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１１月定例教育委員会会議録 

 

【角田委員長】 おはようございます。 

 それではただいまより１１月の定例教育委員会を開催いたします。 

 まず初めに、１０月の定例教育委員会の会議録について審議をいたします。委員の先生

方、何かご質疑はございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。全委員ご異議なしと認めます。よって、１０

月の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、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

10月23日（火） 

10月25日（木） 

11月 3日（土） 

 

11月 5日（月） 

11月 7日（水） 

11月12日（月） 

 

11月15日（木） 

11月19日（木） 

11月20日（火） 

午後５時より、校園長会との意見交換会に出席。 

午後１時より、女性フェスティバルに出席。 

午前９時30分より、文化の日表彰式典に出席。 

午前11時30分より、文化の日永年勤続教職員表彰式典に出席。 

午前７時より、少年を守る日街頭啓発に出席。 

午後１時より、決算審査特別委員会に出席。 

午後２時より、府市町村教育委員研修会及び府教育委員会表彰式典

に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後１時30分より、府・市町村教育委員会委員意見交換会に出席。 

午後１時30分より、家庭教育を考える市民集会に出席。 

開 催 年 月 日  平成１９年１１月２２日（木） 

開 催 場 所  本館６階 研修室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

角田 委員長 

寺前 委員長職務代理者 

篠原 委員 

百瀨 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・下司教育総務部次長・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 
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【角田委員長】 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） 

10月23日（火） 

10月24日（水） 

10月25日（木） 

 

10月30日（火） 

10月31日（水） 

11月 1日（木） 

11月 3日（土） 

 

11月 5日（月） 

 

 

 

 

11月 7日（水） 

11月 8日（木） 

11月 9日（金） 

 

11月10日（土） 

 

11月12日（月） 

 

11月13日（火） 

11月15日（木） 

11月16日（金） 

 

11月17日（土） 

11月19日（月） 

 

 

 

11月20日（火） 

11月21日（水） 

 

午後５時より、校園長会との意見交換会に出席。 

午前10時より、手をつなぐ子らの会連合運動会に出席。 

午前９時30分より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後１時30分より、近畿都市教育長協議会研究協議会に出席。 

午後３時より、大阪府総合体育大会優勝報告会に出席。 

午後２時より、母と子の交通安全大会に出席。 

午後３時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前９時30分より、文化の日表彰式典に出席。 

午前11時30分より、文化の日永年勤続教職員表彰式典に出席。 

午前７時より、少年を守る日街頭啓発激励に出席。 

午前９時30分より、部長会及び市制施行60周年記念事業推進会議に

出席。 

午前10時より、文化財保護審議会に出席。 

午後５時より、青少年交流団表敬訪問に出席。 

午後１時より、決算審査特別委員会に出席。 

午後２時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前10時より、府都市教育長協議会秋季研修会に出席。 

午後３時30分より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前９時30分より、龍華小学校創立100周年記念式典に出席。 

午後２時より、じんけん作品発表会に出席。 

午後２時より、府市町村教育委員研修会及び府教育委員会表彰式典

に出席。 

午後４時30分より、ベルビュー市教育視察団表敬訪問に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前８時30分より、特別職会に出席。 

午前10時より、人権啓発セミナーに出席。 

正午より、府立山本高等学校創立80周年記念式典に出席。 

午後４時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後４時30分より、臨時部長会に出席。 

午後５時より、公共工事下請業者恐喝事件関連改革推進本部会議に

出席。 

午前10時より、行財政改革調査特別委員会に出席。 

午前９時30分より、校長会に出席。 

午後４時30分より、嘉定区青少年交流団表敬訪問に出席。 

 

【角田委員長】 ただいまの委員長報告並びに教育長報告について、何かご質疑等がござ
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いますでしょうか。 

【寺前委員長職務代理者】 教育長が１１月５日の日に市制施行６０周年記念事業推進会

議に出席をされておりますが、教育委員会としましては、何か取り組まれることをお考え

なんでしょうか。そこのところをお聞かせいただきたいと思います。 

【藤田生涯学習部長】 教育委員会といたしましては、一つは新しいことではございます

が、「家庭の日」を設けました関係もございますので、「家庭の日」の講演またはシンポ

ジウムを教育委員会全体のイベントとして計画させていただいております。 

 それ以外に文化財関係では三つぐらいのイベント、これを集中してやらせていただきた

いなと。 

 あとはスポーツ関係、それから女性フェスティバル等を予定しております。 

【寺前委員長職務代理者】 市政６０周年にふさわしい何らかの事業が実施できるように

ひとつご努力していただきたいなとこのように思います。 

【角田委員長】 ほかありませんか。 

【百瀨委員】 １１月１９日、委員長報告の中でありました市町村教育委員会意見交換会

で、このとき私のほうは学力向上ということで出席いたしましたので、その件を含みなが

ら少し考え方を述べさせていただきたいと思います。 

 全国学力学習状況調査につきまして、各種の課題と報告等が述べられたわけですけれど、

多くの市は小学校においては国の水準並みであると、しかし中学校はこの水準より低い結

果であったということが報告されております。本市の場合はこの１１月３０日に臨時協議

会を開きながら、この件について報告を受けるということでございますので、この件につ

きまして３点ほどお示し願いたいことを連絡しておきたいと思います。 

 １点は、八尾市においても１７年度、１８年度、八尾の学力実態調査が行われ、またこ

の調査、そして今回の全国の学力調査が行われたわけでございますので、この３点から出

てきた課題、この中で１点は次年度の取り組みと課題をぜひ示していただきたいなと思い

ます。 

 特にその中で八尾市としてはこのようなものを柱立てとするんだ、またガイドラインに

するんだということを含めていただけたらと。 

 ２点目、市の独自事業として今後の実施予定はどういうように考えられておられるのか、

ひとつ学校としての取り組みはどうなのか、それから市教委としての動きはどうなのか。 

 そして３点目になりますが、これらの課題等を支援する外部団体も含めながら支援チー

ムというものを市教委としては今後考えられているのかどうかという、この３点でぜひ今

後のあるべき姿をお示し願いたいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

 また、ちなみに府教委のほうからは八尾市の小中一貫につきましては実態については交

流があったと、八尾市という名指しではなかったですが、非常にこの点については府教委

のほうも評価しておられましたので、触れさせていただきます。 

 以上です。 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。 

【篠原委員】 それでは、教育長報告の中で一番最後の１１月２１日、昨日ですか、嘉定

区からの交流団の表敬訪問を受けたということなんですが、学校へずっと回っておられる

と。私も今日私事で申しわけないんですけれども、曙川南中学校のほうで特別教育活動で
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囲碁の講座を持っております。今日出かけるんですが、それ以外でせっかくこういう交流

が長いこと続いておられるので、今日はどういうスケジュールで行われるのか、そしてま

た何か機会がありましたら、私はそういうふうに会う機会があるんですけれど、各教育委

員さん、せっかく続いたこういう交流の場の紹介として、我々教育委員のほうも私は進め

てほしいというふうな感想を持っております。 

 それについてちょっと御意見を賜りたいと思います。 

【下司教育総務部次長】 先ほど教育長のほうからもご報告があったとおりで、昨日嘉定

区のほうから交流団ということで、表敬訪問がありました。本日の予定でございますけれ

ども、午前中には成法中学校のほうにおきまして、そこで授業参観や交流をいたします。

午後からはご指摘のとおり曙川南中学校のほうにおきまして、曙南中クールドということ

でこの取り組みに参加する予定であります。２３日につきましては、これはお休みではあ

りますけれども、このときには先ほども報告がありましたけれども、本市のほうからも生

徒が１０名、中国嘉定区を訪問しておりまして、その生徒たちが成法中に行きまして交流

をする予定となっております。 

 その後は、八尾市内の見学になっていますけれども、友好の碑を訪れる予定となってお

ります。首長部局の事業でもあり、こちらのほうから教育委員の方々に訪問団の交流の件

につきまして報告ができておらず申し訳ありません。 

【篠原委員】 それでよくわかりました。下司次長は団長でそちらに行かれたと、ちらっ

と聞いたんですが、それは本当ですか。 

【下司教育総務部次長】 先ほど教育長の報告にもありましたように、団長は八尾中学校

の八百校長でございまして、私自身副団長として生徒１０人を引率しまして中国嘉定区を

訪問させていただいたところでございます。 

【篠原委員】 余りこれ以上時間をとりたくないと思いますが、この嘉定区との交流とい

うのはどちらかと言えば国際交流の関係の話をしましたけれども、教育委員会の大体所管

する事業だというふうに私は思うんですが、そういう意味では先ほどあったベルビュー市

とちょっと違うように思うんですけれども、そこがちょっと私はっきり把握しておりませ

んので教えていただきたいと思います。 

【下司教育総務部次長】 先ほどの八尾市青少年交流団でございますけれども、ベルビュ

ー市と同様で人権国際課の事業でありまして、教育委員会として生徒の面接、あるいは作

文の選考そういったものにかかわりがあったわけでございます。 

交流団に中学生がいるということでもありますので、参加いたしました。 

【百瀨委員】 補足していいですか。 

 今の件で少し補足してお願いだけしておきたいと思います。 

 特に先ほど交流についての嘉定区に行かれた件につきましては、これはもう所管が違う

のでその成果等の発表というのは委員会に任されておりませんが、多分所管のほうではか

なり立派な成果についての文書等また冊子等を出しておられると思います。そういう意味

でのやはりやった成果については各教育現場にまで広まるようにしていただきたいなと。 

 また多分今日ですか、各学校へ来られる交流があるということを今報告を聞いたわけで

すけれど、多分各学校もこうやって受けるためにはかなりいろいろと学校行事の中でも時

間をとりながらいろいろ考えられていると思います。その意味におきまして子どもたちが
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この学校だけの成果にならないように、ぜひ各学校にまでその取り組みが広げていかれる

ように、ひとつその成果への発表もひとつよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【角田委員長】 私からも一つお願いをしたいんですけれど、こういう国際的な活躍を教

育委員会挙げて実施しているわけですから、ぜひホームページ等でこのことを一般の市民

の方々にも周知徹底しますようにご尽力をいただきたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

 教育長さんに一つお尋ねしたいんですが、１１月１６日の金曜日に午前１０時から人権

啓発セミナーというのが開催されておりますね。その中身についてちょっと教えていただ

きたいと。 

【中原教育長】 今回の人権啓発セミナーはＤＶにかかわることがテーマだったと思いま

す。 

【渡邊人権教育課長】 少しだけ補足をして説明させていただきます。 

 この人権啓発セミナーは、職員研修所が所管をいたしております研修セミナーで、今回

は特に人権国際課と人権教育課で共催しておりますヒューマンフェスタの中の企画として

開催をされたものです。残念ながら業務との関係で当日は私も参加ができておりませんけ

れども、弁護士の長谷川京子さんを講師にお迎えして「女性に対する暴力と改正DV防止

法」といったテーマで、男女共同参画社会の取り組みについてご講演をいただいたと聞い

ております。 

【角田委員長】 先ほども篠原委員からご指摘がありました、いろんな会合等が開かれる

ようでございますけれども、その会合への出席の必要性とか、それから案内の徹底とか、

そういうことにつきましてはひとつ十二分にご配慮をいただきますようにお願いをしたい

と思います。 

 過日も我々の研修会が府で開かれまして、文部科学省のほうから講師が来られたわけで

すけれど、いろんな教育委員会としての事務事業について十分承知をしておくように、精

通しておくように、教育長任せであとは報告を簡単に受けるだけということのないように

という厳しい指摘がございました。 

 我々はその指摘を受けるまでもなく対応しているところでございますけれど、そういう

時代の動きにつきましてもご承知をいただきまして、先ほど申しましたように出席とか案

内とかということについては十分目を光らせていただきますようお願いをしたいと思いま

す。 

 ほかに質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 議案審議に入ります。 
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１１月の議案 

議案第２８号 

議案第２９号 

八尾市指定文化財を決定する件 

平成１９年八尾市立小学校管理職人事に関する内申について臨時代

理承認の件 

 

 まず最初に、議案第２８号「八尾市指定文化財を決定する件」について審議をいたしま

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２８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１１月５日に開催されました文化財保護審議会におき

まして、お手元資料記載の八尾市久宝寺４丁目３４番の１及び３７番の１他に所在します

久宝寺寺内町の御坊であります顕証寺の表門及び両脇築地塀を市の文化財指定することに

つきまして諮問を行い、当初明治時代建立と考えられていました表門が、お手元資料を見

ていただきますと、ちょうど市指定文化財候補の１枚めくっていただきますと写真資料が

ございます。その中の表門の写真がございますが、その右脇にございます棟札が発見をさ

れました。その棟札から寛政元年１７８９年の再建で、正徳６年１７１６年に建立されま

した本堂に続いて造営されたことが明らかになりました。 

 また造作した棟梁が、見ていただきますと、匠職水口故伊豆守藤原朝臣宗為、棟梁水口

若狭守藤原朝臣宗之という本願寺直系の正統的な大工であったことが判明しましたことか

ら、審議会より本市にとって貴重な歴史的建造物であり、市指定文化財として適当である

旨の答申をいただき、当該候補物件につきましては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。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

【角田委員長】 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

がございますでしょうか。 

【篠原委員】 この顕証寺の表門についてはもうこれでいいと思うんですが、一つ基本的

な質問で申しわけないんですけれども、こういう市の指定文化財候補ですね、大体毎年候

補としてどのくらいの件数が上がってくるのかどうか。あるいは上がってこない場合には

審査会の委員さん方が積極的に探しはるのか。そこらのところ事情がよくわかりませんの

で、教えていただきたい。 

【岸本文化財課長】 今のお尋ねでございますけれども、文化財につきましては私ども今

後顕証寺につきましても、これにつきまして、今年度庫裏という大きな建物がございます

けれども、その調査をやっております。まずその部分が今後建造物としたら市指定の案件

として上がってくると、それ以外に過去から高安古墳群についても市指定をお願いをいた

しておりますけれども、これについても今年度調査をやっておると、それ以外に文書等の

関係で、今私どもの歴史民俗資料館のほうで調査をやっておるのもございます。こういう

形の中で今後考えますと、ここ３年ぐらいは毎年のごとくそれぞれの分野で審議会のほう
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でお諮りをして、この定例教育委員会のほうで議決をいただかなければいけない案件とい

うのが、予定をされておるというところでございます。 

 以上です。 

【角田委員長】 いかがですか。 

【篠原委員】 今のお答えの中で、例えば本年度これがいわゆる候補として上がったわけ

ですね。それ以外の対抗馬といったら言葉がおかしいんですけれども、八尾市民憲章の中

にも文化財を大切にしましょうとありますが、八尾市には文化財が非常にたくさんありま

すので、どんどんどんどん私素人目には候補がたくさんあるんじゃないかなと思うんです

が、今回候補として上がっているこの顕証寺以外で候補として上がっているのはあります

か。文化財は。 

【岸本文化財課長】 建造物でしょうか。 

【篠原委員】 いや、建造物に限らないわけですね、文化財全般で、ですからそのほかの

ことでもいろいろ候補としてどういったものが上がってきているのか。もう数多くて審議

するのに困るほどなのか、あるいはこちらのほうから審議会のほうでいろいろ探さなあか

んのかと、いろいろそういう事情を今のお答えで聞かせていただけなかったのでよろしく

お願いします。 

【岸本文化財課長】 私どもとしましたら、審議会の委員さんのご指摘の中でというより

は、当八尾市の歴史資産のまちとしていろんな歴史的な資産がございます。当然先ほど申

し上げた建造物、史跡にかかわらず美術工芸品、例えば先ほど古墳の話をさせていただい

た、これは高安古墳群という全体的な今後計画で国指定という部分で動いていく中で、そ

れぞれ例えば市指定をかけますと管理責任が発生すると、そういう中ではやはり微妙なと

ころございまして、そういう部分については審議会の委員さんの意見や今後の管理も含め

て判断する。それ以外に例えば聖徳太子、蘇我軍と物部が戦った戦跡が太子堂付近にあり

ます。物部守屋の首洗池、あるいは物部守屋墓それと鏑矢塚、弓代塚、その指定につきま

してもちょっと今後、来年度、２０年度ぐらいには市指定を、やはり八尾市史にとって非

常に大きな出来事でございますので、そういうふうなものについても確保していきたいと。 

 それと先般旧植田家住宅について史跡指定、それと建造物の指定をさせていただきまし

た。同時にその理由づけとなりました安中新田分間絵図がございます。そういう部分につ

いても今修復を終えまして、本年度、歴史民俗資料館のほうに評価依頼をしておると。そ

の評価が確実になりましたら次年度の審議会で諮りまして、定例教育委員会のほうでまた

議決をお願いするという形になります。 

 私どもの文化財指定につきましては今後の予定、いろいろございますので、定例教育委

員会にはまた計画的に上程を行っていきたいと考えています。 

【角田委員長】 そうしますと、指定文化財候補というのはたくさんあるというふうに理

解したらいいわけですか。 

【岸本文化財課長】 そういうことです。 

【篠原委員】 私ばかりで申しわけないです。 

 このいわゆる建造物としての顕証寺というのは、読んでよくわかる、値するなと。それ

でこの教育委員会として一番大事なことは何かと言うと、この重要文化財の指定であれ、

何のどこの指定であれ、いわゆる学校教育にいかに生かしていくかということが一番大事
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だと思うんですね。ですからこういう文化財指定されたところ、各学校園に周知徹底して、

それを教育の中に生かしていく。 

 例えば今課長の説明の中で物部とかなんとかそんな話出ましたですね。八尾にはもうそ
ういう時代のものがたくさんあろうと思います。例えば神社一つにとりましても、例えば

今思い出しているけれども、武器の名前のついた神社が私三つほど浮かぶんですね。私の

近くにも御劔という劔の名前のついた神社がありますし、それからちょっと高美のほうへ

行きましたら矢を作るですか、矢作ですね。それからあるいは弓削なんかもそうだと思う

んですね。そういったものを実際近くの小学生あたりが何かそういう歴史的なことと重ね

合わせて教育を受けているのかどうかというふうなことを思うんです。ですからこの文化

財を大切にするという気持ち、その育成とともに、そういった歴史を学校教育で学ぶとい

うことで、文化財のほうが学校を啓発するようにお願いしたいとこういうように思います。  
【角田委員長】 よろしいですか。それでよろしいですか。答弁いけますか。 

【岸本文化財課長】 今のお話でございますが、私どもも一般の方への広報というのは比

較的そのもの自体をごらんいただいて、その中でパンフレット配布をするということでご

ざいます。やはり市民憲章にございます、今後に文化財を生かしていくという中では、小

学校のカリキュラムの中でちょうど学年ごとに学びがそれぞれございます。そういう中で

は私どもやはり歴史民俗資料館、あるいは財団のほうも含めまして、現場のほうに直接出

向いていただくと。 

 それと社会科の先生方と歴史民俗資料館の学芸員との協議。定期的にそういう共有カリ

キュラムの中でどういうふうに取り入れていけばいいのかということ、やはり現場の先生

方というのは非常に今教育がゆとりからまた算数とか国語とかいうふうに変わっているん

ですけれど、非常に組み方が難しいというふうな側面も持ってございますけれども、やは

り私どもとしたらそういう学校で学ばれる単元に応じて、例えばこの単元の中ではこうい

う当時の史跡を見ていただけるということは、もっと平易なパンフレットであったり、そ

の当時考えておりますのは次年度以降のことになりますけれども、昔の土器の現物を貸し

出すというふうな形でその史跡自体を見てもらうプラス学校教育の教室の中でもその文化

財を学んでいただくというふうなことを考えて、今校長会や学校のほうとお話をさせてい

ただいているところです。 

【藤田生涯学習部長】 今岸本課長が申しましたように、土器を実際子どもたちにさわっ

てもらおうということ、これをやっておりますけれども、もっと広げていけたらなと。実

際昔は土器をさわらないことでしたけれども、今は実際触れてみて興味をもってもらうこ

とが大切だと考えています。 

 もう一つ提案させてもらいたいのは、しおんじやま古墳学習館というのがございます。

これは学習館と書いていますように、ともかく来てもらって、これは来てもらわなあきま

せんが、いろんな埴輪づくりとか、夏休み古代人体験教室とか、あるいはしおんじやまキ

ッズ体験隊とか、いろんな遊び心を取り入れたものをやっておりますので、これちょっと

まだＰＲが届いていないかもしれませんが、今後ともどんどんこういったもののＰＲをさ

せていただいて、子どもたちに八尾の古き歴史を知っていただく機会を提供していきたい

と思います。 

【角田委員長】 今部長がおっしゃったとおりだと思いますが、社会見学だといったら電
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車に乗らなくてはならないように思っているわけではないでしょうけれども、やっぱり文

化財を大切にしましょうという市民憲章を本当に地で行くような授業というものがあって

ほしいと思いますが。 

 そのあたり指導課長さん、どうでしょう、ご見解は。 

【柿並指導課長】 今ご指摘の部分でございますが、社会科、歴史学習の一環としてのこ

ういった文化財に触れるということも一つの子どもたちにとっての重要な学習であると考

えております。 

 また、豊かな心を育てるというような部分でも私どもは伝統、文化ですとか、こういっ

た文化財というものに着目をしております。例えば文化財そのものから学ぶ、日本独特の

知的感性とか、それから力強さですとかやわらかさというようなそういったものから、日

本の伝統的なものを感じていくというような場面もございます。 

 そういった歴史的なものに携わってこられた方々から学ぶということも考えられます。

そういった方々の生き方ですとか、伝統を守ってこられた方からさまざまな学びを体感し

ていくことができるのではないかなと考えております。 

 また既に学校のほうでも取り組みをされておりますが、地域学習の一環として自分たち

が生きているその地域の故きを温ねるというようなところから、郷土に対する愛着という

ようなものを育てるというような面も学習の重要な要素になると考えております。 

 またそういったさまざまな点から、こういった文化財ですとか伝統文化というようなこ

ういったものを活用していきたいと考えております。 

【角田委員長】 せっかく生涯学習部のほうが非常に乗り気で普及啓発に力を入れていた

だいているようですので、学校教育も一緒になってひとつ推進していただきますようにお

願いをしておきたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

【寺前委員長職務代理者】 今市指定の話をされましたが、この文化財保護条例にそって

いわゆる保存という面では所有されている方も補助金も活用しながらされておると。一方

活用についてもそれぞれの担当の方々から報告していただいたようにさらに努力していた

だきたいなとこのように思っております。 

 特に郷土愛ということになれば、やはり地元の歴史等、あるいは文化財関係について知

識を深めていただくということが非常に大事であろうとこのように思うわけです。そうい

った点については教育委員会としてもまた学校現場としても積極的に取り組んでいただき

たいなとこのように思います。 

 今回の提案のようにいわゆる指定文化財としての指定をすれば、今ちょっと申し上げま

したように、管理とかあるいは保存のための費用を負担するという、これは条例の中にう

たっておられるわけですけれども、とりわけ今取り組んでおられる旧植田家ですか、これ

なんかについては２億数千万円の経費をかけておられるということで、今回のこの顕証寺

ですね、この件についてもやっぱり対象にはなると思いますけれども、そういう形でのい

わゆる補修等について申請が出ておるのか、そういったあたりをちょっとお聞かせ願いた

いとこのように思います。 

【岸本文化財課長】 今のお尋ねでございますけれども、顕証寺御坊につきましては、ま

ず長屋門、それから付属西長屋、東長屋、渡り廊下について平成１８年２月１日の審議会



 

－10－ 

で答申をいただき教育委員会のほうで議決をいただきました。 

 同時に補助はこの平成１８年修理ということで長屋門と付属西長屋、これをまず１８年

度に整備をされています。１，５００万円でございますので、１８年度で５００万円を支

出させていただいております。 

 それと次には、平成１９年、これは東長屋、そのときに指定させていただいた今度は東

長屋と渡り廊下につきまして、これは２件でございますけれども、顕証寺側が修理をとい

うことで、この年には東長屋と渡り廊下と指定が２件でございますので、１，０００万円

という形でお出しをさせていただいております。 

 それぞれ顕証寺側が所有者として出されている修理費につきましては、この１０倍以上

のお金がかかっているということでございます。 

 今後につきましてでございますけれども、ちょうどあと大門と築地塀、それは今回議決

をお願いしているところですけれども、それと今年度に調査して恐らく次年度をまた議決

をお願いさせていただくことになります庫裏という部分が残っております。その２件が残

っておりまして、寺側のほうでやはり修理金額が膨大になりますので、何年度になるかわ

かりませんけれども、今後修理をされるという意味では補助金が必要ということで財政課

と話をしまして、いずれかの時に修理するという形で今後予定はいたしております。 

【角田委員長】 よろしいですか。 

【寺前委員長職務代理者】 今、課長のほうから答弁いただきまして、既に１８年度、１

９年度については補助をされているということですね。 

【角田委員長】 もういいですか。 

 そうしたら私のほうから一つお願いをしておきたいんですが。 

 先ほどの課長の答弁の中でも八尾市には指定文化財に相当するような史跡がまだまだた

くさんあるというお話がありましたが、過日新聞で古墳を歩いて散策するマップ作成とい

うことで、歩いて知って古墳マップ作成という記事がございましたけれども、同じように

史跡についてもそういった町中の史跡のネットワークということも大事ではないかという

ふうに考えるんですが、そのあたりのビジョンをお持ちであれば聞かせていただきたいと

思います。 

【岸本文化財課長】 今のお尋ねでございますけれども、私ども本当に文化財を保存活用

し、それぞれやっぱり市民の方、あるいは市外の方もお年寄りから子どもさんまで見てい

ただくということの中で、やはり市民憲章の文化財を大切にしましょうというような形を

持っております。 

 それでちょうど２年前になりますけれども、庁内で歴史資産のまちやおネットワーク会

議というのを庁内の関係部署に集まっていただき内部会議をやっておるところでございま

すけれども、そういうような点を私ども今後、充実していこうと思っておりまして、一つ

はいわゆる河内の言葉で「やまんねき」、これは高安古墳の群集地域、それと心合寺山古

墳、あるいは歴史民俗資料館、古墳学習館、このネットワークの中でそれぞれ今環境部局

あるいは都市計画部門とか産業部門というような形でネットワークを組みながら今後の保

存活用を図っていこうというふうに考えております。 

 それと今委員長お尋ねになりました、まちなかのことについては、やはり久宝寺寺内町、

久宝寺御坊顕証寺と久宝寺寺内の町屋。それと昨年度に建設後４００年、久宝寺から森本
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七郎兵衛がやはり宗派の違いの中で分家をしまして、慈願寺を建立した住職とともに八尾

寺内がつくられました。これも４００年を経過している。その当時の寺内町に多くの史跡

がございます。そういうふうな史跡、神社仏閣、それと安中新田の会所屋敷であった旧植

田家というのがちょうど来年の１２月ぐらいに完成をしまして、２１年５月から一般公開

をしようということになっております。 

 そういうような中でやはり私どもとしたら、先ほど申し上げました歴史民俗資料館とか

この学習館と同じような位置づけの中で久宝寺寺内町、あるいは八尾寺内町、それから植

田家のありました安中新田付近、それと先ほども申し上げました八尾市の史実の中でやは

り一番大きな出来事の中での歴史的意義のある聖徳太子、蘇我の軍と物部の部分で勝軍寺

あるいはその関連の物部の首洗池とか守屋墓とか、それと鏑矢塚というもまだ残ってござ

いますので、そういうふうなものにつきまして、一つは町中のネットワークとして今後発

展していくいろんな方策を、これは当然私ども勝手にはできませんので、担当部署と連携

して、プラス今我々の考えていること。それと無論市民の協力も含めてですがやっていき

たいと。 

 そういうような中で今後やはり八尾の資産として「やまんねき」あるいは町中という形

で今後大きく広げていきたいなと。 

 基本的にはそれが基本となって今後八尾市史のまた編さんをしていくという中ではそう

いうふうなことにつながっていくのかなというふうに考えております。 

【藤田生涯学習部長】 補足になりますが、一つここで大事なことをお願いしたいと思う

のは、何といっても高安古墳群を国の指定を目指して頑張っていきたいと思っています。

これは教育委員会だけでなく市を挙げての事業になってくると思いますし、基本的には２

５年度の国指定を目指しておりまして、先般市長のほうも国へ行っていただきまして、国

の担当者と会いまして、国指定をもらうお願いに行っていただきました。指定範囲に網か

けをしていくというようなことでも必要になってきますが、これは地元の了解も得なあき

ません。今、市の指定できているのは１８年度に５カ所、去年に１カ所ぐらいしかできて

おりません。そのほかで土地所有者の方の了解を求めていくということは大変な仕事なん

です。それを国指定となっている心合寺山古墳とこちらのほうの高安古墳群を合わせます

と、大きな面的な史跡の場所になってきます。それを八尾市の観光、あるいは八尾の顔と

して売り出していける、これはもうすごい事業だと思っています。 

 ですから教育のみならず産業の関係とかいろんなところと関係していきますので、ご理

解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

【角田委員長】 とてもすてきなビジョンを立てていただいているようですが、大いにご

検討くださいますようにお願いしておきたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

 よろしゅうございますか。 

 ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第２８号につき、原案を適当と認めることにご異議はございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【角田委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２８号「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
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ることに決しました。 

 次に、議案第２９号「平成１９年八尾市立小学校管理職人事に関する内申について臨時

代理承認の件」について審議をいたします。 

 提案理由を中山次長より説明願います。 

【中山教育総務部次長】 それでは議案第２９号「平成１９年八尾市立小学校管理職人事

に関する内申について臨時代理承認の件」につきまして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

２条第２項の規定により、教育長が臨時に代理をいたしますので、委員会の承認をお願い

するものでございます。 

 提案の理由でございますが、平成１９年八尾市立小学校管理職人事に関する内申につい

て、次ページの教育委員会人事異動発令をごらんいただければと。 

 教育総務部指導課指導主事でありました者を、平成１９年１１月２０日付で八尾市立竹

渕小学校教頭に配置するにあたり、急を要したため臨時代理を行いましたので、本案を提

出いたすものでございます。 

 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。 

 この件につきまして、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

【角田委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の先生方、何かご質疑が

ございますでしょうか。 

 急を要したため、教育長が臨時代理を行ったと、その承認でございます。 

 よろしゅうございますか。 

 ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第２９号につき、原案を適当と認めることにご異議はございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【角田委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２９号「平成１９年八尾市立小学校管理職人事に関する内申について臨

時代理承認の件」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 ｝ 

 それでは続きまして報告事項に移らせていただきます。 

 まず平成１９年度事務事業進捗状況について、各部総務担当課長から報告をお願いいた

します。 

 まず最初は教育総務部から報告願います。 

【斉藤教育総務部次長】 それでは平成１９年度の教育総務部の９月３０日現在の事務事

業進捗状況についてご報告申し上げます。 

 本件につきましては、４月の定例教育委員会におきまして、年間計画をご報告させてい

ただきました。今回はその中間報告として、お手元資料に基づきご報告させていただきま

す。 

 まず総務人事課におきましては、第１四半期には、教職員の被服貸与など、当初計画ど

おり順調に進んでいるところでございます。 

 次に、教育政策課におきましては、第１四半期、第２四半期においては、学校園等安全
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教室を開催するとともに、通年事業としまして、教育課題全般に対する政策等の企画・立

案及び総合調整等に取り組んでおります。 

 次に、施設管理課につきましては、学校警備業務、小・中学校の耐震診断事業、耐震補

強事業等を計画どおり進めております。 

 次に、学務給食課でございますが、小学校関係につきましては、経済的理由により就

園・就学及び進学することが困難な幼児・児童並びに生徒に対する援助事業など、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の保持増進並びに学校教育の

円滑な実施のための健康診断など、また給食関係につきましては、学校給食の運営管理に

関する各種事業について計画どおり実施しているところでございます。 

 次に、指導課におきましては、学力実態調査や自学、自習力育成サポート事業を継続実

施するとともに、全中学校に配置いたしました英語指導助手を小学校においても活用し、

英語活動を実施しております。 

 また関係各課と連携し、通学路横断安全業務や通学路の整備を進めるとともに、幼児教

育関係につきましても、預かり保育や幼児教室等の事業も実施されております。 

 次に、教育サポートセンターにおきましては、第１四半期には特別支援学校の春のつど

い、第２四半期には管理職研修を行っております。また年間を通じまして、特別支援教育

支援事業並びに学校図書の活用事業を進めております。 

 最後に、人権教育課におきましては、主に研修会や人権教育、実践交流会等を開催して

おりますが、第１四半期には人権教育推進学校園の支援事業など、また第２四半期には、

人権作品の募集を実施するとともに、年間計画といたしまして、人権教育推進学校園の支

援事業を行っております。 

 以上、簡単ではございますが、教育総務部所管事務事業の進捗状況の報告とさせていた

だきます。 

【角田委員長】 ありがとうございます。 

 じゃ、次に生涯学習部のほうから、よろしくお願いします。 

【倉本生涯学習部次長】 続きまして、生涯学習部各課が所管いたします主な事務事業の

進捗状況についてご報告申し上げます。 

 まず生涯学習スポーツ課でございますが、第１四半期におきましては、女性教育講演会、

春季市民体育大会など、第２四半期では少年軟式野球大会、大阪府総合体育大会など、第

３四半期では女性フェスティバル、市民スポーツ祭などをそれぞれ開催実施いたしました。

第４四半期の生涯学習フェスティバル、少年サッカー大会などにつきましても、計画どお

り実施してまいります。また年間計画におきましは、家庭教育学級、市民大学を初めとす

る生涯学習講座や生涯学習振興計画推進事業、学校体育施設開放事業などにつきまして、

計画どおり実施していくことといたしております。 

 次に、青少年課につきましては、第１四半期では、こども会指導者交流会、青少年健全

育成八尾市民大会などを開催するとともに、第２四半期では、市こ連ソフトボール大会、

青少年野外活動事業などを実施し、第３四半期では家庭教育を考える市民集会などを開催

いたしております。第４四半期では成人式やこどもフェスティバル等の事業の実施を予定

しております。また年間として、子どもの居場所づくりの事業として、すくすく子ども地

域活動支援事業、放課後子ども教室や放課後児童室運営事業などに取り組んでいるところ
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でございます。 

 次に、図書館につきましては、年間を通しての図書の貸し出し業務のほか、第１四半期

の子ども読書週間行事、第２四半期の夏休み子ども祭りを実施するとともに、第３・第４

四半期では、冬休み子ども祭り、春休み子ども祭りをそれぞれ取り組むことといたしてお

ります。また年間計画として、各種講座、講演会、また対面朗読、お話し会を開催を開催

するとともに、図書館資料の充実に努めているところでございます。 

 次に、桂青少年会館につきましては、第１四半期から第４四半期におきまして、春休み、

夏休み、冬休みの短期講座や夏期キャンプ教室、自然体験教室などを開催いたすとともに、

年間を通して、珠算、絵画などの長期教室や小学生育成事業、土曜等学校休業日講座や親

子幼児教室などに取り組んでいるところでございます。 

 次に安中青少年会館につきましては、第１四半期から第４四半期を通しまして、体験活

動などを含む、春休み、夏休み、冬休みの各特別講座を開催するとともに、年間事業とい

たしまして、低学年育成事業、土曜教室、親子幼児教室やウイズ移動教室の実施などに努

めているところでございます。 

 最後に文化財課でございますが、第１四半期におきましては、旧植田家整備復元事業の

取り組み、第２四半期におきましては、しおんじやま古墳学習館指定管理者選定委員会を

開催し、指定管理者の選定作業を進めてまいりました。また第３四半期では、高安古墳群

と山麓の古墳保存活動事業を行うとともに、年間事業といたしましては、開発行為に伴う

市内遺跡発掘調査や市内市指定文化財等保存活用事業などに取り組んでいるところでござ

います。 

 以上が生涯学習部各課の現在までの主な事務事業の進捗状況でございます。 

 以上、報告を終わります。 

【角田委員長】 ただいま両部から報告をいただきましたけれども、委員の先生方、何か

お尋ねいただくことありませんでしょうか。 

 教育政策課が非常に忙しくしておられるし、いろんな実績を上げておられる、ホームペ

ージを含めご活躍をいただいておるんですけれど、この表で見ると本当にわずかしか事務

事業が進捗していないように字面では読み取れるんですけれど。この表現の仕方ってない

ものですか。 

【松岡教育政策課長】 この事務事業進捗につきましては、数字等を見ていただいたらわ

かるんですけれども、予算額の執行状況という形なので、実は予算といいますと当教育委

員会議の記録をするための委託料でございますとか、あと安全教室の会場借り上げ料とい

ったもの以外予算を実は持っておりませんで、ほとんどは私どもがお金を伴わずに業務を

行っているものでございまして、このような表記ということでございます。 

【角田委員長】 何か実働とやはり予算が伴わなかったらそれはここへ入ってこないわけ

ですからね。そのあたりが私非常に残念に思うんですけどね。やはり政策課のご活躍とい

うものは非常に我々感激的に拝見しておりますから。 

 ほかにございませんか。 

【寺前委員長職務代理者】 学務給食課のほうの親子料理教室の開催というのが掲載され

て事業費が２,０００万となっていますが、この事業ですね、具体的にはどういう取り組

みをされたのか、そしてそれとどれぐらいの人数の方が参加されたのか。 
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【藤井学務給食課長】 ただいまのご指摘いただいた親子料理教室の事業費２,０００万

円となっていますが、２万円の誤りでございます。事業内容ですが、食に関する理解や親

子のふれあいを深めることを目的として各学校を通じ募集をいたしまして、毎年夏休みに

実施いたしております。参加者については親子２０組８０名の参加でございます 

【寺前委員長職務代理者】 ２，０００万円ということで、どのような事業かなという思

いがありましてお聞きしたんですけれども。誤りということでよくわかりました。 

【篠原委員】 一昨日だったかな、たまたまテレビで見ておりましたら、神奈川県だった

かな、どこかの小学校で１週間だけ給食をもうやめたと。昨今のいろいろな食材なんかも

値上げ、それについていけないからだというようなニュースがありましてね。これ人ごと

ではないなというような感じがするわけです。 

 というのは最近食材がいろいろ値上げされ、特に小麦、トウモロコシとかが値上がって

いることから学校給食費に影響がなきにしもあらずということで、これはあくまで要望で

すけど、ちょっとそういう学校の報告とかあるいは要望というちょっと目を光らせていた

だきたいということで、学校給食の品質を下げているというようなことはないようにお願

いしたいと思います。 

【角田委員長】 答弁よろしいか。 

【篠原委員】 要望だけですから。 

【角田委員長】 私からもちょっと給食のほうでお尋ねしたいんですけれども。この間大

阪市長さんが当選されて、その記事の中で、中学校全校給食を開始するという見出しがあ

って、それについては市民的な感情、保護者の感情としても非常にそれを受け入れる意向

が強いように私思うんですけれども、八尾市ではそういう動きはありませんか。 

【藤井学務給食課長】 今ご指摘いただいたことですが、保護者の方々からは中学校給食

の実施についての要望は少なからずございます。ただ、中学校給食を実施するとなれば多

大な財政負担を伴うものであり、教育委員会が多くの課題をかかえている中、実施に向け

ての一歩を踏み出せていないのが現状でございます。 

【角田委員長】 私、ニーズの有無をお尋ねしただけですので。 

 ほかにございませんか。 

 今日は文化財が大当たりなんですけれど、この文化財のところの第３四半期のところで、

文化財愛護推進員八尾連絡会議というのが開かれているようですが、これはどういうもの

ですか。 

【岸本文化財課長】 文化財愛護推進員でございますけれども、文化財愛護推進員という

のは大阪府が各自治体で文化財愛護を進めていただきたいということで、運営をしておる

ものでございます。 

 私どものほうにも委員さんというのは７名おられるんですけれども、以前は大阪府がか

なり力を入れておりましていろんな企画、例えば近つ飛鳥や弥生博物館そういうところへ

見学へ行ったり、最近につきましては年１回大阪市内で文化財の愛護についてという研修

等がある程度で、そういう文化財愛護についての研修をやっておると、会合は１回、それ

であとにつきましては、各自治体でそういうふうな見学等に取り組んでいただきたいとい

うことで、私ども本年は八尾市の愛護推進員を対象に歴民で河内木綿の展示をしてござい

まして、それをご見学いただいて、私どもの平成１８年度に実施しました事業をご説明を
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申し上げ、愛護推進員さんの側から市民意見として今後の文化財保護についていろんな意

見をちょうだいする、こういう形で会合、見学会を開催しております。 

【角田委員長】 メンバーはどういう方が。 

【岸本文化財課長】 メンバーは以前歴史民俗資料館の館長をやっていただいていた棚橋

利光氏、それから歴民の運営委員で八尾歴史の会の会員でもあります坂上弘子さん、その

後、以前行政相談員をやっておられた森本さん、それとあとは市内のお寺のご住職になっ

ていただいております。 

【角田委員長】 ほかにありませんか。 

 よろしゅうございますか。 

 ほかに意見がないようですので、次に、その他といたしまして追加の報告事項が２件あ

ると聞いておりますので、まず指導課長から報告を願います。 

【柿並指導課長】 第８回環境美化教育優良校等の表彰についてご報告申し上げます。 

 本市曙川東小学校が第８回環境美化教育優良校等の表彰のリサイクル活動部門におきま

して、最優秀校環境大臣賞を受賞することが内定しましたのでご報告いたします。 

 この環境美化教育優良校等の表彰は小・中学校における環境美化教育の実施校の増加、

ニーズの一層の高まりに対応し、総合的な学習の時間のためのまち美化とリサイクル学習

ガイドの提供とあわせて、はん濫防止リサイクルの実践教育に優秀な成果を上げている

小・中学校を表彰することにより環境美化教育の助長及び地域の環境美化の啓発に資する

ことを目的に、社団法人食品容器環境美化協会が主催し、文部科学省、農林水産省、環境

省が後援して実施している表彰でございます。 

 今回の受賞は、曙川東小学校が総合的な学習の時間や社会科の時間に全校挙げて取り組

んでおります空き缶の回収とその収益金で花の苗や肥料を購入し校内美化を進める活動や、

給食の生ごみや残飯からたい肥をつくり、校内の畑で冬瓜、ブドウ、スイカ等を栽培し、

収穫の喜びを体験するなどの内容が評価されての受賞であり、この実績を取り組みの内容

とともに広く紹介することで、本市の環境教育をますます充実したものにしてまいりたい

と考えております。 

 なお、１２月８日の土曜日に東京で表彰式が行われ、学校長と児童の代表が出席する予

定でございます。 

【角田委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の先生方、ご意見ございませんか。 

 まことにおめでたい話で、本当に我々も大きな喜びを感じているところでございますけ

れども、何かご発言はございませんか。 

【寺前委員長職務代理者】 私もたまたま機会がありまして曙川東小学校へ学校訪問させ

ていただいたときに、校長先生のほうからこの取り組みについてお聞きをし、結果として

今ご報告いただいたように環境美化教育の優良校ということで大臣の表彰をいただいたと

いうことは大変喜ばしことであるとこのように思っておるわけです。 

 これは特に子どもたちが積極的に自ら取り組んでいるということで、校長先生も言って

おられました。環境問題については、これは非常に国を挙げてのさらには世界的な課題だ

ということになっております。そういった意味でこういった表彰を八尾市の小学校が受け

るということは非常に私としても喜ばしいことであるかとこのように思っております。 

【篠原委員】 今の話で非常にめでたいことだと思います。 
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 学校が表彰されるわけですね。こういうことはずっと昔ですね、何十年かさかのぼって、

学校自体こういう大臣とかそういう表彰を受けるということ、過去にありましたでしょう

か。初めてぐらいですか。 

【川田学校教育推進長】 私もずっと昔のことはちょっとわかりませんが、この環境美化

教育に関することにつきましては、８年間の経過がございます。その中で各都道府県から

１校優良校を推薦するわけですが、過去８年間におきましては大阪府が最優秀校に選ばれ

たということはございませんので、府としてもこの表彰については初めてというふうに聞

いております。 

【篠原委員】 環境面だということはこれはわかりますが、それ以外の分野を含めてこう

いう大きな表彰をもらったのが初めてなのかどうかという質問だったんです。だから今環

境問題でたまたまこういう大きな賞をいただいたということは非常にうれしく思いますけ

れども。わからなかったら結構です。 

 ですからこういう機会に何か大きくどんどんＰＲをしていただきたいというふうに思い

ます。いずれもしても大いに自慢し合うとかいうことでＰＲをよろしくお願いします。 

【角田委員長】 よろしいでしょうか。 

 今の篠原委員のご指摘どおりで、よいことは子どもたちが頑張った、学校が頑張ったこ

とにつきましては、大いにＰＲをしていただいて、保護者や市民に喜んでいただきますよ

うに、ぜひともお願いをしたいと思います。 

 それと同時にこういう大臣賞を受けたからということで我々拍手をしておりますけれど

も、大臣賞を受けるまでもないけれども頑張っている学校園というのは私たくさんあると

思うんです。特に指導主事の先生なんか回っておられたらそのあたりは実感として感じて

おられると思うんです。なかなか大臣賞までは手が届きませんけれども、前にも申しまし

たように、例えば教育長表彰とかそういう形でやはり認めて差し上げる、ほめて差し上げ

るということは大事なことでありますので、大臣賞まで待つまでもなく、八尾市の中で表

彰していくということをもっと活発にやっていったらどうでしょう。 

 例えば大阪府から音楽教育について頑張っているところを一つ紹介してくださいといっ

たら躍起になって探されると思うんです。そしてこの学校はこういうことで社会貢献もし

ていますというようなことで、ブラスバンドの活躍を報告なさるとかいろいろあると思う

んですが、そういう尋ねを受けるまでもなく、八尾市独自でやはりそういう優秀な成績を

上げておられるところを表彰していただきますように、ちょっとそのあたりにも目を向け

ていただきたい、この機会に。それをお願いしておきたいと思います。 

 ほかにないようですので、次に進めさせていただきます。 

 次に渡邉課長から報告をお願いいたします。 

【渡邉人権教育課長】 今のご報告とは少し規模は小さくなりますけれども、先日教育委

員の先生方には新聞報道のコピーを届けさせていただいております。大阪法務局主催の中

学生人権作文コンテストにおきまして、このたび八尾市立桂中学校２年生悦田長君の作文、

「自分の立場」が大阪法務局長賞を受賞をいたしておりますのでご報告をいたします。 

 なお当コンテストには大阪府下から１万６，１５１点の応募があり、悦田君の作品につ

きましては東大阪市の３年生の作品とともに、この後全国のコンテストのほうに推薦をさ

れるということですので、あわせてご報告をさせていただきます。 
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 以上です。 

【角田委員長】 委員の先生方、何かご意見ございませんでしょうか。 

【篠原委員】 この法務局長賞ですね、これも先ほどの報告に重ねて非常におめでたいこ

とだと思います。ですからこれもまた大いにＰＲをしていただきたいと思うんですが、そ

の内容ですね、何かどういった賞であったかということを何がしのか方法で皆さんに知ら

せてあげたほうがいいように思うんですよ。そのことはどのように計画をされておられま

すか。 

【渡邉人権教育課長】 実はこの法務局の中学生人権作文コンテストは八尾市の私どもが

所管しております人権文化祭の作品募集と並行募集になっておりまして、過日１１月１０

日のじんけん作品発表会の場で、ほかの子の入賞作品も含めて本人の朗読によって、発表

し、顕彰をしたところでございます。 

 またこのあと、人権作品集という例年発行しております冊子のほうに、この特等賞受賞

の件もあわせて掲載して、これは八尾市内のすべての教職員並びに受賞者のほうに配布を

して教材化を図る予定をしております。 

【角田委員長】 ほかにございませんか。 

 このたびの表彰は何と申しましても、八尾の子どもたちの人権意識の高揚のしからしむ

ところであるというふうに思うわけですが、人権教育についてはいろいろといろんな意見

が飛び交っております中で、やはり適正な人権教育をしているその成果としてのこの入選

があると私は思いたいので、そういう意味でも先ほど来話がありましたように、正しく広

くこの際大臣賞の陰に隠れてしまわないで、人権問題、人権意識の高揚をかくありきとい

うことで、皆さんに知っていただくよい機会であると思いますので、そのあたり適正な方

法を考えていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 ほかにございませんか。 

 以上で報告事項については終わるわけですが、委員の先生方、この際何かご意見ござい

ますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 事務局から追加はございませんか。 

 なければ以上をもちまして１１月の定例教育委員会を終了いたします。 

 本日の署名委員に篠原委員を指名したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 どうもご苦労さまでございました。 

 

（署 名）篠原委員 

 


