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２月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、２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、どうぞよろしくお願いいた

します。  

 

【中山教育長】 では、１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、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】 全委員異議なしと認めます。よって、１月定例会会議録については承認

と決しました。  

 

【中山教育長】 続きまして、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

 

（教育長報告）  

１月20日（金）  

 

１月22日（日）  

１月23日（月）  

 

１月25日（水）  

 

午前10時から、１月定例教育委員会に出席。  

午後１時から、中河内ブロック都市教育委員会研修会に出席。  

午前10時から、西郡のまちづくり新年会 2017に出席。  

午前９時から、第７回行財政改革推進本部会議に出席。  

午後２時から、大阪府都市教育委員会代表者研修会に出席。  

午前９時 45分から、支援教育作品展「八尾の小さな巨匠展」開会式

典に出席。  

開 催 年 月 日  平成２９年２月２２日（水）  

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  

 

中 山 教育長 

百 瀨 委員（教育長職務代理者）  

木  下 委員 

御喜田 委員 

村 本 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・仁科教育政策課長補佐  
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１月27日（金）  

 

 

１月30日（月）  

 

 

１月31日（火）  

 

２月１日（水）  

２月２日（木）  

 

２月３日（金）  

 

２月４日（土）  

 

２月５日（日）  

２月６日（月）  

 

２月７日（火）  

２月８日（水）  

 

２月11日（土）  

 

２月12日（日）  

２月13日（月）  

２月15日（水）  

 

２月18日（土）  

 

２月20日（月）  

 

 

２月21日（火）  

午後０時 30分から、八尾市学校給食献立コンテスト最優秀賞受賞献

立給食を試食（於：美園小学校）。  

午後２時20分から、「赤ちゃん先生」を視察（於：東中学校）。  

午前９時から、第８回行財政改革推進本部会議に出席。  

引き続き、庁議に出席。  

午前10時から、八尾市文化財保護審議会に出席。  

午前10時から、八尾市社会教育委員会議に出席。  

午後２時から、八尾河内音頭まつり振興会決算総会に出席。  

午後３時30分から、第２回中河内地区人事協議会に出席。  

午前９時から、八尾菊花ライオンズクラブへの感謝状贈呈式に出

席。 

午前９時から、部長会に出席。  

午前11時から、春駒保存会による表敬訪問に出席。  

午前10時から、八尾市小学校音楽会に出席。  

午後３時から、八尾市ＰＴＡ活動発表会を見学。  

午前10時から、映画「みんなの学校」上映会に出席。  

午前10時から、２月臨時教育委員会に出席。  

午後３時から、文教常任委員会所管事務調査に出席。  

午前10時から、八尾市史編纂委員会に出席。  

午前８時 45分から、全国健康づくり推進学校優良校表彰状伝達式に

出席。  

午前9時 30分から、八尾市小学生サッカー大会開会式に出席。  

午後１時15分から、東弓削遺跡（由義寺跡）現地説明会に参加。  

午前11時45分から、八尾市小学生サッカー大会閉会式に出席。  

午後４時から、教育長表彰授与式に出席。  

午前10時から、２月定例教育委員協議会に出席。  

午後５時から、庁議に出席。  

午前11時30分から、八尾ロボットコンテストジュニア大会決勝戦、

閉会式、表彰式に出席。  

午前10時から、市町村教育委員会教育長・学校教育指導主管部課長

会議に出席。  

午後３時から、中河内地区教育長連絡会に出席。  

午後２時30分から、食育講演会に出席。  

 

【中山教育長】 他の委員の皆様方から、この間の活動につきまして何かございましたら

ご報告いただけたらと思いますが、よろしくお願いします。  

 

【木下委員】  それでは、報告させていただきます。１月 26日に、八尾の小さな巨匠展に

出かけました。毎年先生方、非常にいろんな工夫をされてやっておられるのがよくわかり

ました。  
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 次に、１月27日に、村本委員とご一緒に美園小学校で給食の試食をさせていただきまし

た。 

 それから、全委員で、２月 11日に東弓削遺跡を見学させていただきました。  

 

【中山教育長】 ほかに委員の皆様から、ございませんでしょうか。  

前後しますが、教育長報告にあります１月 27日に東中学校で行われた「赤ちゃん先生」

といいますのは、今、全国的に広がっているのですが、生まれてきたことの奇跡や自分自

身の命の偉大さを学ぶことを目的としています。乳幼児を連れたお母さんがいらっしゃっ

て、生徒たちが少人数のグループをつくってそこに１組のお母さんと赤ちゃんという形で

加わっていただき、実際にお母さんや赤ちゃんとお話をしたり、抱いたりと、直接的に触

れて、親の思いや自分自身の価値・周りの仲間の命の価値に気づくことをねらっていま

す。 

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 それでは、議案審議に入らせていただきます。  

 まず、議案第６号「八尾市立幼稚園保育料等に関する条例の一部改正について市議会議

案提出に係る臨時代理の件」について審議いたします。  

 提案理由を馬場教育総務部次長兼ねて教育政策課長より説明願います。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  それでは、議案第６号「八尾市立幼稚園保育料

等に関する条例の一部改正について市議会議案提出に係る臨時代理の件」についてご説明

申し上げます。  

 本件は、幼児教育の段階的無償化に係る関連法令の公布後、直ちに八尾市立幼稚園保育

料等に関する条例の一部を改正する市議会議案を提出する必要があるため、教育長に対す

る事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき提出するものです。  

 それでは、資料をごらんください。現在、平成 29年度の幼児教育の段階的無償化の推進

について、国会審議中であります予算案の内容をもとに、このたびの条例改正の項目につ

いてお示しをいたしております。  

 まず、項目の１でございますが、市民税非課税世帯の第２子無償化についてでありまし

て、現行の内容が、第３子以降が無償とされているところですが、改正後は、第２子以降

の保育料を無償とすること。  

 次に、ひとり親世帯等の保護者負担軽減といたしまして、現行の内容が、第１子半額、

第２子以降無償となっているところですが、改正後は、年収約 360万円未満相当までの世

帯については、市民税非課税世帯並みの軽減とするもので、本市においては第１子 1,500

円、第２子以降を無償とするものです。  

 なお、本資料の項目２には、このたびの改正内容に係る部分を網かけし、参考表示をさ

せていただいております。  

 最後に、現在、国会審議中である予算案について、可決後、子ども子育て支援法施行令

の一部改正が平成29年４月１日施行で予定されており、同施行令の公布後、直ちに本市教
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育委員会において、教育長が本保育料条例の改正について臨時に代理し、市議会議案の提

出に向けて手続を進め、本市においても平成 29年度の保育料からその改正内容を適用させ

ていくものでございます。  

 以上、甚だ簡単な説明でありますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、何かございませんでしょうか。  

 

【御喜田委員】 保護者負担軽減の拡充ということで決まったと思うのですが、他市はど

のような状況なのか教えていただけますか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  現在、確認している中ではこの国の制度改正を

受けて、それぞれの保育料の金額というのがございますけれども、各自治体において手続

を進められるとお聞きいたしております。  

 

【中山教育長】 ほかにご質疑ありましたらお願いします。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 まず、今回の無償化の対象というのは、公立幼稚園ではどれ

ぐらいの人数なのかということをお聞きしたいことと、これは公立の幼稚園のみに適用さ

れるものなのか、それとも全ての就学前施設における幼稚園の利用者に適用されるもので

あるのか。もし公と私との違いがあるならば、どのような違いがあるのか教えていただけ

たらと思います。 

 また、他の就学前施設における規定の改正についてはどのようになっているのかお話し

していただけたらと思います。  

 

【仁科教育政策課長補佐】 今回の改正を受けまして、公立の幼稚園ですけれども、市民

税非課税世帯の第２子の無償化については、 28年度の人数でいきますと20人弱ぐらいが対

象になるのではないかと考えております。また、ひとり親家庭の保護者負担の軽減におい

て、今回軽減幅が拡充される対象といたしましては、数人程度ということで、公立幼稚園

については把握をさせていただいているところですけれども、影響といたしましては、２

号保育所の家庭が今回の軽減幅の拡充としての対象としては広くなるのではないかと見込

んでおるところでございます。  

 そういったこともございまして、今回子ども子育て支援法施行令が今年度末に恐らく出

てくるであろうと考えておりますけど、それを受けて私立の対象施設についての該当する

規則についても改正を予定しておるところでございます。  

 子ども子育て支援法の対象の施設ですけども、それ以外の幼稚園に対しては、就園奨励

費等で軽減幅が拡充されていくということになるかと思いますので、全ての就学前施設が

今回の軽減措置の幼児教育の段階的な無償化において、幅が広がっていくと考えておりま

す。 

 

【百瀨教育長職務代理者】  公立と私立で同じ条件で進んでいくのかどうか、そのあたり
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違いがあれば教えていただけたらと思います。 

 

【仁科教育政策課長補佐】 この子ども子育て支援制度におきましては、国が基準単価を

示した中で、各自治体においてその利用者負担額を設定しておるということでございます。

それ以外については、公立、私立関係なくその自治体において統一額ということでの対応

となっておりますので、公立と私立における利用者負担額の差は八尾市においてはないと

いうことになっております。  

 

【中山教育長】 八尾市においては公立と私立における利用者負担額の差はないというこ

とですけれども、他の委員の皆様、いかがしょうか。 

 

【御喜田委員】 先ほどの説明の確認ですけれども、この保育料が適用されるのは就学前

施設全体ではないと私は思うんです。公立の幼稚園の場合はこれが適用される、ただ、私

立の幼稚園の場合はそれぞれの幼稚園が保育料を決めておられるので、この保育料で適用

されるということではないと思うんです。先ほど説明のあった、私立の幼稚園で保護者負

担の軽減という形で就園奨励費を年に１回もらわれると思いますが、その部分が今までよ

りも多く支給されるということで、全ての就学前施設において同じような形で補助が広が

っていくという説明はわかりますが、就学前施設全部がこの保育料で適用されるのではな

いと思うんですが、よろしいですか。  

 

【仁科教育政策課長補佐】 説明が不足していたかと思うんですけど、子ども子育て支援

法の今回の制度対象となる就学前施設については、統一額ということになるかと思います。

今、御喜田委員もおっしゃられたように、現行の私立幼稚園については就園奨励費の額が

今回拡充される予定になっておりますので、それによる対応ということになると思います。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 先ほど出ていた、他市の動きに関して、馬場次長、わかりますでしょうか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  その後確認している中では、本市と同様に国の

制度の枠組みにおいて段階的な無償化を進めている自治体におかれましては、このたびの

制度改正に応じた条例改正が図られるということで、本市と同様に、金額はそれぞれござ

いますけれども、改正に向けた手続をされるものと聞いております。  

 

【中山教育長】 どの市も、改正に向けた手続を行っていくという方向であるということ

で、よろしいでしょうか。  

  

【御喜田委員】 幼児教育の段階的無償化の推進ということで、他市では５歳児の無償化

をおこなっていたり、また４歳児も無償化に検討を向けておられる市もあると思うんです

が、八尾市ではそのような方向で考えておられるのでしょうか。  
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【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  これまでもそうですけれども、国における段階

的な幼児教育の無償化という取り組みの流れの中で、本市も財源も見ながら取り組んでお

り、国の動きを見ながら手続を今後も進めていくということで考えております。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。馬場次長、八尾市の保育料そのものについてはどうな

のか、もう一度説明いただけますか。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  国で決められておる基準額よりも八尾市は約７

割ということになっております。一方、国において無償化という流れがございますので、

八尾市におきましても今後も無償化に向けた動きの中で考えていきたいと思っており、無

償化に向けた段階的な動きというのは国と同一と考えております。  

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、よろしいでしょうか。  

  

【百瀨教育長職務代理者】  保育料から少し離れての考えになるかと思いますけれど、直

接関係はなくてもこの視点は持っておかなければならないかと思いますので、１点質問さ

せていただきたいと思います。  

 今、貧困という問題がある中で、貧困世帯ということも考えていかなければならないと

思います。教育委員会としてこの点、どのような配慮を考えているのか、わかっている範

囲で結構ですので聞かせていただけたらと思います。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  本市におきましては、こども未来部が中心とな

りまして、関係課で貧困問題に関する対策会議を設置しており、教育委員会の関係課も参

加しております。貧困の問題が大きな社会問題になっているということで、本年度、こど

も未来部で子どもの生活に関する実態調査を、小学５年生と中学２年生の児童、生徒と、

あと保護者の方々に実施しております。この調査につきましては大阪府と共同実施という

ことで、府下十数市と共同実施ということで実施いたしております。現在聞いております

のは、中間まとめがなされまして、クロス集計をこども未来部で行っているということで

あります。平成29年度につきましては、そのクロス集計をもとに取り組めるところから取

り組んでいくということになっておりますけれども、既に実施している事業も数々ござい

ます。そのような中で、関係課における継続事業についてはしっかりとやっていくという

ことでございます。  

 また、新たな事業もこども未来部などで交付金を活用しながら実施していくと聞いてお

りますけれども、本市としては調査結果を踏まえて、全市的に関係課で協力して取り組ん

でいくということでございます。  

 

【中山教育長】 私たちも総合教育会議の中でこども未来部から、単純集計の資料等々に

ついては説明いただいていますけれども、今後クロス集計を踏まえて、市と教育委員会が

一体となってやっていくという確認ができています。また教育委員の皆様にもきちんと施

策については説明をしていかなければならないと思っていますので、よろしくお願いいた
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します。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  所得状況にあらわれない、貧困世帯はあると考えられますの

で、十分に考えながら進めていっていただきたいと思います。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 それでは、採決に移らせていただきます。議案第６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６号「八尾市立幼稚園保育

料等に関する条例の一部改正について市議会議案提出に係る臨時代理の件」について、原

案どおり可決といたします。 

 次に、議案第７号「八尾市指定文化財の決定の件」について審議いたします。  

 提案理由を、渞文化財課長より説明願います。  

 

【渞文化財課長】  それでは、議案第７号「八尾市指定文化財の決定の件」について、ご

説明申し上げます。  

 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17号の規定によ

り、委員会の議決をお願いするものです。  

 それでは、提案理由についてご説明いたします。今年度は、個人所有である考古資料の

中ノ谷古墳出土品62点と、八尾市恩智中町５丁目14番地に所在します宗教法人神宮寺が所

有します絵画絹本著色釈迦十六善神像附紙本墨書慈雲飲光裏書紙本墨書明堂諦濡、朝専栄

道裏書２幅１鋪、及び同じく絵画、絹本著色愛染曼茶羅１幅の、以上３件を市指定文化財

とすることについて、八尾市文化財保護審議会に諮問いたしました。  

 中ノ谷古墳出土品は、八尾市楽音寺に位置する中ノ谷古墳が、昭和８年に発見、調査さ

れた際に出土した副葬品でございます。現在、残されているのは勾玉４点、管玉 13点、そ

して臼玉38点と刀子等の鉄製品７点の計62点で、これらは当時の記録等によって出土位置

を復元することができ、古墳時代中期の葬制を研究する上で貴重であること、また直後に

築造される心合寺山古墳の出現背景を考える上で重要な資料であるとの評価を得ました。  

 次に、絹本著色釈迦十六善神像附紙本墨書慈雲飲光裏書紙本墨書明堂諦濡、朝専栄道裏

書ですが、本図を所有する神宮寺感応院は、重要文化財の木造 11面観音立像など多くの文

化財が伝わっております。釈迦十六善神像は、大般若経を転読する法会である大般若会に

本尊として祭られるもので、附は、本図が寛政10年に修復された際に、僧侶であり能書家

でもあった慈雲飲光らによる裏書で、現在では別装されております。本図は15世紀につく

られたものであり、また、慈雲による裏書は、年号が明らかである数少ないものであるこ

とも評価されました。  

 最後に、同じく神宮寺感応院の絹本着色愛染曼茶羅図は、真言宗において、敬愛や降伏

を祈願する修法に本尊として用いられるもので、15世紀末から16世紀に製作されたもので
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す。三目六腎の愛染明王を中心に、毘沙門や大黒天などの四尊を配置している珍しい構成

となっており、貴重な作例であるとの評価を受けました。 

 以上、この３件について八尾市文化財保護審議会より市指定文化財として適当である旨

の答申をいただきましたので、議案として提出するものでございます。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。  

 

【中山教育長】 それでは、３点一括して質疑を進めたいと思います。何かご質疑ござい

ませんでしょうか。  

  

【百瀨教育長職務代理者】  過去にも個人所有の文化財はあったかと思いますが、この中

ノ谷古墳出土品というのは62点、個人所有ということで、今後市民に見る機会があるのか

どうかお聞きしたいと思います。  

 

【渞文化財課長】  中ノ谷古墳出土品につきましては、これまでも所有者の方に何度かお

願いして展示をしてきた経過があります。所有者の方とお話し合いをさせていただきまし

て、今後につきましては、歴史民俗資料館に寄託させていただけないかということで、現

在手続を進めていただいておるところでございます。展示できる環境を整えまして、市民

の方に見ていただく機会を設けてまいりたいと考えております。  

 

【中山教育長】 ほかにご質疑ありましたらお願いします。  

 

【村本委員】  中ノ谷古墳出土品ですけれども、昭和８年というかなり以前の発掘調査と

いうことですが、当時から八尾市域ではこうした調査が行われていたのでしょうか。  

 

【渞文化財課長】  市域の古い事例としましては明治 30年代に郡川にある前方後円墳であ

る郡川西塚と東塚が、開墾によって出土したときに、地元の郷土史家が調査した記録が残

っております。学識による調査は大正６年に恩智村で行われたという記録がございます。

しかし、正確な図面等は残っておらなくて、遺物は現在、京都大学で保管されているよう

です。 

 今回の昭和８年の調査につきましては、記録図面と、ガラス乾板写真が大阪府で保存さ

れています。そういう意味で貴重な事例だと思われます。その後、こういった発掘は行わ

れておりませんので、今回指定させていただく物件は、古い調査が正確にわかるという意

味で、貴重なものと考えております。  

 

【中山教育長】 ほかにご質疑ございませんでしょうか。  

 

【木下委員】  神宮寺の釈迦十六善神像ですが、描かれているメンバーが珍しい組み合わ

せと思いますが、こういうものは八尾市にほかにもあるものなんでしょうか。  

 

【渞文化財課長】  この釈迦十六善神像は、お釈迦様の周りにおられるのが四天王や十二
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神将等で、お釈迦様のすぐ下におられるのが文殊菩薩と普賢菩薩です。最下段に玄奘三蔵

と深沙大将が描かれています。こうした図像は、市史編さんの調査で、山麓部の教興寺と

法蔵寺で見つかっておりますが、いずれも江戸時代に製作されたもので、今回指定させて

いただく神宮寺のものが市内で一番古いということでございます。  

 

【中山教育長】 ほかにご質疑ございませんでしょうか。  

  

【御喜田委員】 今回の候補に挙がっている文化財もそうですが、多くの文化財は個人所

有だったり、寺社所有が多いと思うんですが、そういった場合、なかなか私たちも見る機

会がなかったりします。八尾市民だけではなく、多くの人に見てもらえるようなこと何か

考えておられるのでしょうか。  

 

【渞文化財課長】  寺社で持っておられる文化財は、なかなか一般公開されておりません。

それはなぜかというと、一つは警備の面です。もう一点は保存面で、こうした文化財はず

っと展示をしていると紫外線によって退色してしまうので、展示される機会が少ないとい

うことをお伺いしております。資料館において数年に一度展示させていただいております

が、これも頻繁にはできることではありません。そのため、一般の方に普及させていくと

いう意味では図録や、文化財情報システムで、まずは市民の方に知っていただきたいと考

えております。  

 それと、先般、お寺の方と、年に１度ぐらい展示ができないでしょうかということをお

話させていただいたのですが、今後、観光部局と協議して、警備の面で負担にならないよ

うな形で公開できるよう働きかかけていきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 所有物についてですが、中ノ谷古墳出土品でしたら、所在地が個人のご

自宅になっていて、出土のところではないんですよね。そこを教えていただけたらと思い

ます。 

 

【渞文化財課長】  これは出土品ですので、現在の所在地につきましては個人宅という形

になっています。これが、今後、寄託されますと、歴史民俗資料館ということになると思

います。  

 

【中山教育長】 中ノ谷古墳そのものの所在地ではないということで、委員の皆様、よろ

しくお願いいたします。寄託についても考えていくということでした。八尾は次々と貴重

な文化財が出てきており、この間も大きな文化財が発掘されましたので、大変ですけれど

も、これからもよろしくお願いいたします。  

 ほかにご質疑ありませんでしょうか。  

 

【木下委員】  なかなか目に触れるチャンスがないということですが、結構今は、ウェブ

美術館とか臨場感のあるいいものができていますが、八尾はいかがなものなんでしょうか。  
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【渞文化財課長】  文化財課では、文化財情報システムを持っておりまして、指定文化財

のみならず市域のさまざまな文化財等について紹介させていただいております。随時内容

についても更新をして、できるだけわかりやすい説明をさせていただいております。  

 

【中山教育長】 それでは、採決に移らせていただきます。議案第７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７号「八尾市指定文化財の

決定の件」について、原案どおり可決といたします。  

 続きまして、議案第８号「児童・生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度の協

定書締結の件」について審議いたします。  

 提案理由を菊池指導課長より説明願います。 

 

【菊池指導課長】  それでは、議案第８号「児童・生徒の健全育成に関する学校・警察相

互連絡制度の協定書締結の件」について、ご説明させていただきます。  

 本件は、児童・生徒の健全育成のため、非行やいじめ等問題行動、犯罪被害防止及び安

全確保について、学校と警察がそれぞれの役割を果たしつつ、その役割を相互に理解し、

緊密な連携のもとに効果的な対応を図るため、教育長に対する事務委任等に関する規則第

２条第17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。  

 それでは、お手元の児童・生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度の協定書

（案）をごらんください。本協定書は、13条から構成されております。本協定の締結によ

り、児童・生徒に係る情報交換の根拠ができ、八尾市教育委員会事務局、市立学校、大阪

府警察本部と各警察署の間で、これまで以上に緊密な連携が図れるものと考えております。  

 また、学校においては、いじめ等を含めた幅広い事案への対応を警察に相談することや、

警察からは大阪府内の逮捕事案や非行事案及び児童・生徒の被害に係る事案の情報を、学

校及び教育委員会に対して提供することができるようになるため、事案の未然防止や、よ

り適切な早期対応、事後指導が可能になると考えております。  

 また、児童・生徒の健全育成に関する学校・警察相互制度の施行につきましては、ご議

決後、平成29年４月１日とする方向で調整してまいります。  

 なお、個人情報の収集や情報提供の取り扱いにつきましては、八尾市個人情報保護条例

の規定に基づき、本市個人情報保護審議会に諮問いたしておりましたが、平成 28年12月16

日付で承認の答申を受けておりますので、あわせてご報告いたします。  

 以上、甚だ簡単ですが、児童・生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度の協定

書締結の件について、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

認賜りますようお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 それでは、質疑に入らせていただきます。  
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【御喜田委員】 ３点ほどメリットがあって、締結を考えられたというのはわかるんです

が、これを締結することによって考えられるデメリット、こういった不安が少しあるとい

うことがあれば、教えていただきたいと思います。  

 

【菊池指導課長】  メリットは説明のところにもありましたように、児童・生徒に係る情

報交換の根拠ができるであるとか、適切な指導が可能であるとか、警察署への相談がしや

すくなるといったことがメリットとして上げられております。  

 デメリットとしては、今のところ大きな混乱等もなく進んでおるという情報も聞いてお

りますので、特に心配はないと考えております。より適切、丁寧な連絡ができるようにな

ると考えております。  

 

【木下委員】  この資料は、大阪府警察本部が作成した資料で、こういうふうに協定を結

べばメリットがあるでしょうと考えているわけですよね。学校側のメリットと大阪府警察

本部が考えるメリットというのは、当然違いがあると思いますが、そのあたりはいかがで

しょうか。 

 

【菊池指導課長】  本市におきましては、これまでも警察との連携、連絡ということにつ

いては丁寧に行ってきておりました。そこでは、書面をもった連携・連絡ということがで

きておりませんでしたので、根拠となることが大きなメリットになると考えております。  

 また、根拠をもってこれまで以上に丁寧な連携がとれると考えております。  

 

【中山教育長】 八尾では、脈々と続いてきた学警連絡会等々もありますが、学警連絡会

について事務局から説明いただけたらと思います。  

 

【菊池指導課長】  学警連絡会につきましては、中学校の生徒指導主事、それから小学校

において生徒指導主事が配置されている２校の先生方と、それから警察署、子ども家庭セ

ンター等関係機関の方たちが集まって連絡会議等を行っております。その中では、本市の

子どもたちにかかわる非行についての事案であったり、世の中の大きな非行傾向であるだ

とか、そういったことの情報交換が行われております。そこにつきましては、教育委員会

からも指導主事が入っておりまして、教育委員会も情報交換に参加しているという状況で

ございます。  

 また、各中学校の生徒指導主事につきましては、月１回の警察との連絡会を行っており

まして、より緊密な連絡体制をとっているところでございます。  

 

【中山教育長】 それがこの書面によって、しっかりと今後はやりとりができるという説

明でよろしいですか。  

 

【菊池指導課長】  そのとおりでございます。  

 

【中山教育長】 では、私から、この警察からいただいている資料についてですけれども、
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府下の状況等々が記載されているんですが、政令市は除いて、八尾が中河内の中では締結

が遅くなっているんですけれども、他市の状況というのは何か聞いておられる部分はあり

ますか。  

 

【菊池指導課長】  大阪府内で結んでいるのが 26市町村となっておりますが、今後、今年

度中にも数市が締結を結ぶという状況であると聞いております。  

 

【中山教育長】 という状況に、府下はなっているということで、今回、こうして教育委

員会議に提案しているんですけれども、メリットの部分、警察が発表している部分と事務

局の認識としては、同じものがメリットとしてあると思います。委員の皆様が心配してお

られるのが、その締結によるデメリットはないのかという部分かと思いますけれども、個

人情報の取り扱いもかなり出てきますし、いろんな情報が残っていく状態がどうなのかと

いうあたりは、一番委員の皆様が懸念しておられる部分かと思います。その点については

いかがですか。  

 

【菊池指導課長】  個人情報の取り扱いにつきましては、この協定書を結んだからといっ

て、警察から児童・生徒の個人情報の提供を要請されるということはございません。警察

が捜査のために学校に対して児童・生徒の個人情報の提供を求める場合につきましては、

従来どおり法令に基づいて行われるということになりますので、個人情報が勝手に行きか

うということはございませんので、その点については安心していただけたらと考えており

ます。 

 

【中山教育長】 百瀨教育長職務代理、長きにわたって八尾の学警連絡や生徒指導主事の

状況、一番よく見てきてくださっているかと思いますけれども、そのような観点からはい

かがでしょうか。 

 

【百瀨教育長職務代理者】  八尾市は過去から学警連絡ということで、生徒また児童に対

する問題については、非常に警察と連絡を密にとって進めてきたところです。大阪府警を

一つの核にしながら、連携を進めていくということは理解できますが、市と市の連携はど

のようにお考えなのか、一旦全部警察を通しての話し合いになっていくのか、市町村同士

での話し合いというのは進められるのかということについて、個人情報の取り扱いを含め

て、十分に考えて進めていっていただきたいと思います。 

 

【中山教育長】 八尾の管轄は八尾警察で、他市は他市でそれぞれの管轄がありますけれ

ども、市教委同士どういう連絡をとるのかとか、学校同士直接のやりとりになるのかとか、  

 

【菊池指導課長】  非行問題であるだとか、犯罪にかかわることについては、警察が間に

入って情報交換のやりとりをするということになります。市同士で直接情報交換を行うと

いうことはございませんので、間には警察本部が入り、管轄の警察からの連絡が学校には

入ってくるという状況でございます。  
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【中山教育長】 単独で市教委同士がやりとりをするとか、学校間で単独にやりとりする

ということはなく、管轄の警察が入って、そこで調整をしていただくという形になるとい

うことですね。  

 

【菊池指導課長】  これまでもそうでしたが、学校同士のやりとりの中で必要なことにつ

いては、生徒指導主事担当が窓口になって情報交換、情報共有をする場合もございますけ

れども、警察が絡むような大きな犯罪であるだとか、非行については間に警察が入り、管

轄の警察から連絡が入ると聞いております。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、ほかに、ご質疑等はございませんでしょうか。  

 

【木下委員】  教育関係者、学校や教育委員会などが作成した資料はないんでしょうか。

我々は、府警から出てくるものを基準に審議するわけでしょうか。 

 

【菊池指導課長】 もともとは少年課が作成しているものでございますが、この資料をも

とに本市におきましては個人情報保護審議会にもかけ、個人情報についての確認を行いま

した。事務局内部では、これまで連携してきた学校と警察の連絡会議において今後も引き

続きやっていくことが必要であろうということから、新たな資料は作成しておりませんが、

ここに書かれてあることについては事務局といたしましてもメリットとして捉え、より適

切な生徒指導に生かすということが必要であると考えておりますので、新たな資料として

は、本市としては作成しておりません。  

 

【中山教育長】 先に先行して締結された市も、この資料をもとにやっておられると捉え

ていいということですね。  

 

【菊池指導課長】  はい。資料にありますように、附帯決議をもって議決されるという状

況になっております市町村については、新たな資料を作成しているというところもあると

聞いております。  

 

【木下委員】  せんだって言いましたように、個人情報に関しては大変心配しているんで

すね。提案の仕方として、八尾市では警察との連携でこういう形でやってきましたと。そ

の際に、ある問題が起きて、こういう取り決めがなかったために事態は進捗しませんでし

た、だから、こういう取り決めが結ばれたらそういう事態は避けられて、こういういい面

が出ますよと。そういう学校教育にかかわって起こっている課題を軸にした提案があって

いいのじゃないかなと思うんです。府警がこういうふうにいいことだと言っていますよ、

ではなくてね。そこをお聞きできたらと思っているところです。  

 

【靍原学校教育部長】  私どもの提案が、このタイミングでなぜあるのかというところだ

と思うんですけれども、ここに至るまでは先ほど来説明をさせていただいていますように、

八尾の場合特に学警連絡会と申しまして、学校と警察が密に連携して、月１回顔を合わせ
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ながら具体的に中学校や当該の小学校の子どもについて、どうサポートしていくのかとい

うことを、事例を挙げまして警察の方、あるいはサポートにかかわる育成協の方等の協力

を得ているという状況がずっと続いておりました。これは実は八尾に限らず、この図の中

にもおさめられておりますように、大阪府内でそういう学警連絡会という広がりが脈々と

続いてきて、大阪のスタイルとしては学校と警察がより身近になって、協力し合うという、

一定そういうシステムとしては従来からございました。  

 とりわけ八尾を管轄している八尾警察におきましては、少年係がとても学校の立場に立

って、例えば、生徒指導主事が学校のことを個別に相談を行ったりということも含めて関

わっていただいています。ややもすると、警察は何か法で裁くという部分だけが、市民か

ら見るとそういう立場でお仕事をされている印象もありますが、子どものために将来どう

したらいいのかということを、専門的な立場からアドバイスいただくような存在として、

とてもあたたかく見守っていただいたり、時には厳しく具体的な事例を挙げて指導してい

ただいたりという対応をおこなっていただいてきました。 

 その背景の中で、今回大阪府警が、八尾だけではないんですが、非常に学警連絡会が進

んでいる地域と、なかなか進まない地域もまだあるという課題の中で、しっかりと連携し

ていくということは必要であるということ。また、ここに書かれているように、低年齢で

いわゆる犯罪、あるいは非行に走るという率が非常に高くなっているというところから、

また個人情報の保護的な観点も非常にきちっと法整備をしていかないと説明ができないと

いうことも含めて、ご提案があったと聞いております。  

 その中で、先ほど指導課長が説明しておりますけれども、一方的に警察がご提案をされ

たのではなくて、警察と、大阪府の教育委員会もそうですけれども、また各市町村の教育

委員会等にも、打診もありながら、一定示された中の部分で、今ここまで至ったというこ

とでございます。先行市においては、その部分で当然慎重に審議もされた中で、八尾より

も先に締結されたという事案、お示しもさせていただいておりますが、 26市町村ほど先に

締結されているということも踏まえて、八尾の場合は先ほど、木下委員がおっしゃったよ

うに、子どもたちにとってどうなのかということも含めて、学警連絡会の中でも、この間

１年余り話題にしていただく中で、最終的に、子どもを守る、育てていくというネットワ

ークの観点で、大阪府内で歩調を合わせようという趣旨を踏まえ、今回ご提案をさせてい

ただいているということでございます。  

 しかしながら、先ほどご心配いただいた、教育委員会として、八尾の事務局としてどう

するのかというのはとても大きな課題をいただいたと思っております。当然締結したから

終わりではなくて、ここからスタートですので、それをどう保護者に理解していただいて、

市民の方に理解していただくかということは宿題とさせていただいて、今後事務局で検討

してまいりたいと思っております。  

 

【村本委員】  この協定を結ぶことによりまして、皆様も心配されておりますように、安

易な形で警察に関わる事態にならないよう、運用には十分配慮をお願いしたいと思います。 

  

【中山教育長】 他の委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 それでは、議案第８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
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しょうか。採決とらせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。事務局は、今い

ただいたご意見をしっかりと今後にも生かしていくようにということで、よろしくお願い

しておきます。 

 

【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８号「児童・生徒の健全育

成に関する学校・警察相互連絡制度の協定書締結の件」につきまして、原案どおり可決と

いたします。  

 

｛報告事項｝ 

 

【中山教育長】 続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

本日は予定の報告事項はありませんが、事務局から何かございませんでしょうか。委員

の皆様も、よろしいですか。  

それでは、以上をもちまして、２月定例教育委員会を終了いたします。  


