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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。  

 本日の会議録署名委員に百瀨委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  

 では、５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、この

件につきまして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、５月臨時会会議録について承認と

決しました。  

 

【中山教育長】 次に、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、この件に関しまして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、５月定例会会議録について承認と

決します。  

 

【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６月２２日（木）  

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 

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  
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（教育長報告）  

５月22日（月） 

 

 

５月23日（火） 

５月24日（水） 

５月25日（木） 

５月27日（土） 

６月１日（木） 

６月５日（月）  

６月６日（火） 

 

 

６月７日（水） 

６月12日（月） 

６月13日（火） 

６月14日（水） 

６月15日（木） 

 

 

６月17日（土） 

６月18日（日） 

６月19日（月） 

定例教育委員会  

大阪府都市教育委員会連絡協議会定期総会  

平成29年度八尾市ＰＴＡ協議会第１回会長会議  

八尾市体育連盟第１回理事会  

第67回「社会を明るくする運動」推進委員会  

各派代表者会議  

高美小学校創立50周年記念式典  

八尾税務署管内租税教育推進協議会定期総会  

高安悠画会オープニングセレモニー  

校長会  

平成29年度八尾市体育連盟優秀選手表彰並びに第71回大阪府総合体

育大会激励会  

スタントマン交通安全教室（高美中学校）  

６月市議会定例会本会議（第１日）  

６月市議会定例会本会議（第２日）  

６月市議会定例会本会議（第３日）  

定例教育委員協議会  

臨時教育委員会  

桂中学校区地域教育協議会全体会  

「安中子どもわいわい食堂」プレオープンイベント  

旧家で芸能伝統文化（安中新田会所跡旧植田家住宅）  

平成29年度第１回教職員人事対策連絡協議会  

 

 

【中山教育長】  ５月 22日の大阪府都市教育委員会連絡協議会定期総会には、百瀨教

育長職務代理者・木下委員・村本委員にもご出席いただきました。総会議事に入る前には、

退任教育委員会委員に対する功労者表彰があり、八尾市では、安藤元委員に対し、全国市

町村教育委員会連合会及び大阪府都市教育委員会連絡協議会より表彰状が授与されました。

当日、安藤元委員はご欠席でしたので、事務局でお預かりし、後日、百瀨教育長職務代

理者より伝達いただきました。  

なお、総会議事のあとには、府教育庁の市町村教育室長より「大阪をめぐる教育の動

向」と題して、学力向上、生徒指導、家庭教育支援等の観点による基調講演がありました。  

 ６月17日は、安中も子どもわいわい食堂がオープンしていくということで、市内各地に

子ども食堂が広がっていっているということを感じました。また、委員の皆様にもいろん

なところで紹介できたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

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お願いします。 

 

【村本委員】  まず、 5月24日に、南木の本防災体育館で開催された「手をつなぐ子らの

春のつどい」に初めて参加させていただきました。子どもたちの元気な姿が印象的でした。  
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また、教育長報告にもありましたが、 6月 18日、安中新田会所跡・旧植田家住宅で開催

された「旧家で芸能・伝統文化〜講談とのこぎり音楽の会〜」に中山教育長とともに参加

しました。講談とのこぎり音楽という珍しいコラボレーションでしたが、いずれもじっく

り聴くことができましたし、旧植田家住宅も見ることができましたので、八尾市のさまざ

まな取り組みを知る、よい機会となりました。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、ほかによろしいでしょうか。それでは、次に進めさせてい

ただきます。  

 

｛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 28

号「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、本件にかかわる審議は非公開と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28号については非公開で審

議することといたします。  

 それでは、議事進行の都合上、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。 

 では、議案第26号「柏村町三丁目地内における市立小学校の通学区設定の件」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】 議案第26号「柏村三丁目地内における市立小学

校の通学区設定の件」について、ご提案申し上げます。  

 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17号の規定により、柏村町三

丁目地内の一部の区域において、市立小学校の通学区を設定する必要があるため、委員会

の議決を求めるものでございます。  

 去る５月定例教育委員会の報告事項において、資料に基づきお示しをさせていただいた

とおり、曙川南土地区画整理事業は、八尾市曙川南土地区画整理組合が施行者となり、八

尾市都塚四丁目の全部及び都塚一丁目、二丁目、三丁目、柏村町三丁目、東弓削三丁目、

大字刑部、大字都塚、大字東弓削、大字二俣の各一部で、地区面積は 20.5ヘクタールで事

業実施をしているものであります。  

 本事業は、Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区の３つのエリアに区分されて造成されてまいります

けれども、このうち、Ａ地区が平成 29年12月造成予定となっておりますが、このＡ地区の

街区、街区というのは区画道路に囲まれた１区画を一般的に街区と言いますが、このＡ地

区の街区の一部が曙川小学校区と刑部小学校区にまたがっているため、この街区の小学校

区をどのように取り扱うかについて、市長部局を含みます関係課とも協議、調整をしてま
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いったところでございます。 

 なお、Ａ地区全体の造成においては、約 220戸の住宅施設の建設が計画をされておりま

す。このような中で、これまで曙川小学校区と刑部小学校区の境界については、過去に土

地形成物である里道、水路が通っていたことによる校区の境界線であること、また区画道

路に囲まれた１区画につきまして、既存の境界線による校区を適用することになりますと、

同一の区画、街区内に住居がありながら小学校区が異なってしまうという状況が発生する

ことになり、適切でないと考えていること、そして、区画整理事業を行っている柏村三丁

目の区画には、現在居住者がいないこと。そして、Ａ地区の造成エリアのうち柏村三丁目

の区画については、既に自治振興委員会の区域図において、曙川小学校区となっているこ

と等について事実確認を行い、協議を行ってまいったところでございます。 

 つきましては、このたび、本区画整理事業を中心とした課題整理を踏まえ、事業地に隣

接する土地の一部とあわせまして、柏村三丁目のうち160番地から174番地の全区域を八尾

市立曙川小学校区の通学区として設定することが適当と判断し、ご提案をいたすものでご

ざいます。 

 なお、本件については、議決をいただいた後には、平成 29年６月30日に告示を行い、７

月１日付での施行ということで考えております。  

 最後に、現時点において、本事業に伴いまして、曙川小学校における教室の不足等の施

設面への影響についてはないものと考えております。  

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、ご提案の説明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220戸造成ということなんですが、 220戸全部に就学の年齢の子がお

るとは限らないんですが、学校規模としては大丈夫なんですか。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  約 220戸のうち小学校に通われる方がどの程度

になるのかというのは、難しいところでありますが、現在の学校の状況、また、最近八尾

小学校区内で大きなマンションができた状況を見ますと、直ちに教室不足が発生するとい

うことは想定できないのではないかと考えています。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

【百瀨教育長職務代理者】  今の教育長の質問に補足して、もう１点。これは小学校へと

いうことでの捉え方というのは大事ですけれど、就学前の子どもたちについては、委員会

としては方向性を持っていないといけない、そういうことで、この件についても十分に今

後配慮し、進めていっていただくよう要望しておきたいと思います。  

 

【中山教育長】 事務局、要望ということで、そのあたりも考えていくということでお願

いします。今現在は、旧でいくと刑部小学校区になっているんですが、今現在ここには就

学している子は一人もいないんですね、確認ですが。  
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【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  現在の境界の中で、ここには居住者がいらっし

ゃらないということでございます。  

 

【中山教育長】 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26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】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 26号につきましては、原案

どおり可決いたしました。  

 次に、議案第27号「八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件」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 27号「八尾市

立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件」につきまして、提案理由をご説明申し上げま

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 14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、公募による市民委員の選任に伴い、委員を委嘱する必要が

あるため、本案を提出するものでございます。  

 それでは、お手元の八尾市立スポーツ施設運営審議会委員名簿（案）に基づきましてご

説明申し上げます。新たに委員を委嘱する委員は、教育委員会が必要と認める者といたし

まして、板倉幹男氏並びに田中冨美江氏の２名でございます。 

 なお、市民委員の公募につきましては、私が思うこれからの公立スポーツ施設の姿と題

した作文の提出を求め、５月20日から６月９日での間、公募を実施したところ、５名から

の応募がありました。委員候補者の選考につきましては、市職員５名からなる選考委員会

において、スポーツ推進の現状について正確に把握した内容であるか、また実行可能性の

ある新しい視点で、八尾市生涯学習・スポーツ振興計画の基本方針の実現に貢献できる内

容であるか、などを選考基準として選考を行ったものでございます。  

 この新たな委員の任期につきましては、平成29年７月１日から平成31年５月31日までの

約２年間でございます。 

 以上、簡単雑多でございますが、提案理由の説明といたします。よろしくご審議賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、質疑等よろし

くお願いいたします。  

 

【御喜田委員】 確認なんですけれど、このお二人の方がそれぞれスポーツ活動、そうい

ったことで何か今までされてきた経緯などを教えていただけたらと思います。  
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【南生涯学習スポーツ課長】  今回応募いただきました委員候補者となっております、板

倉幹男氏におきましては、この方はもともと学校の先生、小学校、中学校の教師をされて

おりまして、その中で野球部の顧問を長年経験されておられます。現在も少年野球との関

係をもっておられると聞いています。また、実際にはスポーツ以外の社会教育の観点でも

活動されております。  

 また、もう１名、田中冨美江氏におきましても、この方もソフトボールであったり野外

活動であったりと、さまざまなスポーツに携わっておられますし、また八尾市内におきま

すスポーツ推進をする各委員様の団体の役員もされておられまして、さまざまなニュース

ポーツも含めまして、スポーツの推進の普及に努めていただいているところでございます。  

 

【中山教育長】 質疑等ありませんでしょうか。協議会の中でかなりいろんなことをご意

見いただいていたんですが、こうしてはっきりと審査の上で決まったということで、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、採決に移らせていただきます。議案第 27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】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 27号につきましては、原案

どおり可決いたしました。  

  

｛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。  

平成29年度第１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 29年度第１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29年度第１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、改めてお知らせさせていただきます。  

 まず、日程でございますが、平成 29年７月４日火曜日午後３時からで、会議の場所につ

きましては本館８階第２委員会室でございます。  

 ついては、後ほど教育長と教育委員の皆様によります協議をお願いしたいと考えており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 報告は以上でございます。  

 

【中山教育長】 それでは、平成29年度の第１回の総合教育会議が７月４日に行われると

いうことで、内容につきましてはまた皆様と協議していきたいと思いますので、後ほどよ

ろしくお願いします。ほかに事務局、よろしいですか。  

 ないようですので、議案第 28号「平成29年度八尾市教育委員会の人事に関する件」につ
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いて審議を行います。なお、本議案は冒頭にお諮りいたしましたように、非公開で行いま

すので、傍聴の皆様方はご退場いただきますようによろしくお願いいたします。  

 

（傍聴者退場）  

 

（以下、非公開審議）  

 

【高橋総務人事課長】  それでは、議案第28号「平成29年度八尾市教育委員会の人事に関

する件」についてご説明申し上げます。   

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７月１日付八尾市教育委員会事務局行政職の人事

について、新たな配置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）  

 

【中山教育長】ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ござ

いますか。  

 

【百瀨教育長職務代理者】今回の人事異動、特に新たに配置される方の経歴について、ご

説明いただけますか。   

 

【高橋総務人事課長】  本年４月の定期人事異動におきまして、教育政策課、教育サポー

トセンターにおいて、重要な課題が集中しておるということで増員を図ったところです。  

今般、教育委員会事務局の体制をさらに強化するため、さらに行政職員を増員するもの

です。 

お尋ねの経歴でございますが、長年にわたり、税務・企画・保育・医療経営の分野でご

活躍された方で、大阪府市長会においても、事務局として活躍されておられまして、人柄

的にも情熱的に仕事をこなす、特に優れた方であると認識しております。  

また、今般の人事異動により、吉川教育次長におかれては、兼ねて発令されておりまし

た部長職を解くこととなりますことから、専任の教育次長として、より貢献いただけるも

のと認識しております。 

今後、お二人には、教育総務部のみならず、事務局全体における様々な教育の課題に向

け、尽力いただけるものと確信しておりますが、教育長はじめ、各部長の陣頭指揮のもと、

事務局全体の業務が円滑に進むよう、こらからも適材適所の配置により人材及び体制の充

実に努めてまいります。 

 

【中山教育長】 それでは、他に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28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。  
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【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 28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。  

以上で、本日の議事は終了しました。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、６月定例教育委員会を終了します。  


