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８月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、８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ので、よろしくお願いいたします。  

では、７月定例教育委員会の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。よろしいですか。  

 

【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、７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、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

 

 

（教育長報告）  

７月21日（金） 

 

７月22日（土） 

 

 

７月24日（月） 

 

７月25日（火） 

定例教育委員会  

臨時教育委員協議会  

第59回八尾市こども会連合・第 51回八尾市ジュニア親善ソフトボー

ル大会開会式  

「納涼の夕べ」八尾小学校  

第59回八尾市こども会連合・第 51回八尾市ジュニア親善ソフトボー

ル大会閉会式  

八尾防犯協議会総会  

開 催 年 月 日  平成２９年８月２２日（火）  

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・鶴田教育総務部長・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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７月27日（木） 

７月28日（金） 

７月29日（土） 

８月１日（火） 

８月２日（水） 

８月３日（木） 

８月５日（土） 

 

８月８日（火） 

８月９日（水） 

８月10日（木） 

 

８月17日（木）  

 

８月18日（金）  

８月20日（日）  

８月21日（月）  

生涯学習センター学習プラザ運営審議会  

平成29年度八尾市精神保健福祉協議会第１回常任理事会  

平成29年度大阪府都市教育長協議会夏季研修会  

第22回「世代を越えたふれあい祭」曙川東小学校  

小学生オリニマダン高美南小学校  

臨時教育委員会  

2017（第55回）消費者大会  

第69回八尾市小学生軟式野球大会開会式  

第19回世代を越えたふれあい祭盆踊り大会刑部小学校  

平成29年度校区まちづくり協議会活動成果報告会  

平成29年度校区まちづくり協議会活動成果報告会  

平成29年度校区まちづくり協議会活動成果報告会  

第69回八尾市小学生軟式野球大会閉会式  

八尾市小・中学校生徒指導研究協議会主催行事「自然の中で」活動

視察 

八尾市小・中学校初任者研修野外活動研修視察  

東弓削遺跡発掘調査現地説明会  

八尾市小・中学校初任者研修野外活動研修視察  

八尾市公立学校管理職員協議会（要求・要望書手交及び意見交換）  

 

【中山教育長】 ７月に入りましてから、夏休みということもありまして、子どもたちの

行事も幾つかございました。みんな元気に参加しておりました。 

 また、８月の小学生の軟式野球大会は、今年 28校中25校が参加ということで、事務局、

結果報告願えますか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  ８月５日に第 69回の小学生軟式野球大会が開催されまして、

今年は25校の参加となっております。今回台風の接近とか雨の関係で１日順延し、日程的

には１日延びて開催されました。優勝は、高安西小学校で、準優勝が東山本小学校という

結果になっております。３位については、龍華小学校、４位が南山本小学校という結果に

なっております。  

 内容といたしまして、親ごさんたちの熱気溢れる応援もあって、子どもたちも頑張って

おったという状況になっております。またこの野球大会の開催を通して、いろいろご尽力

いただいている方々への感謝の気持ちを持った子どもの育成にもつながったのではないか

と思っております。  

 

【中山教育長】  ありがとうございます。子どもたち、頑張っている様子、野球を初め

多々ほかでもございましたので、また事務局も機会があったら報告させていただきたいと

思っております。  

それでは、次に４人の委員の皆様方、この間の活動状況について何かありましたらご報

告よろしくお願いいたします。よろしいですか。なければ、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】 議案審議に入らせていただきます。  

 議案第34号「八尾市文化財保護審議会委員の委嘱の件」について審議いたします。  

 提案理由を渞文化財課長より説明願います。 

 

【渞文化財課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第 34号「八尾市文化財保護

審議会委員の委嘱の件」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 14号の規定により、委員会の議

決をお願いするものでございます。  

 提案理由でございますが、現在委嘱しております委員の任期が８月末日をもって満了す

る方がおられることから、本案を提出するものでございます。  

 それでは、お手元配付の八尾市文化財保護審議会委員名簿（案）に基づきましてご説明

申し上げます。委嘱する委員に関しましては、八尾市文化財保護条例施行規則第 12条に、

文化財に関し、知識及び経験を有する者と規定されておりますので、本市の文化財を保護、

活用するために専門的な学識経験者９名の方を候補者としております。  

 委員構成につきましては、新任委員１名、再任委員８名で、新任委員は、古代を担当さ

れる瀧浪貞子氏でございます。 

 なお、任期は平成29年９月１日から平成31年８月31日まででございます。  

 以上、何とぞ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】 ただいまの説明につきまして、委員の皆様方、ご質疑よろしくお願いい

たします。新任の方が瀧浪様ということで。よろしいか。  

 

【木下委員】  新任の方の人物像、もう少し詳しくご説明いただきたいです。  

 

【渞文化財課長】  これまで、長きにわたって保護審議会委員を務めていただきました前

任者の方が今回退かれまして、新しく担当になられたのが瀧浪貞子氏でございます。瀧浪

貞子氏は、京都女子大学名誉教授で、京都府あるいは京都市等の文化財保護審議会委員も

務めておられます。専門は日本古代史で、主な著書としては、『日本古代宮廷社会の研

究』、あるいは八尾に関係ございますけれども、『奈良朝の政変と道鏡』という著書等も

ございまして、道鏡関係の権威でもあられるということでございます。  

 このように八尾とも深いつながりを持っておられる方でしたので、今回選任させていた

だいたということでございます。  

 

【木下委員】  ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 何よりも心強いですね、ありがとうございます。  

 ほかに委員の皆様、ご質疑等々ありましたら。はい、お願いします、百瀨委員。  
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【百瀨教育長職務代理者】  すばらしい方を選んでいただいてありがとうございますとい

うこととともに、この審議会が年間どれぐらい開催され、前もお聞きしたんですけどね、

できたら具体的な内容、どのようなことを審議していくのか、そのあたりを教えていただ

けたらと思います。  

 

【渞文化財課長】  文化財保護審議会活動は、現在の基本的には年２回開催させていただ

いております。そのうちの１回は、前年度の調査報告とともに、その当該年度の調査方針

等についてご決定いただいているところでございます。どのような文化財の調査を行って

いくのか、あるいは今年度の指定文化財についてはどのようにしていくのかということも、

審議をしていただいております。  

 そして、第２回目の審議会におきましては、当該年度の指定文化財について審議を行っ

ていただいておりますこれについては毎年２月に教育委員会に議案提案させていただいて

おります。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。ほかにございませんでしょうか。  

 この米印のついている綿貫委員ですけれども、任期について再度説明しておいていただ

けますか。  

 

【渞文化財課長】  綿貫委員につきましては、任期は平成28年５月１日からとなってござ

います。委員の任期につきましては、前任者がおられましたらその任期を引き継ぐことに

なるんですけれども、綿貫委員につきましては、ほかの方々の任期途中から入っていただ

いたという経緯がございまして、お一人だけ任期がずれているような状態でございます。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか、委員の皆様。  

 それでは、ほかにご質疑ないようでしたら採決に移らせていただきます。  

 この議案第 34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 34号「八尾市文化財保護審

議会委員の委嘱の件」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。  

 「『新版八尾市史』の刊行について」、渞課長より報告願います。  

 

【渞文化財課長】  それでは、新版八尾市史の刊行につきまして、ご報告申し上げます。  

 お手元配付の資料にございますが、このたび、八尾市史編さん事業において作成いたし

ました「新版八尾市史近世史料編１－古文書で学ぶ江戸時代の八尾－」を刊行することと
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いたしました。当市史は、村々の庄屋、年寄りなどの旧家に所蔵されておりました江戸時

代の古文書について、その史料ごとに背景や内容をわかりやすく文章で解説し、読者の方

が興味深く読み進められるように編集したもので、今後、市政だより、ホームページ等で

広報、周知した上で、本年12月２日月曜日から情報公開室や歴史民俗資料館等の文化財施

設、八尾市観光案内所において、１冊3,500円で頒布する予定でございます。  

 なお、今後の市史の刊行予定につきましては、本年度は「新版八尾市史考古編１－遺跡

からみた八尾の歩み－」を、平成30年２月ごろから頒布する予定でございます。  

 また、来年度には、民俗編及び古代・中世史料編を、平成31年度以降には、近世史料編

２、そして考古編２の刊行も予定しております。  

 以上、簡単ではございますけれども、新版八尾市史の刊行についてのご報告とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様、何かご質疑等ございません

でしょうか。  

 単価3,500円程度ということですね。どれぐらいの冊数を用意しておられるのですか。  

 

【渞文化財課長】  今回は1000冊を刊行させていただく予定です。また、刊行に合わせま

して、この市史を読む会というのをやらせていただこうかなと考えております。今のとこ

ろ、12月を予定しておりますけれども、この市史の執筆者の方とともに読んでいくような

会をさせていただきまして、市史をどのように活用していくのかということも知っていた

だくような機会を設けていきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 いかがでしょうか。そうですよね、市史がこう並んでいるだけじゃなく

て、活用していくというのは。 

 木下委員、何かあったらお願いします。  

 

【木下委員】  執筆者とともに読む会を開くというのは、とってもいい計画だなと思いま

した。飾っておくだけではなくて、読みたいなと私自身も思います。  

 今回、新版なんですけれども、以前のものと比べてどういうところに特徴があるとか、

どういうところに工夫されたとかありましたら聞かせていただけるとありがたいです。  

 

【渞文化財課長】  前回の市史は昭和60年代にまとまっているんですけれども、前任者の

方が大変苦労されていろいろな資料をお集めになって、刊行されました。ただ、昭和30年

代からずっとやっておられたもので、一般の方が読むには難しいところもございました。 

 今回の市史は、優しい市史、市民の方が手に取り易い市史をつくろうというのが編さん

委員会の考えでございまして、昔の市史ではほとんど文書だけが並んで、漢字ばかりで読

めないということだったので、今回は、例えば現代語訳をいれる、あるいは、その文書に

ある背景を解説するという形にしております。今回の近世史料編１冊読んでいただいたら、

村々の１年の行事がわかる、そういう形で編集させていただいております。  
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【木下委員】  ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  委員会開始前に、少し見せていただきまして、値段が 3,500

円ということですが、その努力と本に対する思いというのを、改めて感じながら見せてい

ただいた次第です。これをどのように活用するかということは非常に大事なことですし、

八尾の芸術文化がどんどん広まっていく、そういう一つのきっかけになればいいなと思っ

ております。 

 あと、この中に美術編とか建造物編とつくられておりますが、八尾市で今まで文化財と

してとして指定した分が全部網羅されてつくられたものなのか、そのあたりをお聞きした

いなと思います。  

 

【中山教育長】 よろしくお願いします。  

 

【渞文化財課長】  今現在、作成しております美術編、建造物編なんですけれども、特に

美術編につきましては、これまで八尾の寺社の悉皆調査をしたことがございませんでした。

今回、各お寺をそれぞれ回り、調査をお願いしまして、許可をいただいたところは全て調

査をしていくというスタイルで進めております。ですから、これまでご紹介できていなか

った分につきましても、今回の美術編ではご紹介させていただけるような形にさせていた

だいてます。  

 また、建築編につきましても、現在作成途中でございますけれども、失われた建築物を

掲載していきたいということで、かつては八尾市にあった建物で現在東京のほうに移築さ

れてるようなものも今回調査をさせていただいて、八尾市にこんな建物があったんですよ

ということも紹介させていただきたいと考えております。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  いいことですので、よろしくお願いしたいと思っています。

自分も歴史やいろいろ文化財に興味を持つということは、教育の中から入ってきたんです

ね。そういう意味で、八尾におけるいろいろなものが教育を通してさらにうまく活用され

るということを念じておりますので、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す。  

 

【村本委員】  産業界から来ている者として、 3,500円程度という単価は、先ほど手に取

らせていただきまして、随分安いと思ったんですけれども、700冊つくるということで、

その価格を出されたいきさつを教えていただけたらと思うのと、まだ内容を見てないんで

すけれども、歴史書を読みますと、人物とか地名が読めないことも多いので、ぜひルビを

多目に打っていただけたら、一般の人が非常に読みやすくなるのではないかなということ

を感じましたので、ぜひお願いしたいと思います。  
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【渞文化財課長】  まず１冊の単価についてですけれども、八尾市刊行物取扱要綱の中で

は、印刷経費を冊数で割って単価を出すということでございます。多くの市民の方に手に

取っていただくためには、できるだけ安価にしていくということで、作成にかかりました

経費は別として、印刷経費のみを単価に反映させていただいているという次第でございま

す。 

 それともう一点、ルビについてはできるだけ読みやすいようにということで、地名等に

つきましてルビを振っております。また、解説等入れさせていただいているということで

ございます。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。皆様、委員の皆様も言っていただいているように、本

当に八尾は歴史のまちということで、本当に宝物があちこちにいっぱいあるので、それが

なおかつこういう市史という新しいまた宝物もできたわけで、文化財課だけにとどまらず、

これはもう八尾市全部で、特に教育委員会は子どもにも市民にもわかっていただけるよう

な啓発の仕方を考えて、やっぱり歴史のまち八尾を盛り上げていきたいと思うので、また

事務局一丸となって頑張っていきますので、委員の皆様もまたご意見、ご支援いただけた

らと思います。よろしくお願いします。  

 もう一点だけいいですか。せっかくなので、この間８月 20日の日曜日には公益財団法人

の八尾市文化財調査研究会が東弓削遺跡、推定で弓削宮の跡だろうという、東の端なんで

すよね。そういうのが発掘大分されたということで、現地説明会の報道もされていますの

で、その経緯と結果だけ簡単に報告いただけたら。  

 お願いします。  

 

【渞文化財課長】  それでは少しお時間いただきましてお話しさせていただきます。  

 東弓削遺跡につきましては、昨年の９月と本年の２月に説明会をさせていただきまして、

大勢の方に来ていただいております。今回の発掘調査につきましては、前回の塔基壇が出

ましたところから北東に約 500メートルの場所で、調査をしておるような状況でございま

す。今回の調査で発見されましたのは、主に３つに分けられると思います。１点は大きな

溝です。人工河川のようなもので、宮殿や、寺をつくるための資材を運搬するために人工

に掘削された河川ではないかと考えております。大体幅が 15、16メートル前後、深さが大

体１メートルから２メートルの間で、資材を運んできた船をその運河に入れて、両方から

引っ張る、あるいは牛で引かせるような形で目的地のところまで持っていって、資材をお

ろしてまた船が出ていくということでございます。  

 それともう一点は、奈良時代の建物で大型の掘立柱建物が大体６棟ぐらい建っておりま

す。大きな柱穴で、柱の穴が大体１辺が70センチ前後ということで、これは平城京の宮殿

並みの柱なもので、そういうふうな建物が現在６棟ぐらい見つかっております。それと出

土している遺物としては、当時の役人が使ったような硯（すずり）ですとか、あるいは物

をはかる錘（おもり）の石が見つかっております。こういうものは役所機能があるところ

で使われるようなものですので、弓削にも役所機能があったということがわかります。  

 それと最後に船材を転用した井戸が見つかっております。当時の準構造船といいまして、

丸木舟の上に波よけの板を付けているものですが、そのような舟材を再利用、転用したよ
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うな大きな井戸が見つかっております。  

 由義宮を構成した一部が今回見つかったというふうなことと、その資材を運ぶための大

きな運河が見つかったということで、現地説明会を開催させていただき 620名の方に今回

参加していただきました。  

 以上でございます。  

 

【中山教育長】 ご報告ありがとうございます。  

 委員の皆様、よろしいですか。また随時、いろんなこと報告していただけたらと思いま

すので、今後ともよろしくお願いします。  

 ほかに、事務局から何かありませんか。  

ないようですので、８月定例教育委員会を終了いたします。  

 


