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八尾市教育委員会（４月定例会）会議録 

 

【寺前委員長】 それでは、ただいまより４月定例教育委員会を開催いたします。 

 まず、教育委員会２月臨時会の会議録の承認について審議いたします。 

 ２月臨時会については、非公開審議部分がありましたが、公開可能な時期が来ましたの

で、当該部分を含めて、再度審議いただきたいと考えています。委員の先生方、何かご質

疑ございますでしょうか。 

【全議員】 異議なし。 

【寺前委員長】 よろしいですか。全委員、ご異議なしと認めます。よって、２月臨時会

会議録については承認と決しました。 

 続きまして、教育委員会の３月定例会の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。 

【全議員】 異議なし。 

【寺前委員長】 ないですか。全委員、ご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。 

 次に、教育委員会３月の臨時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。 

【全議員】 異議なし。 

【寺前委員長】 よろしいですか。全委員、ご異議なしと認めます。よって、３月臨時会

の会議録について承認と決しました。 

 それでは次に、委員長報告を行います。私の方から行わせていただきます。 
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（委員長報告） 

３月 24日（月 ） 

４ 月 ４ 日 （ 金 ） 

 

 

４ 月 ９ 日 （ 水 ） 

 

４月 15日（火 ） 

午前11時より、臨時教育委員会議に出席。 

午前９時15分より、校園長会に出席。 

正午より、教頭会に出席。 

午後１時15分より、市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席。 

午前10時より、臨時教育委員会議に出席。 

午前10時30分より、臨時教育委員協議会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

 

【寺前委員長】 次に、教育長報告を、中原教育長よりお願いいたします。 

（教育長報告） 

３月 24日（月 ） 

３月 25日（火 ） 

３月 26日（水 ） 

３月 27日（木 ） 

 

３月 28日（金 ） 

 

３月 29日（土 ） 

３月 31日（月 ） 

 

 

４ 月 １ 日 （ 火 ） 

 

４ 月 ４ 日 （ 金 ） 

 

 

４ 月 ５ 日 （ 土 ） 

４ 月 ７ 日 （ 月 ） 

 

４ 月 ８ 日 （ 火 ） 

４ 月 ９ 日 （ 水 ） 

 

４月 12日（土 ） 

 

４月 14日（月 ） 

 

４月 15日（火 ） 

４月 17日（木 ） 

午前11時より、臨時教育委員会議に出席。 

午前９時05分より、市職員定期人事異動発令式に出席。 

午後１時30分より、文化振興事業団理事会に出席。 

午前９時10分より、河内新聞社による図書の寄附に対する市長感謝

状贈呈式に出席。 

午前10時より、市議会３月定例会本会議（７日目）に出席。 

午後３時より、転出指導主事等辞令式に出席。 

午前９時より、日本少年野球八尾大会開会式に出席。 

午前９時より、市職員及び教職員定期人事異動辞令式等に出席。 

午後２時30分より、部長会に出席。 

午後３時10分より、退職教職員への辞令式及び感謝状贈呈式に出席。 

午前11時より、部長会に出席。 

午後１時45分より、新任及び転任教職員辞令式に出席。 

午前９時15分より、校園長会に出席。 

正午より、教頭会に出席。 

午後１時15分より、市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席。 

午後２時より、春の全国交通安全運動キャンペーンに出席。 

午前９時30分より、部長会及び河内音頭まつり庁内実施本部会議に

出席。 

午後２時より、府立みどり清朋高等学校開校式・入学式に出席。 

午前10時より、臨時教育委員会議に出席。 

午前10時30分より、臨時教育委員協議会に出席。 

午前10時より、市制施行60周年記念式典に出席。 

午後７時より、ベルビュー市・嘉定区代表団歓迎夕食会に出席。 

午前９時30分より、新規採用市職員発令式に出席。 

午前10時より、新入社員を励ます集いに出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時より、社会教育委員会議に出席。 
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４月 18日（金 ） 

午後４時より、部長会に出席。 

午前８時30分より、特別職会に出席。 

【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。

特にないようでございますので、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

【寺前委員長】 それでは議案の審議に入らせていただきます。 

 

４月の議案 

議案第１２号 

議案第１３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 

八尾市社会教育委員の委嘱に関する件 

 

 議案第１２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。 

 提案理由を中山次長よりご説明願います。 

【中山学校教育部次長】 それでは、議案第１２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３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。 

 提案の理由でございますが、学校教育法改正に伴い、八尾市立学校に配置する首席及び

指導教諭について、その給料等を国庫負担及び地方交付税措置の対象とするにつき、規則

の一部を改正する必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 改正する規則につきましては、この議案１枚めくっていただきまして、次のページに示

しております。 

 その裏面に、新旧対照表を提示しておりますので、新旧対照表をご覧ください。 

 改正についての考え方でございますが、このたびの学校教育法の改正により、主幹教諭

及び指導教諭の新たな職を設置できることになり、これらの職の給料等について、国庫負

担金や地方交付税措置がなされることから、八尾市立学校に配置する首席、指導教諭をそ

の対象とするために、大きくは２点についての規則改正ということになります。 

 まず１点目でございますが、八尾市立学校に配置する首席について、学校教育法上の主

幹教諭として位置づける点でございます。 

 ２点目は、指導教諭について、教諭に限定された学校教育法上の指導教諭と、大阪府独

自で配置する養護教諭や栄養教諭を対象とした指導教諭につきまして、混乱を避けるため

に、指導養護教諭、指導栄養教諭等別の名称に変更することでございます。 

 大きくはこの２点でございますが、学校教育法施行規則改正に伴い、主幹教諭である首

席が教務主任や学年主任など主任等の担当すべき校務を整理するときには、その学校にお

きましては当該主任等を置かないことができるようになることもつけ加えておきます。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。どうかよろしくご審議の
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上、ご承認賜りますようよろしく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すで

しょうか。 

【篠原委員長職務代理者】 質問が２点になりますが、まず第１に八尾市の学校園の管理

運営に関する規則ですけども、これは、府から示された、大阪府下あるいは日本国中、み

な横一線と理解してよろしいですね。 

【中山学校教育部次長】 府のほうの提示したものに沿いまして、参考にして、市のほう

でつくりましたが、府下４０何市町村同じものを適用しております。 

【篠原委員長職務代理者】 大体そういうことだと思います。 

 それから、各主任の場合、主任によっては時間軽減とかいうような措置が従来なされて

たと思うんですけども、首席というのはいわゆる幹部になるんですね。幹部に対しては時

間軽減とかそういった措置はないと、こう理解してよろしいですか。 

【中山学校教育部次長】 現在置いております府独自のものは、授業も持った上で、首席

に関しましては１０時間の臨時講師がつくという府独自の形でございますが、これは主幹

教諭という形に見立て、首席を置くことにおきまして、国予算において小・中学校に主幹

教諭を配置する場合に、主幹教諭の担当授業時数を半分に軽減するというようなことが示

されておりまして、その機能が発揮されるように、教員を加配教員で配置するということ

が国のほうで定まっておりますので、八尾市のほうがこれをこのように改正して配置する

ことによって、府のほうから加配教員という形で配置される予定となっております。今の

段階ではまだ明示はされておりません。以上です。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

【篠原委員長職務代理者】 今、次長の説明だと大体１０時間、学校によって差も出るん

じゃないかと思うんですけども、一応国からの通知では、首席という職についた先生の場

合は大体週に１０時間の授業軽減があると、そういうふうに考えていいですか。 

【中山学校教育部次長】 現在、府独自の措置として１０時間という数字が出てきてるん

ですけれども、今後国の加配教員の場合、担当授業時数を半分に軽減という形で示されて

おりますので、また府から指示が下り次第お知らせしていきたいと思っております。 

【篠原委員長職務代理者】 結構です。 

【寺前委員長】 どうもありがとうございます。 

【百瀨委員】 昨年度から実施されておりますので、改めてお聞きしたいと思っておりま

す。 

 当然、これらの設置につきましては、教育の専門職としての高い能力が非常に求められ

る中で、指導力の向上を図るということで、こういうように設置されたと思っているんで

すけれど、昨年度、これを設置された中で、改めて教育現場でどのように機能していたの

か、また、どれほどの効果があったのか。少しお聞かせ願いたいと思います。 

【中山学校教育部次長】 首席を置いた学校につきましては、学校の意思決定を迅速化す

ることができたとか、教職員の意見の取りまとめを校長・教頭だけではなく、首席が中心

となってすることができた、あるいは教職員全体に対しまして、校長の学校運営方針を首

席のほうから具体化していこうというようなリーダーシップをとって進めることができた
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と聞いております。 

 それから、指導教諭につきましては、教育技術をかなり高度な技術も持っておる中で、

初任者育成、あるいは学校の中での教職員の授業改善等の指導、またあるいは教育サポー

トセンターと連携して、八尾市でつくっております「私たちの八尾市」などの編集に参加

したり、いろんなところで活躍ができたと聞いております。以上です。 

【百瀨委員】 わかりました。十分に加配等の設置もできるということですので、そのあ

たり考えながら進めていっていただきたいんですが。 

 もしいいようでしたら、本年度、首席についてはどの程度の人数で配置されたのか、ま

た指導教諭については何名ぐらい小・中で配置されたのか、わかっている範囲の中で教え

ていただけたらと思います。 

【中山学校教育部次長】 首席につきましては、小学校が２校、中学校が７校、指導教諭

につきましては、小学校に３人という形で配置できました。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 小学校２名、中学校７名が首席、そして指導教諭が小学校３名ということですね。 

【百瀨委員】 その点について、そうしたら首席については中学校では多くの学校で設置

されていると。逆に指導教諭については中学校には少なくて、小学校に多いんだと。この

辺のあたり、どのようにお考えなんでしょうか。 

【中山学校教育部次長】 中学校の指導教諭に関しましては、できる限り、より高い専門

性ということで、今後学校長にもお願いしまして、広めていきたいと考えております。 

【百瀨委員】 わかりました。 

【篠原委員長職務代理者】 時間とって申し訳ないんですが念のため。この首席というの

は、私が現場におるときには、あまり学校ではなかったものですから。首席になる場合は

校長の推薦、それからこの教育委員会の承認、それから府のほうへ上げて、府でどういう

選考が行われているのか。これは非常に微妙なところがあるので、簡単でいいんですが。 

【中山学校教育部次長】 校長の推薦のもと、まず市教委でその方と面接という形をとら

せていただいて、八尾市の中で首席として活躍していただきたい、指導教諭として活躍し

ていただきたいという方を、府のほうに上げる。そして府でも、人事資料と、面接という

形で合否を決めていただくという形になっております。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

【中原教育長】 今回、指導教諭、指導養護教諭、指導栄養教諭と、いろんな「指導」が

頭に付く職名と、首席という職名が出てきたんですが、首席というのは我々のイメージと

しては教務主任的なもので、校長・教頭の指示・指導を受けながら学校の教務の係わる仕

事を首席は進めていきます。指導教諭と指導栄養教諭それから指導養護教諭については、

学校だけじゃなくて、市内の学校などに対する指導も一定入ってくると考えています。 

 指導教諭は、例えば教育研究会で指導的な立場にあることは、想定している範囲内なん

ですが、指導教諭自身も自分を使ってほしい、自分の良さを出していきたいと考えている

ようです。例えば新任の指導のときに使ってほしいとか、教育研究会の研修のときに使っ

てほしいとかいうような意思は持っていますので、今後うまく連携して指導をやっていき

たいと考えています。また、教職員の指導の向上を図るためにこの方々をどう活用してい

くかというのが課題になっているところでございます。 
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 何か、それに関わって、ありましたら。 

【中山学校教育部次長】 まず指導教諭に関しまして、学校長のほうに、「八尾市にはこ

のような方たちを指導教諭として置いている」ということを周知した上で、各学校で研修

等々で活用していただくことを一つ。それから先ほども申しました教育サポートセンター

とも連携しまして活用していただくのが一つ。また指導課等とも指導方法の工夫改善等々

も連携して、この方たちを活用していくような形を考えていきたいと考えております。以

上です。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 新たにつくられた職ですので、可能な限り活用していただきたいと思いますし、浦上担

当部長は現場におられて、そういう方も配置されていたと聞いていますので、効果等につ

いてご意見いただいたら。いかがですか。 

【浦上教育推進担当部長】 私、現場のほうで実際に首席を推薦して、位置づけたという

例がございますけれども、学校の校長は学校経営の視点に立って、経営ビジョンを説明す

ると。その中で首席あるいは教務主任とか生徒指導主事というのは学校における中核の

方々だと思うんですよ。その方々が校長の経営ビジョンを理解して、それを各先生方のほ

うにより深く進めていくという意味では、とても重要なポジションであると考えておりま

す。 

 また、特に新任の先生方がどんどん増えていく中で、その先生方の声とか不安あるいは

悩み、そういったものを直接校長も察知はするんですけども、やはり話しにくいとか言い

にくいとかいう部分がありまして、首席の方々にいろいろと自分の悩み、不安を伝えてい

るというのが、校長をしていてそういう意味で大分わかってくるということで、とても大

切なポジションと考えています。 

 もう一つは、八尾市の管理職の登用という意味で、将来的に八尾市の教育を中心になっ

て担ってもらえる方をやはり当然推薦します。ですから、管理職を敬遠する先生方も多数

おられるんですけども、八尾市全体の視点に立って管理職になっていってほしいというお

願いも込めて首席に推薦したという例もございますので、そういった気持ちで各学校園で

今後とも増やしていってほしいというお願いを校長会等でもまたさせていただこうと考え

ております。そういうことで報告終わります。 

【寺前委員長】 どうもありがとうございます。 

 今、浦上担当部長から、現場で直に首席を置かれていた学校におられたという関係で、

そういったあたりのご意見をいただいたわけですけれども、できるだけ希望者を校長先生

のほうから募っていただいて、できる限り配置できるという方向でご努力願いたいと思い

ます。これ、クラスの数によって置くことができるわけですね。 

【中山学校教育部次長】 小学校が２２学級以上、中学校が１２学級以上と、一定の規模

数が示されているんですけれども、各学校の課題によってはそれ以下の学級数のところに

も、協議の上で配置できることになっております。 

【寺前委員長】 結構ですよ。 

【篠原委員長職務代理者】 首席というのは、府教委の面接まで受けて、一定の「資格」

と考えていいんですかね。というのは、Ａ校で首席であると。Ａ校はたまたま規模的にも

かなり大きい。それが転任という場合に、小規模校へ転任した場合、そこでは首席という
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ポストはありませんね。ただ冠だけはつけたままで、その転勤した学校でも首席は首席な

んですか。首席というポストは、そこの学校にはないと思うんですけれど。そこらのとこ

ろ、前に聞いたような記憶があるんだけど、もう一回教えてください。 

【中山学校教育部次長】 府が独自で置いていたときには大変悩ましい案件だったんです

けれども、今回、主幹教諭と位置づけられることによりまして、どこの学校に行ってもそ

の教員は主幹教諭という立場になりますので、主幹教諭としての仕事で。主幹教諭であり

ながら指導教諭を兼ねるとか、そういうことにつきましては、また府教委と協議していく

ことになるとは思っておりますが、主幹教諭にこうして書きかえることによって、今まで

とは若干違う形になるかとは思っております。 

【篠原委員長職務代理者】 首席は、教諭ではなくて、主幹教諭になるということやね。

主幹教諭というのは絶対消えない。 

【中山学校教育部次長】 はい。 

【篠原委員長職務代理者】 なるほど。わかりました。 

【寺前委員長】 よろしいですか。 

【百瀨委員】 こうやって任用された先生方は十分にその趣旨はわかっておられるやろう

し、また職務内容についても知っておられるし、校長もそうやと思うんですけどね、教育

現場の中で、十分にこの先生方が機能していくように取り組んでいただくということを最

優先に考えながら、やはり今後は、人数も含めて、将来のビジョンを持った上で計画的に

どんどん配置していくんだと。そういうことで、適切なことを含めながら指導のほうをよ

ろしくお願いいたします。 

【寺前委員長】 僕から１点だけお聞きしたいんですけどね。今の首席あるいは指導教諭

の、男女の比率はどれぐらいになっています。資料をお持ちですか。 

【中山学校教育部次長】 小学校の首席に関しましては、２人とも女性です。それから指

導教諭３名につきましては、女性が３分の２、男性１人という形です。 

 中学校の首席に関しましては、７名のうち現在女性が２名で、もう既に昨年首席であっ

た女性は１人、今年度教頭に昇格しております。先ほど浦上担当部長のほうも申しました

ように、今までなかなか女性が登用されなかったのが、この首席や指導教諭を置くことに

よって、「それやったら私も教頭・校長になろうか」というような意欲にもつながってい

ると思いますので、今後もまた同じような比率で増やしていきたい。指導教諭の男性もぜ

ひとも増やしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 女性のほうがよく頑張っていただいているということで、結構なことだと思いますけれ

ど、同時に男性も頑張っていただきたい。担当部長、ひとつよろしくお願いします。 

 ほかに何かございますか。よろしいですか。 

 それでは、この件については以上で終わらせていただきます。 

 議案第１２号につき、原案を適当と認めることについてご異議はございませんか。 

【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１２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、原案を適当と認めることに決しました。 
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 次に、議案第１３号「八尾市社会教育委員の委嘱に関する件」について審議いたします。 

 提案理由を倉本次長より説明願います。 

【倉本生涯学習部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１３号「八尾市社

会教育委員の委嘱に関する件」につきまし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１３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、社会教育委員の選任につきましては、社会教育法並びに本

市社会教育委員条例の規定に基づき、学校教育経験者、社会教育研究者並びに学識経験者

など市民委員から選任委嘱等を行っております。このたび、学校教育経験者の退任に伴い

委員の委嘱をする必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 お手元の社会教育委員名簿（案）にお示ししましたとおり、学校教育関係者として八尾

市校長会から推薦を受けておられました山下利夫氏が３月末日をもって退職されました。

その後任として、八尾市校長会会長八百親司氏を校長会から推薦を受けましたことから、

委嘱をお願いいたしたくご提案申し上げるものでございます。 

 なお、任期につきましては、４月２２日から平成２０年５月３１日までの残任期間とい

たすものでございます。 

 甚だ簡単な提案説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろし

くお願いいたします。以上でございます。 

【寺前委員長】 どうも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。 

【百瀨委員】 昨年度も同様の件で要望したと思うんですが、この学校教育関係者は校長

会の会長でなければならないのかと。校長会の会長は１年で変わっていくと。任期がもう

１年ごとに変わってしまうので。やはり校長会の中で２年、３年とそういう先生方が出て

こられる中で、社会教育の中で十分にいろいろな思いを反映していかなければならないと

考える中で、１年で変わっていっていいものなのか。そういうことで、もう少し考えるこ

とについては、校長会の中から別の推挙ができるのかどうか、そういうことについてお考

え願いたいと、昨年度お話出したと思うんですが。その点いかがなんでしょうか。 

【倉本生涯学習部次長】 昨年この会議からそういうご指摘がございまして、校長会にも

昨年度、この意思を伝えたところでございます。校長会のほうでも重々ご議論されたわけ

でございますが、やはり社会教育委員会議には校長会の会長が出ると機関決定されまして。

我々も４回、社会教育委員会議を開催しておりますが、やはり校長会の会長がいろんな角

度から適切なご意見を賜るということで、校長会を代表して出ていただくということで、

昨年のご指摘もありましたが、校長会で機関決定されまして、こういう結果になったとい

うことでございます。以上でございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

【百瀨委員】 過去には、やっぱり２年、３年と続けていただくということで、校長会が

代表を選出したという事例もありますので。最も効果のある社会教育委員として選出して

いく方向の中で、また改めてお考え願ったらいいかと思います。 

【寺前委員長】 昨年議論がございまして、今の倉本次長のお話でしたら、校園長会にか

けていただいて、校長会のほうで機関決定されたということで、また従来通りの形で今度
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の八百新会長を推薦いただいたということですけれども。今、百瀨委員のご発言にもござ

いましたように、やはり複数年やっていただいたほうがいいということも考慮に入れなが

ら、今後ともまた校園長会とも話をしていただきたいと思っております。今後の課題とい

うことにしておいていただきたいと思います。 

 ほかに何かございませんか。 

【篠原委員長職務代理者】 この関連で、今、百瀨委員の質問にもありましたけれども、

校長会の会長が充て職でこういうふうになってしまっている、校長会会長をもって充てる

というのと同じような形になってしまっているという感じは否めませんな。副会長さんと

かその他の方がなられても別に構わない。ここでは「学校教育関係者」ですからね。もっ

と極端に言えば、校長でなくてもええということになりますわな。今までのいきさつがあ

って、会長がずっとなっているんだからという、そんな慣例じみた感じを受けるんですけ

どね。それはないですか。「もう社会教育委員は校長会の会長や」、で決まりというよう

なね。 

【倉本生涯学習部次長】 社会のいろんな変化の中で、政策の意思決定をするにつきまし

て、多様な専門家の方々のご意見を賜るプロセスがまことに大事になっておりまして、社

会教育委員会議でもいろんな角度でご議論していただくようにしておりますが、やはり

「校長会としての意見」となりますので、やっぱり校長会の会長が出られている形になっ

ておりますが、その辺、また今回のご意見を賜りましたので、重々その辺の意を酌みまし

て、もう一度校長会のほうに申し上げたいと考えておるところでございます。よろしくお

願いします。 

【寺前委員長】 引き続き、また校長会に委員の思いを伝えておくということで、よろし

くお願いしたい。見方によっていろいろあると思いますわ、これはね。やはり会長として

責任ある立場で発言するということも必要なこともありましょうしね。 

 いかがですか。他にご意見ございませんか。ご質疑ございませんか。 

 ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第１３号につき、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１３号「八尾市社会教育委員の委嘱に関する件」について、原案を適当と

認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

【寺前委員長】 議案はこの２件でございますので、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、平成２０年度教職員人事異動について、中山次長よりご報

告願います。 

【中山学校教育部次長】 では、総務人事課より教職員人事異動についてご説明いたしま

す。 

 初めに、児童・生徒・園児数及び学級数、教職員数でございます。 

 平成２０年４月１６日現在で、小学校は、児童数１万６，２１９人、５８２学級、うち
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支援学級数は７０学級でございます。教職員数が８６７人。昨年度と比較してでございま

すが、児童数は３６名減っておりますが、学級数は３５人学級による増と支援学級の増に

よりまして、全体として４学級増となりました。それに伴い、教職員数も４人増となって

おります。 

 中学校は、生徒数７，２６０人、２２９学級。書いておりませんが、その中で支援学級

数は２２学級ございます。教職員数４８９人です。昨年度と比較してですが、生徒数は８

名増とほぼ同じ規模なんですけれども、支援学級の１学級増も含めまして、学級数は２学

級増、教職員数も５人増となりました。 

 特別支援学校は、児童・生徒数１１人、内訳は、小学部９人、中学部２人です。４学級

ございます。教職員数は２１人です。昨年度と比較して、児童・生徒数及び教職員数がそ

れぞれ１名増えました。 

 幼稚園は、園児数１，６３６人、６５学級、教職員数が１１０人となっております。昨

年度と比較してですが、今年度は園児数が大きく８８人減となりまして、それに伴い学級

数、教職員数が減っております。 

 なお、児童・生徒・園児数の推移につきましては、資料につけておりますグラフをご覧

ください。３枚目になります。その次のページです。グラフをごらんください。 

 ここ１０年間の変化を表とグラフで示しております。小学校児童数はここ４～５年、１

万６，０００人前後で推移しております。しかしながら、学事係等々から資料をいただき

まして今後の推移を見ますと、小学校就学予定者は、５年後には今年度よりも３００人か

ら３５０人減るような数が出ております。 

 中学校の生徒数は、１０年前に比べると１，０００人程度減少しておりますが、今後５

年間、これも学事係からいただいた資料で見ますと、７，２００人程度の推移で、小学校

ほどの減少は中学校ではないと見込んでおります。 

 それから幼稚園の園児数は、この１０年の間に２００人の減少がありました。今年度８

８人の減少、今後さらに減少していくと見込んでおります。 

 特別支援学校児童・生徒数は、ここ数年、１０～１２人で推移しております。 

 それでは最初に戻っていただきまして、引き続き説明いたします。 

 （２）の教職員数ですけれども、この表は各職種の内訳を示したものでございます。昨

年度と比較して特徴的なことは、再任用が昨年度３人だったのが１２人と、９人増えてい

ることです。退職者の増加に伴い、再任用を希望する数も増えております。そのほかには、

昨年度と比較して多少の増減はございますが、特徴的な大きなものはございません。 

 （３）につきましては、先ほども申し上げましたが、首席・指導教諭の数、それから今

年度からできました指導教諭４名の配置についての表でございます。 

 続きまして、裏面でございますが、平成１９年度末、２０年度当初の教職員人事異動数

でございます。 

 まず退職者数ですが、校園長先生方は、１７年度、１８年度末とずっと６人程度であっ

たものが、一挙に１９年度末は２０人の退職となりました。 

 教頭先生方は、１８年度末と同数の６人でございます。 

 教諭は、１８年度末は４６人の退職でしたが、１９年度末は６８人と、これも増えてお

ります。 
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 そのほかについては、例年と大きく変わったところはあまりありません。 

 次に、増えたところでは、昨年度と比較して顕著なところを申しますと、先ほども申し

ました再任用の増加です。 

 それから、新規採用者につきましては、昨年度は１０５人、今年度は１０６人と、ほぼ

同数、大量の採用がここしばらく続いておりますが、特に小・中学校の新規採用者は、今

後４～５年、これと同数が続くだろうと見込んでおります。 

 次に、市内配置換えでございますが、管理職・教職員ともに、１９年度とほぼ同数の市

内配置換えを行いました。ただ、今回の管理職人事につきましては、配置換えは昨年度と

同じ１４人なんですけれども、多数の管理職退職に伴いまして、新規の管理職が校園長合

わせまして１９人、教頭が１７人、合わせて３６人という大量の起用となりました。 

 これは次年度、さらにその次の年度にも同様の状況が起こりまして、この３年間でほぼ

すべての管理職が入れかわってしまうということになります。学校園の課題等を考慮して、

どの学校園においても、八尾市の今まで積み上げてきた教育内容等々を継承し、かつ一層

学校園が活性化していくように、私ども総務人事課としましては、管理職の配置をどう行

っていくかということが、課としての大きな課題であると捉えております。 

 以上、雑駁でございますが、教職員人事異動について報告を終わります。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 今、中山次長のほうから人事異動についてご報告がございました。委員の先生方、何か

ございましたら。 

【篠原委員長職務代理者】 ちょっと気になるのは、講師採用ですね。新規採用者が１０

６、講師採用が１１５、講師のほうが上回っている。これは、いろいろ事情は理解してい

ます。ただその中で、幼稚園の３５という講師、幼稚園は教員の絶対数が非常に少ないで

すので、そこで３５名というと、大体３人に１人か、２人に１人ぐらいは講師の方となり

ますね。 

 いろいろ今マスコミ等に騒がれていますように、これから講師の確保は定数そのものが

今度の知事のなんかで大きく動く可能性もあるんですが、幼稚園の講師３５、大体２人に

１人ということで、幼稚園の運営に対して今まで支障がなかったのかどうか、そこらのと

ころをちょっと教えていただきたいと思います。 

【中山学校教育部次長】 職務代理に指摘いただいているように、幼稚園基準の中で、学

級の３分の２は教諭が、という形で。この講師３５名という数が出ているんですけれども、

中にはフリーという形で学級担任ではない者も各園に配置しております。教諭はほとんど

全員学級を持つようになっていますので、幼稚園基準の３分の２というのは、学級担任で

はクリアしていると思います。 

 ただ、幼稚園そのものにつきまして、教員だけではなく、いろんな面で今後どうしてい

くのか、教員採用もどうあるべきなのか、大きな課題と捉えておりますので、またその都

度ご報告申し上げたいと考えております。以上です。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 一応、幼稚園基準はクリアしているということですよね。 

【中山学校教育部次長】 学級担任という形では。 

【寺前委員長】 担任としてはね。 
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 参考までに、平成２０年度は何名採用あったんですか。ここに出てますか。 

【中山学校教育部次長】 平成２０年度当初は幼稚園は５名の採用です。 

【寺前委員長】 ５名採用でしたか。一時は採用がなかったときがありましたもんね。 

 何かほかにございますか。 

【百瀨委員】 補足的なことで、少し聞かせていただきたい点が。 

 中学校の場合は、配置していかないかんのは各教科ですよね。そういう中で、教科では

全員きちっと配置できたのかどうか。そのあたりを少し聞かせていただけたらと思います。 

【中山学校教育部次長】 大量退職の時期を迎えまして、新規採用者もその退職された方

の教科に沿って、府のほうに要望してるんですけども、なかなかそれと合致した数が入ら

ない。講師で補っていくということになるんですけれども。 

 昨年度は数学に大変苦慮したんですけれども、今年度は現時点で英語、国語等々の教科

も入ってきまして、昨年度以上に教科が何種類にもなって講師を探すような状態。極力定

数につきましては配置した中でスタートは切っていただいているんですけれども、非常勤

講師とか、お休みになった先生の代替の分について、もう毎日々々人を探さなければなら

ないという現状でございます。 

【百瀨委員】 今話されたように、教育現場では講師、非常勤の中で教科は人数等を充て

ていかねばならない現状の中で、ある教科では管理職が授業も教えなければならないよう

な現実があるということもちょっと耳にしておりますので、ぜひそのあたり、早急な手だ

てをしながら、現場の教育内容がしっかりと集中してできるように、ぜひまたよろしくお

願いしておきたいと思います。 

【寺前委員長】 講師の採用は大変やというのはよく聞いていますけれど、大体市教委が

独自で探してくるのか、あるいは府教委のほうから回していただくのか、その辺はいかが

なものですか。 

【中山学校教育部次長】 府の登録等々、講師登録している者も各市が取り合っているよ

うな状態でして、市の担当者のほうで、うちに直接講師登録に来てくださる方とかいろん

な方を、府のほうにきちんと登録いただいて、市が活用するという形でございます。 

【寺前委員長】 そういう講師登録の方法ですね、例えば広報誌に載せてＰＲするとかそ

ういうこともなさっているわけですか。その辺、いかがなものですか。 

【中山学校教育部次長】 一応任免が府になりますので、その方法も余り八尾市だけが飛

び過ぎて募集を、ということもかなり難しい部分があるんですけれども、極力八尾市が探

しているんやということがわかる範囲では、今のところやっておる状態です。 

【寺前委員長】 例えば学校園の校長先生なり管理職の先生、あるいは一般の教諭の方で

も、知り合い等で掘り起こしということも心がけていただいて。やはり優秀な講師の方を

採用するというのは大事やと思いますので、地域の力をお借りするなど、いろいろ方法を

講じてください。 

【中原教育長】 今、府で採用される教職員は、小・中学校、高等学校合わせて大体２，

０００人強ですけれども、小学校が比較的競争率が低くなってきて、通例３倍を切ると質

の低下が顕著に見られるとよく言われるんですけれども、ぎりぎりになっておるところで

ございます。 

 我々も講師の確保ということで、府への登録者はもちろんですが、かつて講師をしてた
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人や、校長先生や現場の先生方にも四方八方手を探していただいているのですが、なかな

か講師の希望者がいないという状況です。 

 一方、学校へ行ってみますと、決して楽な職場ではありませんので、一旦入ってからお

辞めになる方もいらっしゃいます。いい人材を欲しいということで、日々いろんな大学へ

行ったり動いてはいるのですが、なかなか難しい現状です。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 管理職の先生方も団塊の世代の関係でたくさんやめていかれますし、一方では先生方も

不足して、今年でも新規、八尾市だけでも１０６人ですか、教職員入っていただいたとい

うことで、新規採用職員の研修等ですね、こういったあたりはサポートセンターなり指導

課、ちょっと取り組みについてご報告願えますでしょうか。 

【吉岡教育サポートセンター所長】 後の各課のところでちょっと紹介させてもらおうか

と思っておりますが。 

【寺前委員長】 そうですか。そうだったらそれで結構です。 

 そうしたら、その件については後の事業計画のところで、詳細に発表していただくとい

うことで、この報告につい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、平成２０年度の事務事業計画書について、各所属長よりご報告願います。 

 まず、学校教育部のほうからお願いします。 

【杉分学校教育部次長兼総務人事課長】 それでは平成２０年度事務事業計画につきまし

て、教育委員会事務局各所属から順次ご報告させていただきます。できるだけ簡潔にご報

告させていただきたいと存じます。 

 まず総務人事課でございますが、業務内容といたしましては、管理的業務、福利厚生等

が中心となっておりまして、主な事務事業等につきましては、四半期ごとに掲載させてい

ただいております。 

 また通年事務事業等につきましては、安全衛生委員会事務をはじめといたしまして、人

事及び給与事務並びに内申事務等を行ってまいります。 

 以上、簡単でございますが、総務人事課のご報告とさせていただきます。 

【田中教育政策課長】 続きまして、平成２０年度教育政策課の事務事業計画についてご

報告いたします。お手元資料に基づきましてご説明します。 

 四半期ごとの事務事業につきましては、記載のとおり、学校園等安全教室の開催でござ

います。それ以外の通年事務事業といたしまして、定例の当教育委員会議の事務局事務を

はじめといたしまして、教育予算及び決算の総括、教育政策会議の開催や教育課題全般に

対する政策等の企画・立案・総合調整等、記載のとおりですが、最後の行に記載しており

ますＣＡＰ子どもワークショップ事業につきましては、今年度、教育政策課の新規事業で

ございます。以上でございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 次に、施設管理課、お願いします。 

【橋本施設管理課長】 施設管理課の事業計画について、簡単にご説明申し上げます。 

 事業内容につきましては、掲載のとおりでございますが、その中で、第１四半期の小学

校警備業務・特別支援学校警備業務・幼稚園安全推進員配置業務というふうに業務の名前

は異なっておりますが、これは同じものでございます。ただ予算上の名称を掲載している



 

－14－ 

点で、ちょっと表現が違っておるものでございます。 

 あと第４四半期につきましては、今期特別には掲載しておりませんが、通年、次年度に

おきます先行事業、特に特別支援学級等に関します先行事業等を行っております。 

 あとにつきましては、掲載のとおりでございます。以上でございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 次に、学務給食課、お願いします。 

【藤井学務給食課長】 それでは学務給食課の事務事業計画についてご報告いたします。 

 まず奨学関係につきましては、就学・就園機会等の均等を図るため、その保護者に対し

まして、必要な援助、就学援助事業・奨学金事業、その他私立幼稚園就園奨励費の給付等

の事業を行ってまいります。 

 次に、学校保健関係につきましては、園児・児童・生徒及び教職員の健康保持増進を図

るため、検診並びに健康診断を実施いたします。 

 また、学校園の管理下における災害に対する共済費の給付、また学校園の水質検査や病

害虫等の駆除等環境衛生業務を行うなど、よりよい学校園活動の推進に向け、環境確保を

図ってまいります。 

 次に、給食関係につきましては、給食用のリフトの改修など給食設備や環境の整備、ま

たその機能更新等を行います。 

 また、給食物資の検収強化等を行うなど、なお一層の衛生管理の強化や安全の確保に努

めてまいりたいと思っております。以上でございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 次は、指導課のほうからお願いします。 

【柿並指導課長】 それでは指導課の事務事業につきましてご説明いたします。 

 八尾市教育重点目標の平成２０年度八尾市教育重点課題であります「スリーＴプラン」

に係る諸施策といたしまして、まず知の部分でございますが、学力向上推進事業の一環と

いたしまして、本市が３年間独自に実施してまいりました八尾市学力実態調査等の分析結

果を踏まえ、学力向上支援会議を立ち上げ、さらには研究開発校を指定し、その研究成果

を各学校が共有することで、八尾市全体の学力の向上を図りたいと考えております。 

 また、全中学校に配置いたします英語指導講師を活用し、中学校及び小学校での英語活

動を一層推進してまいります。 

 さらに、学校図書館活用推進事業では、小・中学校に図書館サポーターを配置すること

で、児童生徒の読書活動や調べ学習を支援してまいります。 

 なお、本年度より特別支援教育支援員を配置することで、発達障がい等の児童・生徒の

学習支援につきましても一層の充実に努めてまいります。 

 次に、徳の部分でございますが、児童生徒の体験活動の機会を増やすなど、各学校の道

徳や総合的な学習の時間等の一層の内容充実を図るため、豊かな心をはぐくむ教育推進の

一環として、総合学習等教育改革支援事業を行うとともに、すべての教育活動を通し生命

尊重の心や規範意識の育成に努めてまいります。 

 次に、体の部分でございますが、小・中学校体育大会業務委託や中学校クラブ活動各大

会参加のための交通費支給などを通じまして、健やかな体の育成の推進を推進してまいり

たいと考えております。 
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 また、安全安心の学校園づくりにつきましては、関係各課と連携するとともに、本年度

から実施いたします学校園支援事業等を通して、学校園を多面的に支援してまいります。 

 最後に、幼児教育についてでございますが、昨年度から全園で実施しております夏期預

かり保育を含め、４年目を迎える預かり保育の円滑な実施に努めてまいります。 

 平成２０年度指導課事務事業につきましては以上でございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

【吉岡教育サポートセンター所長】 教育サポートセンターでございます。 

 次世代を担う子どもたちの成長を、主として学校園支援を通してサポートしております。

事業を通じた支援の内容でございますけれども、学校園支援におきましては、教職員の意

識改革を促して、指導力の向上を図るための教職員研修、幼稚園を含め特別な教育的支援

が必要な子どもたちを初めとする相談支援、ふれあいルームを中心とした不登校等の子ど

もたちの学校復帰に向けた支援の充実等であります。 

 次に家庭教育の支援でございますけれども、学生サポーターを含むサポートチーム派遣

による家庭の教育力向上を目指す支援、専門性の高い相談員による市民ニーズにこたえる

ための教育相談の充実、教育講演会等市民に対して教育課題に対する理解啓発を進める支

援等でございます。 

 地域学習支援につきましては、教育情報の発信、あるいは地域の教育力を生かした学校

園支援ボランティアの派遣登録、教科書センターとしての教科書の展示・貸し出しでござ

います。 

 なお、本年度より教育推進担当部長所管の３課の事務移管によりまして、指導課が行っ

ておりましたインターンシップ、教育実習関係の大学連携、学生サポーター登録派遣事業

を本教育サポートセンターで行っているところでございます。これらを中心に、学校園等

を支援してまいりたいと考えております。以上でございます。 

【寺前委員長】 次に、人権教育課、お願いします。 

【渡邉人権教育課長】 それでは、平成２０年度人権教育課事務事業計画についてご説明

申し上げます。 

 人権教育課では平成２０年度八尾市教育重点目標に掲げられております生命人権尊重の

教育の推進、及び「八尾スリーＴプラン」の豊かな心の育成を目指して事業を推進してま

いります。 

 具体には、管理職人権教育研修等各種人権教育研修会の企画・実施、人権教育の資料手

引等人権学習教材の整備、人権教育推進学校園への支援、じんけん文化祭の企画・開催、

教職員による人権教育研究団体への支援等に、年間を通じ実施してまいります。 

 今年度は特に、指導課より日本語指導、それから国際理解講師の派遣事業、また児童虐

待、男女平等教育の四つの業務を人権教育課に移管をいたしております。 

 このうち日本語指導及び国際理解教育の講師派遣事業は、小・中学校に在籍しておりま

す中国やベトナム等からの帰国・渡日児童を含む外国人生徒に対する学校園の取り組みへ

の支援を行う事業です。 

 児童虐待につきましては、法の改正により学校園にこれまでの通告義務だけではなく、

安全確認義務が課せられるようになっておりますことから、その周知も含めて要保護児童

対策地域協議会と連携をしながら取り組みを進めてまいりたいと考えております。 
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 また、平成２１年度に、大阪府人権教育研究中河内大会の開催が予定されておりますと

ころから、今年度より東大阪・柏原両市教委、府教委とも連携をしながら、現地実行委員

会に参画をしてまいります。以上、簡単でございますが、人権教育課の報告を終わります。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 次に、生涯学習スポーツ課、お願いします。 

【倉本生涯学習部次長兼生涯学習スポーツ課長】 それでは、生涯学習スポーツ課の事務

事業についてご説明申し上げます。 

 まず、事務事業執行に当たりましては、「第２次生涯学習計画」及び「スポーツ振興計

画」に基づき、進行管理を含め総合的・一体的に取り組んでまいります。 

 続いて、第４四半期に実施予定の第３回少年サッカー大会につきましては、過去２回の

経験を踏まえ、指導課・生涯学習スポーツ課が連携協力し、子どもたち・父兄が感動する

スポーツ行事となるよう取り組んでまいります。 

 続いて、年間計画におきまして、生涯学習センターの改修事業でございますが、昨年策

定いたしました「生涯学習センター改修計画」に基づき、適切に取り組んでまいります。 

 最後に、生涯学習スポーツ課の公の施設の指定管理者選定に関わりまして、適切な選定

を行い、教育委員会に上程申し上げながら、条例に基づき１２月議会に議決を求めてまい

りたいと考えているところでございます。以上でございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 次に、図書館のほう、お願いします。 

【大谷八尾図書館長】 恐れ入ります。ちょっと文言の訂正がございます。 

 年間計画書の覧でございますけれども、上から７行目で「私立病院院内学級出張サービ

ス」、「私立」となっておりますが「市立」ということでご訂正のほどよろしくお願いい

たします。 

 それでは、図書館の事務事業概要について申し上げます。 

 図書館におきましては、八尾・山本・志紀の３館と移動図書館で、貸し出しはもとより

レファレンスサービス、児童サービス、市内全域サービスを重視しながら、図書館サービ

スを提供してまいりますとともに、「図書館サービス計画」に基づきまして、地域を支え

る情報拠点を目指して、サービスの充実に取り組んでまいります。 

 今年度主な取り組みといたしまして、まずインターネット予約サービスの普及促進に努

めてまいりたいと考えております。本年３月に予約システムの構築により、家庭のパソコ

ンから、蔵書検索から予約まで行えるようになりまして、予約サービスの利用促進をなお

一層図るために、引き続きＰＲに努めてまいります。 

 また、夜間開館につきましては、現在各館で週１回、曜日を変えて午後７時まで実施し

ておりますが、この５月１４日から全館で水曜から金曜日までの週３回に拡大し、時差出

勤方式を用いて実施してまいります。 

 また、移動図書館につきましては、現在２３カ所を巡回しておりますが、５月から１カ

所増設いたしまして、２４カ所を新巡回コースとして運行してまいります。 

 以上、今年度の主な取り組みでございますが、今後も引き続き図書館サービスの充実・

向上に向けて取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 
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 次に、文化財課、お願いします。 

【岸本文化財課長】 それでは、文化財課の事務事業計画につきましてご説明申し上げま

す。恐れ入りますが、資料をご参照願います。 

 本年度におきます主な事業といたしましては、まず昨年度から取り組んでおります旧植

田家住宅の整備も年度内に完了いたしますことから、次年度のオープンに備えまして、条

例の策定等、公開活用のための準備作業をいたす予定でございます。 

 また、公開前の建物の見学会につきましても、今年度実施する予定をいたしております。 

 同時期に、本年度末で指定管理期間が満了となります歴史民俗資料館の次年度以降の指

定管理者を選定するための作業に取りかかり、８月開催の定例教育委員会におきまして指

定議案上程の予定で作業を進めてまいります。 

 また、第２四半期におきましては、新たに新規事業として、歴史資産のまち‘やお’発

信事業に取り組み、史跡散策サイクルマップの作成や案内標の設置、環山楼市民塾の開催

に取り組みます。 

 さらに、高安古墳群の国史跡化に向けまして調査や活用、保存計画の検討を継続します

とともに、第３四半期におきまして古墳群の重要性を周知していくために、文化会館（プ

リズムホール）の小ホールにおきまして、シンポジウムを開催いたします。 

 なお、その他の事業は、計画書記載のとおりでございます。以上でございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 ただいま、各課のほうから事務事業計画についてご報告がございました。 

 委員の先生方、何かご意見ございますか。 

【百瀨委員】 指導課で、学力向上推進事業を年間計画で上げられておるわけですけれど、

この中に、本年度の新規として学力支援チームの発足ということを考えておられるのでし

ょうか。 

【柿並指導課長】 学力向上推進事業を年間計画の中で上げさせていただいております。

説明の中で申し上げましたように、今年度、３年間実施してまいりました本市の学力実態

調査の分析等を活用して、学力向上支援会議というものを立ち上げる予定にしております。

学力向上支援会議につきましては、５月早々に第１回の会議を立ち上げる予定でございま

す。 

 また、今、ご質問いただきました学力向上支援チームにつきましては、年間を通じて各

学校の要請に応じて、その支援に当たるという形で計画しております。 

 さらに、先ほど申しました研究開発校につきまして、その成果等を踏まえて、学力向上

フォーラムを年２回、現時点では７月と２月に実施をする予定にしております。 

 こういったものを通しまして、各学校の研究成果、また市が実施いたします学力分析等

の共有を図ってまいりたいと考えております。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

【百瀨委員】 そういうように教育の基盤を学力向上に置くということは大事なことだと

思っておりますし、それに規範意識を育てたり、集中して教育を受ける態度を育てるのも、

学力向上を基盤に置くことだと考えますが、もう一点、ここには上げられていないんです

けれど、今後５年間の中で委員会に設置していかなければならないということの中で、学

校問題解決支援チームという問題があると思っているんです。このあたりについては、も
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う本年度発足するようなことも聞いておりますけれど、具体的にどのような編成を考えて

おられるのか、どのように進めようとしておられるか、その点も含めてお聞かせ願えたら

と思います。いかがですか。 

【柿並指導課長】 学校の問題に対応することにつきましては、お手元の資料の一番下の

学校園支援というところで入れさせていただいております。今年度、学校園支援会議とい

うものも立ち上げをさせていただく予定でございます。 

 また、学校の支援につきまして、よく言われる保護者対応という部分もございますし、

また児童生徒の支援という部分もございます。こういった部分につきまして、今ご指摘い

ただきましたように、さまざまなケースに、必要に応じた人材を用いて、多面的に学校を

支援していく予定でございます。 

 具体的に申し上げますと、学校だけでは対応できないような、例えば医療に関するもの

につきましてはドクターの参加をいただく、また法律的なものにつきましては弁護士の参

加をいただくというようなことも考えております。 

【百瀨委員】 こういう不当な要求をしてくる親への対応ということは、自分自身として

は、学校の危機管理の一つということで捉えてはおるんですけれど、やはり教育現場の中

ではモンスターペアレント等理不尽な要求をする親が非常に多くなってきている現実の中

で、やはり教師の負担が非常に大きい、また授業に集中できなくなっているということで、

ぜひこのあたりは早急に校長会を通じて、各学校園に周知徹底していただくよう進めてい

っていただきたい。 

 これは、いろいろな情報を止めていくんではなくて、保護者と学校の関係をよりよいも

のにしていくということが最も大事な部分とも考えますので、早急によろしくお願いした

いと思っております。以上です。 

【篠原委員長職務代理者】 同じく指導課で、この間の年間の教育重点目標の中で一番話

題になった、中学校区におけるいろんな問題を検討していくという話をされたと思うんで

すけれども、この中の予算に、１５の中学校区、小・中の連携とか、あるいはお互いに切

磋琢磨し合うとか、そういった関係の何か特別な施策の覧が、ずっと目を通してもないん

ですね。重点目標というのは、今年、あれは一番大事にせなあかんということで一致した

と思うんですよ。それに対して予算の裏づけとか、あるいは方向性がこの事業計画案では

見えてこない。そこらのところを一遍よく考えていただきたいと思います。中学校区のあ

り方を、いかにあるべきかと。 

【柿並指導課長】 ただいまご指摘いただきました中学校区での学力向上ということにつ

きまして、先ほど申し上げました学力向上推進事業の中で、研究開発校を指定していくと

いうことを申し上げましたが、これにつきましては、私の言葉が足らずに申し訳ございま

せんでした。 

研究開発校区を指定していくということで、中学校区単位で学力向上の研究に取り組ん

でいただくということで、今年度予算のほうを入れさせていただいております。 

 また今年度、学力向上フォーラムを２回実施いたしますが、そういった中でも、中学校

区が交流をしていく機会を設けるなどしてまいりたいと考えております。 

 また、今年度も本日、全国学力・学習状況調査を実施しておりますけれども、この学力

分析におきましても、中学校区で交流する機会を昨年も持たせていただきましたが、今年
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度につきましても、そういった形で交流することで、中学校区で学力に取り組むという姿

勢を醸成してまいりたいと考えております。 

【篠原委員長職務代理者】 今、課長が答えていただいた学力向上、これは非常に重要な、

一番重要な部分かもしれませんけれども、私は、この間まで真剣に議論等討議した中で、

あの問題は学力だけじゃないと。中学校区で教育はどうあるべきか、例えば、あるＡとい

う学校区においては、なかなか清掃が行き届いておるとかあいさつ運動が徹底しておると

か、卑近な例を申し上げると、何かそういう教育そのものをいかに盛り上げていくかとい

うのが一つの中学校区のあり方やと考えているんです。ですから、学力、これはもちろん

第１に考えていただきたいんですが、それ以外のファクターをいかにいい学校にしていく

かということ、こういったことを校区単位でお互いにコンピートし合うのもいいんじゃな

いかと思うんですけども。 

 予算になかなか計上はしにくいだろうけども、視野はそこらあたりを広げていただきた

いと思います。 

【浦上教育推進担当部長】 今、篠原委員がご指摘の部分で、私も中学校区の知・徳・体

の充実に向けた特色ある学校づくりが必要と思います。小学校・中学校のスムーズな連携

といいますか、校区にいてる子どもたちは、自分たちが９年間教えるんだと。やはり知だ

けの部分じゃなしに、徳の部分も体の部分も加味した総合的な形で子どもを教えるという

意識を、各幼・小・中の先生方に持っていただきたいと考えています。 

 昔から小学校と中学校の教育のずれというのがあったわけなんですけども、そうじゃな

しに、小学校で教えた子どもたちが中学校に上がってくる、幼稚園から教えた子どもたち

が小学校に上がる、それと同じように９年間で子どもたちを「こういう子どもたちに育て

たい」という意識を学校の現場の先生方に持ってほしいと考えてますので、今ご指摘の部

分を十分踏まえながら、今回の市の重点目標の中学校区での取り組みをしっかり頑張って

ほしいと考えてますので、校長会等で積極的に働きかけていきたいと考えています。以上

でございます。 

【寺前委員長】 僕も一つだけちょっとお聞きしたいんですけどね。先ほど柿並課長、中

学校区で研究開発校区の指定というのをおっしゃいましたね。これは何校ぐらい指定なさ

るおつもりですか。 

【柿並指導課長】 研究開発校区につきましては、昨年度末に各学校に、次年度こういっ

た形で学力向上の取り組みをお願いしたいということで連絡させていただきました。現在

のところ、３中学校区で取り組みに参加したいということを聞いております。 

 また、既にさまざまな研究指定等を受けている関係で、中学校区としての取り組みは非

常に難しいけれども、学校単独でそういった研究に取り組みたいという学校が現在２校出

てきております。 

 今、その内容等について指導課のほうでヒアリング等を行いながら、研究に値するもの

かどうか等について検討しているところでございますが、もう年度も始まっておりますの

で、４月中には、今、手を挙げていただいている学校・学校区は非常に練りに練ったテー

マ・内容でエントリーしていただいておりますので、そちらのほうにお願いをすることに

なろうと考えております。 

【寺前委員長】 わかりました。 
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 今のお答えでは、３プラス２で５校ということでおっしゃってたんですけれども、その

研究開発なさった分についても、またほかの中学校区のところに広めていくと、こういう

ことなんですね。 

 そういったあたりも含めて、できるだけ早いこと指定していただいて、答えを出してい

ただいて、それを他校区にも広めていただくということでお願いしておきたいと思います。 

 何かほかに。 

【山本委員】 指導課のいじめ・不登校の対策事業と、教育サポートセンターのいじめ１

１０番青少年相談があるんですけれど、今、学校裏サイトとかいろいろ言われていますけ

れども、このいじめ・不登校について、一頃に比べて余り表面化していないような気がす

るんですが、このことについては何か具体的な対策とかをなさっていらっしゃるんでしょ

うか。 

 それとまた、いじめ１１０番というのは、かなり件数でいうとあるんでしょうか。余り

最近聞かないようになったと思うんです。それをちょっと伺いたいと思います。 

【柿並指導課長】 いじめ・不登校につきましては、ここに予算計上しております部分で

は、いじめ・不登校対策委員会というものがございます。スクールカウンセラーの方等に

参加していただきながら、子どもたちにどのような形で指導していくことが有効であるか、

またそういった被害を受けた子どもたちをどのようにケアしていくかというようなことに

ついての研究・検討を進めている会議でございます。 

 また、今ご指摘いただきましたような学校裏サイトですとか、そういう新たないじめの

温床といったものも出てきているのも事実でございます。学校では平素から子どもたちに

はっきり「決していじめは許されない」ということを、強い姿勢で指導しておりますけれ

ども、なかなか学校裏サイト等につきましては、学校のほうで把握できないという状況も

ございます。 

 ただ、さまざまなところからそういった状況がわかりましたときには、関係の保護者に

も必ずそれをお伝えしながら、またそういったサイトの削除等について、サイト管理者等

に依頼していくというようなことについて、警察とも連携しながら進めているところでご

ざいます。 

 ただ、なかなかすべての実態を把握しにくいというところもございますので、家庭との

連携という部分が不可欠であるというところで、携帯の使い方ですとか、またフィルタリ

ングサービスの活用ですとか、そういったことを、パンフレット等を配りながら、保護者

にも今現在訴えをさせていただいているような状況でございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

【吉岡教育サポートセンター所長】 教育サポートセンターでございますけれども、特に

相談窓口としてさまざまな内容の教育相談を受け付けているわけでございますが、昨年度、

不登校に関する相談が１０７件ございました。常に学校と連携をとりながら、あるいは他

機関との連携が必要な場合はそこと連携しながら、解決に結びつけているところでござい

ます。 

 いじめ１１０番につきましては、これも、言われるように、数年前のように報道等が頻

繁だったときはやはり件数も多くございましたけれども、今では少なくなっておりまして、

それも子どもからの直接の相談ではなくて、その保護者からの相談がほとんどでございま
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す。 

 ということで、最近は、緊急に動かなければならないという内容はございません。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 山本委員、よろしいですか。 

【山本委員】 ネットのことなんですけども、小学校時代はよく“ぱど”とかそういうこ

とで、子どもたちは、いじめではないですけども悪口の書き合いみたいな。それの大きく

なったのが裏サイトだと思うんですけどもね。 

 そういう管理を強化するにはどうしたらいいかというのは、保護者の中でもいろいろ言

われているんですけれども、パソコンでしている場合は保護者も見ることができますので

余り問題ないんですが。一番怖いのは、携帯でいろいろいじっているのが一番わかりにく

いんですね。実際問題、フィルターにしても、ほとんどの保護者はしていないそうなんで

すよね。４分の１か５分の１ぐらいしか利用していないということをちょっと伺っていま

すので、その辺の強化というのもお母さん方の間でも余り知識的にも感じておられないの

かと思っていますので、なるべくいろんな方々に広めていただきたいと思います。 

【渡邉人権教育課長】 ただいま山本委員ご指摘のとおり、携帯電話についてはさまざま

な防御の取り組みが放置されたまま、子どもたちの中に先に普及してしまったというのが

実態だろうと思います。この間、警察であったり文部科学省であったり、あるいは総務省

であったり、さまざまな動きがある中で、１８歳未満の子どもたちが携帯を購入する際に

は、各携帯会社にフィルタリングを原則として義務づけるという取り組みになったのがご

く最近のことでございます。もちろん現在持っている子どもたちの携帯についても、携帯

会社のほうに連絡をすればフィルタリングサービスに加入をすることは可能でありますけ

れども、一旦子どもたちが活用を始めてしまったものについて、各家庭のほうでどれだけ

有効な指導ができるかというのは、家庭だけではできない、また学校だけでもできない、

両方で連絡・連携をとりながら、そういったルール作りについて進めていく必要があると

考えております。 

 昨年度、学校園危機管理マニュアルを更新した際には、携帯・インターネット上でのト

ラブルの対応について新たに盛り込みましたし、昨年度末までかかりましたけれども、人

権教育研究推進のための資料・手引の中にも、そういった学校園での取り組みについての

マニュアル的なページを新たに起こしまして、この部分について今後、学校園へ配付して

いく予定をしております。以上です。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 いじめ・不登校の問題はだんだん陰湿になってきていますので、学校園の現場にしろ保

護者の関係にしろ、そのことについて見つけるというは大変だと思います。これは日ごろ

から、学校園にしろ家庭にしろ、子どもの態度については十分目配りせにゃいかんと思っ

ております。そういう指導は学校園現場には常にしていただきたいと思います。 

 ほかに何かございませんか。 

【中原教育長】 今の話に関わってなんですけども、確かにいじめは一時カウントする方

法が変わりましてぐっと増えたんですけれども、いじめがわかりにくくなってきているん

ですが、細かいところを見ていきますと、子どもの様子というのは必ず変わっていく。例

えば学級がうまく機能していないようになると、職員室に子どもがたくさん来る、教師に
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まとわりつくというようなところが、やっぱり何か安心・安全を求めて我々に来ている。

子どもの一定の視線にやっぱり違うものが集まってくる。日ごろの子どもたちの様子を見

ながら、教師が情報交換し、保護者との連携でできるだけ細かいところを見ていくという

のが、割に学校の中では普通の行動として表れるようになってきました。授業に行って教

えたらおしまいじゃなくて、子どもの様子を把握して、１人当てるのでも、「いや、おか

しいな」というのは気づくことですので、そういうので神経は使ってきているということ

で。表には出ないですので、奥のところでどうなのか、保護者と地域にも理解を求めなが

らしているのが現状でございます。 

 もう一つ、今日、事務事業計画をお出ししたんですけれども、実は府のＰＴ案をプロジ

ェクトチームが出したので若干の変更があるだろうと。今、案が出て、それぞれの市町村、

さまざまな動きがあって、再度復活をお願いしているという部分もあるんですけれども。

今後、市としても影響額等を見ながらどんな形で進めていくかというのを、さらに検討し

てまいりたいと思います。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 今、教育長のほうから府の予算の動向についてもお話がございましたけども、その最た

るものが安全安心の問題もありますし、その対応ですね。府でどうしても予算の補助がな

くなるということもやはり想定しなきゃならんでしょうし、そうしたらその対案はどうす

るんかという対応策も頭に置いておいていただかなければならんじゃないかと思いますね。 

 ほかにないようでしたら、この件については終わらせていただきたいと思います。 

 次に、もう一点報告がございますので、市民対象教育講演会についてですが、吉岡所長

よりお願いします。 

【吉岡教育サポートセンター所長】 お手元のチラシにございますように、市民向け教育

講演会として、４月２５日、今週の金曜日でございますけども、プリズムホール小ホール

にて、２時から開催させていただきます。 

 内容でございますけども、ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等を含む障がいのある子ども

たちについての理解と指導のあり方について啓発・研修するという目的で、内容といたし

ましては、東京学芸大学の上野一彦教授による講演会でございます。 

 演題につきましては、「子どもの『困り感』に寄り添う支援を」～特別支援教育の充実

をめざして～ということで、今、保護者も教職員も最も学びたいテーマであろうと考えて

おります。 

 昨日現在で２２０名程度の申し込みがございまして、最終的には会場の７割程度が埋ま

るものと思っております。 

 また、市民の方に参加していただきやすいように、手話通訳、一時保育も実施いたしま

す。 

 教育委員の皆様方におかれましても、もしお時間に都合がつきましたらご参加いただけ

たらありがたいと思っております。以上でございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 現在、２２０名の希望者が出ていると。学校園なんかにも下ろしてはりますんか。 

【吉岡教育サポートセンター所長】 特別支援教育の教職員研修も兼ねておりますので、

学校園にも下ろしております。 
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【寺前委員長】 そうですか。 

 せっかくなさるんですから、１００％来ていただけたらと思います。我々もできる限り

参加したいと思っております。 

 それから、先ほど私ちょっと申し上げました、今度管理職の先生方がたくさん誕生した

ということと、１０６名の新規採用教職員が入ってこられたということで、次回の協議会

のときにでも資料等も含めて、どういう研修を予定しているのかということをお願いした

いと思います。 

 一応、予定されております議案・報告案件については終わったわけですけども、委員の

先生方、何かございませんか。 

 よろしいですか。よろしゅうございますか。 

 事務局のほうから何か報告ございませんか。よろしいですか。 

 それでは、ご意見ございませんので、以上をもちまして、４月の定例教育委員会を終了

させていただきます。 

 なお、本日の署名委員に中原委員を指名したいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは終わらせていただきたいと思います。どうも長時間ありがとうございました。 

 

 

（署 名）中原委員 

 

 


