育委員会の代表者が教育長となったことを受けまして、表彰審査会

の会長を教育次長にさせていただいたものでございます。  

 

【安藤委員】  もう一点ですが、第７条では、教育長がその都度副会長及び委員は任命す

るという形になっているが、教育長と教育次長との関係はどういうことなんでしょうか。  

 

【高橋総務人事課長】  今までは教育長が会長として進めてまいりましたが、今後は教育
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次長が表彰審査会の会長となり、審査を進め、その結果を教育長に報告した上で、教育長

が10月の定例教育委員会で議案として提出していくという形で考えておるところです。  

また、表彰審査会の構成につきましては、事務局職員のうちから、教育長が任命をして

いくという形で考えておるところです。  

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、いかがですか。木下委員、お願いします。  

 

【木下委員】  今回の改正で、表彰審査会の会長は教育次長となり、他の構成員は教育長

が任命し常設になるということですね。表彰審査会が常設となる場合に、議案内容はここ

にある限りでは変わらないのか。審査基準等も含めてもあるし、開催される回数等もある

し、そういう実際の運営にかかわってどういうところに変化があるのか、あるいはないの

か。そのあたりをお聞かせください。  

 

【高橋総務人事課長】  従前のやり方でございますと、６月に表彰審査会の設置の議決を

いただいた後、９月に中間報告という形で協議会で進捗状況をご報告させていただいてお

りました。そして10月に表彰審査会の答申にもとづき、表彰者の議決をいただいておった

ところです。今回の改正をうけ、今後は６月の協議会においてその年度の表彰方針や、表

彰の基準等をお伝えさせていただいて、９月に中間報告をさせていただき、10月にご議決

をいただくという予定で考えておるところです。  

 

【木下委員】  ありがとうございます。ご説明をお願いしたのは、今までに候補者が挙が

ってきたときに、審査基準にかかわって意見が出ていたと思うので、例えば常設になった

ときには、審査基準の例えば検討を持続的にするとか、何か新しい課題があるのかないの

か、その点です。  

 

【高橋総務人事課長】  これまでも表彰の基準につきましては、るるご議論いただいたと

ころでございます。いただいた意見や過去の実績を鑑み、お話しさせていただいたところ

でして、これにつきましては常設の機関となりましても、協議会等で教育委員の皆様方に

表彰基準もお示ししながら進めていきたいと考えておるところです。  

 

【吉川教育次長兼教育総務部長】 ご説明させていただきましたとおり、今回から表彰審

査会が常設となり、年度初めに各委員、私どもが人事異動等でかわったときには当然新た

に教育長から、任命を受けて新体制でその年度の審査をやっていくという形になっていき

ます。この表彰審査会については、３回程度開催をさせていただく予定ですけど、そのと

きの審査基準は、協議会でご議論いただいて、意見をいただきながら、それを踏まえて表

彰審査会として審査をさせていただいて、またご報告をさせていただいて、最終の議決を

いただく、そういう流れでいきたいと考えておりますので、いろいろ意見等あれば協議会

でいただければと、それは従来どおり変わらないという形で考えております。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。協議会において、審査基準について、いろんな意



－6－ 

見を交換するということは今までと変わらないということですね。 

 

【木下委員】  お聞きしたかったのは、今までいろんな形で審査の基準に意見が出ている

わけで、それについては解決すべく表彰審査会の中で定期的に話し合いをされるんですか

ということです。具体に誰を選ぶか以前の問題として、お尋ねしたのですが。  

 

【高橋総務人事課長】  表彰基準につきましては、皆様方から例年多くの意見をいただい

ております。一定、事務局で整理させていただいたものをご提案させていただいて、表彰

基準についてのご意見を賜り、審査を進めていくということで進めていきたいと考えてお

るところです。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。どういう基準を設けるかなどの話もしていただいて、

10月の表彰者確定に向かうということでよろしいですね。  

 

【高橋総務人事課長】  具体的に申しますと、協議会において、表彰審査会の資料等を提

出させていただいて、話を進めていきたいと考えておるところです。 

その際には、過去にご指摘いただいた部分も整理した上での形でご提案とさせていただ

きたいと考えておるところです。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。それでは、他にご意見・ご質疑もないようですので、

採決に移らせていただきたいと思います。  

 議案第23号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第23号「八尾市教育委員会表

彰規則の一部改正の件」につきまして、原案どおり可決いたしました。  

  

｛報告事項｝ 

 

【中山教育長】 それでは、報告事項に移らせていただきます。  

 まず初めに、「八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等の実施状況につい

て」、馬場教育総務部次長より報告願います。  

  

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  それでは、八尾市立学校園施設の耐震診断及び

耐震補強工事等の実施状況についてご説明申し上げます。  

 恐れ入りますが、お手元の資料、八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等実

施状況一覧表をご参照願います。  

 １枚、ページをお開き願います。初めに、本一覧表についてでございますが、本一覧表

は平成27年度末現在の耐震診断結果及び耐震補強工事等の実施状況をまとめたものでござ
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います。  

 次に、一覧表の見方についてでございますが、耐震区分及び耐震基準等につきましては、

地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が低い、この場合、ＩＳ値0．6以上をＡ

区分、地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性がある、この場合、ＩＳ値0．3以

上0．6未満をＢ区分、地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が高い、この場合、

ＩＳ値0．3未満をＣ区分として表示いたしております。  

 次に、めくっていただきまして２ページ以降につきましては、施設別の耐震性能及び耐

震補強工事の実施年度等を掲載しております。本一覧表につきましては、昨年６月に作成

したものを平成27年度末時点でのデータに修正いたしたもので、平成27年度に実施いたし

ました耐震補強工事及び改築工事につきましては、表中の補強年度、改築年度の欄に、平

成27年度と記載いたしております。  

 なお、学校園施設の耐震化につきましては、平成 23年６月に策定いたしました八尾市立

学校園施設耐震化計画に基づき、最優先施策として取り組んできたところであり、平成 27

年度末をもちまして耐震化率 100％となったものでございます。  

 以上、大変簡単ではございますが、八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等

の実施状況の報告とさせていただきます。  

 

【中山教育長】  27年度末 100％ということで、事務局も大変苦労があったかと思います。 

 この報告につきまして、皆様のほうからご意見等ございましたらよろしくお願いいたし

ます。 

  

【安藤委員】  耐震化についてここまでやっていただけたというのは非常にありがたいな

と思います。一方では耐震性能がＣであるところが幾つかある。今後においての課題とし

てここに評価は上がっていると思うんですけども、実際にＣは残っているというところの

考え方を教えていただきたい。  

 

【瀧瀬教育総務部次長】 表中の耐震性能のＡＢＣ区分につきましては、耐震２次診断の

結果を表示したもので、例えば、八尾小学校の北側教室では、耐震２次診断のときにＣ判

定を受けておりますが、その後平成 24年度、25年度に耐震工事を行いまして、耐震性を有

する建物に補強を行っておりますので、現時点ではＣ判定という性能ではございません。  

耐震２次診断の結果、Ｃ判定を受けたという建物でございますので、今もＣのような表現

になっておるんですけども、耐震２次診断の結果のＣ表記でございますのでよろしくお願

いいたします。  

 

【中山教育長】 耐震工事の始まる前の２次診断の結果がこのＡＢＣでついているという

ことです。  

 

【安藤委員】  もう一点ですが、今度の新耐震基準という部分が幾つか上げられているん

ですけども、これは平成27年度からスタートですか。お聞きしたいんですけれども。 

【瀧瀬教育総務部次長】 恐れ入りますが、資料の１ページをお開き願います。２番の一
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覧表の見方の中の（２）に、耐震区分及び耐震基準等についてご説明させていただいてお

りまして、その中のＡ判定の中の（１）が新耐震基準による建物ということになっており

ます。その下の米印の３のところに、新耐震基準のご説明も掲載させていただいておりま

して、昭和56年６月１日以降に建築確認を受けた建物を全て新耐震基準というふうに定め

ており、平成 27年度以降、新たに新耐震基準になったのではございませんので、よろしく

お願いいたします。  

 

【安藤委員】  もう一点、今度は補強不要というところがいろいろあるんですけども、こ

れも先ほどご説明の中では平成27年度末という判断でよろしいのでしょうか。  

 

【瀧瀬教育総務部次長】 資料の４ページの、例えば北山本小学校の屋内運動場が昭和 46

年度に建てられた建物でございますけれども、耐震２次診断の結果、Ａ判定という判定を

受けております。こういう形で、耐震２次診断の結果、補強が不要であるという診断を受

けたものにつきまして、この表中「補強不要」という表示をさせていただいています。  

 

【木下委員】  ご説明の結果として、耐震の工事の結果として、文科省が平成 15年７月に

出した基準を八尾市のものは全部クリアしていると、そういうふうに理解してよろしいん

でしょうか。  

 

【瀧瀬教育総務部次長】 ＩＳ値0.6以上であれば、耐震基準を満たしておるんですけれ

ども、文部科学省では 0.7以上という設定をしておりますので、本市の学校園施設は全て

0.7以上の耐震性能があるというふうに工事を行っていただいておりますので、委員ご指

摘のとおり、全ての施設につきましてその基準を上回っております。  

 

【中山教育長】 安全・安心な中で、子どもたちが過ごせる状況になったということです

が、今後とも安心・安全については教育委員会として配慮していきたいと思います。  

 続きまして、その他に進みます。菊池指導課長より報告願いたいと思います。  

  

【菊池指導課長】  それでは、各学校における児童・生徒の安全対策について、ご報告さ

せていただきます。  

 各学校に対する安全指導については、文部科学省や府教育庁からの通知文を周知するこ

とにより、熱中症や水泳事故、水泳指導等における事故防止及び安全指導の徹底を図って

いるところでございます。  

 また、梅雨の時期に入ったこともあり、休み時間の過ごし方や安全点検のあり方など、

今後も学校園に対する安全指導の徹底を図ることで、安全な学校づくりに努めてまいりま

す。 

 次に、今年度の運動会・体育大会の状況についてご報告いたします。  

 小学校の運動会が１校、６月８日の水曜日に実施されたところでございますが、練習中

を含め大きなけがもなく、安全に実施することができましたことをご報告いたします。  

なお、中学校については９月に、その他の小学校、特別支援学校については、１０月実
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施となっております。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方か

らご意見等ございませんでしょうか。  

 春に１校の実施があって、無事に終わったということの報告ですが、また秋に向けて指

導課もいろいろな把握を今進めているところかと思います。引き続きよろしくお願いしま

す。 

ほかに、事務局からこの際何かございますでしょうか。委員の皆様方、よろしいですか。  

それでは、以上をもちまして、６月定例教育委員会を終了いたします。  

 

 

 


