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１２月定例教育委員会会議録 

【角田委員長】 ただいまより１２月の定例教育委員会を開催いたします。よろしくお願

いいたします。 

 まず初めに、１１月の定例教育委員会の会議録について審議をしたします。 

 委員の先生方、何かご質疑はございましたでしょうか。 

【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、１１

月定例教育委員会会議録について承認と決しました。 

 それでは次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

11月25日（日） 

11月26日（月） 

 

11月30日（金） 

 

 

12月８日（土） 

12月10日（月） 

12月12日（水） 

12月13日（木） 

12月14日（金） 

12月16日（日） 

午前９時30分より、こども会親善つな引き大会に出席。 

午後３時40分より、府教育委員会、府都市教育委員会連絡協議会及

び府都市教育長協議会 役員による三者懇談会に出席。 

午前10時より、臨時教育委員協議会に出席。 

午後１時30分より、中河内３市教育委員会連絡協議会委員研修会に

出席。 

午後２時より、障害児者問題協議会 クリスマスの集いに出席。 

午前10時より、市議会文教産業常任委員会に出席。 

午後１時30分より、精神保健福祉協議会地区大会に出席 

午前９時30分より、校園長研修会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時30分より、MOA美術館八尾児童作品展 表彰式に出席。 

開 催 年 月 日  平成１９年１２月２０日（木） 

開 催 場 所  教育センター 集会室 

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・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・渡邊人権教育課長・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・浅田教育総務部参事 
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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をいたします。 

（教育長報告） 

11月25日（日） 

 

11月26日（月） 

 

11月28日（水） 

11月29日（木） 

11月30日（金） 

 

 

12月３日（月） 

12月４日（火） 

 

12月５日（水） 

12月６日（木） 

12月７日（金） 

 

12月10日（月） 

12月12日（水） 

 

 

 

12月13日（木） 

12月14日（金） 

12月17日（月） 

12月18日（火） 

 

午前９時30分より、こども会親善つな引き大会に出席。 

午後２時より、文化芸術芸能祭 賞状授与式に出席。 

午前８時45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、部長会に出席。 

午後１時30分より、社会教育委員会議に出席。 

午後６時より、成人式実行委員会と市長との懇談会に出席。 

午前10時より、臨時教育委員協議会に出席。 

午後１時30分より、中河内３市教育委員会連絡協議会委員研修会に

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、ビジネスマッチング博（八尾市産業博）に出

席。 

午前９時30分より、部長会に出席。 

午前10時より、市議会12月定例会本会議（１日目）に出席。 

午前９時より、部長会に出席。 

午前10時より、市議会12月定例会本会議（２日目）に出席。 

午前10時より、市議会文教産業常任委員会に出席。 

午前９時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後３時より、第８回環境美化教育環境大臣賞受賞 曙川東小学校    

市長表敬訪問に出席。 

午後４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、校園長研修会に出席。 

 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、部長会に出席。 

 午前８時30分より、特別職会に出席。 

午前10時より、行財政改革調査特別委員会に出席。 

 

【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、何かご質疑はござい

ますでしょうか。 

【寺前委員長職務代理者】 １２月１２日午後３時から、第８回環境美化教育環境大臣賞

受賞ということで、曙川東小学校の子どもたちが市長に表敬訪問をして、子どもたちのほ

うからその取り組みについて説明したということですが、子どもたちは何人ぐらい市長に

お会いになったのか、ちょっとご説明願います。 

【中原教育長】 当日は、クラブの代表として２名の子どもと校長先生が来られました。

この２名は、１２月８日に表彰を受けるため東京へ行って、臨場感を持って話してくれま

した。 

 その取り組みは、学校で給食に出た残飯を穴を掘って埋めて、そしてたい肥をつくる。
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あわせてアルミ缶を子どもたちが皆持ち寄って、それをお金にして、苗を買って学校で作

った肥料を使って野菜をつくっていく、メロンをつくったりスイカをつくったり、随分た

くさんできたようです。そのようなクラブ活動を中心に活動していったのを報告してくれ

ました。比較的無理なく学校の一つのサイクルの中で環境教育を取り組んでいるというこ

とが全国的に評価されたようにお伺いしました。 

 子どもたち、それぞれしんどかったことや楽しかったこと、話の中に出てまいりまして、

いい報告会だったと思います。 

【寺前委員長職務代理者】 ありがとうございました。結構です。 

【角田委員長】 ほかにありませんか。 

 私から、今のに引き続いてですけれども、もう一方、子どもが人権作文で法務局長賞を

受けたと。これも大きい賞なんですが、この環境大臣賞の前では沈んでしまっていますが、

こういう子どもたち、せっかく大きい賞をとった子どもたちをまた顕彰するような場面っ

て、考えておられるんでしょうか。 

【斉藤教育総務部次長】 教育委員会表彰につきましては、例年１２月３日の文化の日に

やらせていただいていますけれども、昨年の教育委員会でもそういうお話がございました。

また内部で協議をさせていただきますけれども、教育長表彰、委員長表彰、その辺をまた

検討させていただきたいというふうに思っています。 

【角田委員長】 ありがとうございました。 

 一度に大きい賞を二つ、子どもたちがとってきてくれましたので、そのうちでもこの環

境大臣賞に目が向いてしまっていますが、人権問題を正しく理解、啓発している、その一

つの証拠というか、その取り組みの一たんとしてこういう大きい賞をとってきてくれた子

どもたち、この子どもをきちっと顕彰するということは大事なことだと思いますので、ひ

とつそれぞれの立場で顕彰方法等についてもご検討いただけたらありがたいと思います。 

 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 ｝ 

 それでは議案の審議に入らせていただきます。 

 

１２月の議案 

議案第３０号 

 

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規

則の整理に関する規則制定の件 

 

 まず最初に、議案第３０号「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育

委員会規則の整理に関する規則制定の件」について審議をいたします。 

 提案理由を斉藤次長より説明願います。 

【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３０号「学校教育法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整理に関する規則制定の件」

につい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。 
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 提案の理由でございますが、学校教育法の一部改正により、学校種の目的の規定等が改

正されたことに伴い、関係教育委員会規則の規定を整理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。 

 恐れ入りますが、新旧対照表を御覧願います。 

 まず、第１条で、八尾市立学校園の管理運営に関する規則の一部改正といたしまして、

第１条中、「小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園」を、「幼稚園、小学校、中学校

及び特別支援学校」に改め、第２条で、八尾市立幼稚園園則の一部改正といたしまして、

第１条を、「八尾市立幼稚園（以下「幼稚園」という。）は、義務教育及びその後の教育

の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与え

て、その心身の発達を助長することを目的とする。」に改め、第３条で、八尾市就学援助

規則の一部改正といたしまして、第１条中、「第２５条及び第４０条」を「第１９条及び

第４９条」に、「子女」を「子」に改め、第４条で、八尾市立特別支援学校学則の一部改

正といたしまして、第１条中、「第７１条」を「第７２条」に改め、第５条で、八尾市立

教育サポートセンター条例施行規則の一部改正といたしまして、第８条中、「小学校、中

学校、特別支援学校又は幼稚園」を「幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校」に改め

るものでございます。 

 なお、平成１９年１２月２６日を施行期日といたしております。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくお願いいたします。 

【角田委員長】 ただいま提案の理由の説明がございましたけれども、委員の先生方、何

かご質疑はございますでしょうか。 

 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う規則の制定でございますが、いかがで

しょう。 

【篠原委員】 抜本的な変更ではありませんので、結構だと思います。 

【角田委員長】 ただいま抜本的な変更等がないので、これでよいというご意見も出てお

りますが、いかがでございますか。 

 よろしゅうございますか。 

 ご質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第３０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３０号「学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会

規則の整理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。 

 

｛ 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、第５５回八尾市成人式について、竹内課長より報告をお願いいたします。 

【竹内青少年課長】 第５５回八尾市成人式の開催についてご報告いたします。 

 お手元の資料の第５５回八尾市成人式実施要綱をご参照ください。 

 本年度の成人式は平成２０年１月１４日に八尾市総合体育館で開催予定となっています。

対象者は昭和６２年４月２日から昭和６３年４月１日までに生まれた者で、男性１，４１
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０人、女性１，３３０人で、合計２，７４０人となっており、昨年度より８０人対象者が

少なくなっております。 

 内容につきましては、オープニングで金光八尾中学校・高等学校によるブラスバンドで

始まり、第１部の式典では、国歌斉唱、市民憲章の唱和、市長よりのお祝いのことば、市

議会議長よりの励ましのことば、成人代表の誓いのことばを予定しております。 

 また第２部のアトラクションには、昨年同様に箕面自由学園高等学校のゴールデンベア

ーズによるチアリーディングを行っていただく予定となっています。 

 いずれも本年に募集しました成人式実行委員２２名により企画、検討したものでござい

ます。 

 なお、本年度の成人式の参加人数は１，９９６人で、参加率が７０．８％となっていま

す。 

 甚だ簡単ではございますが、第５５回八尾市成人式の内容についてのご報告といたしま

す。 

 報告させていただいた対象者の人数なんですけれど、今年の１９年１２月１日付けで新

成人のほうに案内状を発送する部分で、住基台帳から打ち出した数字で、最新の数字が２，

７４０人ということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

【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はございますでしょ

うか。 

 よろしゅうございますか。 

【寺前委員長職務代理者】 ５５回の成人式の件ですけれども、実行委員会方式というの

も定着いたしまして、他市に見られるような騒ぎ等もここ数年ないということで、私たち

も大変喜んでおるわけでございます。これについても青少年育成連絡協議会とか、あるい

は女性団体連合会がこの成人式についていろいろと協力をいただいておるということは、

大変我々としては喜ばしいことだろうとこのように思っておりますし、感謝申し上げてい

る次第でございます。 

 来年も例年のように、盛大かつこれといった事件、事故もなしに終了できることを願っ

ておる次第でございますので、事務局を担当していただいている青少年課につきましては、

ひとつ心を引き締めてやっていただきたいなとこのように思っておりますので、よろしく

お願いします。 

【篠原委員】 この５５回の成人式ですが、内容的にはもうここ何年かずっと同じスタイ

ルでやっておられて、それなりの評価も受けておられると思います。特に箕面自由学園の

ゴールデンベアーズですか、あの演技には非常に成人たちも感心して、拍手喝采というよ

うなことをよく目にしておりますが、これは一時、先ほど職務代理からもありましたよう

に、成人式のありようについてはいろいろな論議を呼びましたね。 

 それで私最近また本を読み返しておりまして、司馬遼太郎さんの「風塵抄」という本の

中に、２０年ほど前の話なんでしょうね。あの人が成人式のほうに呼ばれて講演をなさっ

たようです。ところがほとんど聞いてないということで、非常に悪感情を持って帰ったと

いうことをその本の中に書いておった。それから見たら本当に隔世の感がするということ

で、この八尾の成人式は各方面に対しても自慢のできるものじゃないかと。だからこの５

５回もそういう成功裏に終わるように期待しております。 
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【角田委員長】 ほかにありませんか。 

 もう早速実行委員さんが集まっていただいて、いろいろと話し合いが始まっているよう

ですが、去年の実行委員さんと比べて、何か今年新しい取り組みをしようとかなんとかと

いうような、実行委員さんの中での協議ですね、特徴的なものはありませんか。 

【竹内青少年課長】 １１月に入りまして、毎週木曜日ですか、週１回実行委員に集まっ

ていただいて、いろいろ協議をしていただいているんですけれど、参加記念品につきまし

ては、予算的なこともありますし、カメラで記念品としては決まったんですけれど、ただ

やはりカメラを入れる袋についても、実行委員会のほうで協議されまして、袋の形式とか

シール等について、実行委員会のほうでデザインされたという分を張りつけていくと。 

 特に、抽せん会の商品等また実行委員会のほうで協議させていただいて、言うたら予算

の範囲内で参加記念、この前買い出し等も行っていただいたんですけれど、商品等につい

ては前年と大幅に変わるような形にはなっていくと思います。 

 それと、第２部のアトラクションについて、去年は抽せん会の後に八尾市内のダンスグ

ループ等の集いということでさせていただいた部分があるんですけれど、今年は八尾翠翔

高校のダンス部のメンバーとＯＢの方との部分で参加していただくという形で、新たに加

えさせていただいた部分だと思います。 

 以上です。 

【角田委員長】 １週間に１回集まって協議をしていただいているんですね。ご苦労さん

でございます。頑張っていただきますように、ぜひよろしくお願いします。 

 ほかにご意見ございませんか。 

 ないようでしたら、以上で報告事項については終わりますけれども、委員の先生方、何

かこの際、ご意見ございませんか。 

 よろしゅうございますか。 

 事務局からは。 

 なければ以上をもちまして、１２月の定例教育委員会を終了いたしたいと思います。 

 本日の署名委員に中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をいた

します。 

 それでは終了いたします。ご苦労さまでございました。 

 

（署 名）中原委員 

 


