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４月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、４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百瀨委員を指名いたします。 

 

【中山教育長】 では、３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、３月定例会会議録について承認と

決しました。  

 

【中山教育長】 続きまして３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、３月臨時会会議録についても承認

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。  

  

開 催 年 月 日  平成２９年４月２１日（金）  

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 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・馬場教育総務部次長兼教育政策課

長・万代教育総務部次長・西崎教育総務部次長兼八尾図書館長・亀

甲学校教育部次長・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・式学務給食課長・菊池指導課長・山本教育サポート

センター所長・森人権教育課長・田頭教育総務部参事・大木学校教

育部参事・塚本学校教育部参事・奥学校教育部参事  
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（教育長報告）  

３月22日（水） 

 

 

３月23日（木） 

３月24日（金）  

３月25日（土）  

３月27日（月）  

３月28日（火）  

３月29日（水）  

３月30日（木）  

３月31日（金）  

４月１日（土） 

４月２日（日）  

４月３日（月）  

 

 

４月４日（火） 

４月５日（水） 

４月６日（木） 

４月７日（金） 

４月10日（月） 

４月12日（水） 

 

４月13日（木） 

４月14日（金） 

 

４月16日（日） 

定例教育委員会  

臨時教育委員協議会  

生涯学習センター学習プラザ運営審議会  

校園長会  

市議会定例会本会議（第６日）  

常光寺本堂保存修復落慶式  

臨時教育委員会  

訓示式（出向職員等）  

第３回総合教育会議  

辞令式（転出指導主事）  

訓示式（退職者）及び辞令式（八尾市立学校園長等）等  

ボッチャ競技講習会・オープン大会  

東山本小学校区「はるごと」  

訓示式（八尾市教育委員会事務局職員管理職）  

大阪経済法科大学第47回入学式  

八尾市公立学校教職員採用辞令交付式  

部長会等  

大阪府市町村教育委員会委員長・教育長会議  

校園長会及び教頭会  

市内企業の新入社員を励ます集い  

辞令交付式（生徒指導主事）  

新任校園長研修会  

未成年者飲酒防止街頭キャンペーン  

生活大学（第１回講師）  

定例教育委員協議会  

大阪府都市教育長協議会４月総会・定例会  

曙川東地区指導者委嘱状交付式  

 

【中山教育長】 他の委員の皆様からこの間の活動状況につきまして、何かありましたら

ご報告お願いいたします。４月６日の校園長会、教頭会には教育委員の皆様にもご出席い

ただきまして、ありがとうございました。  

 それでは、質疑がなければ次に進ませていただきます。  

 

｛ 報告事項 ｝ 

 

【中山教育長】 今日は議案審議はございませんので、報告事項に移らせていただきます。 

 まず、「平成29年度教職員人事異動について」、今岡教育総務部次長より報告願います。  
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【今岡教育総務部次長】 それでは、平成28年度末、29年度当初の教職員人事異動につい

て、ご報告申し上げます。  

 資料をご覧ください。数値的には、昨年度と大きな変化はございません。児童数、生徒

数、園児数はいずれも減少傾向にあります。小学校児童数の減少は、ピークを過ぎたよう

に思っておったのですが、昨年度 202の減に対しまして、本年度は 314減と、減数が増えて

おります。  

 また、中学校では、平成26年度から180名を超える減少が続いております。  

 首席・指導教諭の配置につきましては、全校配置を目指しておりますが、小学校で２校、

中学校で１校配置には至ってはおりません。一方指導教諭の配置がまた、一方指導教諭の

配置が十分進んでいないことが課題となっております。今後もミドルリーダーの育成に力

を入れていきたいと考えております。  

 裏面をご覧ください。人事異動数につきましても、昨年度とおおむね同じ数となってお

ります。管理職の退職者数が 16名となっております。管理職選考受験者の確保、候補者の

育成について、引き続き力を注いでいきたいと思っております。  

 ２枚目以降は、教員の年齢分布となっております。３ページが小学校管理職、４ページ

が小学校の教諭等、５ページが中学校・特別支援学校の管理職、６ページが中学校・特別

支援学校の教諭、７ページが幼稚園の年齢分布となっております。管理職の定年退職者は

29年度末で15名、30年度末で13名となっております。一般教職員の年齢分布は、これも昨

年同様ですが、つぼ型で、特に小学校ではそれが顕著にあらわれております。 20代、30代

の教員が、小学校で約 75％、中学校でも70％となっておりまして、管理職、指導主事の確

保が引き続き課題となっております。各校に推薦者を多く出していただきますよう働きか

けていきたいと思っておるところでございますが、一方で、任期つき校長や再任用校長の

配置、また若手教職員を委員会で勤務させた後、また学校に戻してと、さまざまな対応を

考えているところでございます。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、平成28年度末、29年度当初の教職員人事異動につい

て報告を終わらせていただきます。 

 

【中山教育長】 委員の皆様方、何かご質問等ありましたらお願いします。  

 今、次長からも報告がありましたように、管理職の確保に苦慮している部分はあります

が、今年度は配置できました。女性の校長が８人、９人いる年度がありましたけれども、

校長の女性比率が下がっているという現状もあります。このあたり、事務局いかがですか。  

 

【今岡教育総務部次長】 首席や指導教諭、特に指導教諭では女性も増えておりますし、

委員会にも積極的に女性の登用も考えながら、先々見据えて女性の管理職の率を高めてい

きたいと考えております。  

 

【中山教育長】 よろしくお願いします。よろしいですか。  

  

【百瀨教育長職務代理者】 今、教育長からも管理職に対して非常に今後苦慮する場面が

出てくるであろうという話が出ましたが、他市交流を、過去、中河内ではやってきており
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ます。過去の例からすると、３年たてばまた元の市に戻り、いろいろ他市で学んだことを

各市に生かしていただくという趣旨のもとに進めてきたと思います。今、実態はどうなっ

ているのか、具体的にお聞かせ願えたらと思います。  

 

【中山教育長】 管理職と教諭とを分けて説明させていただいたらよろしいですか。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 よろしくお願いいたします。  

 

【今岡教育総務部次長】 管理職につきましては、今ご指摘いただいたとおり、過去３年

ぐらいでまた戻ってきてということがございます。実際、今、他市に行っております校長、

教頭、管理職は２名おります。異動したときの年齢も関係いたしますので、前のように必

ず戻るということはない場合もございますが、また他市で経験を積んでいただいて、八尾

に戻ってきて活躍いただけることを期待しておるところです。  

 また、教諭につきましては、チャレンジ人事交流というのがございまして、東大阪、柏

原に出て、２年経験した後また戻ってきて、他市での経験を生かして活躍いただけるとい

うことで、毎年１名ないし２名が柏原、あるいは東大阪で交流に出ておるところでござい

ます。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 ぜひ八尾市で育った先生方が八尾市で活躍できる場をこれか

らもぜひ広げていっていただくとともに、ぜひ大阪府下からもいい人材八尾市のために確

保していくよう、よろしくお願いしたいと思います。  

 

【中山教育長】 再任用校長も今年１名誕生しました。また、先ほど説明の中で、任期つ

き校長も今後採用していくという内容もありました。どうか事務局大変ですが、よろしく

お願いします。よろしいでしょうか。  

  

【村本委員】  本市は全国と比べて男性・女性の比率が、どうなっているかということを、

教えていただけたらと思います。  

 

【今岡教育総務部次長】 全国と比較したことというのは、正直ございませんので、また

調べてみたいと思いますが、府下を見ますと、府下全域並みということで、特に八尾が特

徴があるということはございません。  

 

【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、続きまして、「平成29年度事業計画について」、馬場教育総務部次長兼教

育政策課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、平成 29年度事業計画につきまして、
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ご報告させていただきます。  

 お手元配付資料、定例教育委員会報告資料、平成 29年度事業計画をご参照お願いいたし

ます。 

 教育振興計画にあります４つの基本方針ごとにまとめております。まず１ページ目、基

本方針１、幼児教育の充実では、就学前施設に通う子どもたちが健やかに育つことのでき

る幼児教育の充実を図ります。とりわけ、幼児教育と小学校教育との円滑な接続を図るた

め、幼稚園・保育所園・認定こども園の保育者と小学校教員の合同研修会を実施するとと

もに、就学前教育・保育実践の手引きや接続期における教育・保育実践の手引きを生かし

た幼児教育の実践を進めます。  

 また、就学前施設における教育・保育と子育て支援計画（公立の認定こども園の整備）

に基づき、市域全体において認定こども園の整備促進を図るとともに、指導計画等の研究、

作成を進めます。  

 次に、基本方針２、学校教育の充実では、知徳体のバランスのとれた児童・生徒を育成

するため、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成を初め、家庭・地域社会との連携、

教職員の指導力の向上等、効果的な施策展開を図ります。とりわけ、平成 30年４月の中核

市への移行を契機に、八尾市の教職員は八尾で育てるという考えのもと、（仮称）八尾市

教育センターを高安地区、旧高安中学校校舎に設置し、地域資源である自然環境、歴史遺

産などを最大限に生かして、郷土を愛する子どもの育成や教育相談・支援機能の充実を図

るとともに、フロンティア校である高安小・中学校と一体となって、小中一貫教育を初め

としたより実践的な研究・研修を進め、市内の学校にその成果を発信・共有するなど、本

市の教育の総合力を高めます。  

 さらに、子どもの学ぶ意欲の向上と学習習慣の定着を図るため、放課後学習の充実を図

るとともに、新しい学習指導要領に向けた先行的な取り組みとして、子どもみずからの課

題の発見、解決に向けた主体的・対話的な深い学びといったアクティブ・ラーニングを初

めとした学習指導の改善等に取り組みます。  

 また、学校教育全体を通して、規範意識やマナー、自他の人権を尊重する意識と態度を

育てるとともに、健やかな体を育成するため、体力向上や健康教育を引き続き推進してい

きます。  

 なお、基本方針２のうち、学力向上推進事業、教育研究・研修事業は重点事業として取

り組み、また、（仮称）八尾市教育センター整備事業は新規事業として取り組んでまいり

ます。 

 次に、５ページ、基本方針３、子どもたちの教育機会の保障では、全ての児童・生徒が

安全に、安心してひとしく学ぶことができるように、多様なニーズに対応した教育の推進、

教育相談及び教育支援体制の充実、学びと育ちの経済的支援、学校・地域連携推進、教育

環境の整備の取り組みを進めます。とりわけ、子どもを取り巻く環境が複雑・多様化する

中、支援を必要とするケースが増加していることから、学校だけでの対処が困難となって

きており、スクールソーシャルワーカーを増員し、教職員等への研修や具体的な事案への

ケース会議でのアセスメント等を通して、学校現場における生徒指導体制や、家庭におい

てさまざまな課題を抱える子どもへの支援体制の充実強化を、他の専門職との連携を図り

ながら進めていきます。 
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 さらに、学校と家庭、地域との連携によって、ともに子どもの成長を支えていく体制を

つくるために、家庭や学校の抱える課題の解決に向けた取り組みを行えるよう、地域にお

いて日常的に教育課題を共有し、議論できる仕組みづくりを進めます。  

 また、安全で良好な教育環境の整備を図るため、公立中学校の普通教室等へのエアコン

整備を進めます。今後の本市の教育課題に対応していくため、高安中学校区では、本市の

教育振興のフロンティア校における小中一貫教育を、桂中学校区では、小規模校の活性化

に向けた研究を進め、義務教育９年間を見据えた育ちと学びの連続性・一貫性について実

践を図ります。  

 なお、基本方針３のうち、スクールソーシャルワーカー活用事業、学校施設管理運営業

務につきましては重点事項として取り組みを進めてまいります。また、学校・地域連携推

進事業については、新規事業として取り組んでまいります。  

 最後になりますが、８ページ、基本方針４、生涯学習とスポーツの基礎を培うでは、地

域に受け継がれてきた歴史的風土や文化財を次の世代につなぎ、歴史資産を生かしたまち

づくりを進めるため、歴史学習の場としての活用、市民と協働した調査・保全活動、情報

発信等に取り組みます。とりわけ、平成28年度に発見されました、続日本紀に記載がある

弓削道鏡と称徳天皇ゆかりの由義寺の手がかりとなる貴重な遺構につきまして、引き続き

調査を行うとともに、歴史資産のまち「やお」として国史跡の高安千塚古墳群を初めとい

たしまして、本市が有する豊富な歴史性や文化財を生かした魅力発信を進めていきます。  

 また、市民が生涯にわたって自己の人格を磨き、豊かな人生を送るため、平成 27年度に

策定いたしました八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画に基づき、誰もが生涯にわた

って学ぶことができ、その成果が社会に還元できるまちの実現に向けた各種生涯学習の取

り組みを進めます。とりわけ、地域分権・女性活躍の推進などをより一層進めるため、ま

ちづくりにかかわる人材の育成につながる講座を行うなど、市民が学びを深める機会の充

実を図ります。  

 さらに、まちの中の達人の仕組みを再編することで、より一層市民が地域で活躍できる

場づくりを進めるとともに、地域と学校等との連携を図る中で、家庭の教育力の充実を推

進します。  

 なお、基本方針４のうち、歴史資産のまち‘やお’推進事業、そして生涯学習推進事業、

生涯学習人材バンク推進事業、家庭教育学級事業、体育施設整備事業、これらにおきまし

ては重点事業として取り組んでまいります。  

 以上、まことに簡単な説明ではありますけれども、平成29年度の事業計画の報告とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 この事業計画つきましては、今までも整合性をとりながら説明してまい

りましたが、今回こうして形として見やすくしていただいたということですが、よろしい

でしょうか。事前に話し込みをして、この計画まで至っておりますので、これは報告とい

うことで受けさせていただきます。  

 委員の皆様、よろしいでしょうか。今まで話し合ったことが形となってこうしてあらわ

れたと認識しておりますし、実際にこれを事業としてやっていっていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。  
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 それでは、引き続き、「幼稚園保育料等に関する条例の一部改正について」、馬場次長

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、八尾市立幼稚園保育料等に関する条

例の一部改正につきまして、ご報告させていただきます。 

 本件は、去る２月定例教育委員会でご審議・ご議決いただきました議案第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の

結果につき、教育長に対する事務委任等に関する規則第７条第２号の規定に基づき報告す

るものです。  

 資料をご参照いただきたいと思います。今回、子ども・子育て支援法施行令の一部を改

正する政令が平成29年３月31日に公布されたことに伴い、八尾市幼稚園保育料等に関する

条例の一部改正する条例を平成29年３月31日付で専決処分いたしました。  

 改正内容につきましては、まず、１点目でございますが、市民税非課税世帯の第２子無

償化について、第３子以降が無償とされておりましたが、改正後は第２子以降の保育料を

無償といたしました。  

 次に、２点目ですが、ひとり親世帯等の保護者負担軽減といたしまして、第１子半額、

第２子以降無償となっておりましたが、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し、本市におきましては、第１子 1,500円、第

２子以降を無償といたしました。  

 なお、本条例の施行日は平成29年４月１日となっております。参考に、条例の改め文、

新旧対照表を添付させていただいております。 

 以上、甚だ簡単ですけれども、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

てのご報告とさせていただきます。 

 

【中山教育長】 これにつきましても、本年２月の定例会で議案第６号としての審議の際

に、話し込みをしていただき、議決した内容の経過を規則に基づいて報告いただいたとい

うことだと思います。委員の皆様、経過報告という形ですが、よろしいですか。それでは、

この件につきましては、よろしくお願いします。  

続きまして、「学校における児童・生徒の安全対策について」、菊池課長から報告お願

いします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、学校における児童・生徒の安全対策について、平成 28年度

の骨折件数の集計結果について口頭にてご報告いたします。  

 平成28年度中の骨折件数につきましては、小学校で 141件、中学校で221件となっており

ます。また、緊急搬送については、小学校５件、中学校が２件、合計７件となっておりま

す。骨折件数の内訳については、小学校 141件のうち、クラブ活動中が 15件、授業中が 50

件、休み時間が53件、その他が23件となっております。クラブ活動中については、バスケ

ットボールでの突き指やサッカーにおいて、競り合いでバランスを崩しての転倒等による

骨折があります。休み時間においては、ドッジボールでの突き指や駆けっこ等での転倒等

がございました。授業中における骨折については、体育の跳び箱での手のつき方が悪かっ
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たり、跳び箱や幅跳び、高跳びでの着地の仕方によるものがあります。  

 中学校の骨折件数221件の内訳としては、クラブ活動中が 122件、授業中が62件、休み時

間が23件、その他が14件となっております。クラブ活動中や授業中における骨折について

は、小学校と同様にバスケットボールやサッカーでの骨折、マット運動となっております。

休み時間については、階段で踏み外す、廊下でつまずいて転倒する等がございました。  

 跳び箱や球技など、特定の競技等で骨折が複数起こっていることから、体育の授業にお

いては、児童生徒の発達段階に応じ、準備運動や段階を踏んだ指導を適切に行うこと。ま

た、授業で使う備品等に不備がないよう、きちんと点検を行うこと。さらには、児童、生

徒の体調管理も含めて適切に授業を行うなど、学校事故を未然に防ぐための取り組みの推

進を図るよう、４月の校長会で周知してまいります。  

 今後も、学校における安全対策について教職員対象の研修等も実施しながら、骨折事故

の減少に取り組んでまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、月ごとの報告は協議会で受けていたのですが、こうして年

間を通しての報告がございました。これに関して、いかがでしょうか。  

  

【木下委員】  骨折が起こった状況というのは、今わかりましたが、緊急搬送に関しては

何か特別なことがありましたでしょうか。 

 

【菊池指導課長】  緊急搬送につきましては、原因はよくわからないが、突然意識不明の

状態に陥った、それから熱性けいれん等で救急搬送したという件がございました。  

 

【中山教育長】 その結果はどうなんでしょうか。  

 

【菊池指導課長】 その後、骨折ケースの子どもたちについてもそうですが、重篤な事故

ということではなく、現在は学校に順調よく通っていると聞いております。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 八尾市では、組み立て体操の件で骨折ということを取り上げ、

安心・安全は絶対大事であると、その取り組みを進めてきました。それでも、骨折がこう

やって起こっている状況で、ふだんの手だての中で、今後もっと少なくしていけるのかど

うか、また八尾市の状況が他市と比べてどうなのか、特に、部活ということで出てくるの

がバスケット、小中ともそうですので、このあたりの指導においてどうなのか、わかって

いる範囲でお聞かせ願いたいと思います。  

 

【菊池指導課長】  学校長には、先ほど少し申しましたように、指先の骨折、それから足

先の骨折ということが非常に多く起こっておりますので、準備運動等をしっかり行うこと、

それから段階に応じた授業内容にしていくこと、そういったことを周知をしていくことで、
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減らせる件数があるのではないかと捉えております。また、子どもたちの日ごろの健康を

きちんと確認しておくこと、そういったことを再度周知するようにしていきたいと考えて

おります。  

 また、府内の学校と比べてどうなのかといったあたりについては、今後検討してまいり

ます。 

 

【百瀨教育長職務代理者】 子どもの事故というのは、いろいろな面から考えていかなけ

ればならない件だと思います。事故が起こるというのは、学校の中にどこか隙があるので

はないかと。学校全体をきちっと見直して、今後進めていただきたいと思います。  

 

【中山教育長】 ほかに、事務局から報告事項等ございますでしょうか。  

ないようですので、以上をもちまして４月定例教育委員会を終了いたします。  

 

 


