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３月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、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村本委員を指名いたします。  

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、こども未来部長及びこども未来部参事兼ねて放課後児童育成室長にも出席いただいて

おります。  

 

【中山教育長】 では、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、何か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、２月臨時会会議録について承認と

決しました。  

 続きまして、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、

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、２月定例会会議録についても承認

と決しました。  

 

開 催 年 月 日  平成２９年３月２２日（水）  
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木  下 委員 

御喜田 委員 
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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
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事・山原こども未来部長・松月こども未来部参事  
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【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）  

２月22日（金）  

 

２月23日（木） 

 

２月24日（金）  

２月25日（土）  

 

 

 

２月26日（日）  

 

２月27日（月）  

 

２月28日（火）  

３月１日（水）  

３月２日（木）  

３月３日（金）  

 

３月４日（土）  

 

 

 

３月５日（日）  

 

 

 

 

３月６日（月）  

 

 

３月９日（木） 

 

３月12日（日）  

 

 

３月13日（月）  

午前10時から、２月定例教育委員会に出席。  

引き続き、２月臨時教育委員協議会に出席。  

午前10時から、八尾市防災会議に出席。  

午後２時から、八尾市図書館協議会に出席。  

午前10時から、３月市議会定例会本会議（第１日）に出席。  

午前９時 30分から、八尾市小学生なわとび名人検定・小学生チャレ

ンジなわとび学年別認定会に出席。  

午前11時から、曙川文化センターまつりを見学。  

午後１時から、高安能を鑑賞。  

午後２時 45分から、八尾市ダンス協会主催「みんながチャレンジ！

～今日はダンス記念日～」を見学。  

午前９時から、部長会に出席。  

引き続き、人権施策推進本部会議に出席。  

午前10時から、３月市議会定例会本会議（第２日）に出席。  

午前10時から、３月市議会定例会本会議（第３日）に出席。  

午前10時から、３月市議会定例会本会議（第４日）に出席。  

午前10時から、３月市議会定例会本会議（第５日）に出席。  

引き続き、予算決算常任委員会全体会に出席。  

午前10時から、映画「さとにきたらええやん」上映会に出席。  

午後１時から、志紀コミセンまつりを見学。  

午後２時15分から、安中青少年会館「ウィズフェスタ」を見学。  

午前３時45分から、高安コミセンまつりを見学。  

午前10時から、桂人権コミュニティセンターまつりを見学。  

午前10時45分から、大正コミセン作品展示発表会を見学。  

午前11時45分から、山本コミセンまつりを見学。  

午後１時 30分から、木村泰子氏講演会「みんなの学校 みんなの地

域」に出席。  

午前10時から、文教常任委員会に出席。  

引き続き、予算決算常任委員会文教分科会に出席。  

午後５時15分から、文教常任委員会協議会に出席。  

午後２時から、児童・生徒の健全育成に関する「学校・警察相互連

絡制度」の協定書締結式に出席。  

午前10時から、龍華コミセンまつりを見学。  

午前11時45分から、フェスタかがやき 2017を見学。  

午後１時から、こどもフェスティバルに出席。  

午後２時から、八尾市高安千塚古墳群保存活用審議会答申に出席。  
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３月14日（火）  

３月15日（水）  

 

 

３月16日（木）  

３月17日（金）  

 

 

３月18日（土）  

３月21日（火）  

午後５時から、近畿大学副学長等との面談に出席。  

午前10時から、３月定例教育委員協議会に出席。  

午後５時から、予算決算常任委員会総務分科会（歳入審査）に出

席。 

午前10時30分から、消防記念日式典に出席。  

午後２時から、八尾市立スポーツ施設運営審議会に出席。  

午後４時から、校園長会に出席。  

午後６時45分から、八尾若者ＯＴＳ会議  提案事業発表会に出席。  

午前10時から、八尾市民大学講座に出席。  

午前10時から、予算決算常任委員会全体会に出席。  

午後１時30分から、八尾市社会教育委員会議に出席。  

午後２時から、第９回行財政改革推進本部会議に出席。  

 

【中山教育長】 今回私は小学生のなわとび名人検定などに参加して、子どもたちが本当

に活躍していましたので、担当課長から報告をいただけたらと思いますのでお願いします。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  それでは今教育長からお話のありました、なわとび名人検

定ともうひとつ時期は２月半ばのことなのですが、サッカー大会についてのご報告をさせ

ていただきます。  

 まず、２月 25日の土曜日に開催されました第７回八尾市小学生なわとび名人検定及び第

５回八尾市小学生チャレンジなわとび学年別認定会というのを開催させていただいており

ます。今回の参加者におきましては、名人検定、いわゆる八尾市独自の基準に設けました

名人という検定に参加した子どもの数が 210名となっています。この数は昨年度の 148名か

らしますと、おおむね 60名以上の子どもたちがふえて参加していただいております。  

 また学年別、小学生１年生、２年生、３年生、４年生、５年生、６年生と、それぞれの

学年別の技を競う認定の資格があるんですけども、これにつきましても、 223名と、昨年

の130名から比べますと 90名以上の子どもたちがチャレンジをしていただきまして、総数

433名の子どもたちが参加しております。非常にここ近年、なわとび名人検定に対しての

子ども参加の意欲というのが高まってきているのかなと思っております。  

 結果といたしましては、名人検定に合格した子どもが昨年度はゼロ名だったんですが、

今回は３名の子どもが出ておりまして、延べで行きますと、これまでに８名の子どもたち

が名人に合格しております。またほかの３段、２段、準１段、準２段、初段という階級が

あるんですけども、それにつきましても昨年度の数は大きく上回る子どもたちの結果が出

ておるような状況になっております。  

 この取り組みにつきましては、各学校小学生の教師のボランティアの方々並びに菊花ラ

イオンズクラブ、体育振興会の協力を得ながら取り組んでおるんですけども、当日は立命

館大学のダブルタッチという二つの縄を使って演舞をするなわとび、これの披露と、実際

に子どもたちがそれを体験するという取り組みがありまして、非常に午前約３時間弱です

けども、子どもたちが楽しんでなわとびに触れる機会があったのかなと思っております。  

 またこの当日以外にですけれども、各学校でも認定会に取り組んだり、講習会にも取り
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組んでいます。当日に来られなくても、事前の各学校での認定会に参加する学校の数もふ

えている状況ですので、非常に八尾市全体的になわとびが普及している活動になっている

感じがします。  

 またもう１点、サッカー大会につきましても、２月 11日と12日、二日間に分けて、今年

度は26の小学校が参加しておりまして、優勝については龍華小学校、準優勝は美園小学校、

３位が永畑、４位が志紀小学校という結果になっております。例年、サッカー協会の方々

によりまして本格的な審判で、子どもたちがサッカーの試合を体験できるということもあ

りますし、また年々子どもたちの技術につきましても、いろいろなトレーニングセンター

に選ばれている子どもたちが多く八尾市内の子どもの中で出てきておりますので、非常に

高度な技の中での熱戦が繰り広げられていると思っております。  

 なわとび、サッカー大会を含めまして、市としても子どもたちの体力向上に向けて、さ

まざまな活動の中でそういった取り組みを進めていき、引き続きやっていきたいと思って

おりますので、またご協力のほどをよろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 ありがとうございました。八尾の子どもの体力づくりということでも課

題をたくさんいただいているので、子どもたちがそんなふうに頑張っているというのもま

たお知り置きいただけたらと思います  

 

【中山教育長】 他の委員の皆様からこの間の活動状況について何かご報告がありました

ら、よろしくお願いいたします。  

 

【百瀨教育職務代理者】 東中学校、久宝寺小学校の卒業式に参加させていただきました。

本当に天候にも恵まれて、どの学校も粛々と式が進んだと聞いております。本当に子ども

も親もそして先生方もともに一体となったすばらしい卒業式を見せていただきました。各

学校には敬意を表したいと思います。  

 

【中山教育長】 他の委員の皆様方、ございますでしょうか。 

 

【木下委員】 上之島中学校と上之島小学校の卒業式に出席してきました。本当に粛々と

巣立っていく姿を見られてよかったと思っています。  

 

【村本委員】 私は久宝寺中学校、用和小学校の卒業式に出席させていただきました。両

校とも本当にすばらしい卒業式で、久しぶりに卒業式に出させていただきましたけども、

胸が熱くなり、本当にすばらしい経験をさせていただきました。  

 

【中山教育長】 ありがとうございました。その後、幼稚園も、指導主事等々参加させて

いただきまして、無事終わりましたので、ご報告申し上げます。  

 次に進ませていただきます。  
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｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 議案の審議に入ります前に、本日審議いたします議案のうち、議案第 10

号及び議案第 11号の「平成29年度八尾市教育委員会の人事に関する件」につきましては、

人事案件であることから、本案件にかかわる審議は非公開といたしたいと思いますが、委

員の皆様いかがでしょうか。  

 

【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10号及び議案第11号につき

ましては非公開で審議することといたします。議事の進行の都合上、この案件につきまし

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、議案第９号「八尾市立学校園の管理運営に関する規則の一部改正の件」につ

いて審議いたします。提案理由を今岡教育総務部次長より説明願います。  

 

【今岡教育総務部次長】 それではただいま議案となりました議案第９号「八尾市立学校

園の管理運営に関する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号の規定に基

づき、議決を求めるものです。提案の理由につきましては、非常災害発生時における八尾

市立学校園における校園長の役割を定めるにつき、八尾市立学校園の管理運営に関する規

則（昭和32年八尾市教育委員会規則第 15号）を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。  

 これまでも八尾市教育委員会においては、学校における地震対応マニュアル等を整備し、

各学校においても、避難所開設に向け、さまざまな協力依頼に対して現場において臨機応

変な対応をされ、避難所開設・運営への協力がなされておりましたが、今般、文部科学省

からも、大規模災害発生時における学校が果たす役割を示すとともに、具体的な留意事項

を指導助言するよう通知があり、校長の役割をより明確に位置づけるため、規則改正を提

案するものでございます。  

 それでは、八尾市立学校園の管理運営に関する規則の新旧対照表をごらん願います。  

 改正の内容でございますが、第７条におきまして、第３項として「校長は、大規模災害

の発生時においては、第１項に規定する計画に加え、八尾市地域防災計画及び関連するマ

ニュアル等を踏まえ適切かつ迅速に対応するとともに、防災担当部局が開設する避難所の

運営についても教職員とともに協力するものとする。」旨を新たに規定するものでござい

ます。 

 なお、規則改正の施行期日でございますが、平成 29年４月１日からとしております。  

 以上、甚だ簡単ではございますが提案の理由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、お願いいたします。  

 

【中山教育長】 ただいまの提案理由説明がありましたが、委員の皆様、何か質疑ござい

ますでしょうか。  
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【御喜田委員】 避難所運営の現状について、どうなっているのか教えていただけますか。 

 

【今岡教育総務部次長】 避難所は市が家屋の損壊、滅失、浸水、流出、放射性物質及び

放射能の放出等により、避難を必要とする市民を臨時に受け入れることができる避難所を

自治会、町会、小学校区の単位で指定するもので、現在八尾市立小中学校及び府立高等学

校等、50カ所を指定避難所として、市内コミュニティセンター等を第２避難所としており

ます。 

 指定避難所には、おのおの３人の避難所開設委員を配置し、避難所開設管理、避難者支

援のほか、避難所を拠点とする被災者支援対策を行うものとしております。  

 一方、開設するに際しましては、緊急を要する自主的な避難があった場合や、避難準備、

高齢者等避難開始、避難勧告・指示等が出されたとき、または出される見込みがある場合、

市民の避難を必要と認めた場合等については、市の災害対策本部の判断により開設するほ

か、震度５強以上を観測した場合や特別警戒が出されたときは、指定避難所の全てを開設

することとしております。  

 最近の開設実績は、平成26年度からの３カ年で見ますと、 26年度で３回、27年度で１回、

28年度は本日までに１回、それぞれ台風の接近により開設をしております。開設の規模は

26年度及び28年度に各１回、全コミセンを含む市内全域の指定避難所を開設しております。  

 

【中山教育長】 現状を事務局から説明しましたけれども、ほかに質疑等ありましたらお

願いします。  

  

【百瀨教育職務代理者】 これまでにも地震対応マニュアル、また学校の危機管理等につ

いてのマニュアルを出し、進めてきているわけですけど、この中の７条において、学校の

安全確認が最優先になるのだということが明記されているかと思います。  

 そういうことから考えて、やはり学校現場において、避難が起きた場合に、子どもの安

全ということに対して、最優先にしていくということを学校長にも明確に示していってい

ただきたいなと考えています。  

 もう１点は、「避難所の運営について協力する」という言葉が大変多く載っているかと

思います。現場においてどこまで協力するのかの範囲についてはきちんと示していくほう

がいいのではないかなと。それが教育の現場の混乱にならないだろうと思いますので、よ

ろしくお願いしておきます。  

 

【今岡教育総務部次長】 もちろん学校は教育活動を中心に行っていくところの中で、必

要に応じて、またできる範囲での対応ということを示していきたいというふうに考えてお

ります。避難所開設につきましては、市長部局が中心になってやっておるところですので、

そこでのしっかりとした対応ということの中での補助ということで、学校長にも改めて確

認をしていきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。ほかに委員の皆様、質疑等ありましたらお願いします。  
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【木下委員】  改正条文の第１項に規定する計画というのがどういうものなのかというこ

ととそれを加えた場合に、学校、教職員の負担等々はふえないのかどうかをお聞かせくだ

さい。 

 

【今岡教育総務部次長】 まず第１項の表記についてですけども、第７条第１項に定める

学校の警備及び防災の計画につきましては、例年５月に学校園より指導課に報告を上げて

いただいているものです。各学校で定めたものを学校安全計画としてご報告いただいてお

ります。  

 主な内容といたしましては、安全目標、安全教育、安全行事、安全管理の視点により、

計画としてまとめていただいております。また危機管理マニュアルや地震対応マニュアル

についても、教育委員会として毎年お示しし、各学校園におけるマニュアル整備を依頼し

ておるところでございます。  

 次に避難所の開設に関しまして、学校現場の負担についてのお話です。これまで八尾市

教育委員会においては、危機管理マニュアルにおいてさまざまな危機事象について対応マ

ニュアルを作成してまいりました。また平成 23年の東日本大震災の発生を受け、大規模地

震の発生対応については、危機管理マニュアルにあった記載を抜き出し、別に地震対応マ

ニュアルとして作成をしております。  

 以降、毎年危機管理マニュアル及び地震対応マニュアルともども改訂を行い、４月の校

園長会の連絡事項において改正内容を伝達し、学校園でのマニュアル整備について依頼し

ておるところでございます。  

 避難所運営への協力につきましては、既に地震対応マニュアルについて明確に記載して

おりますが、文部科学省からの通知等を踏まえ、今回規定を改正し避難所開設への協力を

明確に位置づけるものです。また文部科学省の通知にもあるとおり、避難所開設は第１に

は防災関係部局の責務であるという認識に立ちまして、学校現場においては補助的に協力

を依頼するもので、今回の改正により新たな学校での負担がふえるということはないと考

えております。  

 さらにこれまで記載がなかった風水害時の対策についても危機管理マニュアルに位置づ

け、その際にも避難所運営への協力について記載する予定でございます。  

 

【木下委員】  今まで八尾市としていろいろな災害について取り組んできたところへ、国

からの指定もあり、より明確化したということでよろしいでしょうか。  

 

【今岡教育総務部次長】 はい。そう考えております。  

 

【中山教育長】 東日本の大震災の後、このマニュアルはかなり苦労して事務局が作成し

て今日に至っていますが、その経過等々も大分やりとりを市長部局ともしたと思いますが、

瀧瀬次長、どうですか。 

 

【瀧瀬教育総務部次長】 教育長から今ご指摘いただきましたとおり、東日本大震災を受

けまして、その直後に地震対応マニュアルを作成しております。作成に当たりましては、
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当時の危機管理部局と連携調整しながら作成いたしましたが、百瀨委員がご指摘のとおり、

学校園におきましては児童生徒の安全が第一であるというスタンスに立ってマニュアルを

作成しております。  

 また大規模災害があったときには、教育活動の再開に向けた業務を行うことが教職員の

第一の責務でございますので、避難所開設の支援につきましては、そういった教育活動へ

の再開を軸にしながら、児童生徒の安全を確保した上で避難所の開設の支援を行うという

スタンスで地震対応マニュアルを作成させてもらったところでございます。 

 

【村本委員】  地域防災計画や関連するマニュアル等とありますが、学校現場においては

マニュアル間の関係や実際の指揮系統のあり方がわかりにくいということはないのでしょ

うか。 

 

【今岡教育総務部次長】 ただいまのご指摘につきましてですが、地域防災計画につきま

しては、今般改正がありましたことから、４月の校園長会での連絡事項におきまして、危

機管理課より説明する手はずで調整を進めておるところでございます。  

 また今回の規則改正が議決いただきましたら、同じ校園長会におきまして、総務人事課

として今回の改正の趣旨をお伝えするとともに、合わせて教育政策課より教育委員会でお

示ししているマニュアルの改訂についてもお知らせする予定で調整を進めておるところで

ございます。  

 またその際には、各種マニュアルの関連などについて説明できればと考えております。  

 

【村本委員】  わかりました。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 それでは、ほかに質疑がないようでしたら、採決に移らせていただきま

す。議案第９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か。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、議案第９号「八尾市立学

校園の管理運営に関する規則の一部改正の件」につきましては、原案どおり可決いたしま

した。 

  次に、議案第12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。提案理由を南生涯学習スポーツ課長より説明願います。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  それではただいま議題となりました議案第 12号「八尾市放

課後児童室条例施行規則の一部改正の件」につきましてご説明させていただきます。  

 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号の規定により、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、入室児童の増加に伴う児童室

の整備等に伴い、児童室の名称、位置、及び定員について変更する等につき、規則の一部

を改正する必要があるので本案を提出するものでございます。  
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 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」をご参

照願います。  

 改正内容につきましては、別表第１、第２条関係において、久宝寺地区、龍華地区、東

山本地区、そして美園地区の放課後児童室の数をそれぞれ３児童室とし、久宝寺地区、龍

華地区、東山本地区、美園地区、第３放課後児童室定員 40名を新たに規定するとともに、

西山本地区において放課後児童室の数を２児童室とし、西山本地区第１、第２放課後児童

室に改め、定員40名を新たに規定するもののほか、亀井地区の放課後児童室の数を３児童

室とし、亀井地区第３放課後児童室定員 40名を新たに規定するものでございます。  

 この規則につきましては、平成 29年４月１日から施行するものでございます。  

 以上まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよ

ろしくご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 

【木下委員】 今回の改正で40人規模、それを確保しようということが一つあるのかなと。

もうこれで待機を出さなくて、この４月は済むのでしょうか。  

 

【松月こども未来部参事】 待機が出るかどうかという部分のご質問なんですけれども、

一応29年度の申請の締め切りを１月の末に行いまして、 3,284件の申請がございました。  

 それから審査をしまして、３月の初旬に入室の許可決定というのを送っておりますが、

申し込みの状況におきまして一部の地域にかなり急増している地域もございました。そち

らの地区につきましては、特別教室をお借りしてそこを空調整備するなどということで、

何とか年度末まで、もしくは 29年度の当初に早々に工事に入るとかという形で調整を今行

いまして、ほぼ行けるということで、入室の許可を出しております。  

 また八尾地区等におきましては、学校の中だけではマンションの建築とかがありますの

で、なかなか全員は入れないという状況もございましたので、学校や図書館さんなどのご

協力もいただきまして、学校の校舎の中での児童室に加えて、青少年センターなどを活用

するということで、４月当初は一応待機はゼロということで入室許可を出した状況でござ

います。以上でございます。  

 

【木下委員】 １月末に応募が 3,248件あったということですが、許可を出されたのもこ

の数でしょうか。  

 

【松月こども未来部参事】 基本、この数でございます。ですが、その後に急遽保育しな

ければいけない方というのが、学校の推薦であったり、みらいの推薦であったりございま

すので、若干数はふえておるような状況で、 3,284件はほぼほぼ出していただいた方につ

いては審査しまして、問題のない方につきましては全員許可という形で出してございます。  

 

【木下委員】 最終の実数は何件なのでしょうか。  
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【松月こども未来部参事】 済みません。現在もまだ申請も来ていますので、恐らく実数

が出てくるのは大体いつも６月の議会でも発表していますので、そのときに確定数字とい

うのは出ますけども、今の段階では 3,300弱ぐらいになるであろうという予測数値でござ

います。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。今の参事の説明の中の急増の場所をもし教えて

いただけるならお願いできますか。  

 

【松月こども未来部参事】 学童に関しましては、保育所と違いまして、学校を超えてと

いう方の保育は難しゅうございます。それで今、先ほど申し上げました地域と言いますの

が、八尾とかあと亀井、それとか同じくＪＲ、近鉄、八尾の北側の用和、あと久宝寺とい

う形になっています。この辺の傾向を雑駁に申し上げますと、ＪＲ、近鉄の主要駅の付近

というのが開発も進んでいますし、保護者の方も共働きの率というのが 10年前と比べてか

なりふえているというのが傾向から見られるのではないかというふうに思います。以上で

ございます。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、いかがでしょうか。  

 

【御喜田委員】 済みません、学童を希望される方は今後どんどんふえていくと思います。

待機児童が出ないようにということで、定員をふやしたり児童室をふやしたりということ

で対策をされてよかったと思っているんですけど、今後さらにふえていくときに、また違

うやり方、他市では登録をしていて、一時的にその日だけとか、そういう形で子どもさん

を預かるようなサービスがあると聞いているんですが、そのようなサービス、また違った

形の学童のサービスを考えてはおられますか。 

 

【松月こども未来部参事】 学童自体の保育の仕方というのと、一時的な預かりというの

はなかなか課題も多くあるんですけども、待機を出さないために今後いろいろな手段を考

えていきたいとは思っています。  

 例えばこの前、11月ぐらいにご報告させていただいたと思いますけども、今年の６月ぐ

らいになると思うんですけども、高美で八尾隣保館さんが新たに老人の総合施設と密着し

た形で、隣接した学童保育を 40名規模で開設されると。我々はそれに対して、補助を出す

ことで学校の学童とほぼ同じような条件で預かっていただく、プラス、８時ぐらいまで預

かることが可能で、給食の提供も可能だと聞いておりますので、そういうメリットも生か

せるような運営ができるということを期待していますので、今後もまたそういう八尾の学

童保育に協力していただく社会福祉法人さんなどがふえるような働きかけを行っていきた

いというのが、まず一つでございます。  

 それと、総合的な課題ということで、学度保育以外にも放課後子ども教室等々地域でや

られているケースが多々ございます。そちらと、国の方針では連携して総合的な放課後対

策というのを進めていくのが我々のまた課題という形で今受けとめておりますので、学童、

保育、子ども教室、それぞればらばらに考えるのではなくて、総合的に、今おっしゃった
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様な部分の受け皿というのができないかという部分もまた検討してまいりたいと考えてご

ざいます。以上でございます。  

 

【御喜田委員】 はい、ありがとうございます。 

 

【中山教育長】 社会福祉法人とほぼ同じような条件で預かっていただくというのは料金

面でもでしょうか。  

 

【松月こども未来部参事】 現在まだ調整中ということもありますが、基本的に補助を出

させていただく条件の中で、できるだけ八尾の今預からせていただいている料金に近いよ

うな形で、まず６時までというのが我々の延長の預かりも含めての条件になっていますの

で、そこまでについてはまず同じ条件でできるだけ調整を図りたいというふうに思ってお

ります。  

 それでプラス、６時から８時の延長の部分につきましては、また別途料金設定という形

で希望される方を預かっていただくということで今考えているような事態でございます。  

 

【中山教育長】 また社会福祉法人の参入もということで、計画しているような状況です

ね。他の委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

【百瀨教育長職務代理者】 どんどん増加していく傾向にあるということはよくわかるわ

けですけれど、何よりも物理的に施設面を今後どうしていくかと、この考えに尽きるので

はないかなと。こども未来部それから教育委員会ともにしっかり連携をとって、待機児童

の問題解消には努めていかなければならないと思っております。  

 市長部局はこの件について、どのようなスタンスを持っているのかがわかるようでした

らお聞かせ願いたいと思います。  

 

【山原こども未来部部長】  待機児童を31年までに認定こども園、公立保育園整備ととも

にゼロにするというお約束をさせていただいているわけでございます。  

 ただ少子高齢化が進んでいると言われる中で、保育ニーズというのは毎年200、300の枠

をふやしても足りないという状況でございます。ただ、市長も言われているように、全て

の八尾市の子どもたちを必ず受け入れるということで、待機児童は必ずなくしたいと思っ

ています。  

 放課後も当然同じように女性の活躍推進、１億総活躍という国の方向性も出ております

ので、女性が輝けるようにというときに、子どもさんをお預かりする施設というのは、完

全に充足させる必要があるというふうに思っています。  

 これはつくればいいというものでもなかなかございません。子どもの数はこれからどう

なっていくのかというところもしっかり見きわめた上で、全ての子どもさんを受け入れら

れるような体制を整えていきたいと。これについては、公立だけではなしに、民間も公立

も関係なく一緒に全ての子どもを社会全体で支え育てていくという、こういう思いの中で、

今待機をゼロにしていく、一刻も早くしていきたいということで、この４月にも待機は出
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ます。これをどう29年度中になくしていくのかということで、公立の保育所でも今保育士

さんの確保がなかなか難しいんですが、 74名の０、１、２歳の子どもさんを受け入れさせ

ていただくと。簡易保育所でも約 20名の子どもさんを受け入れしていくということで、議

会でも報告をさせていただいているんですけど、 94名の子どもさんを29年度中に受け入れ

ができれば、待機は一定ゼロに近くまでにおさまるのかなと思っています。  

 また30年の４月には、新しく民間ですけれども２園の新設園ができるということで、 30

年の４月にはゼロにできるのではないかなと。ただこれを上回る以上の保護者の皆様のニ

ーズが出てくるということになりますと、これはまた次の手だてを打っていかなければい

けないということになるのですけど、お母さん方は働いていただくと、社会で活躍いただ

くということに関しては、どんどんそういうお預かりできるような体制を整備しながらや

っていくということが何よりかなと思ってございますので、一定今の計画上では 30年４月

に何とかという部分もありますけど、これはニーズの問題があったりとか、ありがたい話

ですけど、子どもの数がふえたり、これ、 28年４月は若干ですけどゼロ歳から５歳までの

子どもさんの数が若干ふえております。  

 今は転入も今回この八尾地区では 105戸のマンションと 30から40戸ぐらいのマンション

が建ったことによって、子どもの数もその分についてはふえてくるのかなと。また曙川地

区でも 150からの住宅開発が今後進んでくるということになりますので、人口がふえて子

どもさんの数がふえるということも何よりと思っていますので、我々も最大限努力をした

中で待機を絶対に出さないという決意で今進めておりますのでどうかご理解ご協力をお願

いしたいと思います。  

 

【中山教育長】 今、山原部長から０歳から５歳の話もおりまぜてご説明いただいたんで

すけれども、その０歳から５歳の子がゆくゆくまた放課後児童室に上がってくる子たちに

なるという状況になるので、また先ほど百瀨職務代理がおっしゃったように、教育委員会

と共同でともにこれは考えていかなければならない大きな課題だと思いますので、よろし

くお願いいたします。委員の皆様、よろしいですか。それでは、採決に移らせていただき

ます。議案第 12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 12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、原案どおり可決いたしました。  

 次に、議案第13号「八尾市学校ＩＣＴ推進計画策定の件」について審議いたします。提

案理由を山本教育サポートセンター所長より説明願います。 

 

【山本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 13号「八

尾市学校ＩＣＴ推進計画策定の件」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２条第２号の規定により、議決を求め

るものでございます。  

 提案の理由ですが、平成32年度の小学校、平成33年度の中学校における学習指導要領改
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訂を見据えた教育の情報化の方向性を示す八尾市学校ＩＣＴ推進計画を策定するため、本

案を提出するものでございます。  

 それでは、まず１枚めくっていただきまして、目次をご参照願います。  

 本推進計画は、６章構成となっており、第１章が「計画策定の趣旨と位置づけ」、第２

章が「ＩＣＴ活用による授業改善について」、第３章が「児童生徒の情報活用能力（情報

リテラシー）の育成について」、第４章が「学校における校務の情報化の推進について」、

第５章が「学校ＩＣＴ環境の整備について」、第６章が「教育委員会及び学校における情

報化の推進体制について」となっております。 

 それでは、１章から順にご説明いたします。４ページをご参照ください。  

 １、策定の趣旨につきまして４ページから５ページまで記載いたしております。こちら

は中央教育審議会の次期学習指導要領に向けた審議のまとめ等の内容をもとに、国及び八

尾市におけるこれまでのＩＣＴ推進の動向や今後の八尾市におけるＩＣＴ推進の取り組み

等、本計画の策定の趣旨を記載しております。  

 次に、６ページでございます。  

 ２番、計画の位置づけとして、八尾市学校ＩＣＴ推進計画と国や大阪府、八尾市の各種

計画との相関図を掲載しています。  

 ３、計画期間につきましては、平成29年度から32年度の４年間としています。  

 次に、７ページをご参照ください。  

 ４、基本方針において、「八尾市学校ＩＣＴ推進のめざすもの」３点と各章を関連づけ

て記載いたしております。  

 次に、第２章、ＩＣＴ活用による授業改善についてご説明します。８ページをご参照く

ださい。  

 教科指導でのＩＣＴ活用の類型といたしまして、（１）  授業準備や教材研究のための

ＩＣＴ活用、（２）学習指導のためのＩＣＴ活用、（３）児童生徒が操作スキルを身につ

けるためのＩＣＴ活用、の三つに分類して記載いたしております。  

 次に９ページをご参照ください。  

 文部科学省の「教育の情報化の実態等に関する調査」の結果をもとに、平成 25年度から

平成27年度までの八尾市の教員のＩＣＴ活用指導力の調査結果の推移を記載しております。

項目ＡからＣの三つの項目について記載いたしておりまして、項目Ａは「教材研究・指導

の準備・評価などにＩＣＴを活用できる」と回答した教員の割合。項目Ｂは「授業中にＩ

ＣＴを活用して指導できる」と回答した教員の割合。項目Ｃは「児童・生徒のＩＣＴ活用

を指導できる」と回答した教員の割合となっております。  

 項目Ａについては、小学校・中学校ともに年々向上しておりますが、中学校が「でき

る」と回答した教員の割合が高くなっております。これは中学校についてはおおむね教員

一人につき一台のパソコンが配備されているため、教材研究や成績評価についてＩＣＴ機

器を活用しやすい環境になっているためと思われます。  

 また、項目Ｂにつきましても、小学校・中学校ともに年々向上しております。こちらは

小学校の方が数値が高くなっております。これは小学校では全ての普通教室に大型テレビ

とノートパソコンが配備され、授業でＩＣＴ機器を活用しやすい環境になっているためと

思われます。  
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 項目Ｃにつきましては、小学校・中学校ともに横ばいとなっており、児童生徒がパソコ

ン等を使う形での学習指導を行うための指導力の向上が課題となっておりますので、学校

ＩＣＴ機器の活用に関する教員研修や情報発信を行い、指導力の向上に努めてまいります。  

 次に、10ページに記載いたしております、（２）学校ＩＣＴ活用推進のための研修につ

いて、におきましては、その現状と課題について、また教育委員会及び学校における研

究・研修の推進体制につきまして記載いたしております。  

 続きまして、11ページから12ページに記載しております、（３）デジタル教材の導入・

活用について、においては、学校へのデジタル教材やデジタル教科書の導入の動向や効果

等についてまとめております。  

 13ページには、第２章に関する取り組みの実施スケジュールを記載しております  

 続きまして、14ページをご参照ください。  

 第３章の「児童生徒の情報活用能力（情報リテラシー）の育成について」  

 学校における情報教育及び情報モラル教育についてまとめております。  

 「１、学校における情報教育について」の（１）では、情報教育の目標とするものを、

① 情報活用の実践力、②  情報の科学的な理解、③ 情報社会に参画する態度の３点に整

理いたしております。  

 （２） 学校における情報教育の内容、では、①  小学校の内容、②  中学校の内容に分

けて記載いたしております。また、（３）プログラミング教育について、において、平成

32年度から実施の次期学習指導要領から小学校で必修となる内容として、プログラミング

教育について記述いたしています。なお、プログラミング教育については新しい内容であ

り、十分に準備を整えるため、今年度よりＩＣＴ担当者を対象に実習形式の研修を開始し

ております。  

 次に、同じ 15ページから16ページに記載いたしております、２．情報モラル教育につい

て（情報セキュリティを含む）、をご参照ください。  

 （１）情報社会の児童生徒の現状と課題、においては、児童生徒がスマートフォンやゲ

ーム機でインターネットを利用することによって生じる対人関係のトラブル、ウイルス感

染や、安易な考えによる個人情報の流出など現状と課題について記載いたしております。  

 それに続きます（２）情報モラルの基本的な考え方、においては、情報モラル教育の内

容について記載いたしております。  

 （３） 情報モラル教育の推進方策では、情報モラル教育をさまざまな教科・領域にお

いて計画的に繰り返し指導していくこと、家庭や地域向けにも発信していくこと等を記載

いたしております。  

 17ページには、第３章に関する取り組みの実施スケジュールを記載しております。  

 続きまして、18ページから21ページまで記載しております第４章、学校における「校務

の情報化」の推進について、六つの項目に分けて記載しております。  

 まず18ページには、校務の情報化の目的、校務の効率化、及び校務情報の取り扱い、に

ついて、次の 19ページには、（４）校務の情報化に向けて、及び（５）シンクライアント

システムの導入、20ページには、（６）校務支援システムの導入、について、目的や現状、

今後の方向性に関する内容を記載しております。  

 21ページには、第４章に関する取り組みの実施スケジュールを記載しております。  



－15－ 

 続きまして、第５章の、学校のＩＣＴ環境の整備について、の内容について申し上げま

す。 

 22ページをご参照ください。  

 １、国の動向では、学校教育の情報化についての計画及びＩＣＴ環境整備目標について

記載いたしております。 

 続きまして、２、八尾市の学校ＩＣＴ環境の現状と課題、でございますが、（１）には

国の指標と八尾市の整備状況の比較を記載しております。  

 続いて、23ページでございます。  

 （２）授業等でのＩＣＴ活用に関する環境整備につきましては、コンピュータ室、普通

教室、特別教室と学校図書館に分けて現状と課題を記載いたしております。  

 24ページから記載の（３）校務でのＩＣＴ活用に関する環境整備、につきましては、第

４章において詳述しておりますので、こちらでは簡潔な記述とさせていただいております。  

 それに続いて（４）通信環境等について、また 25ページに（５）サポート体制について、

それぞれ記載しております。  

 次の３、八尾市の学校ＩＣＴ環境整備の目指す姿、でございますが、八尾市の標準的な

学校ＩＣＴ環境の目指す姿をこちらに示しております。国の指標とほぼ同じですが、既に

達成しているものもございますので、八尾市の現状に合わせて内容を変えております。  

 26ページには、第５章に関する取り組みの実施スケジュールを記載しております。  

 第５章については以上でございます。  

 続きまして、27ページから28ページにかけて記載いたしております、第６章、教育委員

会及び学校における情報化の推進体制について、をご参照ください。 

 １は、教育委員会及び学校における情報化の推進体制を図で示しております。  

 ２、学校ＩＣＴ推進における教育委員会の役割、につきましては、 

 （１）ＩＣＴを活用した授業改善と情報教育の充実  

 （２）学校のＩＣＴ環境整備（校務の情報化を含む）  

 （３）リスクマネジメント  

 （４）情報公開・広報・広聴  

 （５）人材育成・活用 

 （６）関係部局・学校との連携  

 の６項目に整理させていただいております。  

 28ページの３、学校ＩＣＴ推進における学校管理職・ＩＣＴ担当者の役割、につきまし

ては、 

 （１）ＩＣＴ環境整備、運用の工夫  

 （２）情報セキュリティへの対応 

 （３）ＩＣＴ活用と情報教育の教育課程への位置づけ 

 （４）校務の情報化による校務の効率化  

 （５）情報公開・広報・広聴（学校ホームページ）  

 （６）校内研修  

 の６項目に整理させていただいております。  

 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議を
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お願いいたします。  

 

【中山教育長】 この件に関しましては教育委員の皆様に何度も協議会の場でご指摘いた

だいた部分をかなり改善していただいて、今日のこの形での提示に至っているわけですけ

れども、いろいろなところで工夫を凝らしてもらって、一番課題となっていました、９ペ

ージの表のところをもう一度説明いただきたいと思います。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  この表につきまして、平成 25年度から27年度の間に

どのように変化しているか、特に平成 25年、26年、27年度と、中学校はシンクライアント

システムを２校、それから８校、それから５校という形で導入しておりますので、その流

れの中で、大きく変わったと思われますのが、先ほどもご説明差し上げましたが、中学校

で申し上げますと、項目Ａの「教材研究指導の準備評価などにＩＣＴを活用できる」と回

答した教員の割合が、大きくふえております。  

 まだ使い始めの年度は使い方等、研修も行っておりますが、教職員もまだ十分に熟知し

ていない部分もございましたけれども、この間、担当者を集めての会議であるとかそうい

う場面で感想を聞いておりますと、非常に使い勝手がよくなってきて、たくさん使ってい

るという意見もいただいておりますので、恐らく今集計中ですけれども、平成 28年度はも

っとふえているかと思われます。  

 

【中山教育長】 25ページの環境整備の目指す姿のところの、四角で囲った中の一つ目の、

４クラスに１クラス分の可動式教育用コンピュータの配備というのを、詳しく説明いただ

けたら。  

 

【小川指導主事】 こちらの４クラスに１クラス分ということでございますが、１日の授

業の中で１日に１回はＩＣＴ機器を使った授業を行えるようにということで、４時間に１

回はＩＣＴ機器を使えると考えております。その順番であるとかスケジュールを組んだり

したときに、４クラスに１クラス分の台数が整備されていれば、順番待ちのためにほかの

クラスで使っているのでパソコンを使った授業ができないとか、そういう問題が発生しな

いであろう基準として、４クラスに１クラス分の可動式と考えました。タブレットであり

ますので、保管庫に入れて持ち運んで、いろいろな教室で活用ができると思われます。そ

ういった形で記載をさせていただいております。  

 

【中山教育長】 イメージとしてはタブレットの配備と考えていいということですね。  

 教育委員の皆様いかがでしょうか。  

 

【木下委員】  ９ページの表ですが、八尾市のコンピュータの配置傾向等々がよくわかる

表を挙げていただいたと思っているんですが、これを見た上で微妙な差なんですけど、小

学校のほうが活用がされていて、中学校のほうが若干低いと、その傾向はどう評価されて

いますでしょうか。  
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【山本教育サポートセンター所長】 小学校のほうは普通教室に大型テレビとパソコンを

１台ずつ配備しております。中学校は学年に１台、各学校に４台、同じように大型テレビ

とパソコンを配備しておりますので、その分授業で使いやすい環境に、小学校のほうが、

あるということで、小学校のほうが活用の度合いが高いという回答になっているかと思い

ます。 

 

【木下委員】  設備の問題であって教員の問題ではないと読めばいいわけですか。それは

次の研修の問題にもなるし、もしそうなら、しっかりと配備してもらわなければ困るしと

いうことになるんです。 

 

【中山教育長】 木下委員のご指摘は、授業改革等々が中学校はどうなのかということに

もつながっていくかと思うんですけれども、事務局、よろしくお願いします。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  小中に限らず、いろいろな機械を入れさせていただ

いて、使い方もだんだんわかってこられたところなんですが、次期学習指導要領にもあり

ますように、学び方も改善、指導方法も改善していくという中で、もっとＩＣＴの活用は

深められるのではないかと考えております。これは小が特にとか中が特にというわけでは

なく、どちらにおいてもその使い方、こんな活用方法があるというのをこちら側から情報

発信をしていく必要はあるかと考えております。  

 それにつきましては、本年度も課題意識を持っておりまして、ＩＣＴ通信という形で、

具体的な活用方法について通信を発行し始めたところでございます。 

 

【中山教育長】 わかりやすい通信の発行をしていただいているのですけれども、現場の

その通信に対する反応とかは返ってきていますか。  

 

【小川指導主事】 私が研究授業を見に行かせていただいたときなどに、実際にＩＣＴ通

信の中で紹介したパワーポイントの使い方であるとか、大型テレビの使い方等、実際に授

業の中で活用していただいている場面を幾つか見ることができましたので、そのあたり、

成果として実感しておるところでございます。  

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様いかがでしょうか。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 当然ＩＣＴ機器、パソコン等が小学校では足りないという現

実があるのかと思います。この足りない部分はどこで補充していくのか。そうなれば当然

市長部局との話し合いになっていくのだろうと。十分にこの件について、教育委員会だけ

で進めることなく、市長部局とのきちんとした話し合いの中で進めていかないと、この計

画が根底から崩れていってしまうようになっていくだろうと思いますので、よろしくお願

いしておきたいと思います。 

 ＩＣＴの活用について、こうやって見て、今後現場において現実的にチャレンジテスト

との関係はどうなるのだろうと。またデジタル教科書についての関係はどうなのか。本当
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に子どもたちにどのような能力をつけたいと思っているのかと。  

 このあたりはやはり具体的にもっておかないと、形だけのものに終わってしまうと思い

ますので、よろしくお願いしておきたいと思います。  

 

【中山教育長】 事務局、今の件もどうかよろしくお願いします。情報システム室ともか

なり連携をとってもらっているので、それも引き続きよろしくお願いしておきます。  

 それでは、採決に移らせていただきます。議案第 13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】 ありがとうございます。全委員異議なしと認めます。よって議案第13号

「八尾市学校ＩＣＴ推進計画策定の件」について、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、続きまして報告事項に移らせていただきます。 

 「平成28年度第３回総合教育会議について」、高橋総務人事課長より報告願います。  

 

【高橋総務人事課長】 それではその他、報告事項といたしまして、「平成 28年度第３回

総合教育会議について」ご報告させていただきます。平成 28年度第３回総合教育会議につ

きましては、このたび市長より開会のご案内がありましたのでお知らせさせていただくも

のでございます。  

 まず日程でございますが、平成 29年３月29日水曜日午後３時で、会議の場所については

本館８階、第２委員会室でございます。  

 つきましては、当日の協議内容に関しまして、この後、教育長と教育委員の皆様による

協議をお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

 報告は以上でございます。  

 

【中山教育長】 事務局、ほかに何か連絡事項はありませんか。  

 それでは、議案第10号及び第11号に関しましては、冒頭にお諮りしましたとおり非公開

で行いますので、議事の都合により暫時休憩とさせていただきます。 

  

(休憩) 

 

(以下、非公開審議) 

 

【中山教育長】 それでは、議事を再開いたします。  

議案第10号「平成29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。

提案理由を今岡教育総務部次長より説明願います。  
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【今岡教育総務部次長】 それでは、議案第10号「平成29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

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 29年度八尾市教育委員会事務局人事について、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) 

 

【百瀨教育長職務代理者】配置について、どのようなことを配慮したのですか。  

 

【今岡教育総務部次長】勤務歴や個々の特長を生かした配置をしております。  

 

【百瀨教育長職務代理者】指導主事や主査以外の人員配置はどうなっていますか。  

 

【中山教育長】 退職校長等、それぞれ経験が活かせる者を配置する予定です。ほかに質

疑はございませんか。ないようでしたら、採決に移らせていただいてよろしいですか。議

案第10号につき、原案どおり可決することにご異議ございませんか。  

 

【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 10号「平成 29年度八尾市

教育委員会の人事に関する件」について原案どおり可決しました。  

 

【中山教育長】  それでは、次に議案第 11号「平成29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。提案理由を今岡教育総務部次長より説明願います。  

 

【今岡教育総務部次長】 それでは、議案第 11号「平成29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

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 29年度八尾市立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) 

 

【百瀨教育長職務代理者】 指導主事を併任する園長がいるようですが、その意図は何で

すか。 
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【今岡教育総務部次長】 認定こども園への移行に向け、幼稚園現場、教育委員会の両面

から幼児教育の推進を図りたいという考えからです。  

 

【御喜田委員】併任ということで、園運営には支障はありませんか。  

 

【今岡教育総務部次長】校長、嘱託園長の経験のある者を副園長として配置する予定です。  

 

【中山教育長】幼児教育の充実、認定こども園への移行を念頭に置いた人事配置となって

おります。ほかに質疑はございませんか。ないようでしたら、採決に移らせていただいて

よろしいですか。議案第11号につき、原案どおり可決することにご異議ございませんか。  

 

【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 11号「平成 29年度八尾市

教育委員会の人事に関する件」について原案どおり可決しました。  

以上をもちまして、本日の議事はすべて終了しました。それでは、３月定例教育委員会

を終了します。 


