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八尾市教育委員会（２月定例会）会議録 

 

【寺前委員長】 ただいまより２月定例教育委員会を開催いたします。 

 まず１月定例教育委員会会議録について審議いたします。委員の先生方、何かご質疑ご

ざいますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 全委員、ご異議なしと認めます。よって、１月定例教育委員会会議録に

ついて承認と決しました。 

 それでは委員長報告、私の方から行わせていただきます。 

（委員長報告） 

１ 月 25日 （ 金 ） 

１ 月 29日 （ 火 ） 

２ 月 ７ 日 ( 木 ) 

２ 月 13日 （ 水 ） 

２ 月 14日 （ 木 ） 

 

２ 月 15日 （ 金 ） 

 

２ 月 16日 （ 土 ） 

午後２時より、女性団体連合会 新春の集いに出席。 

午後２時より、都市教育委員会連絡協議会委員長研修会に出席。 

午前10時45分より、八尾の小さな巨匠展に出席。 

午前10時より、青少年問題協議会に出席。 

午後１時45分より、北高安小学校 国際理解教育（英語活動）研究

発表会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前11時30分より、臨時教育委員会議に出席。 

午前９時より、少年サッカー大会 開会式に出席。 

 

【寺前委員長】 続きまして、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

 

開 催 年 月 日  平成２０年２月２２日（金） 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

寺前 委員長 

篠原 委員長職務代理者 

百瀨 委員 

山本 委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

・巽教育次長兼教育総務部長・川田学校教育推進長・藤田生涯学

習部長・斉藤教育総務部次長兼総務人事課長・中山教育総務部次

長・浅野教育総務部次長・倉本生涯学習部次長兼生涯学習スポー

ツ課長・松村生涯学習部次長・松岡教育政策課長・藤井学務給食

課長・柿並指導課長・吉岡教育サポートセンター所長・渡邉人権

教育課長・竹内青少年課長・大谷八尾図書館長・蒲生桂青少年会

館長・田中安中青少年会館長・岸本文化財課長・田中教育総務部

参事 
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（教育長報告） 

１ 月 22日 （ 火 ） 

１ 月 25日 （ 金 ） 

１ 月 28日 （ 月 ） 

１ 月 29日 （ 火 ） 

１ 月 30日 （ 水 ） 

 

２ 月 ２ 日 （ 土 ） 

 

２ 月 ４ 日 （ 月 ） 

 

 

２ 月 ６ 日 （ 水 ） 

２ 月 ７ 日 （ 木 ） 

 

２ 月 ８ 日 （ 金 ） 

２ 月 12日 （ 火 ） 

 

２ 月 13日 （ 水 ） 

２ 月 14日 （ 木 ） 

 

 

２ 月 15日 （ 金 ） 

 

２ 月 16日 （ 土 ） 

２ 月 19日 （ 火 ） 

 

２ 月 20日 （ 水 ） 

２ 月 21日 （ 木 ） 

午後６時30分より、八尾体育振興会 新春の集いに出席。 

午後２時より、女性団体連合会 新春の集いに出席。 

午前10時より、行財政改革調査特別委員会に出席。 

午後７時より、体育連盟新年懇親会に出席。 

午前９時より、グリーン大阪農業協同組合によるAED（自動体外式

除細動機）の寄附に対する市長感謝状贈呈式に出席。 

午前10時より、八尾ロータリークラブによる桜の苗木の寄附に対す

る市長感謝状贈呈式に出席。 

午前９時30分より、部長会、市制施行60周年記念事業推進会議、次

世代育成支援推進本部会議、人権施策推進本部会議及び生涯学習推進

本部会議に出席。 

午前９時45分より八尾の小さな巨匠展に出席。 

午後２時より、河内音頭まつり振興会 決算総会に出席。 

午後５時30分より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前10時より、文化財保護審議会に出席。 

午前10時より、公共工事下請業者恐喝事件改革関連推進本部会議に

出席。 

午前10時より、青少年問題協議会に出席。 

午前10時30分より、歴史民俗資料館運営委員会に出席。 

午後１時45分より、北高安小学校 国際理解教育（英語活動）研究

発表会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前11時30分より、臨時教育委員会議に出席。 

午前９時より、少年サッカー大会 開会式に出席。 

午後１時30分より、曙川中学校 文部科学省委嘱「人権教育指定

校」中間研究発表会に出席。 

午後２時より、スポーツ施設運営審議会に出席。 

午後２時より、生涯学習プラザ運営審議会に出席。 

 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 ただいまの委員長報告並びに教育長報告について、何かご質疑ございますでしょうか。 

 質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

 それでは議案の審議に入らせていただきます。 

２月の議案 
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議案第２号 

 

議案第３号 

議案第４号 

議案第５号 

議案第６号 

平成２０年度八尾市教育委員会事務局の機構改革に伴う関係教育委

員会規則の整備に関する規則制定の件 

八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則制定の件 

平成２０年度八尾市教育重点目標の策定に関する件 

八尾市図書館条例施行規則の一部改正の件 

平成１９年度八尾市指定文化財を決定する件 

 

 まず最初に、議案第２号「平成２０年度八尾市教育委員会事務局の機構改革に伴う関係

教育委員会規則の整備に関する規則制定の件」について並びに議案第３号「八尾市教育委

員会の権限に属する事務の委任に関する規則制定の件」について、一括して審議いたしま

す。 

 提案理由を斉藤次長よりご説明願います。 

【斉藤教育総務部次長】 それではただいま議題となりました議案第２号「平成２０年度

八尾市教育委員会事務局の機構改革に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則制定の

件」につきましてご説明を申し上げます。 

 本規則の制定につき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第

１条第７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２０年度八尾市教育委員会事務局の機構改革により、

組織及び役職名等を変更するにつき、関係関係教育委員会規則の規定を整備する必要があ

るので、ご提案申し上げるものでございます。 

 改正内容でございますが、共通の改正事項といたしましては、１点目としまして、市民

にとって学校教育に関する部局をよりわかりやすくするという観点から、教育総務部を学

校教育部に、学校教育推進長を教育推進担当部長に改めるものでございます。 

 ２点目としましては、青少年課及び青少年会館と青少年課が所管する放課後児童育成室

の市長部局への移管に伴い、館、館長、室及び室長を削る等の文言整理を行うものでござ

います。 

 次に、個別の改正事項としましては、青少年センター、青少年会館、放課後児童育成室、

青少年運動広場及び大畑山野外活動センターを社会教育施設として位置づけは残したまま、

その管理運営について教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関である職員に委任

することに伴い、各施設条例施行規則におきまして、所要の規定の整理を図るものでござ

います。 

 なお、施行期日でございますが、平成２０年４月１日から施行するものでございます。 

 引き続き、議案第３号「八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則制定

の件」につきましてご説明申し上げます。 

 提案の理由でございますが、地方自治法第１８０条の７の規定に基づき、八尾市教育委

員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に委任するにつき、教育委員

会規則を制定する必要があるので、ご提案申し上げるものでございます。 

 主な内容といたしましては、青少年センター、青少年会館、放課後児童育成室、青少年

運動広場及び大畑山野外活動センターの管理運営につきまして、八尾市教育委員会が市長

部局のこども未来部長に事務委任することなどの規定を定めるものでございます。 
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 施行期日といたしましては、平成２０年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議いただきますようお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

【寺前委員長】 ただいま、提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、何かご質

疑ございませんか。 

 今、斉藤次長のほうからご説明ございましたように、教育総務部、これを学校教育部と

いうこと、市民にとってそのほうがわかりやすいということもございます。それと生涯学

習部の関係で青少年課とか両青少年会館ですね、放課後児童育成室等についても、こども

未来部、新たな組織でございますが。そちらのほうへ、これは市長部局ですが、移管させ

るとそういうことで、これにともない新たな職名とか規則の改正をやりたいと、整備をし

たいとこういうことでございますので、委員さん方何かございませんか。 

 １点だけ、僕からちょっと聞かせてもらいたいと思うんですけども、この八尾市教育委

員会の権限に属する事務の委任に関する規則の中で、第３条権限の留保というところで、

いわゆる当該事務の受任者、これ市長部局のことでしょうけれども、教育委員会の指示を

受けて事案を処理しなければならないと、こういう第３条がございますね。ということは、

受任者である今度はこども未来部長が判断されると、そういう、いわゆる内容が特に重要

であると認めるときとか、先例になると認められるときとか、４項上がっていますけれど

も、それはあくまでも一応こども未来部長が判断されて、教育委員会のほうと協議をして

いかれると、こういう受けとめ方でいいわけですね。 

【斉藤教育総務部次長】 今、委員長言われた内容でございますが、特に必要があれば規

則改正とかそのようなことがあれば、当然この定例の教育委員会に出ていただいて、また

報告事項等も含めてやっていただくということになろうかと思います。 

【寺前委員長】 そういった連携というのは、これはやっぱりしっかりとっていただいた

ほうがいいと思いますので。 

 教育長、何か気になるような点がございましたら。 

【中原教育長】 １点だけ。市役所で働く職員というのは市に採用された方がほとんどで

すが、指導主事という職種を持って、府職であったのを市教育委員会へ割愛して働いてい

るというものが、今までほとんどだと思うんですが、市長部局へ行くというケースの扱い

についてちょっとわかっている範囲で教えていただけたらなと思います。 

【中山教育総務部次長】 指導主事についてですが、教育委員会に指導主事を置くという

ことになっておりますので、教育委員会籍に指導主事を置きまして、併任ということでこ

ども未来部のほうで務めていただくという形をとります。 

 それに伴いまして、指導主事本来の業務であります指導助言、あるいは学校へさまざま

な用件で出向くとか、本来の指導主事の業務というのは今までどおりに行っていくという

ことで、市長部局とも調整を図っております。 

【寺前委員長】 中山次長の説明で、一応併任をしながら、教育委員会とのいわゆる指導

主事としての仕事もやっていただくと、こういうことですけれども。 

【中原教育長】 八尾市の中で指導主事が市長部局に異動するので、やっぱり指導主事自

身がどうなるのかなというような心配はしていると思うんです。職務の内容や、それから
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また割愛されていますから、教委へ戻れるかというところで心配だと思います。それを心

配しなくてもいいように、また専門職ということから市長部局で活用できるよう、府や市

長部局とも詰めていただいて、よろしくお願いしたいと思います。 

【寺前委員長】 ４月になって発令される場合には、今おっしゃったような指導主事の先

生方ですね、これ身分については十分説明していただいて、十分納得いくような、おわか

りになるような形での説明をひとつお願いしておきたいと、これは総務人事課のお仕事に

なるんですかね。その辺ちょっと。 

【斉藤教育総務部次長】 今、中山次長のほうからご説明させていただきましたように、

併任という形で、当然指導主事としての業務もやっていただきまして、それから指導主事

研修等ですね、これにも当然参加していただくということで、市長部局とも調整をしてお

りますので、その点は重々説明させていただきたいと思います。 

【百瀨委員】 当然指導主事というのは府から割愛して市長部局としての運用をしていく

わけですよね。そういう中で、一定の規約があるんではないかなと、制約というのですか

ね。例えば教育行政につく者として当然府は認めていくはずやとか、そのあたり、府とは

どんなような詰め方になっていたのか。指導主事、出向して市のほうへ行くわけですね。

その場合の一つの規約や制約、人数枠というのはあるのかどうか、ちょっと教えていただ

けたらと。 

【中山教育総務部次長】 指導主事として、府と協議し、市に割愛した上で、私ども市教

委としまして、市長部局に併任という形で出します。業務そのものは何ら今までと変わら

ない業務をするというあたりで、協議上は問題はないと考えております。 

 市に割愛した後、指導主事としての身分を保証される形で、いろんな形で市の教育、生

涯学習等、市長部局に行っても教育という点では今までと何ら変わりない、一層連携を図

るために指導主事が行くという形になるかと思います。 

【百瀨委員】 当然に機構改革の中ではそのあたり十分に詰めていかれるということは理

解しているんですけれど、これ人事管理については市長部局へ移ったときにどんなように

考えていますか。市長部局へ行ったら、直接の上司といったら市長になりますわね。違う

んですかね。その点、ひとつ。 

【斉藤教育総務部次長】 今回の移管に関しましては、指導主事等に関しましては、市長

部局と協定といいますか、これを結びまして、今委員さんのほうからおっしゃいました人

事権の問題とか、その辺は教育委員会にあるというような覚書を交わさせていただく予定

をしております。 

【百瀨委員】 当然、指導主事というのは教育委員会を通じて採用して、また現場へ戻し

ていくという、教育委員会を通じて戻していく。当然先ほども出ましたように、指導主事

として平等に研修をしてあげないかんでしょうし、出向するということで非常に指導主事

というのはいろいろ情報を収集し、また情報を逆に言うとまた与えていくという一つの大

きな役職を持っていると思うんですよね。このあたり、市長部局に出向をすることで、情

報ということに対して非常に弱い立場になっていかないかと、ますますそれが市長部局の

中へ行って、部署が離れてしまうことによってならないかな、そういう中ではもっと弱い

立場になっていくんではないかと。 

 そういうことを含めて、委員会として今後どんなような指導主事に対してサポートして
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いくのか。１点、またそのあたりちょっと教えてもらえたらと思うんです。 

【川田学校教育推進長】 今、百瀨委員のほうからのご心配につきましては、当然この協

議の中でも一番大きな課題の一つとして、移管に向けての中では話し合いを重ねてまいり

ました。今、斉藤次長のほうからも話ありましたように、年次が経過してもその趣旨が生

かされるように、市長部局と覚書等を取り交わすことや指導主事の法に定められた職務等

につきましても明確にしていくということにしております。また、本市指導主事会、独自

の内部の自主的な組織でございますけれども、その研修のほうにも参加できるような体制、

もちろん府の教育委員会の指導主事全体研修会等にも参加できるような体制ということで、

その部分につきましては、教委の中で必ず実現していくということで考えております。た

とえ市長部局に移管されましても、指導主事としてのつながりにつきましては、何ら変わ

るものではないということで、より一層連携を図ってまいるようにしてまいりたいと考え

ているところでございます。 

【百瀨委員】 補職名外したら皆指導主事という一定の仲間ですので、十分にそのあたり、

平等な研修ということで、よき人材をどんどんどんどん成長させていただいて、そして現

場に戻していくということの中の一環として、指導主事に対する愛情もひとつよろしくお

願いしたいと思っています。 

 以上です。 

【寺前委員長】 今、百瀨委員のほうから、これは当然のことであろうと思いますし、や

はり指導主事の先生、いずれは教育委員会のほうに戻るなり、学校現場へ戻られるわけで

すので、そういうようなときに、いわゆる不都合のないように、情報等あるいは十分こち

らのほうからも出しながら、その先生方に不利になるようなことだけはないように、また

現場へ戻られて戸惑うようなこともないようにはひとつ十分市長部局と詰めていただきた

いなとこのように思います。 

 ほかに何かございませんか。 

【篠原委員長職務代理者】 この機構改革に伴いまして、今の市長部局ですね。こども未

来部への出向になるのか、今いろいろ意見が出ていましたけれども、その他の課というの

ですか、機構改革の改正の案をいただいているんですけれども、人的な異動は、例えば増

減ですね、そういうのはありませんね。増減、例えば青少年課がこども未来部へ、これは

わかります。それ以外の課なんかの、いわゆるスタッフの異動、増減、これはないと解釈

してよろしいですか。 

【斉藤教育総務部次長】 これから人事異動のほう入りますので、その中で配置を決めて

いくわけでございます。ただ、定員適正化の中で、市長部局を含めて八尾市全体で職員の

定数管理、定員適正化法の関係で職員数を減らしておりますので、現状維持をしたいとい

うのが我々の思いですけれども、若干減る可能性もあろうかというふうには考えておりま

す。 

【篠原委員長職務代理者】 そうすると、ここにいただいた新旧表というのはあくまでも

機構だけの面で、人的には新年度にならないとわからないとこういうことですね。 

【斉藤教育総務部次長】 はい。 

【篠原委員長職務代理者】 わかりました。 

【寺前委員長】 他にご質疑ないようでございますので、採決に移らせていただきたいと
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思います。 

 議案第２号並びに議案第３号につきまして、原案を適当と認めることにご異議ございま

せんか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって議案第２号「平成２０年度八尾市教育委員会事務局の機構改革に伴う関係教育委

員会規則の整備に関する規則制定の件」について並びに議案第３号「八尾市教育委員会の

権限に属する事務の委任に関する規則制定の件」について、原案を適当と認めることに決

しました。 

 次に、議案第４号「平成２０年度八尾市教育重点目標の策定に関する件」について審議

いたします。 

 提案理由を松岡課長より説明願います。 

【松岡教育政策課長】 ただいま議題となりました議案第４号「平成２０年度八尾市教育

重点目標の策定に関する件」についてご説明申し上げます。 

 本件は、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第１条第１項の

規定によりまして、次のとおり委員会の議決をお願いするものでございます。 

 提案の理由としましては、平成２０年度におけます教育重点目標を策定する必要がある

ため、本案を提出するものでございます。 

 それでは、平成２０年度八尾市教育重点目標についてご説明させていただきます。 

 まず初めに、八尾市教育重点目標の概要についてご説明申し上げます。 

 １ページをお開きお願いいたします。 

 １ページでは、八尾市教育委員会の基本姿勢を示しております。 

 次に、２ページをお開きください。 

 ２ページでは、はじめにとして、本市の教育が目指す人間像を示すとともに、子どもた

ちを取り巻く環境や課題、課題解決に向けた基本教育方針等を示しておるところでござい

ます。 

 次に、３ページをお開きください。 

 ３ページでは、施策体系表を、また４ページでは、八尾市教育重点課題、やお３Ｔプラ

ンを示しております。 

 次に、５ページをお開き願います。 

 ５ページにつきましては、教育重点目標の一つ、豊かな教育活動の推進について、６ペ

ージでは、生命・人権尊重の教育の推進及び生涯学習環境の充実について、それぞれ示し

ております。 

 また、８ページから１４ページにかけましては、学校園におけます留意事項を、１５ペ

ージから１７ページにかけましては、生涯学習推進のための留意事項をそれぞれ示させて

いただいております。 

 それでは、次に新たに追加、文言修正等をいたしました事項と、その内容につきまして、

主なものを順を追って説明をさせていただきます。 

 まず初めに、大きな修正点についてご説明をさせていただきます。 

 先ほど規則改正のご議決をいただいたところでございますけれども、本市におきまして
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は、来年度実施されます機構改革に伴いまして、生涯学習部の青少年課及び桂・安中両青

少年会館が市長部局でありますこども未来部へ移管がされるところでございます。移管後

は青少年課及び桂青少年会館、安中青少年会館所管の業務はこども未来部で行われること

になりました。これまで主として教育委員会が担ってまいりました青少年の健全育成に係

る取り組みが市長部局で行われることとなります。したがいまして、平成２０年度八尾市

教育重点目標におきましても、機構改革に伴い必要な加筆修正等を行っておるところでご

ざいます。 

 恐れ入ります。再度２ページのほうへお戻りをいただきたいと存じます。 

 ２ページの、はじめにの５段落目では、機構改革後も市長部局との連携のもと、教育コ

ミュニティの構築をさらに推進する必要があることから、八尾市次世代育成支援行動計画

及び青少年健全育成重点目標などの趣旨を踏まえという文言を加えさせていただいており

ます。 

 また、６段目では、平成２０年度に限った表現といたしまして、今回の機構改革につい

ての説明を加えるとともに、機構改革後も社会教育としての青少年教育を充実させる必要

があることから、必要な文言を加えております。 

 次に、３ページをお開きください。 

 ３ページの、八尾市教育重点目標では、平成１９年度八尾市教育重点目標に記載のござ

いました青少年の健全育成の推進及び心豊かな青少年の健全育成の推進を削除いたしてお

ります。 

 また、学校園、家庭、地域社会の連携による教育のネットワーク化を今後も推進する必

要があることから、生涯学習環境の充実の中に、教育のネットワーク化の推進を新たに位

置づけております。 

 さらに、平成１９年度青少年の健全育成の推進の中に位置づけておりました家庭教育の

推進につきましても、生涯学習環境の充実の中に位置づけるとともに、名称を家庭教育・

青少年教育の推進に修正をいたしております。 

 なお、５ページからの教育重点目標及び、１５ページからの生涯学習推進のための留意

事項におきまして、同様の趣旨から青少年の健全育成に関する記述を削除いたしておりま

す。 

 また、７ページ及び１７ページに、教育のネットワーク化の推進及び家庭教育・青少年

教育の推進に関する記述を新たに加えさせていただいております。 

 以上が機構改革に伴います修正点でございます。 

 それでは、その他の修正点についてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、４ページをお開き願いたいと存じます。 

 ４ページの、八尾市教育重点目標では、平成２０年度において特に重点を置いて取り組

むべき課題といたしまして、中学校区での交流、連携の強化、家庭学習の支援の２点を新

たに加えるとともに、平成１９年度豊かな心の育成に位置づいておりました規範意識の育

成を移動させております。特に八尾３Ｔプランの知・徳・体の三つの輪が重なる部分に位

置づけるなど、平成２０年度、重点を置いた課題であることは明確となるよう表現上の工

夫を行っております。 

 また、確かな学力の育成に関しまして、児童生徒の学力実態を踏まえ、平成１９年度基
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礎学力の育成であったものを、学習意欲の向上に改めております。 

 次に、５ページをお開きください。 

 ５ページの、地域に信頼される安全で安心できる学校園づくりでは、４ページに、中学

校区での交流、連携の強化を重点課題として位置づけたことから、同様の文言を加えさせ

ていただいております。 

 次に、８ページをお開きください。 

 ８ページの、安全で安心できる学校園づくり、（８）では、教職員の大量採用期を迎え

ていることから、八尾の教育の継承・発展のため、より一層教職員の資質向上に努める旨

の文言を加えております。 

 次に、９ページをお開きください。 

 ９ページの、確かな学力の充実、（１）では、４ページに、家庭学習の支援を重点課題

として位置づけたことから、必要な文言修正を行っております。 

 次に、１０ページをお開きください。 

 １０ページの（１２）では、情報教育に関しまして、情報モラルの育成に関する記述を

加えさせていただいております。 

 次に、１１ページに参りまして、健康教育・体力づくりの推進、（３）では、次年度か

ら各校において食に関する全体計画を作成することから、必要な文言修正を行っておりま

す。 

 次に、１３ページをごらんください。 

 １３ページの生徒指導、（７）では、児童生徒の携帯電話保有率が高まり、インターネ

ット利用が広がる中で、誹謗中傷、人権侵害に関する事象が増加傾向にあることから、安

全な環境で適切に情報を活用できるよう務める。フィルタリングソフトによる規制を含め

た与え方について、保護者等と連携をした取り組みを推進する旨の記述を加えております。 

 次に、１４ページをお開きください。 

 １４ページの、特別支援教育の推進、（１）及び（３）では、特別支援学級の名称を大

阪府の教育委員会の名称変更を踏まえ、学校園に対してよりわかりやすい表現とするため、

支援学級（特別支援学級）と改めております。 

 次に、１５ページをお開きください。 

 １５ページの（４）では、ＬＤやＡＤＨＤ、高機能自閉症等を含む特別な教育的支援を

要する子どもの指導に当たっては、すべての教職員に深い理解と確かな知識が必要なこと

から、必要な文言を加えております。 

 以上、甚だ簡単な説明ではありますが、よろしくご審議、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 今、松岡課長のほうから八尾市の教育重点目標について説明がありました。 

 委員さん方、何かございますか。 

【篠原委員長職務代理者】 この教育重点目標の最後のほうの項にもありますように、ワ

ーキンググループを含めて軽く１０回程度やっておられると。そしてこの委員会に、ある

いは協議会も踏まえまして、ずっと一生懸命勉強してきたつもりでございますが、前にも

申し上げたことがあると思いますけれども、これをいかに生かしていくかということが一



 

－10－ 

番大事だと思います。 

 このことにはまた後で触れますが、きのうおとついともう一回読みかえしました。１カ

所でイージーミスです、ちょっとこれ直してください。８ページの（６）、最後の「こ

と。」の「と。」が抜けてます。そのほか、文言的に読みかえしてみますと、ちょっとこ

れのほうがいいのではないかなということがあるんですけれども、もうこの時期ですので、

これは控えておきたいと思いますが。もしか今の「こと。」の「と。」は、これは当然直

していただけると思うんですが。それ以外で、もう一カ所だけ、できれば、古いやつでは

１２ページ、新しいのでは１０ページですね。１０ページの１２番、先ほど説明になりま

したいわゆるＩＴ関係のやつですね。その中でちょっと気になるのは、ＩＣＴですか、イ

ンフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジーを使った指導に努めると

ともに、情報モラルの育成に努めること。情報モラルの育成に努めること、これも重要な

んですね。これは並列だと思うんですが、「も」ぐらい入れてもらえへんかなと。だから

努めるとともに、情報モラルの育成にも努めること、この「も」が入ったほうが両方とも

大事にせなあかんのやという感じがしました。簡単な修正するところだけをピックアップ

しましたので、それからあとまだ委員長よろしいですか。 

【寺前委員長】 いいですよ、どうぞ。 

【篠原委員長職務代理者】 この図表、知・徳・体の４ページ、これを使い、やってもう

３年目、４年目ぐらいになるんですがね。非常にこれいい図表だと思います。そして先ほ

ど松岡課長の説明では、中学校区での交流、連携の強化と、家庭学習の支援という、これ

ちょうど真ん中に、知・徳・体を合わせる集合の形のところで入ったわけです。 

 そこで要望ですが、先ほど申し上げたように、これは本当に立派な重点目標ができたと

思うんですね。ですからこれを中身をいかに周知徹底、生かしていけるかということなん

で、その中で特にやはり目玉というのは中学校区での交流、連携の強化だと思うんですね。

これは学力の向上にもつながるだろうし、いろいろな地域の安心安全の学校園づくりにも

つながるでしょうし、ここで５ページ、そこに中学校区での交流、連携を強化するという

ような文言も入っているし、それからその次、「生き方」を考える中でも校種間連携とい

う言葉が入っていて、これ十分生かされていると思うんですね。ここで、これ、例えば現

在この前お聞きしたように、半年ぐらいなると思いますが、実際どの程度この活動、運動

というのですか、これが進んでいるのかどうか。 

 例えば、各学校の評議員、あの制度が生かされているのかどうかとか、今までにどのぐ

らいの回数、あるいは具体的な、こういうふうに進めていこうやないかというふうな会議

とか、そういう活動があったのかどうか。これまた機会があったら、今日でなくてよろし

いですからお聞かせいただきたい。 

 それから、前、協議会でも申し上げたように、この真ん中の三つ、非常に大事だと思う

んですね。また、家庭学習の支援、これは前回の協議会でも申し上げたんですけど、この

家庭学習の支援というのは具体的にどうすればいいのかと、非常に難しい問題ですから、

これもまたいろいろと検討していただければと思います。 

 以上、またありましたら。 

【寺前委員長】 どうもありがとうございました。 

 今、篠原委員さんおっしゃったように、この重点目標、僕もかなり熟読もさせていただ
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きましたし、その都度我々も協議会の場ごとに、ある程度また多少の修正も出てきていま

す。なかなか中身は立派なんですけども、これをどう生かしていくか。そのことによって

学力の向上なり、あるいは規範意識の向上、さらには家庭学習も含めてですけれど、つな

げていくのかというあたりが一番大事だと思います。 

 篠原先生おっしゃったこと、当然やと思います。これからはそっちのほうにまた力を注

いでいただかねばならんとこのように思っています。 

 百瀨委員、何かございますか。 

【百瀨委員】 十分にこれ論議されてきた中で、自分たちもかかわりながら、一定の重点

目標に達したわけですけどね。やはりこの重点目標ということでこれから学校現場等にお

ろしていかれると思うんですけれど、これ一つのバイブル的に使っていくということはわ

かるんですが、その中にやはり実践ポイントというのは何やねんというようなことを十分

にお示ししていただきたいなと。そういう中で、例えばいじめ根絶ということがあるなら、

それにかかわって全員でやって進めていく。またネットいじめということもそういうこと

に含まれてくるでしょうしね。よく考えたら一つのことを進めていくにはこれが十分バイ

ブル的に使っていけるものとなると、そのように自分は確信しているんですけれど。一つ

現場におろす中で、そういう実践の中で、これをポイントとして本年度進めましょうねと

いうのが見えるようにしていただいたら、またそういうことを十分にお示ししていただい

たらいいのではないかと思いますので、その辺またひとつ考えていただけたらと思います。 

【寺前委員長】 山本委員さん、どうですか。保護者の立場から、何か一言でも。 

【山本委員】 今、百瀨先生がおっしゃったとおりだと思います。 

【寺前委員長】 冒頭にもございましたように、ワーキング部会のほうで去年の１１月を

第１回としながら、４回ほど会議を重ねていただいています。これいわゆる課長補佐クラ

スの実務担当の方で、いろいろ情報も収集しながらやっていただいた。そしてそれを受け

て、我々も協議会なり委員会もこれで２回目ということで、また次長、部長で構成されて

いる検討委員会ですか、ここでも審議をいただいています。その都度、多少の修正を加え

ながら今日に至ったわけでございますけれども、時間的な制約もありましょうし、一応こ

の件については、先ほど篠原先生、どうしてもというような点、これはいわゆる文言の訂

正ぐらいとか、てにをはとかいうあたりはまだまだ可能や思いますのでやっていただいて、

しかるべき時期には製本にしていただきたいとこのように思います。 

 そうしたら、どうぞ。 

【松岡教育政策課長】 各委員からご意見いただいた点を踏まえまして、その修正の上、

作成させていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

【寺前委員長】 ということです。 

【篠原委員長職務代理者】 それで間に合うんですか。 

【寺前委員長】 そういうことでよろしいですね。 

【篠原委員長職務代理者】 もう一回この点だけ。 

 先ほど委員長からもうずっと補足していただきましたけれども、これは主に４月４日の

校長会あるいは教頭会で十分周知徹底、説明なさるわけですね。そこで私も毎年そこへ出

していただいた中で、これずっと羅列的に説明するんじゃなくて、やはり重点ですから、

平成２０年度の、これ全部が重点なんだけど、最重点たるこれを目玉にしたいというのが
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何かあってほしいなと、かねがね私思うんですね。 

 というのは、これは先ほども言いましたように、中学校区内、これなんかも非常に目玉

になると思いますね。そこから発展していって、幼小中というふうにあるんですけれども、

例えばこういうこともなかなか夢でしょうけれども、日本でもありますね。小中のずっと

一貫教育の学校づくりというのが、これは八尾で可能なのか。何かそういうふうな夢物語、

夢じゃないと思うんですけど、何かビジョンめいたものをやはりこれから持っていただく

というふうなことも、何か機会があったら、４月４日にこだわりませんけれども、校長へ、

校園長会なんかでも教育長あたりから熱く語っていただいたら、皆、元気が出るように思

うんですよ。だからこれは非常に元気になる薬だと思いますので、またよろしくお願いし

ます。 

【教育長】 今のお話なんですが、小中一貫校というのはなかなか目指すとしても時間が

かかります。それの前振りとして、公立校のよさというのは同じ地域で小学校、中学校、

幼稚園とあるというのが特徴ですので、近くにある小中学校は連携しないと意味がありま

せんし、一貫校でなくても連携して、そして交流を重ねて、お互いに教師が知りあって、

子どもたちが一緒に行事などをもつなど、一歩進められれば何か見えてくるんではないか

なというふうなことを考えております。 

 今回の規範意識の育成を重点にしたということについてですが、学習規律がやや崩れて

いる、こうなりますと知の部分の学習意欲は上りませんし、積み上げができなくなってく

る。このことについては小中学校連携して一定の方向で指導していただきたいと思います。 

 南高安中学校校区で今あいさつ運動の取り組みをしていただいていますが、随分あいさ

つできるようになったり地域へ広がっていっているというものもありますし、スポーツの

関係も交流も当然できますし、いろんなところへ広げていくことが可能だろうというよう

なこともありまして、連携強化を進めて、一貫校まで行けるかどうかは別ですけれども。

連携をぐっと進めていきたいと、これは４月には校園長に一定お話ししなきゃならない内

容だというふうには考えております。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

【篠原委員長職務代理者】 今、教育長からお答えいただいて、それで十分なんですけど

ね、先ほど申し上げたように、この中学校区での交流ですね、この問題、先ほど学校評議

員のことを言いましたが、それから例えばＰＴＡなんかでも、例えば小中なんかの交流会

があるのか。評議員は多分ないと思うんですけどね。やっているんですか。それも何か考

えられると思うんですよ。いろいろな、それはあくまでも二つの例ですけどね。もちろん

先生方、教師間の交流、これはもう当然あると思います。そういうようないろいろな交流

というような方法も考えていった場合、一貫校なんていうのはこれはなかなか難しいと私

わかっていますので、いろいろ交流の方法も模索してもらったらとこう思います。 

【百瀨委員】 小中という話なので、同一中学校区内でいろいろそうやってひとつ取り組

みをしていこうということになったら、現場の中では小学校同士のすり合わせを十分して

おかないと、それを進めていくには必ずこっちの小学校はこっちの小学校はということで、

逆にまた混乱を及ぼすことになってくると。そういうことでもし考えていくならば、小学

校同士のすり合わせも十分に進めておくと、そういうことも含めて進めていただきたいな

ということで考えます。以上、ちょっと補足的にそういうこともやっていただけたらと。 
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【寺前委員長】 １中学校１小学校というようなところもございますし、ここらは比較的、

先ほど篠原先生なり教育長もおっしゃっていたように連携もしやすいでしょうけれども、

１中学校２小学校というところもございますので、これは百瀨先生おっしゃった。そうい

った連携については十分これは委員会としても細心の注意を払ってもらわないけませんし、

先ほど篠原先生がちょっとＰＴＡの関係もおっしゃいました。この件については余り小中

連携とかいいながら、やっぱり保護者会とかそういう評議員会とかいうあたりは余り交流

されていないような気もするんですけどね、その辺はどうです。 

【篠原委員長職務代理者】 情報が集まってきてないんでしょうかね。 

【寺前委員長】 来てないんですか。 

【倉本生涯学習部次長】 ＰＴＡの役員会等々上部の役員同士での交流はございますが、

本当に地域間のいろんな意味での情報の交流、人の交流が大事と思いますので、今日の委

員のご指摘を含めまして、学校も含めて多種多様な人々が学校を中心に集まれるようない

ろんな工夫を今後とも重ねてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【寺前委員長】 山本先生、その辺どないです。ＰＴＡの役員もなさって、ご経験もおあ

りですので。ちょっと思いみたいなところがおありでしたら、こんなんやったとかいうあ

たり、実態でも結構ですので。 

【山本委員】 ８年間、今までずっとやってきましたけれども、年を追うごとにやっぱり

盛んになってきています。役員の皆さんだけじゃなくて、ＰＴＡの学級委員さん、地区委

員さん、皆さんで市民スポーツ祭とか皆さん協力する体制が前年度より今年度というふう

に毎年盛んになってきていますし、中学校区、先ほどおっしゃっていましたけれども、や

っぱり中学校区の中でも中学校が今まではちょっと上のほうの位置にいまして、小学校、

幼稚園という関係だったんですけれども、今は割と小学校のＰＴＡの方々が積極的に動い

ていただいて、だんだんだんだん縦から横につなっがっていっているような気がいたしま

す。 

 ですからそういう点でも、役員同士の交流もふえてきていますので、そういう点ではよ

り情報は得られるようになったと思うんですが、やはり生徒たちの交流が少ないですので、

それがちょっと問題だなと。親同士の交流よりももっと生徒の交流があればいいかなと思

っています。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 じかにいろいろと保護者の立場でかかわっていただいておる中でのご意見ですので、ま

た機会があれば学校現場のほうにもそういうことも一応指示なり流していただくのも一つ

の方法であろうとこのように思いますので。いずれにしましても、やはり子どもたちの目

線で、何事も進めていかなければならないと、このように思っております。 

 それではこの件につきましては、一応皆さんのご意見も出そろうたと思います。したが

いまして、採決に移らせていただきます。 

 議案第４号につき、篠原委員からのご意見にもとづき原案を一部修正するということ、

これを適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって議案第４号「平成２０年度八尾市教育重点目標の策定に関する件」について、原
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案を一部修正の上適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第５号「八尾市図書館条例施行規則の一部改正の件」について審議いたしま

す。 

 提案理由を大谷館長より説明願います。 

【大谷八尾図書館長】 それでは、議案第５号「八尾市図書館条例施行規則の一部改正の

件」につきまして提案理由を説明させていただきます。 

 八尾市図書館条例施行規則の一部改正の件につきましては、教育委員会の権限に属する

事務の一部を教育長に委任する規則第１条第７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。 

 改正理由といたしましては、八尾市市立八尾図書館、山本図書館、志紀図書館において、

利用者の拡大を図るため、現在週１日の開館時間延長日を週３日に拡大実施するに当たり、

八尾市図書館条例施行規則の一部改正を行うものでございます。 

 恐れ入りますが、八尾市図書館条例施行規則の一部改正新旧対照表をご参照願います。 

 改正点につきましては、第３条、図書館の利用時間について、八尾図書館の水曜日、山

本図書館の木曜日、志紀図書館の金曜日の午前１０時から午後７時までを、それぞれ水曜

日、木曜日、金曜日の午前１０時から午後７時までに改めるものでございます。 

 なお、この規則は平成２０年５月１４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、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 ただいま、提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、何かご質疑ございません

か。 

【篠原委員長職務代理者】 以前一度ご説明いただいておりますので、結構なことだと思

いますね。これになって入館者の増がどのくらいですか、１０％ぐらい望まれるというふ

うなことだというふうに思います。それでよろしゅうございますか。 

【大谷八尾図書館長】 今、今後拡大することによりましての将来予想と申しますか、ち

ょっとお尋ねをいただいたと思うんですが、この夜間開館の拡大につきましては、平成１

８年の５月から週１日を実施してまいったところでございますが、今提案させていただき

ましたように、本年の５月１４日から週３回に各館とも拡大をさせていただきたいと、こ

ういうことでお願いをしておるところでございます。 

 将来の見込みでございますけれども、この１８年と１９年の比較をいたしますと、まず、

まだ年度途中でございますので、年度比較はできませんが、開館１日当たりの夜間日の比

較をいたしますと、利用者で約１８年度は３館平均で９１人でございましたですが、１９

年度では１００人と。利用件数につきましては、１８年度３２５点が１９年で３６１点と、

利用者につきましては９％増、利用件数につきましては１１％増と、こういうような上昇

になってございます。 

 我々といたしましては、この実施に当たりまして、やはり現在のこの状況、また大阪府

下の状況を参考に申し上げさせていただきますと、この夜間開館につきましては、大阪府

下３２市ございまして、既に３２市で実施をしているところでございます。この夜間開館

の日にちにつきましては、１日から７日までとそれぞれでございますが、参考に申し上げ
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ますと、週３日で１２市で約４０％、そして４日で約６８％と、こういうふうな大阪府下

の状況でございます。そして開館時間の延長時間でございますが、やはり私どもと同じ午

後７時までが１６市、大阪府下の実施しているところで約半数がこのような状態になって

ございます。 

 本市の状況、また府下の状況を踏まえまして、拡大実施を我々はさせていただきたいと、

このように思っているところでございますので、よろしくお願いいたします。 

【篠原委員長職務代理者】 これは７時まで延長するということで、各職員の方々はロー

テーション方式、あるいは時差出勤方式でやっておられるということなんでしょうけれど

も、３館とも人数の差があると思いますけれども、５時から７時までの２時間の間、体制

というのは何人ぐらいの体制で勤務なさっているかということ。 

【大谷八尾図書館長】 この夜間開館の実施体制につきまして詳しく申し上げたいと思い

ますが、この夜間開館の拡大につきましては、時差出勤方式のシフト勤務を採用して対応

してまいりたいと、このように考えているところでございます。 

 現在、夜間開館の延長日を担当する職員の勤務につきましては、超過勤務で現在行って

いるところでございます。通常の勤務時間８時４５分から１７時１５分を終えてから、１

９時１５分までの２時間の超過勤務で対応しているところでございます。 

 今後、改正日の勤務時間につきましては、通常勤務時刻の２時間おくれの勤務で、１０

時４５分から１９時１５分までの勤務として考えているところでございまして、各館の開

館時間の延長日の従事者につきましては、八尾で４人、山本で５人、志紀で４人と、こう

いう人数の体制で行ってまいりたいと思っているところでございます。 

 以上でございますので、よろしくお願いします。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 どうですか。 

 いわゆる時間延長を拡大するということで、これは市民サービスの最たるものであろう

とこのように思いますし、その分職員は負担もかかろうかなとも思いますし、そこら辺は

やはり十分職員の皆さんとの協議も調えていただきたいと思います。 

 それと今日的にはそういう各施設、これはできるだけ長時間、あるいは市民の利便性を

図るようにというのはこれはもう当然のことであろうと思いますし、その分いろいろとま

た職員の皆さんも知恵なり工夫もしながら努めていただきたいとこのように思います。 

 それと、この前、ちょっと協議会の場で藤田部長にもお話しもさせてもろうとったんで

すけれども、図書館の図書の選定について教育基本法の改正もございまして、いわゆる家

庭教育の充実というようなことも言われていますし、そういった家庭教育、あるいは家庭

に関する図書については、ちょっと予算面での関係もありましょうけれども、そういうコ

ーナーでもつくっていただけたらいいんじゃなかろうかなというようなことも話もしてお

ったんですわ。 

 そんなことも図書の選定委員会等でも一遍諮っていただいたらどうかなと、こんなこと

も思っておるんですけれどね。ひとつそれはまた館長のほうで一工夫していただきたいと

このように思います。 

 この件についてはもう教育長、別によろしいですか。 

【中原教育長】 はい。 
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【寺前委員長】 それではこの件については、これでご審議を打ち切らせていただきます。 

 それでは採決に移らせていただきたいと思います。 

 議案第５号につきまして、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって議案第５号「八尾市図書館条例施行規則の一部改正の件」について、原案を適当

と認めることに決しました。 

 次に、議案第６号「平成１９年度八尾市指定文化財を決定する件」について審議いたし

ます。 

 提案理由を岸本課長より説明願います。 

【岸本文化財課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第６号「平成１９年度八

尾市指定文化財を決定する件」につきご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第

１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。 

 提案の理由でございますが、本年２月８日に開催されました文化財保護審議会におきま

して、お手元資料記載の大竹西遺跡出土の瑪瑙製鏃型石製品及び鉄剣附板状木製品の２点、

並びに高安古墳群大窪・山畑７号墳、８号墳につきまして諮問を行い、審議会におきまし

て、まず瑪瑙製鏃型石製品につきましては、通常の鏃型石製品は碧玉製や緑色凝灰岩製の

ものであるのに対しまして、瑪瑙製のものは大変珍しく、全国でも初の出土例であること、

次に鉄剣附板状木製品につきましては、近畿地方での同時期の出土例がわずかであり、大

阪府下では最古となることから、また高安古墳群大窪・山畑７号墳につきましては、平成

１７年度に文化財指定をしました開山塚古墳と並ぶ高安古墳群中の最大級の古墳であるこ

と、８号墳につきましては、古墳群が造営される初期の古墳であることによりまして、そ

れぞれ貴重な考古資料、並びに古墳であるとの判断から、市指定文化財として適当である

旨の答申をいただき、当該候補物件について市指定文化財といたしたくお願いするもので

ございます。 

 以上、雑駁な説明ではございますが、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。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 ただいま提案理由の説明がございました。委員の先生方、何か何かご質疑ございません

でしょうか。 

【篠原委員長職務代理者】 まずその１というのですか、瑪瑙ですね、非常に美しいもの

ですね、これ。今のご説明によりますと、非常に珍しいものであるというふうな説明があ

りました。そこで、例えば翡翠なんかはよく見られるんですけれど、この瑪瑙というのは

大体日本でとれたんですか。 

【岸本文化財課長】 日本では石川県あるいは富山県、北海道などでとれたというふうな

ことでございます。 

【篠原委員長職務代理者】 この八尾で見つかっているということですね。全国的に余り

それほど分布していないという今説明ありましたけれども、非常に貴重なものだと。翡翠

なんか至るところにあるんですね。 



 

－17－ 

 それからもう一つ、最後のほうの古墳なんですが、きれいに写真も、今までずっと候補

に挙がって来なかったのは、どういう、急にこういうようにたくさんふえてくるのは何か

わけがありそうな感じやし、そこらのところちょっとざっくばらんにお聞かせいただけた

らなと。 

【岸本文化財課長】 実は、私ども、ちょうど３年前から、高安古墳群、いわゆる昔千塚

と呼ばれまして、千塚古墳があったと言われる地域なんですけれども、その地域、大体今

３００基ぐらい、確認では２００基ちょっとなんですけれども、あるというふうに推定を

されております。 

 今、申し上げましたように、３年前から高安古墳群の群集墳として国史跡化を目指すと。

そういう中では、登録を文化庁のほうにお願いをするということもございますが、実際に

やはりこういう貴重な古墳群であるという中で、八尾市としてもその一助として、一つず

つやはり一番この高安古墳群で最初にご審議いただいたのが開山塚古墳でございます。こ

れ非常にやはり全国的にも石室としては大きな石室であるというふうなことがございます。

また次にご指定でお願いをしました窪塚古墳、これも類例としたら近畿圏ではほとんどな

いと、やはり高安古墳群特有のものであると。 

 そういうふうなことの中で、市指定を３年間お願いをしているという状況でございます。 

【篠原委員長職務代理者】 えらい私ばかり申しわけありません。 

 その高安山古墳群は先ほどの千塚にたくさんあること私もよう知っています。例えば柏

原の高井田にある古墳、僕は前に案内いただいたことがあるんですね。いわゆる古墳群と

言われる中で、もう一つ何か違った扱いになりますな。規模的には高安山の古墳群という

のは数量的に見て、規模的にどうですか。やっぱり高井田なんかよりずっと規模的に大き

い。こういうふうに解釈していいんですね。 

【岸本文化財課長】 規模といいますか、基本的にも群集墳でいきますと、今おっしゃっ

ていただいた柏原の高井田というのがございます。これは群集墳の時期からいいますと、

例えば柏原ですと平尾山というのがございまして、ちょうど八尾の神宮司を境にして、ず

っと高井田までの山手なんですけれども、そこに１，０００基ほど古墳がございます。八

尾市の場合は２～３００基と、ちょうど飛鳥、近つ飛鳥のほうは一須賀、あるいは平石古

墳群という、数の面でいきますと、かなり近畿圏でもそれぞれ１００基、あるいは今申し

上げた平尾山のような５００基というのもございます。 

 数でいきますとそういうふうな形なんですけれども、やはり群集墳の中で八尾市の高安

古墳群につきましては、非常に石室が大きいと。例えばもう昔に有名になっております石

舞台古墳と、ああいうふうな飛鳥の古墳と比べられるような石室と同程度の大きさのもの

を持っておるという中では、やはり実際に考古をやっておられる先生方に聞きますと、そ

れから類推した葬られてる氏族というのが、非常に大きな勢力を持っていたんではないか

というふうなことの中で、一定やはり国の文化庁へも、昨年私ども担当が行ってますけれ

ども、評価を得ているというふうなことでございます。 

【寺前委員長】 よろしいですか。 

 僕から１点だけ、これ、例えばこの瑪瑙の関係ですけれども、八尾市立歴史民俗資料館

ということで、所在地書いておられますわね。これはもう既に展示なさっているわけです

か。そのあたりはいかがです。 
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【岸本文化財課長】 展示の関係でございますけれども、私ども歴史民俗資料館について

は年間の通年展示というのがございます。それと特別展というのもございまして、それぞ

れ例えば遺跡が発掘されて、小坂合遺跡で銅銭が見つかったと。そういうふうなときに臨

時に展示をしておるというふうなこともございます。 

 そういうことで、通例展示はしてございません。何かの機会を見つけて、こういう形の

市指定文化財になったという以降で展示をするとか、そういう形でございます。 

【寺前委員長】 今、課長のほうからご説明あったわけですけれども、やはりこういう、

まだ今の段階では正式にはものにはなっていないですけれども、今日これ皆さん方がいわ

ゆる議決されて、指定されるということになれば、これは僕らかて割に珍しい貴重なもの

じゃないかなとこう思うとるわけですわ。鉄製のものなら、結構どこの歴史民俗資料館あ

たりにも出されているわけですけれども、瑪瑙なんかはここにも全国で初の出土例という

ようなことも書かれていますし、非常に珍しいものでありますし、私自身もこれ写真見さ

せていただくと非常にきれいな形もいいものでございますんで、できるだけ市民の目に触

れるような形で展示していただければ、よく新しい製品出てくると新製品発表とかいうて

企業なんかやったらやるわけですからね、そういう形ででも取り上げていただいたらいい

んじゃなかろうかなと。これは要望なりお願いとして、ひとつ申し上げておきたいと思い

ます。 

 他に質疑ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第６号につきまして、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって議案第６号「平成１９年度八尾市指定文化財を決定する件」について、原案を適

当と認めることに決しました。 

 議案につきましては、一応終わりました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。 

 まず最初の報告事項ですが、学校給食について、藤井課長より報告をお願いいたします。 

【藤井学務給食課長】 学務給食から、本市の学校給食の業務について報告させていただ

きます。 

 昨今、食の安全について、さまざまメディア等で取り上げられ、また保護者の方々、ま

た先生方もいろいろな観点から関心も示していただいていますことから、特に今回食材料

の選定についてということを中心に、本市の給食業務について報告させていただきます。 

 まず、本市の給食業務につきましては、調理用具につきましては民間の業者さんに委託

により、運営の効率化ということを目指しまして、１０年前から民間業者に順次委託を進

めてきました。本年年度当初から、全校民間委託するというような形で運用しております。 

 それで、民間の業者さんに委託しております内容につきましては、調理に関する業務を

民間の業者さんに委託しております。ここから報告させていただく内容についての献立、

また物資の選定、物資の確保につきましては教育委員会、またこの運営上かかわってきま

す給食費、保護者さんの負担、そういう形の中で設立しております給食理事会のかかわり



 

－19－ 

の中でやっておりますので、民間委託の中には、物資そのもの、また献立にかかわって何

ら委託内容になっておりませんので、まずそのことだけ念頭お話しさせていただいておき

ます。 

 学校給食の食材料はお手元お配りしております資料のとおり、大きく分けまして、二つ

の大きなルートから入ってきます。 

 まず基幹物資と言われますごはんですね、またパン、それと牛乳、これが主なものなん

ですが、これが大阪府のスポーツ、教育振興財団を通して、これはほとんど府下の学校、

ほとんどの教育委員会も同じような利用の仕方をしております。そこからのルート、これ

が全給食費全体の４５％ぐらいがここを通じてやっております。今の三つ以外にも調味料

であるとか通常学校給食で通常使われるものはここを通じて買っておると。 

 もう一つは、八尾市が独自で業者さんの選定をしながら選んでおる、これが物資購入委

員会、次に段落で出てきますが物資購入委員会というところで取り扱っておるものなんで

すが、そこを通じて買っております。この物資購入委員会といいますのは、まず献立につ

いては献立作成委員会、また物資購入委員会という一つの組織をつくりまして、これは学

校給食は学校教育の一環という形でありますので、ただ単に栄養価が整っている、そうい

う形だけのものでもございませんので、まず安全で、また確実に、また安心いただける、

そういう食材を、それでまた学校教育に役立つ食材、また教材になるような献立であると

いうことを目指しながら、その中にはメンバーといたしましては学校栄養士だけではなく、

八尾市教育委員会の栄養士、また学校の先生方も参画していただく中で、献立作成委員会、

また物資購入委員会を運営しております。 

 その物資購入委員会ですが、これは２カ月ごとに開催させていただきますが、具体的に

は、それぞれ献立に応じた食材の選定を行うわけなんですが、それを具体的に試食したり、

またその内容物の検討をしたりという形で、かなりの時間、一つ一つの食材について吟味

しながら行っておるというようなことでございます。 

 次に、それを扱っていただいている業者なんですが、これも業者登録をしていただいて

いる業者さん、ただ単に登録があれば参加していただけるということではなく、参加基準

を設けた中で書類審査と、もう一つは新しく参加される業者さんにつきましては、時と場

合によっては取り扱っていただく商品については、現地に参ってその商品の保管状況であ

るとか、また加工の状況であるとか、そういう衛生状況なんかを点検した形の中で業者さ

んの選定を行っております。 

 次に、食品検査、これにつきましては、それぞれ納品される食品につきましては、１０

０％とはいきませんが、ほとんどの食品につきまして、農薬にかかわるものについては残

留農薬、また添加物、いろんな内容の成分表、そういうものをつけることを求めておりま

すし、また市独自で、時と場合によれば、残留農薬の検査をしたり、また細菌検査をした

りというような形で、常に安全には留意しながら食材、物資の取り扱いをしているとそう

いうような状況でございます。 

 次に、４番目に、物資の規格という形で上げさせてもらっておりますが、基本的には国

内産のものを使用すると。内容の表示が明らかであること。調理加工品では内容が明らか

なことということで、原材料の配合割合である、また産地表示、そして栄養分析、細菌検

査の結果、そして製造工程など、さまざまなことを確認、またそういう内容が明らかでな
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いものについては使わない。また、遺伝子組みかえ商品は使用しない。不必要な食品添加

物が入っているものは一切使用しない。当然のことながら鮮度のよいもの、賞味期限が十

分余裕のあるもの。加熱フィルム使用のものは、それについてフィルム類の安全であるこ

との証明書の添付を求めていると。数年前から問題になりました肉類についても、その肉

の流通経路、飼育中の飼料の内容、それとこれはもう当然のことながらなんですが、ＢＳ

Ｅの検査済みの証明書を添付してもらうというような形で、常に安全に留意しながら食材

の確保について確認をしながら使っていっておると。 

 あとは、これが納品されたときの確認行為なんですが、各学校に学校栄養士が配置され

ております。それと基本的には学校栄養士が納品されたものを納品時に検収をして確認を

して収納するという形になっております。その上に委託しております業者のほうにも栄養

士資格を持った者を配置させておりますので、その者も二重のチェックをしておるという

ような状況で運営を行っております。 

 以上が食品の選定についての概略ということでございます。 

 それともう一つは、給食費の関係なんですが、給食費は食材料については、すべて保護

者の負担と。先ほどの冒頭で申し上げました民間委託であるとか、給食設備、そういうも

のについては、運営上の必要なものについては、これは設置者の負担という形で、これは

学校給食法の中でそれぞれ負担が分かれておりますので、参考のためご報告の中につけ加

えさせていただきます。 

 今のこの裏側に資料を、裏側に印刷させてもろてるのは、現在の学務給食課、教育委員

会としての取り組みなんですが、学校給食の施策について、参考までにこういうことを中

心に進めさせていただいているというようなことでご理解願えたらありがたいなと思いま

す。以上報告させていただきます。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 この件については連日のごとく新聞紙上を賑わせているわけですが、そういった中で一

度本市の学校給食についてはどういう仕組みになっておるんかということもございまして

ですね、資料の提出とご報告をいただいたわけです。 

 今、説明あったように、本市の場合、物資購入委員会とか、あるいは献立の作成委員会

とか、企画等、検査等についても、かなり十分やっていただいているとこのように思いま

す。しかし今話題になっているような件もいつ本市の場合も起こるかわかりません。そう

いうことも含めて、委員さん方何かご質問なり、お聞きしたいことがありましたら、お受

けさせていただきたいとこのように思います。 

【篠原委員長職務代理者】 この裏側の施策についてのところで、給食環境の整備に多目

的ルーム、ランチルームと書いてありますね。１８年度末で１２校の整備、あと残ってい

る学校での計画、進捗状況、それから大体これは何ですか、多目的ルームといったら非常

に広い場所が必要だと思うんですけれども、今やったら空き教室なんかの利用なんかも一

つ考えに入れられておるのかどうかということ、これ１点。 

 それから最後のほうで、家庭や地域との連携というところで、試食会にもいろいろある

んですね。そこで例えば児童と高齢者との会食の実施とか、非常にいいようなことが書い

てあるんですが、これどのくらいの実践例があるのかという、その２点をお願いいたしま

す。 
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【藤井学務給食課長】 まず、ランチルームの整備の件なんでございますが、この段落の

一番最後のところに２行ほどつけ加えて書いておるんですが、もともとこの学校給食の民

営化、運営の効率化を図ってきたものは、学校給食にはさまざまな課題がございます。い

ろいろな取り組みたいこと、また今後も取り組んでいかなければならないこともたくさん

ございます。そのことを実現化していくため、それと教育費に占める学校給食に係る経費、

運営経費の増大、そういうようなこと。 

 それともう一つは、一番大きな問題になったのが、八尾市は給食センターというのがご

ざいました。それは昭和４２年に設立いたしまして、その老朽化の問題もございました。

そういう形の中で、いかにして学校給食の運営経費をどこで賄っていくのか、そしてまた

給食センターの建てかえ問題をどうしていくのかという大きな課題もございました。そう

いう中から、一つには、給食センターを一遍に建てかえるのは膨大なお金がかかるという

ことで、それと各学校に給食施設があったほうが、そのほうがやっぱり保護者の方々、ま

た子どもたちのサービスになるんじゃないかというようなことで、そういう方向の中で取

り組んできた経緯がございます。 

 その中で、そのことをするときに、今ここに施策としてこれだけのことをやっていきた

いと、アドバルーンを上げたわけなんでございます。その一つの多目的ルームの設置です

が、これは１校だけなんですが、特別に補助金つきまして、子どもたちが集うような場所

を単独で建てたようなところも１カ所だけございます。あとは空き教室を利用しながらと

いう形の中でやってきておるんですが、何せ財政的な折り合いがなかなかつかなくて、今

ここに至っているというのが実情でございます。 

 それと、試食会、この試食会につきましては、各学校それぞれで実施していただいてお

るんですが、年間大体３，５００～３，６００から４，０００人超ぐらいのそれぐらいの

数の方々が参加していただいて、その中で来ていただくたびにいろんな情報発信をしてい

るというのが実情でございます。 

 一番最後の児童と高齢者との会食、この辺がまだなかなか実現のところでは、学校の方

では試食会の中にそういう形の中で学校ではやっていただいている部分もあるんですが、

なかなかそこのところが実現できてないという、また私その数はきちっと拾い切れていな

いのが実情でございます。 

 以上でございます。 

【寺前委員長】 よろしいですか。 

【百瀨委員】 今、報道でいろいろ騒がれているように、学校給食の食材についてご報告

してくださいということで今日お願いした分ですので、今日十分に聞かせていただいて、

いろいろこの件について市教委のほうにも問い合わせが来たりということはないというこ

とで聞いております。 

 そういう意味で、これからも十分に安全に配慮していただいて、進めていただけたらと

そう思っております。これからもよろしくお願いします。 

【寺前委員長】 単純な質問ですけれど、いろいろ話題になっている餃子等ですね、輸入

餃子等、それはやっぱり八尾市の場合も使うてたということはあるんですか。 

【藤井学務給食課長】 外国産品そのものは皆無と申しませんし、それに頼らざるを得な

いものもたくさんございます。今報道されているものについては一切使用してはおりませ
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んので、ご安心いただきますように。 

【寺前委員長】 それが非常に気になっておったもので。 

 特に、今日は栄養士さんにも来ていただいていますけれども、何かこの場で言うておき

たいというようなことがあったら。いいですか。よろしいですか。ありがとうございます。 

 では、この報告の件につきましては、これで終わらせていただきたいと思います。 

 それでは、次に、もう一件報告がございます。これは指導課のほうから、柿並課長から

ひとつお願いしたいと思います。 

【柿並指導課長】 平成２０年度全国学力学習状況調査への参加についてご報告いたしま

す。 

 平成２０年度全国学力学習状況調査についてでございますが、学力向上推進事業の一環

として全国学力・学習状況調査を活用していく旨のご報告を、平成１９年４月の定例教育

委員会でさせていただきましたとおり、各学校は平成１９年度全国学力学習状況調査を本

市実施の学力調査とあわせて分析を行い、各学校の指導方法、指導内容の工夫改善に努め

ているところでございます。 

 また、教育委員会といたしましても、これらの分析結果から確認された本市の課題解決

のための学力向上推進事業に係る新たな施策を、平成２０年度に実施してまいりたいと考

えております。 

 特に、本年度の全国学力・学習状況調査の結果につきましては、さまざまな課題が指摘

されており、その課題解決と本市の学力実態を継続的に把握する目的から、平成２０年度

の全国学力・学習状況調査への参加が必要と考えております。 

 そのため、平成２０年４月２２日実施の全国学力・学習状況調査に２９小学校、１５中

学校のすべてが参加する旨、大阪府教育委員会を通し報告いたしましたことをご報告いた

します。 

 なお、本年度の分析結果につきましては、１月の定例教育委員会で２月２０日発行の市

政だよりによる市民広報ということでご報告をさせていただきましたが、議会等の報告の

関係から、３月２０日配布の市政だよりに変更させていただきましたことをあわせてご報

告いたします。 

 以上でございます。 

【寺前委員長】 今、柿並課長のほうから、平成２０年度の全国学力・学習状況調査です

ね、これに全小中参加したい旨の報告と、また今年の実施された分での分析、あるいはそ

の取り組み、さらには市政だよりでの広報についても報告があったわけですが、委員の先

生方、何かございますでしょうか。 

 教育長、何かあったら一言言うといてください。 

【中原教育長】 今までの一定の調査により、さまざまな課題が今見えてきているところ

ですし、特に今回の重点目標とのかかわりで言いますと、中学校区と連携して学力をとら

えて、それを継続的に９年、また１１年というようなことになるかもわかりませんけれど

も、そのあたりでの研究をさらに進めていくというような趣旨もあるようですので、学

力・学習状況調査に参加させていただいて、子どもたちのレベルをさらに上げていきたい

と考えているところでございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 
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  特に、何かありますか。もういいですか。 

 一応、この報告の件につきましては、ないようでございますので、終わらせていただき

ます。 

 事務局のほうから何か報告事項等ございませんか。ないですか。 

 委員さんのほうからは、特に報告とかないですね。 

 それではないようでございますので、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。ありがとうございました。 

 本日の署名委員に山本委員を指名させていただきますので、よろしくお願いします。 

 それではこれで終わらせていただきます。長時間、ありがとうございました。 

 

 

（署 名）山本委員 

 

 


