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１月定例教育委員会会議録 

 

【篠原委員長】 それでは、ただいまより１月定例教育委員会を開催いたします。 

 

【篠原委員長】 まず、１２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、何かご質疑ございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。よって、１２月臨時会会議録について、

承認と決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、１２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、何かご質疑ございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。よって、１２月定例会会議録について、

承認と決しました。 

 

 それでは次に、委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

１月６日（火） 

１月12日（月） 

 

１月15日（木） 

午前１１時より、年賀交礼会に出席。 

午後２時より、成人式に出席。 

午後３時より、安中新田会所跡旧植田家住宅の視察。 

午前１０時より、定例教育委員協議会に出席。 

 

開 催 年 月 日  平成２１年１月２２日（木） 

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 

 

篠原  委員長 

百瀨 委員長職務代理者 

山本 委員 

安藤  委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

岡村教育次長兼学校教育部長・浦上教育推進担当部長・藤田生涯

学習部長・濱野教育委員会事務局理事・杉分学校教育部次長兼総

務人事課長・中山学校教育部次長・倉本生涯学習部次長兼生涯学

習スポーツ課長・田中教育政策課長・橋本施設管理課長・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・大谷八尾図書館長・岸本文化財課長 
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【篠原委員長】 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） 

12月24日（水） 

12月25日（木） 

12月29日（月） 

 

 

１月５日（月） 

１月６日（火） 

１月８日（木） 

 

１月12日（月） 

 

 

１月13日（火） 

１月15日（木） 

 

１月16日（金） 

１月19日（月） 

１月20日（火） 

１月21日（水） 

午前１０時より、市議会１２月定例会本会議（３日目）に出席。 

午後２時より、庁議に出席。 

午後４時より、職員表彰式に出席。 

午後４時３０分より、仕事納め式に出席。 

午後７時３０分より、歳末夜警詰所激励訪問に出席。 

午前１０時より、仕事始め式に出席。 

午前１１時より、年賀交礼会に出席。 

午前９時３０分より、部長会、八尾市ＩＴ推進本部会議に出席。 

正午より、更生保護女性会新年のつどいに出席。 

午前１０時より、消防出初式に出席。 

午後２時より、成人式に出席。 

午後３時より、安中新田会所跡旧植田家住宅の視察。 

午後６時より、八尾地区保護司会新年交礼会に出席。 

午前１０時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時より、庁議に出席。 

午後２時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後７時３０分より、安中小学校区タウンミーティングに出席。 

午後７時３０分より、曙川東小学校区タウンミーティングに出席。 

午前１０時より、庁議に出席。 

午後７時より、八尾市体育連盟新年懇親会に出席。 

 

【篠原委員長】 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か。 

【百瀨委員長職務代理者】 成人式につきましては、全庁的な応援体制を組まれ、特に青

少年育成連絡協議会の応援等もあり、いわゆる「乱れ」にも未然に対応されて、式典がス

ムーズに進んだと大変評価し、また感謝していることをお伝えいただきたいと思います。 

【篠原委員長】 その他にございませんでしょうか。特になければ、次に進ませていただ

きます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 

１月の議案 

議案第１号 

 

議案第２号 

執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の市議会議案

提出の件 

安中新田会所後旧植田家住宅の指定管理者指定の市議会議案提出の件 

 

 議案第１号「執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の市議会議案提出
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の件」について審議いたします。提案理由を柿並課長よりお願いします。 

【柿並指導課長】 議案第１号「執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例

の市議会議案提出の件」につきましてご提案申し上げます。 

 本件は、執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を市議会に議案提出す

るにつき、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、委員会

の議決を求めるものでございます。 

 提案理由でございますが、過去より本市幼稚園教育への様々な提言を受け、幼稚園の抱

える課題や方向性について検討し、各幼稚園がそれぞれの特色を生かした教育活動を実践

してまいりました。 

 しかし近年、少子化による幼児数の減少に伴い、平成１７年度に待機幼児がゼロとなっ

て以来、一部幼稚園区を除いて園児数は全体的に減少し続けております。また、都市化や

情報機器の急速な普及等により、地域社会のつながりの希薄化や、職労形態の多様化など、

子どもを取り巻く社会が急速に変化し、あわせて保護者の教育に対する意識やニーズも変

化してきているとの指摘がされております。 

 このような状況に鑑み、子どもを安心して就園させることができるよう、幼稚園教育の

充実を図るとともに、教育行政のより一層の効率的運用を図るという観点から、幼稚園の

教育の振興に関する重要な事項について調査・審議を行う八尾市幼稚園審議会を設置する

ものであり、審議会設置に伴い、条例の規定を整備するにつき条例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。 

 恐れ入りますが、「執行機関の附属機関に関する条例の一部改正  新旧対照表」をお開

き願います。 

 第１条、表中の「附属機関の属する執行機関」の欄に「教育委員会」を、「附属機関」

の欄に「八尾市幼稚園審議会」を、「担任事務」の欄に「幼稚園の教育の振興に関する重

要な事項についての調査、審議に関する事項」を、それぞれ加えるものでございます。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございませんでしょうか。 

【安藤委員】 この審議会がどういう規模なのか、またどういう方向性なのか、今の提案

からは内容が分かりませんので、それを少し細かく教えてください。 

【柿並指導課長】 昨年以来、幼稚園の課題等について、幼稚園検討会等で検討してまい

りました。また、部長級も交え学校教育部全体として取り組むよう八尾市立幼稚園のあり

方検討委員会を設置したところです。 

 現在、幼稚園教育は様々な課題を抱えております。例えば、今申し上げましたように幼

児数が全体的に減少してきており１園の規模が非常に小さくなってきている現状の中で、

一方では、非常に園児数が増加している園があるなど、園児数の偏在という状況がござい

ます。また、運用が非効率になっているのではないかという点もございます。 

こういったことを踏まえ、今後、八尾市の幼稚園の方向性について、幼稚園のあり方検

討委員会で検討を進めてまいりますが、その中で審議会に諮問してご意見を賜りたいと考

えております。 

 審議会の構成といたしましては、学識経験者が２名程度、また地域関係として例えば自
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治振興委員会や福祉委員会といった地域の団体から２名程度、保護者としてＰＴＡの代表

から２名程度入っていただきたいと考えております。また、幼稚園からは公立と私立の園

長先生の代表にご参加いただきたいと考えております。さらに、本市では保育所に行って

いる幼児も非常にたくさんおりますので、公立・私立の保育所長の代表にも入っていただ

きたいと考えております。また、幼稚園教育は小・中学校との連携という面がございます

ので、そういった観点から小学校校長会の代表、中学校校長会の代表等に入っていただき、

さらに公募による市民にも２名程度入っていただき、全体として１４～５名の人数での審

議を考えております。 

【安藤委員】 今おっしゃった中で、私立の幼稚園、保育所はたくさんあると思いますが、

審議会に加わっていただくことは、実際に働きかけているのか、これからやっていこうと

しているのか、その歩みというのはいかがなものですか。 

【柿並指導課長】 八尾市の幼稚園教育につきましては、従前から公私協調で進めてきて

おります。そういったことから、毎年継続的に私立の園長先生方とも交流を続けていると

ころでございます。 

 ただ、審議会への参画につきましては、まだこの審議会の設置が正式に決まっている状

況ではございませんので、設置のご承認を賜りました時点で、私立幼稚園やその他の方々

への打診を進めてまいりたいと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 この審議会で議論するに当たり、今後の幼稚園教育をどのよ

うに方向づけていくか、これは大変大事なことになると思います。そのことについて、教

育現場も教育委員会も共に取り組んでいくということを、市民や幼稚園の現場が十分理解

できるように、情報提供としてどんどん出していっていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

【中原教育長】 特に市立幼稚園の良さといえば、市立の小・中学校も同じですが、やは

り園区があることで地域と密着していることと、すぐ近くにある小学校との連携が取りや

すいということです。一方で余りにも子どもたちが少なくなり過ぎてコミュニケーション

能力が欠如したり、豊かな人間性が育みにくくなったりするという状況があります。また、

幼稚園の効率的・効果的な運営も必要となってくると思います。幼稚園についての様々な

課題について議論をお願いしたいと思っております。 

 また、折に触れてこの場へも報告をよろしくお願いいたします。 

【百瀨委員長職務代理者】 これからの課題の中でも、幼保一元化等も含めて重要な問題

が出てくると思います。そういう中で、将来に向けたビジョンをどのように出していくか、

またその方向づけをどのようにするか、ある程度教育委員会でもリーダーシップをとって

いただき、教育長がおっしゃいましたように、常に報告していただきたいと思います。 

【篠原委員長】 この幼稚園審議会を立ち上げるのは小・中学校適正規模等審議会と同時

期で、これはいいことだと思います。一貫教育ということが叫ばれている中、小・中学校

だけに限らず、幼稚園あるいは保育所からの一貫性を考える時期に来ていると思います。 

 八尾では、以前に幼稚園を統廃合したことがありますが、それは何年前であったのか、

またどういう規模で行われたのか、またそのときにもこういう審議会を設置したのかどう

か。今回は少子化の影響をまともに受けて、園児の数が偏在しているということですが、

そういうことも含めてお答えいただければと思います。 

【柿並指導課長】 過去の統廃合の経緯でございますが、平成６年に八尾市幼稚園問題協
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議会から提言をいただき、その提言に沿いながら、平成７年度に、当時２４園あった幼稚

園を１９園に統廃合した経緯がございます。 

 また、園数を統廃合すると同時に、園児数の募集人員を増加させるなど、子どもたちが

できるだけ待機にならないような措置がとられたという経過がございます。 

 今回審議会を設置しますのは、幼稚園問題協議会という、要綱設置の組織から、審議会

という、条例によって設置する組織にすることによって、例えば市民委員の参加や、また

会議の公開といった点で透明性・公平性も高めながら、これからの幼児教育を検討してい

く必要があることから審議会の設置をお願いしている次第であります。 

 平成７年以降、十数年の年月が経っており、当時、幼稚園問題協議会でお示しいただい

た内容も、随分と状況が変わってきているところもございます。そういうことから、今回、

改めて審議会を設置して、今後の八尾市の幼児教育のあり方、方向性について検討してい

ただきたいと考えております。 

【篠原委員長】 この審議会は、小・中学校適正規模等審議会とほとんど同時進行になろ

うと思います。この二つとも、これからいろんな深い審議を経た上で答申がなされると思

いますが、その答申をどのように生かしていくかは大変な作業が待っていると思います。

これは市民の関心も大きく、地域ごとに最大の関心事になるだろうと予想しますので、そ

の点はよほどしっかり気を引き締めてかかる必要があると思います。 

【百瀨委員長職務代理者】 この答申を出すに当たっての、今後のタイムスケジュール等

がどうなっているのか、具体的に分かるようでしたら教えていただきたいと思います。 

 また、子どもたちの願いや夢、また親の願いをかなえていけるような、元気の出る答申

になるように、よろしくお願いしたいと思います。 

【柿並指導課長】 タイムスケジュールについてでございますが、この後、３月議会で条

例改正のご承認をいただきました後に、委員公募について市民へ周知していかなければな

りませんので、４月に入りまして市政だより等で委員の公募をしたいと考えております。

そういったことを考えますと、早くて５月の終わり頃、または６月の初め頃のスタートに

なろうかと考えております。 

 また、小・中学校適正規模等審議会の答申をいただく時期が２２年の８月の予定ですの

で、幼児教育と小・中学校との連携を考えると、この答申につきましても２２年８月にい

ただければありがたいと考えております。およそ１５カ月の期間に可能な限り回数を重ね

ていきたいと考えておりますが、今までの様々な審議会の様子をお見受けいたしますと、

およそ２カ月に１回程度の開催が多いと考えております。そういったところから、８回か

ら９回程度、審議会を開催できればと考えております。 

【安藤委員】 幼稚園と小・中学校の両方の審議会に重複して参加される方は全くないと

理解していいんですね。 

【柿並指導課長】 はい、審議会の委員につきましては、別の方に依頼したいと考えてお

ります。 

【山本委員】 幼児数の減少や増加という話題が出ましたが、どの地域が減少していて、

どの地域が増加しているといった、詳しいことをもっと教えていただきたいのと、この審

議会は小・中学校適正規模等審議会と連動していくということで、２２年８月に両方とも

答申を得るとのことですが、幼稚園に関しては、まだまだ親の手から離れない小さい子ど

もで、通園等の問題が生じてくると思いますので、その点も含めて慎重に事を進めていた



 

－6－ 

だきたいと思います。また、待機児童に関しましても、保護者にももう少し情報提供をし

ていただけたらありがたいと思います。 

【篠原委員長】 私も山本委員の意見に賛成です。審議する中、あるいはその答申を得て

実行する上では、転居等の移動がありますので正確なものは難しいと思いますが、ある程

度のシミュレーションはできると思いますので、そういうこともお願いしておきたいと思

います。 

 他にございませんか。それでは、他にないようですので採決に移らせていただきます。 

 議案第１号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第１号「執行機関の附属機関

に関する条例の一部を改正する条例の市議会議案提出の件」については、原案を適当と認

めることに決しました。 

 

 それでは次に、議案第２号「安中新田会所跡旧植田家住宅の指定管理者指定の市議会議

案提出の件」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２号「安中新田会所

跡旧植田家住宅指定管理者指定の市議会議案提出の件」につき、ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、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、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、平成２１年度より公の施設として指定管理者制度を導入し、

開館いたします本施設につきまして、この間、公募による選定作業を経まして選定されま

した指定管理者につき指定する必要がありますので、本案を提出するものです。 

 次に、選定に至る経過及び選定結果についてご説明申し上げますので、恐れ入れますが、

添付資料の「安中新田会所跡旧植田家住宅の指定管理者の選定について」をご覧ください。 

 まず、公募につきましては、市政だより及びホームページに掲載し、昨年１１月１０日

から１２月１０日までの間募集し、現地説明会には５団体の参加がありましたが、最終的

に２団体からの応募があったものでございます。 

 また、選定につきましては、生涯学習部指定管理者選定等委員会を学識経験者、市民代

表、公認会計士の参画を得、庁内委員３名の計６名の委員構成で設置し、八尾市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条の選定基準に従い評価しましたところ、

選定結果欄記載の内容となりました。 

 その結果、八尾市植松町一丁目２０番の２に所在します安中新田会所跡旧植田家住宅の

指定管理者候補には、大阪府八尾市明美町三丁目２番３号－４０６に所在するＮＰＯ法人

ＨＩＣＡＬＩを選定いたしました。 

 なお、指定の期間は、平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日までの３年間とい

たすものでございます。 

 以上、誠に簡単ではございますが、指定理由及びその経過等でございます。何とぞよろ

しくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

【篠原委員長】 今、岸本課長より提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何か

ご質疑ございませんでしょうか。 

 先ほどの委員長あるいは教育長報告の中で報告いたしましたが、つい先だって、成人式



 

－7－ 

の後に視察に伺わせていただきました。私自身は２回目で、初めは工事が始まったばかり

の頃でしたが、あれから見ると非常に立派になっておりました。今日は指定管理者の件に

つきまして、２団体からの応募があり、このように決まったということでございます。 

 団体の名称や具体的な点数についてはどうだったのですか。 

【岸本文化財課長】 最終的には議会の議決事項ですので、議案提出後であれば、例えば

２団体の内のもう１団体のお名前や詳細な点数等についてもお話はできるのですが、まだ

議案提出前でございますので、今日はそういうことを除いてご質問いただいて、可能な範

囲内でお答えさせていただきたいと思っております。 

【百瀨委員長職務代理者】 今、選定の方法について聞かせていただきましたが、聞いて

いると、書類審査のみの評価で選定していっているように捉えがちになるのではないかと

思います。特に１２月１８日にプレゼンテーションをされましたが、その中でも、選定し

て評価を出す中で、捉えていく部分があったのではないかと思います。その部分でもし参

考になることがあったのであれば、今、公表できるようであれば、こういう提案もあった

という点をお聞かせいただけたらと思いますがいかがですか。 

【岸本文化財課長】 今、職務代理がおっしゃいましたとおり、私どもも書類だけでは甲

乙がつけがたいということがございました。それで、実際にプレゼンテーションの中で、

各選定委員が書類に基き、それぞれの評価項目について、特に教育委員会であれば学校教

育との関係で、子どもたちがどういう使い方をされるのかといったことも確認いたしまし

た。そういう中では、このＮＰＯ法人ＨＩＣＡＬＩが地に足の着いた提案をされていまし

た。いろんな体験学習や出前講座についての提案があったことと、この法人のメンバーの

中に実際に学校に出前授業に行かれたり、ＰＴＡでいろんな役をなさったりしていた方も

おいでになりましたので、私どもが運営を任す時点では、かなりいろんな広がりを持って

いただけるということもございました。 

 他の点についても、最終的には施設運営の方向性あるいは地域経営の視点という評価項

目で差がついたということでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 特に、学校教育での広がりがどうなのか、学芸員の位置づけ

をどのように考えておられるのか、またこの選定に当たり地元とのまちづくりに対してど

のような対応をされようとしているのか、地域協力等地域と共に育っていくことができる

ように選定されたかということも気になりましたので、ご質問させていただきました。 

 その点は根拠を詰めて、選定理由の中で根拠立てしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

【篠原委員長】 私も前回の定例協議会の中で色々とお聞かせいただきましたが、これか

らの活用方法についても、例えば以前貸し館についてのお話も出てきました。それについ

てもぜひ活用していただけるようお願いしておきたいと思います。 

【中原教育長】 前回の定例協議会で随分議論しまして、提案の内容も理解が深まりまし

た。また、地域との連携の話や、他の史跡との関係をどうしていくのかということも議論

しました。今、非常に財政が厳しい中で箱物を建てるからには、活用をしていく必要があ

ると思います。このＮＰＯがいろんな方法・手法をとりながらたくさんの人がリピーター

となって来館していただき、しかも地域との連携ができるようなものをめざしていただき

たいと思います。 

 あわせて、小・中学生がただ見るだけではなくて体験を積みながら、自分の手で様々な
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ことをやって、作り出していくことや、他の施設とも連携して八尾の文化が系統的に学べ

る機会としていただくようにお願いしたいと思います。 

【藤田生涯学習部長】 前回の定例協議会でかなり資料も提供させていただいて、ご意見

もいただきました。今回候補に上げておりますＮＰＯ法人ＨＩＣＡＬＩにつきましては、

非常に特徴となるのは、地域連携が上手であることで、商店街を活用されております。ま

た、学校での出前授業等のおもしろい、ユニークな提案がございました。それから情報の

ＰＲもうまく、年間回数がかなり充実していて、ＪＲの駅前にあるのは大きな利点ですの

で、いかに市外発信できるかという点でもやはりＨＩＣＡＬＩがよかった等、全体的に優

れていたと思います。 

【篠原委員長】 他にございませんか。 

 それでは、他にないようでございますので、採決に移らせていただきます。議案第２号

につき、原案を適当と認めることに異議はございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。よって、議案第２号「安中新田会所跡旧

植田家住宅の指定管理者指定の市議会議案提出の件」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 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、次に報告事項に移らせていただきます。 

 平成２１年度八尾市立幼稚園主任候補者選考の実施について、中山次長より報告をお願

いいたします。 

【中山学校教育部次長】 総務人事課より、平成２１年度八尾市立幼稚園主任候補者選考

について報告いたします。 

 現在、市立幼稚園におきまして主任の欠員が生じております。また、現在の主任の中で

園長に昇格させる者も出てくることから、２１年度当初４名の主任が必要となります。従

いまして、本日お手元にお配りしております「八尾市立幼稚園主任候補者選考要領」に則

りまして主任の選考を執り行いますので、ご報告申し上げます。 

 要領の（２）にありますように、幼稚園教諭普通免許状を有する者で、教職経験５年以

上、５７歳以下の者を資格要件としております。 

 選考人員は平成２１年度任命予定者の２倍以内の数として選考したいと思っております。 

 試験日程につきましては、１月３１日土曜日に個人面接を行ってまいりたいと思ってお

ります。 

 簡単ではございますが、以上で報告とさせていただきます。 

【篠原委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方、何かご意見等はございま

すか。 

【中原教育長】 対象となる教諭は、何人ぐらいおりますか。 

【中山学校教育部次長】 現在、幼稚園も小・中学校と同じように、年齢層がかなりいび

つな状況になっておりまして、該当するであろう年齢層の者は、１０人に満たないぐらい

の数しかおりませんが、その中で将来、園長として頑張っていただける者を選んでまいり

たいと思っております。もうすぐ園長からの推薦で、数が上がってくると思いますが、こ
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の点も苦慮している部分で、「将来、この人に八尾の幼稚園教育を担ってほしい」という

者を、園長から推薦の書類を上げていただくことになっております。 

【百瀨委員長職務代理者】 小・中学校では、ここ数年にわたって管理職の大量退職が考

えられるわけですが、幼稚園ではどうなのかということを含めて、今回の主任候補の選考

に当たって、昨年と違う配慮は考えておられるのか、少しその点を聞かせていただけたら

と思います。 

【中山学校教育部次長】 まず園長の退職ですが、今年度末に２名、来年度末に２名、そ

の次の年が７名の退職という状況です。ですから、１９園でこの３年の間に１１名の退職

を迎えるという状況です。 

 それから、今も欠員が生じていますが、私どもも園長としてやっていただくためには、

主任選考を受けて３年以上の経験を経た上で園長選考を受けていただくようにしておりま

すので、そのことも今後、再度検討していかなければならない部分と思っておりますが、

主任になることによって、今後園長になるという自覚を持っていただきたいということで、

その猶予で３年は必要であるという思いもありましたので、今までそのようにしておりま

した。 

 今年度は、今までよりも若い層が主任の受験者として出てくるかと思いますので、我々

も、今回は筆答ではなくて、面接の時間をたっぷりとりまして、面接選考の中でその人物

をじっくりと見ていきたいと考えておりますので、その点は今までと変えた点でございま

す。 

【百瀨委員長職務代理者】 将来を見据えた選考にしていただきながら、現場における園

長と主任との指示関係をきちっと出せるようにしていただき、そういう中で幼稚園の組織

が正しく機能していくような、人間関係を含めながらの選考をお願いしておきます。 

【安藤委員】 要領に書かれています選考委員会の組織の中で、「その他教育長が必要と

認めた者」の解釈は、教育委員会内での組織と解釈すればいいんですか。 

【中山学校教育部次長】 ここに書かれておりますように、選考委員会の委員長をはじめ、

委員は全て教育委員会事務局内部の者で構成することになっております。 

【篠原委員長】 それでは、ご意見はもうないようでございますので、以上で報告事項に

ついては終わりますが、何か報告でつけ加えることはありますでしょうか。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 今、中学校の教育現場では、特に国語と数学で講師が大変不

足していて非常に困っているわけです。この件についてどのようにお考えなのか、少しお

答えいただきたいと思います。 

【中山学校教育部次長】 ご指摘いただきましたとおり、今年度、中学校におきまして、

特に国語の補充ができない状況で、総務人事課の課題としてずっと抱えてきておりました。

３カ月待っていただきましたが、昨日やっと国語の免許保有者１名をその学校に入れるこ

とができました。まだ国語があと２校、家庭科が１校、数学が１校で、免許を保有してい

る方を探しております。 

 病休や年度途中の退職、それから若い先生方が入って活力ある学校になりつつあります

が、それに伴い産・育休等々が、予定数以上に出ておりまして、欠員が生じたときにはき

ちんと講師を入れなければならないのですが、免許保有者の中ですぐに講師ができる状態

の方が、大阪府下全域を探してもおられない状況です。需要と供給の関係が崩れてしまっ
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て、八尾市だけでなく府下全域で、特に今年は国語、数学、理科の講師がいないという状

況が起こっています。学校現場に支障が出るようなことが起こってはならないので、我々

も講師登録の申込書をあちこちに置いたり、ポスターやチラシを独自でも作ったり、それ

からホームページに常に出したりといった方策をとっております。また大学にも、担当者

が近辺の大学や、兵庫県の大阪寄りであれば通勤できるのではないかということで、兵庫

県や、奈良、三重の大学等も連携をとって、「免許保有者で、今お仕事をなさっていなく

て働いていただける方があれば、すぐに教えてほしい」ということで、毎日々々その仕事

に追われるぐらいに探していますが、免許保有者が見つからないという状況です。 

【百瀨委員長職務代理者】 非常に困難な状況を聞かせていただきましたが、この欠員と

いう問題をしっかり捉えて対応し、支援していくことが、今の教師の疲れや学校の荒れ、

ひいては学級崩壊等を未然に防ぐ大きな手だての一つになると考えますので、八尾市とし

ても今後どのようなことを考えて、根本的な対策をどのようにしていくか、早急に考えて

いただくようにお願いしたいと思います。 

【篠原委員長】 今、中山次長から説明がありましたように、講師の確保は、もう何年も

前からの大きな課題で、非常に困難を極めている問題であると思います。今おっしゃった

教科の中で、特に国語と数学は例の全国学力・学習状況調査と関わる教科でもありますの

で、大変なことと思いますが、先生が確保できなかった場合の対応策についても色々な方

法で備える必要がある時代になったのではないかと思います。例えば、先生が欠けること

があれば、大きな多目的室等でクラス合同で授業をやってみるなど、確保できなかったと

きの対策も検討する必要があるのではないかと感じます。悲しい意見ですが、そう思いま

す。 

【中原教育長】 校長として、今、委員長がおっしゃったことが一番頭を痛めるところで、

教員が休むと同じ教科の教員がカバーして、それでとりあえず何週間かもたせたり、教育

課程の編成上から授業時間数が少なくなると問題ですから、とりあえず他の教科に振りか

えておいて、講師が入ったら当該教科の時間数を取り戻すよう授業をするなどの方法もや

っています。しかし、これが長期間続くと荒れにつながってくる、集中できないというこ

とになると困るので、授業はかなり工夫はしていますが、人事担当は、とにかく早く人を

入れたいということを常に念頭におきながら、県を越えて大学に行ったりもしています。

先生方に今までの友達に当たっていただくなど、いろんな方法で、ご存知のように市役所

のエレベーターにも募集のポスターを貼っています。これを見て実際に入ってきてくれた

方がいらっしゃったと聞きましたが、何十枚か貼って１名でも来ていただければありがた

いですので、もし委員の中でご存知の方がいらっしゃったら、よろしくお願いしたいと思

います。 

【篠原委員長】 ありがとうございました。それではこの件はこれぐらいにしまして、そ

の他で何かありませんか。 

 

【柿並指導課長】 今日、新聞報道等で全国体力・運動能力・運動習慣等の調査の報道提

供がございましたので、少し報告させていただきます。 

 平成２０年度から実施された、この全国体力・運動能力・運動習慣等の調査についてで

ございますが、昨年４月に新聞報道され、当初は小学校５年生と中学校２年生の全児童・

生徒を対象に全国２４０万人対象の調査とのことでございましたが、年度途中でのお話で
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もございましたので、各学校の裁量で参加するかしないかを決定してもよいという通知を

いただいております。 

 そんな中で、本市におきましても小学校２９校中の１１校、中学校１５校中の４校がこ

の調査に参加しております。参加しておりません学校等では、例えば年度途中であったた

めに既にスポーツテスト等が２学期に組み込まれていたとか、工事の関係で１学期はグラ

ウンドが使えないといったことから、このような参加状況になったと考えております。 

 結果につきましては、それぞれ５０メートル走、握力等８つの種目の調査と質問紙調査

が行われたわけですが、全国と比較して勝っているものもあり、また劣っているものもあ

りという状況でございます。まだ詳しい分析はできておりません上、八尾市の全部の小・

中学校が参加している状況ではありませんので、一概には申し上げられませんが、ほぼ全

国と同じような状況ではないかと考えております。 

【篠原委員長】 小学校が１１校、中学校が４校ということで、悉皆調査ではないわけで

すね。八尾では手を挙げた学校が実施したわけですか。他の府県や市町村も、やはり抽出

ではなく、手を挙げた学校が参加しているわけですか。 

【柿並指導課長】 全児童・生徒２４０万人という新聞報道がありましたので、単純に見

ますとそれぞれの学年１２０万人ずつと考えられますが、集計表等を見ますと、中学校２

年生は約７０万人の参加、小学校５年生は約８０万人の参加となっており、全国的に見れ

ば３分の１程度は抜けていると考えております。 

 また、近隣市に確認いたしましたところ、近隣市においても各学校の予定・日程等もあ

るので、今年度については全校実施は難しいという状況で、各学校が主体的に参加された

とお聞きしております。 

【山本委員】 この調査では、クラブ活動をしていない女子中学生が多いと新聞やニュー

スで報道されていましたが、私が知っている限りでは結構いらっしゃると思います。です

から、この調査が全てではないと思います。 

【篠原委員長】 昨晩のテレビでも流れましたが、どこの県で成績がいいとか、メディア

はすぐランキングをしたがるんですね。 

この結果には、やはりいろんな社会的背景があると思います。テレビを見過ぎたり、あ

るいはテレビゲームがあったり、また食事の問題とか、いろんなことが関連していると思

いますので、地域性が当然出てくる問題だと思うんです。 

 これはまた、悉皆的に全校で実施するような動きはあるんですか。 

【柿並指導課長】 次年度の参加意向調査等がまだ来ておりませんが、来年度どのように

進めていくかについては、各学校の状況等もございますので、学校とも調整していきたい

と考えております。 

【中原教育長】 新聞報道の中でアンケート調査に関して、生活習慣について４つほど傾

向が述べられていますが、朝食を食べない、睡眠時間が短い、テレビの視聴時間が長い、

運動時間が短いなどの傾向が全国に比べて多く見られるとのことで、これもやはり家庭と

の連携が大きいと思います。昨日の報道の中でも、橋下知事は家庭と連携しないと体力が

つかないということをおっしゃっていました。いろんな形で啓発をしていかないと、学校

では体力向上のための運動、生涯スポーツにつながるようなことも学ばせていきますが、

基礎的な部分は家庭や遊びの中でやっていかないと、小学校で遊びをさせないようにして

しまうとどうしても伸びていきません。今の社会世情の中で、外で一人で遊んだり、公園
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で遊んだりすることが危険だということからも、家でいることが多くなっていると思いま

す。いずれにしても、もう少し詳細な分析結果が出てきたところで、対策を考えていかな

ければならないと考えております。 

【篠原委員長】 私も学校を回る機会が少なくなってきましたが、私も子ども時代、ある

いは教師のときには、例えば１時間目と２時間目の間などは１０分ぐらいしかありません

ので簡単なことしかできませんが、子どもたちはみんな運動場へ出たものです。この頃は

そういったことも少なくなっているんじゃないですか。 

【柿並指導課長】 客観的な数字等は持ち合わせておりませんが、今委員長のご指摘のよ

うに、休み時間に子どもたちが外で遊ぶことが少なくなったのではないかという点につい

ては、我々教員も感覚的に感じております。そういったことから、例えば小学校などでは

昼休みの時間帯を学校のスポーツタイムと捉えて積極的にグラウンドへ出て、子どもたち

に遊ぶように勧めているところ、また子どもたちだけではなくて、先生方も積極的にグラ

ウンドに出て一緒に活動するといったことを進めている学校も増えております。 

 積極的に子どもたちを引っ張って出ていかないと、子どもたちが勝手に遊ぶことが少な

くなってきているということについては、少し気にかかるところと感じております。 

【篠原委員長】 私たちが若いときは、担任しているクラスでは昼休みや休憩時間にはグ

ラウンドに出させるようにしていましたが、そういうことも大事だったのではないかとい

う感じがしました。 

【山本委員】 このアンケートの中で、朝食を毎日食べないというのがありましたが、こ

れは、今は昔に比べて結構多いと思うんです。食育に関して余り重んじられていないよう

な気がします。また、睡眠時間が短いというのも、今は中学生は塾に行っている人たちが

多いので、それでどうしても帰ってくる時間が遅くなって睡眠時間が短くなっていると思

います。そのようにいろんな原因が少しずつあると思うんです。 

小学生については、やはり池田小学校など色々な事件がありまして、公園で遊ぶことも

少なくなりました。学校も、休みの日に学校で遊ぶことはできないんですよね。 

【柿並指導課長】 基本的には休みの日、学校が使われていないときには、施錠されてい

ますので使えないことが多いと思います。 

 ただ、ほとんどの小・中学校で様々なスポーツ活動等が行われておりますので、そうい

ったところに参加したり、またそういったスポーツ活動をしている横で、グラウンドで遊

んだりしているというケースはあろうかと思います。 

【篠原委員長】 行政の立場から見て、この問題について感じておられることはあります

か。 

【岡村教育次長】 休日の校庭の開放につきましては、今、学校の施・開錠は委託でやっ

ております。この問題につきましては、財政的な問題もありまして、市長から見直すよう

に指示も出ております。そういったことから、休日の学校の開放につきましては、やはり

先生方も休暇でありますので、今のところ障害が多いと思っています。 

 また、学校施設につきましても、日頃、教頭・校長先生が遊具を定期的に点検して、事

故のないように努めておられますし、安全の確認につきましては、学校園で十分対応をと

っていただいております。 

八尾小学校の校庭の様子がよく見えるのですが、私たちが教師ではない立場で見ている

限り、少なくとも八尾小学校は休憩時間には児童の皆さんは運動場へ出て、よく遊んでお
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られるようにお見受けしております。 

【百瀨委員長職務代理者】 この件につきましては、昨日発表されたばかりのことであり

ますので、子どもの体力の向上、また学力向上を含めて、今後一人でも多くの子どもが運

動好きになるようにするにはどうしていったらいいか、これは学校教育の面、家庭教育の

面、また地域の教育の面で、色々これから取り組んでいかなければならないことと思いま

すので、今後に向けて、この詰めもまた協議会等でやっていくということでお願いしたい

と思います。 

【篠原委員長】 まだ昨日、今日の話で、これからの問題を多く含んでいると思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、事務局から何かありますか。 

【事務局】 ございません。 

【篠原委員長】 特にありませんか。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 お願いということで、これは今日でなくて構いませんので、

学校の支援事業の一つで学校園支援チームを立ち上げて、進んでいると思います。このこ

との今年度の活用はどうであったのか、反省を含めながら今後に向けてどのように活用し

ていったらいいのかについてが１点と、指導力不足の教員対象検討委員会が設置されまし

たが、これについて八尾市の現状はどうなのか、この２点につきまして、また協議会等で

報告していただけたらと思いますので、要望しておきたいと思います。 

【篠原委員長】 それでは、本日の署名委員に百瀨委員を指名いたします。どうぞよろし

くお願いします。 

 以上をもちまして、１月の定例教育委員会を終了いたします。 

 

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

百瀨委員 

 

 

                                        

 

 

 

 


