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５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５月定例教育委員会を開催いたします。 

 本日はこども未来部長に委任した事務に関する議事が予定されておりますので、青少年

課長及び放課後児童育成室長にもご出席いただいております。 

 

【篠原委員長】 まず予定案件に入ります前に、このところ非常に大きな問題になってお

ります新型インフルエンザの対応について、岡村教育次長より報告をお願いいたします。 

【岡村教育次長】 それでは、新型インフルエンザの感染状況及び教育委員会の対応につ

きましてご報告いたします。 

 八尾市で感染者が出てからは、定例教育委員協議会をはじめとし、新たな情報につきま

しては、各委員の皆様に随時ご報告してまいりましたが、本日は改めて集約した形で報告

させていただきたいと思います。 

 本市におきましては、国内で感染者が発生する前の５月１日（金）に八尾市新型インフ

ルエンザ危機管理対策本部を設置しております。また教育委員会におきましては、それに

先駆けまして、４月３０日（木）に教育委員会の対策本部を設置し、直ちに新型インフル

エンザ対策の啓発を図るために、５月１日付の文書におきまして、各学校園及び保護者宛

に周知をしたところでございます。 

 しかしながら、５月１７日夜に本市における初めての感染者が判明し、５月２２日午前

９時現在の状況では、新型インフルエンザの感染者総数は８名となっております。市内の

２つの小学校での感染が確認されており、その内訳といたしましては、南山本小学校で６
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年生男子１名、女子５名、３年生男子１名の計７名、刑部小学校で５年生男子１名でござ

います。 

 感染者はいずれも海外渡航歴がなく、感染の経路につきましては現在のところ明らかに

なっておりませんが、同じ学校の児童が感染していることから、学校における集団感染で

はないかと推測しております。なお、感染者に重篤な症状は出ておらず、いずれも治癒ま

たは快方に向かっております。 

 市内における感染者の発生や、大阪府から学校の休業要請が発表されたことを受けまし

て、八尾市立の各学校園につきましては、５月１８日（月）から５月２５日（月）まで臨

時休業としているところでございます。厳密には、最初の感染者が判明しました南山本小

学校につきましては５月１８日の朝から休業、その他の学校につきましては５月１８日の

午後から休業としております。なお、５月１８日の深夜に大阪府知事が、１８日から２４

日までの休業を要請するということを発表いたしましたので、大阪府の発表とは若干取扱

いが異なっております。これについては、南山本小学校はもう感染者が出ておりましたの

で即休業という措置をとりましたが、他の学校につきましては、児童・生徒及び保護者に

休業期間中の生活指導、学習指導及び保健指導を十分周知する必要があると判断いたしま

して、児童・生徒に登校してもらってその趣旨について説明をしたところです。 

 また、深夜の対応でもございましたので、連絡不行き届きになる可能性もありましたし、

小学校におきましては給食もあって、急遽休業とすることで昼食を食べられないという子

どもも生じるかもしれません。そういったことを色々考えまして、他の学校につきまして

は１８日の午後から休業としたところでございます。 

 なお、先ほど申し上げましたように、大阪府知事の深夜の突然の発表もあって、一部１

８日の朝から休業した学校もあるなど、当初はやや混乱した状況がございましたが、八尾

市といたしましては５月２５日（月）までを臨時休業としております。 

 また、不特定多数の方が集まる社会教育施設につきましても、学校園と同様に５月２５

日までを休業とし、新たな感染の防止に全力を尽くしているところでございます。現在、

大阪府や保健所からの情報をもとにし、関係機関と相談の上で対策を進めております。 

 なお、本市における学校園や社会教育施設等の再開日やその後の対応等につきましては、

５月２４日の午後に教育委員会の対策本部を開催して決定する予定としております。決定

し次第、教育委員の皆様には、また情報提供させていただきたいと思います。 

 以上、簡単ではございますが、新型インフルエンザに対する教育委員会の対応につきま

しての報告でございます。 

【篠原委員長】 南山本小学校での感染が、特に小学校としては大阪府下でも最初であっ

たということで、非常に世間の注目を集めたところであります。この間、職員の皆さんに

は非常に夜遅くまで、徹夜に近い状況で頑張っていただいたと聞いております。２５日ま

で休業ということですが、今後感染が広がらなければ、縮小ということになっていこうと

思います。 

 それでは、他の委員の皆様方、何かご意見・ご質問がございましたら仰ってください。 

【百瀨委員長職務代理者】 教育委員会事務局、また当該学校の職員を含めて、本当にご

努力されたことにお礼を申し上げたいと思います。 

 ただ、経過を聞いております中で、この新型インフルエンザの情報掌握や連携について、
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保健所との連携が非常にとりづらかったと聞いておりますので、他の行政機関との連絡は

どのようになっているか、再度お聞きしたいと思います。 

【杉分学校教育部次長】 ご指摘のように、当初はいろんな混乱がございまして、八尾保

健所、大阪府、八尾市との連携が上手くいかなかったケースもございました。その後、市

長から大阪府に申し入れを行い、保健所と教育委員会、市との対応もスムーズになり、現

在は、保健所とは直接教育委員会と連絡を相互に取りあって正確な情報を入手していると

ころでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 今回の件を今後に活かすために、配慮すべきことやばらつき

についても反省し、今後どのようにしてきちっとしていかなければならないか等、今後に

向けてよろしくお願いしたいと思います。 

【中原教育長】 この報道に係わりまして、１７日の夜に新型インフルエンザということ

が判明しましたが、その時点では１名でしたので、南山本小学校という名前は報道機関に

は伏せたままとしました。その後、人数が増えてきたことから集団感染と位置付けるべき

だと判断をいたしまして、次の日から学校名も公表いたしております。 

 八尾市を含めてかなり様々な風評が立っておりまして、感染者が誰なのかという詮索も

出ております。不安や知らないことでの風評はどうしても立っていくと思います。こうい

ったことで人権意識が問われていくと思いますので、今後、月曜日に校園長を集めますが、

南山本・刑部の子ども達がつらい思いをしないよう、また地域の方々が風評被害を受けな

いよう指導をお願いしていきたいと考えております。 

【篠原委員長】 この件に関しましては、病気の感染そのもの以外に社会的な面、例えば

児童・生徒の休業期間中の日常生活のあり方等、色々な問題を含んでおりますので、今後

の対応について、また新しい決定をしていただけるようですので、よろしくお願いしたい

と思います。それでは、この件はこれで終わらせていただきます。 

  

【篠原委員長】 それでは本日の予定案件に入りたいと思います。４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せんでしょうか。 

【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４月定例会会議録について、承認と

決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に委員長報告を私から行います。 

（委員長報告） 

５月５日（火） 

５月18日（月） 

５月19日（火） 

午前10時30分より、安中新田会所跡旧植田家住宅完成記念式典に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前11時より、府都市教育委員会連絡協議会役員会に出席。 

 

【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。 
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（教育長報告） 

４月22日（水） 

４月23日（木） 

 

４月28日（火） 

５月１日（金） 

 

５月５日（火） 

５月７日（木） 

５月11日（月） 

５月12日（火） 

 

５月13日（水） 

５月14日（木） 

５月15日（金） 

 

５月17日（日） 

 

５月18日（月） 

 

 

５月19日（火） 

 

５月20日（水） 

 

５月21日（木） 

午後２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、校長会に出席。 

午後３時より、府都市教育長協議会総会及び定例会に出席。 

午前10時より、リサイクルセンター竣工式及び学習プラザ開館式に出席。 

午後２時30分より、新型インフルエンザ危機管理対策本部に出席。 

午後６時30分より、嘉定区友好訪問団歓迎会に出席。 

午前10時30分より､安中新田会所跡旧植田家住宅完成記念式典に出席。 

午前１０時より、指導主事研修会に出席。 

午前９時より、八尾市立学校園適正規模等検討会議に出席。 

午前９時より、部長会、総合計画企画会議、ＩＴ推進本部会議及び男

女共同参画施策推進本部会議に出席。 

午後３時20分より、部局マネジメント目標ヒアリングに出席。 

午後１時30分より、近畿都市教育長協議会定期総会に出席。 

午前９時３０分より、大阪府教育委員会による児童生徒支援加配配置

校への視察に出席。 

午前１０時より、新型インフルエンザ危機管理対策本部に出席。 

午後９時30分より、新型インフルエンザ危機管理対策本部に出席。 

午前８時45分より、校長会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時より、社会を明るくする運動実施委員会に出席。 

午前８時45分より、新型インフルエンザ危機管理対策本部に出席。 

午後１時より、各派代表者会議に出席。 

午後１時より、市議会５月臨時会本会議に出席。 

午後２時30分より、庁議に出席。 

午後７時30分より、体育連盟理事会に出席。 

 

【篠原委員長】 それでは、ただいまの委員長報告及び教育長報告について、何かご質疑

ございますか。 

 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 ｝ 

 

【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。 
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５月の議案 

議案第２５号 

議案第２６号 

議案第２７号 

議案第２８号 

議案第２９号 

議案第３０号 

八尾市幼稚園審議会委員の委嘱または任命の件 

八尾市幼稚園審議会への諮問の件 

平成２２年度使用八尾市立学校教科用図書の採択に関する件 

八尾市就学支援委員会委員の委嘱または任命の件 

各種審議会等委員の委嘱または任命の件 

八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件 

 

【篠原委員長】 議案第２５号「八尾市幼稚園審議会委員の委嘱または任命の件」につい

て審議いたします。提案理由を田中次長より説明願います。 

【田中学校教育部次長】 ただいま議題となりました議案第２５号「八尾市幼稚園審議会

委員の委嘱または任命の件」につきましてご提案いたします。 

 本件は、八尾市幼稚園審議会委員を委嘱または任命するにつき、教育長に対する事務委

任等に関する規則第２条第１４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、八尾市幼稚園審議会規則第３条の規定に基づき八尾市幼稚園

審議会委員の委嘱または任命を行う必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 次に、委員候補者についてご説明いたします。恐れ入りますが、別紙「八尾市幼稚園審

議会委員候補者名簿（案）」をお開き願います。 

 まず初めに、学識経験者といたしまして、大阪総合保育大学教授の大方美香氏及び大阪

樟蔭女子大学教授の菊野春雄氏の２名を、次に公共的団体等の代表といたしまして、八尾

市地区福祉委員長連絡協議会代表の竹ノ株宏美氏、八尾市自治振興委員会代表の福井勇氏、

八尾市ＰＴＡ協議会代表の西川一男氏、同じく八尾市ＰＴＡ協議会代表の平野さとみ氏の

４名を、次に市立小学校及び中学校の校長といたしまして、八尾市小学校校長会代表の上

村清氏及び八尾市中学校校長会代表の南原秀計氏の２名を、次に幼稚園長といたしまして、

八尾市私立幼稚園協会代表の小角尚子氏及び八尾市立幼稚園園長会代表の宮本裕子氏の２

名を、次に保育所長といたしまして、八尾私立保育連盟代表の杉本三子雄氏及び八尾市立

保育所代表の桑原春美氏の２名を、最後に公募による市民といたしまして、柴田知美氏及

び田村久美子氏の２名、計１４名が委員候補者でございます。 

 以上、はなはだ簡単な説明ですが、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。 

【篠原委員長】 ただいま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

ざいませんか。 

【安藤委員】 公募による市民について、何人くらい公募されて、どのように選定された

かをお聞きしたいと思います。 

【菱井学校教育部参事】 市民委員の公募・選考につきましては、４月２０日発行の市政

だより５月号と、ホームページに募集の記事を掲載いたしまして、市民委員の募集を行っ

たところでございます。 

 この募集に当たりましては、５月７日までを募集期間とし、「八尾市における幼稚園教

育、私ならこうする」というテーマの作文により選考を行いました。期間内に３名の応募

がございまして、５月１３日に教育委員会内の選考委員会でその作文について審査を行っ
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た結果、この２名を選考いたしたところでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 審議会委員の人数について少し質問したいと思います。今回

の審議会委員は１４名ですが、規則では１５名以内と定めているわけです。小・中学校適

正規模等審議会では、場合によっては人数を増やすことも考慮するということで進んでい

るわけですが、幼稚園審議会もそう考えてよろしいでしょうか。 

【菱井学校教育部参事】 今回、当初は１４名の委員で審議を始めますが、議論が深まっ

ていく中で、より深く、また専門的な意見を聞きたいといった意見がございましたら、１

名増員することを検討しているところでございます。 

【篠原委員長】 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

２５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。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第２５号「八尾市幼稚園審議

会委員の委嘱または任命の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第２６号「八尾市幼稚園審議会への諮問の件」について審議

いたします。提案理由を田中次長より説明願います。 

【田中学校教育部次長】 ただいま議題となりました議案第２６号「八尾市幼稚園審議会

への諮問の件」につきましてご提案いたします。 

 本件は、八尾市幼稚園審議会へ諮問するにつき、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、八尾市幼稚園審議会規則第２条の規定に基づき八尾市幼稚園

審議会へ諮問する必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 次に、諮問事項についてご説明いたします。恐れ入りますが、別紙「諮問書（案）」を

お開き願います。 

 八尾市の幼稚園の振興に資するため、八尾市立幼稚園のあり方について、効率的・効果

的運営と教育内容の充実に関することについて諮問するものでございます。 

 続きまして、諮問に対する審議会での審議事項につきましてご説明いたします。恐れ入

りますが、別紙参考資料「八尾市幼稚園審議会での審議事項等について」をご参照願いま

す。 

 まず１点目といたしましては、同年齢や異年齢での集団の中で、遊びを通して様々なこ

とを学ぶ幼稚園教育においては、学級の人数は子どもにとって重要な環境であると考えら

れることから、園児数が減少している現状において、集団や園児数の課題についての審議

でございます。 

 ２点目といたしましては、保護者の就労形態の多様化などにより、教育に対する意識や

ニーズが変化していることや、小学校との円滑な接続が重要になることから、幼稚園教育

において幼児が健やかに育つために、私立幼稚園、公私立保育所、小・中学校との連携に

ついての審議でございます。 

 ３点目といたしましては、都市化や核家族化、情報機器の急速な普及などにより、社会

のつながりが希薄化する中で、幼児の生活全体を豊かなものとするためには、家庭生活と

幼稚園生活の連続性を踏まえた幼稚園教育の充実や、家庭や地域、幼稚園の連携による幼
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児期の教育が重要であることから、保護者や地域との連携についての審議でございます。 

 以上の３点につきまして、八尾市幼稚園審議会で今回の諮問に基づきご審議いただくも

のといたしております。 

 以上、はなはだ簡単でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い

いたします。 

【篠原委員長】 ただいま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

ざいませんか。 

【百瀨委員長職務代理者】 審議会を立ち上げて進めるわけですが、今後の予定等はどの

ような流れなのか、お聞かせいただければと思います。 

【菱井学校教育部参事】 今後の予定ですが、まず、１回目の審議会は６月４日を予定し

ております。その後、今年度３月までに数回審議会を開催いたしまして、答申案を出して

いただくという流れになります。その答申案について、次年度にパブリックコメント等を

実施しまして、２２年８月には最終答申をいただく予定でございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 小・中学校適正規模等審議会が先に立ち上がっているわけで

すが、この審議会ともリンクしながら連携を取り合うことも考えているのでしょうか。 

【菱井学校教育部参事】 幼稚園卒園後は小学校へ入学するということで、当然、小学校

との連携をスムーズに行うことは大事な目的となっております。そういったことから、

小・中学校との連携の面から、今進んでおります八尾市立小・中学校適正規模等審議会で

の検討内容も非常に重要なものであると考えておりまして、そちらの審議会の審議状況も

踏まえまして、幼稚園審議会も進めていきたいと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 それにつけ加えて、児童福祉審議会との関連はどのようにお

考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。 

【菱井学校教育部参事】 児童福祉審議会におきましては、就学前の児童ということで０

歳から５歳の子どもを対象に、児童福祉という視点から必要な支援が審議されると聞いて

おります。 

 一方、幼稚園審議会におきましては、幼稚園教育のあり方を中心といたしまして、現在

の幼稚園教育の充実や効率的・効果的な幼稚園運営に関して、今の幼稚園が直面している

課題について審議いただきたいと考えております。ただ、保護者のニーズの多様化により、

保育所・幼稚園の双方が連携を深め、それぞれの機能を高めていかなければならないと考

えておりまして、そういった点では、それぞれの審議会で共通する項目もございます。共

通する項目につきましては、それぞれの審議会で連携をとって進めていきたいと考えてお

ります。 

【百瀨委員長職務代理者】 その点は、各団体も含めながら、すり合わせを十分にしてい

っていただきたいと考えております。 

 もう１点だけ、私も保育所・幼稚園・小学校は十分に連携をしながら進めていくことが

大変重要だと考えております。この委員の中に私立幼稚園の代表の方も入っておられます

ので、私学との連携のあり方はどのように考えておられるのか、少しご説明していただき

たいと思います。 

【菱井学校教育部参事】 八尾市の幼稚園教育、幼稚園行政につきましては、これまで公

私協調という路線をとってきました。私どもも私立幼稚園の園長会とも連携をとりながら、
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年１回協議会をもっております。この審議会におきましては、私立から見た、私立の立場

からの公立幼稚園のあり方という点で色々な意見をいただきたいと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 私学との関連もきちっと押さえながらこの審議会を進めてい

っていただきたいと思います。今後、幼稚園の規模等の適正化に向けて、精力的に審議し

ていただいて、答申を出していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 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２６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。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第２６号「八尾市幼稚園審議

会への諮問の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に議案第２７号「平成２２年度使用八尾市立学校教科用図

書の採択に関する件」について審議いたします。提案理由を田中次長より説明願います。 

【田中学校教育部次長】 ただいま議題となりました議案第２７号「平成２２年度使用八

尾市立学校教科用図書の採択に関する件」につきましてご提案いたします。 

本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第９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。 

 提案理由といたしましては、本年度は八尾市立中学校教科用図書の採択事務年になって

おります。本市の場合、これまで国の規定並びに大阪府教育委員会の定める採択基準に則

り、大阪府の指導・助言を受けながら採択事務を行ってまいりました。今後につきまして

は、国・府の通知等を踏まえながら、八尾市義務教育諸学校教科用図書選定委員会規程及

び選定委員会運営要領に基づき、より一層本市教育委員会の主体性を発揮し、適切な教科

書採択に向け、採択事務を進めなければならないと考えております。 

 つきましては、平成２２年度使用の中学校教科用図書採択事務を開始してまいりたいと

考えておりますので、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、中学校の教科書が採択替え

ということでございます。八尾市の子どもたちの主たる教材としての教科書でございます

ので、教育委員会といたしまして、その権限と責任において採択してまいりたいと考えて

おります。採択について、ご意見・ご質問がございましたら、お出しいただきたいと思い

ます。 

【百瀨委員長職務代理者】 前回の採択の経過につきまして、公表できる範囲で教えてい

ただきたいと思います。 

【田中学校教育部次長】 前回の教科書採択との違いでございますが、前回の中学校の教

科書採択については、平成１８年度使用図書に関して１７年度に採択替えの事務がござい

ました。このときには、平成１５年１２月に中学校の学習指導要領が一部改正になったこ

とに伴い、教科書会社が９教科にわたり新しい教科用図書を発行しており、その新しい教

科用図書から本市が使用する教科用図書を選定いたしました。 

 しかし今回は、社会科歴史分野を除いて新しい教科用図書の発行は行われておらず、平

成１８年度に発行された教科用図書の中から本市が使用する教科用図書を選定するという

ことでございます。 
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 また、社会科歴史分野におきましては、新たに検定を合格した教科用図書がありますの

で、それを加えた中で選定してまいりたいと思っております。 

【百瀨委員長職務代理者】 採択に至るまでの前回と今回との違い等を述べていただきま

したが、常に教育現場の声を十分に聞くという姿勢を通しながら、十分な調査を行い、児

童・生徒に向けて混乱を招くことのないように進めていただきたいと思っております。 

【安藤委員】 教科書を採択していく議論の中で、「前回はこういう点が審議の大きなポ

イントであった」とか、今後我々が採択する上において、「こういうことを踏まえていく

べき」ということがあれば教えていただきたいと思います。 

【田中学校教育部次長】 今回、採択におきましては、選定委員会を設けまして、調査員

を任命して入念に調査してまいりたいと思います。 

 また、前回ちょっと問題があったのが、この会議の公開・非公開という部分でございま

す。大阪府からの指示で、教科書採択の業務に当たっては、静謐な環境で行うということ

で、採択する環境をまず整えるという指示を受けております。 

【浦上教育推進担当部長】 補足となりますが、特に大きく変わった点、大事にしなけれ

ばならない点について申し上げたいと思います。 

 公開にするのかあるいは非公開にするのかというのが一番大きなポイントだと思います。

前回の採択替えのときは私が指導課長をしておりましたので、そのときの様子をお話した

いと思います。 

 まず、前回までは採択業務は全て非公開で行っておりました。静謐な環境の下で採択を

執り行わなければならないということは国の基本方針でもあります。そういった中で、前

回は、選定委員会は非公開で、また最終的な決定はこの教育委員会において採択されるこ

とになりますが、その会議につきましても非公開で行ったわけでございます。ただ、情報

が錯乱しまして、一部団体の方が採択場所に来られて、警察まで導入するなど混乱を招い

たということがございました。それを受けまして、昨年度のこの教育委員会で、最終的に

決定を行う場は公開とするよう方向付けがされました。 

 今回は、９教科全てについて新たに採択するわけではありません。社会科で新しい教科

書が１社出ましたので、社会科においては、今現在使用している教科書と新しい教科書会

社の教科用図書とを比較して、最終的に八尾市としてはどちらが望ましいのかという採択

の事務を行っていただきたいと考えております。 

 その他の教科につきましては、現在使用している教科書が望ましい、何ら不足はないと

いう、調査員や各教科の先生方の声をお聞きしながら最終的に決定するという形で臨みた

いと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【中原教育長】 教科書の採択は、基本的には４年位で採択をしていくわけですが、今回

は少し伸びるということで、社会科で新しい教科用図書が出ているということで改めて採

択を行うことになります。教科書の採択は、子どもの実態や八尾市の実態をしっかり調べ

た上で、どれが児童・生徒の実態や地域の状況に一番合うか、多い教科では８社、９社と

出している教科もありますので、その中から選んでいくということです。 

 八尾市の実態の中で、例えば国語でしたら、例えば、生徒が、言語活動が若干弱いとか

活用能力に欠けるといった部分を、「この会社は活用能力を上げようとしているな」とか

「系統性が非常に保たれているな」「子どもたちにとって最も学力を上げやすいんじゃな



 

－10－ 

いか」といったことをそれぞれ教員が専門的な面から見ていって、それを集約しながら進

めていくようになっています。 

 子どもの実態に応じてやっていきますので、市によって採択の結果が変わってくるのは

当然のことだと思います。そういった作業を２ヵ月ぐらい集中してやっていくことになり

ますので、中々に神経を使う業務です。 

 ですから、最終的には八尾市の実態や子どもたちの状況や、特に「知・徳・体」の調和

のとれた、生きる力を目指すということを目標にしながら、教科書としてどれが最もよい

かということを選んでいくという作業になります。 

【篠原委員長】 どうもありがとうございました。 

 この採択は最終的には教育委員会で決定するわけですが、その決定に至る流れについて、

例えば選定委員会が設置されて、その委員会の下に調査員が置かれて意見をまとめていた

だくということになるかと思いますが、大体何月頃に何をして、最終的には何月の教育委

員会で決定するといった事務的な流れについて説明をお願いしたいと思います。 

【田中学校教育部次長】 今後の予定でございますが、第１回の選定委員会を５月下旬に

開催するように考えております。その後、選定委員会の中でいろんな検討委員会を立ち上

げていただきまして、それぞれ教科書を選定していただくことになります。 

 第２回の選定委員会は７月上旬頃に開催するように考えておりまして、審議及び答申文

の確認をしていただき、７月の定例会で採択していただきたいと考えております。 

【篠原委員長】 前回は、我々も時間あるいは日にちを大分取って審議しましたが、今回

は、社会科の歴史分野に限定して行うと解釈してよろしいですか。 

【田中学校教育部次長】 社会科歴史分野以外につきましては、採択について簡略化でき

るという大阪府からの指示が出ております。歴史以外は簡略化し、歴史については前回の

採択に則って行いたいと思っております。 

【篠原委員長】 そういう確認でよろしゅうございますね。 

 それでは、適正かつ公正な採択の確保の徹底ということで、とりわけ採択に係わる会議

の公開・非公開については、先程説明がありましたけれども、本日のこの後の会議の進め

方にも係わる重要な課題でございますので、もう少し話を詰めていただきたいと思います

が、委員の皆様方いかがでしょうか。 

【浦上教育推進担当部長】 先程、公開・非公開の話をさせていただきましたが、この採

択業務の流れの中で選定委員会がございます。この選定委員会は、教育委員会からの諮問

に応じて教科用図書の選定に関し答申をいただくことになりますが、その選定委員会の審

議は、国からも重々言われているように、採択に係わる意思形成過程であることから非公

開とし、それ以外については八尾市としては公開していくということでご理解を得たいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 浦上部長に整理していただきましたが、適正かつ公正な採択の確保の徹

底というのは非常に重要なことでありまして、これを損なうことがあってはならないと思

います。 

 しかし、情報公開ということで、市民の皆様にも採択がどのように行われているかをお

知りいただくという意味で、開かれた採択を一層進めなければならないと思います。これ

らのバランスを考えて、今回の採択事務につきましては、先程「静謐な環境の下」という
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言葉がありましたが、選定委員会の委員の皆さんが外部から不当な圧力を受けず、自由な

議論ができるように、昨年度と同様に、選定委員会の委員名簿や会議録、調査員名簿につ

いては、教科書採択終了後まで非公開とし、その他の採択に関する教育委員会については

公開で行うという方向でまいりたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 それでは委員の皆様方のコンセンサスも得られたと考えますので、今回

は昨年度と同様に、選定委員会の委員名簿や会議録については、教科書採択後まで非公開

とし、その他の採択に関する教育委員会については公開で行うということでまいりたいと

思います。 

 それでは、これを踏まえた採択についての基本方針について、田中次長より説明願いま

す。 

【田中学校教育部次長】 それでは、基本方針についてご説明いたします。お手元資料の

基本方針（案）をご覧ください。 

 八尾市では、次代を担う子どもたちが能力や可能性を最大限に伸ばし、豊かな心をもっ

て健やかに成長することを願って、「知・徳・体」の調和のとれた教育の実現をめざした

八尾市教育重点目標を策定しております。教科用図書の採択にあたっては、この教育重点

目標の理念を踏まえ、教科書が教育を行う上で、主たる教材として極めて重要な役割を果

たしていることにかんがみ、教育委員会の権限と責任において主体的に採択事務を行う必

要があると考えております。 

 従いまして、以下の４点を基本方針とさせていただきたいと考えております。 

（１）外部からの不当な働きかけによって、円滑な採択業務の支障をきたすことのないよ

う、公正確保を徹底すること。 

（２）子どもたちの実態に即して、多角的な観点から綿密な研究調査を行うこと。ただし

今回においては、社会（歴史的分野）を除き、平成１８年度使用八尾市立学校教科用図書

の採択の際に作成された調査研究資料を適宜活用すること。また、社会（歴史的分野）に

おいては、八尾市教育研究会や各学校にも教科書を巡回させ、十分な調査研究を行い、選

定のための資料を作成すること。 

（３）公正かつ適正な意思決定に支障が生じないように配慮すること。 

（４）可能な限り市民に開かれた採択業務をめざすこと。ただし、選定委員の委員名簿及

び選定委員会の討議内容並びに調査員名簿の公開については、公正かつ適正な意思決定に

支障が生じないよう採択事務終了後とする。 

 以上４点を基本方針として設定させていただきました。よろしくご審議賜りますようお

願いします。 

【篠原委員長】 ただいま基本方針について説明がありましたが、委員の皆様方、何かご

質問ございませんでしょうか。 

【山本委員】 ちょっと話が戻るかもしれませんが、今の基本方針の内容を伺っていても、

社会科だけとはいえ、かなり選定までに時間がかかるのではないかと思います。７月で決

めるというのはちょっと無理ではないかと思いますが、２回の選定委員会だけで、それで

採択して大丈夫なのでしょうか。 

【田中学校教育部次長】 今回は、社会科以外の教科につきましては、前回の調査研究結
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果がございますので、それをもとに採択をしていくわけでございます。社会科につきまし

ては、今回は、今年度使用している教科書と新しく検定を通りました教科用図書の２社で

比較するようにしたいと思っておりますので、日程につきましては可能であると思ってお

ります。 

【篠原委員長】 最終的には、大阪府に「これに決まった」という報告が必要だと思いま

すが、その期日はいつですか。 

【田中学校教育部次長】 大阪府への報告の期限は８月末と聞いております。 

【篠原委員長】 ということは、７月の教育委員会で決定がなされない場合は８月でも間

に合うということですか。 

【中原教育長】 今の日程でいくつもりですが、議論の状況によっては若干遅れることも

あるかもしれません。その場合は、臨時教育委員会の開催をお願いして決定していこうと

考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 今回につきましては、簡略化も含めながら進めていくという

ことですが、やはり根底には、本市が従来取り組んできた教育施策を十分に引き継いだも

のとし、また現場の思いを十分に受けとめたものとして進めていただきたいと再度申し上

げておきます。 

【篠原委員長】 それでは、今回の八尾市義務教育諸学校教科用図書採択事務に関する基

本方針についてはこれでよろしいでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 それでは、この基本方針に基づき教科書採択を進めていただくものとい

たします。 

 次に、選定委員会の構成について、氏名については採択終了後まで非公開ですが、構成

等可能な範囲で説明願います。 

【田中学校教育部次長】 氏名については非公開ということでございますので、構成につ

いてのみご報告いたします。 

 選定委員会の委員につきましては、八尾市校長会、八尾市教育研究会、八尾市小・中学

校教育課程研究委員会、また教職員と保護者からそれぞれ１名の代表を選出させていただ

きました。また教育委員会事務局からは４名が参加することになっております。 

【篠原委員長】 ただいま選定委員会の構成について説明がありましたが、ご質問ござい

ませんか。 

 多方面の方々に多角的に検討いただける人選であろうと思います。選定委員の皆様には、

基本方針に基づいてしっかりとご審議いただきたいと思っております。委員の皆様方、そ

れでよろしゅうございますか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 それでは次にまいります。諮問文について、田中次長から説明願います。 

【田中学校教育部次長】 諮問文、諮問事項についてご説明いたします。 

 教科書は、主たる教材として児童生徒の教育に極めて重要な役割を果たしていることに

かんがみ、その採択に当たっては、学習指導要領に示されたねらいを踏まえ、本市におい

て最も適した教科書は何かという観点に立って、教科書内容の綿密な調査研究を行い、こ

れに基づき、採択権者がより一層の自覚と責任を持って採択に当たることが重要であると
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考えております。 

 本市の教育は、日本国憲法や教育基本法等の教育関係法令及び人権教育に関わる各基本

方針や指針等の理念に基づき、平和・民主主義・人権尊重の社会を担うにふさわしい人格

の形成を図るとともに、生涯学習社会において心豊かにたくましく生きるための資質や能

力を育成することをめざしている。そのためには、「確かな学力」「豊かな心」と「健康、

体力」等の生きる力を育む教育活動が極めて重要である。 

 以上のような観点を踏まえながら、次のような事項に留意し、適切な教科書の選定につ

いて検討をお願いするものです。 

 留意事項としましては、（１）正確・公正・教育的配慮について、心身の発達過程にあ

る児童生徒のための図書であることにかんがみ、正確かつ公正なものであり、主体的な学

習意欲を高め、発達段階に即したものになっているか。 

 （２）人権の尊重について、日本国憲法に保障されている基本的人権を尊重する立場が

貫かれているか。これを侵害するような考え方や差別や偏見を生み出すおそれのある記述

等はないか。 

 （３）民主的な人間の育成について、互いに協力して問題解決にあたるような民主的な

人間の育成をめざしているか。これをはばむような考え方や記述はないか。 

 （４）「確かな学力」の育成について、本市教育の特色や子どもたちの実態に即し、基

礎・基本の確実な習得や自ら学び・自ら考える力等「確かな学力」の醸成に資するものに

なっているか。以上の４点でございます。 

【篠原委員長】 諮問文について、これでよろしゅうございますか。 

 この諮問文は、前回と比べて大きく変わったところはないように思いますが、どうでし

ょうか。 

【田中学校教育部次長】 大きくは変えておりません。 

【篠原委員長】 委員の皆様方、何かご意見ございますでしょうか。 

【全委員】 なし。 

【篠原委員長】 それでは、選定委員会に対してこの諮問をさせていただいて、ご検討い

ただいた後に答申をいただきたいと考えております。 

 以上で、教科書採択替えに関する案件の審議は全て終了いたしましたが、委員の皆様方

に再度ご確認いたします。 

 平成２２年度教科書採択事務の中で、中学校につきましては社会科の歴史分野を除きま

して新たな検定教科書はないという状況でございます。選定委員会には、基本方針に基づ

き、前回の資料等を適宜活用しながら調査研究を行っていただくこと、また社会科歴史分

野においては、調査員をおき十分な調査研究を行うこと、またこれ以後、選定委員会に関

するものを除き、採択に係わる教育委員会につきまして公開で行うことと決したいと考え

ておりますが、それでよろしゅうございますか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 それでは採決に移らせていただきます。議案第２７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、議案第２７号「平成２２年度使用
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八尾市立学校教科用図書の採択に関する件」について、原案を適当と認めることに決しま

した。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第２８号「八尾市就学支援委員会委員の委嘱または任命の

件」について審議いたします。提案理由を浅野所長より説明願います。 

【浅野教育サポートセンター所長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２８号

「八尾市就学支援委員会委員の委嘱または任命に関する件」につきまして、ご説明いたし

ます。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１４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、八尾市就学支援委員会委員は、八尾市就学支援委員会規則

第５条により、平成２０年、２１年の２年間の任期でございますが、平成２０年度に委嘱、

任命いたしました委員のうち、次に挙げる者に委員を継承できない事由が発生いたしまし

たので、新たに委嘱・任命いたすものでございます。恐れ入りますが、添付しております

「平成２１年度八尾市就学支援委員会委員名簿（案）」をご覧願います。 

 まず、第２号委員の本市教育職員のうち、校長会の分掌の変更に伴い、大畑委員に替わ

り久宝寺中学校長の植野茂氏を新たに委嘱するものであります。 

 次に、第３号委員の児童福祉施設に勤務する職員のうち、松田勝人氏は市立いちょう学

園の園長で、中里前委員の異動に伴い新たに委嘱するものであります。 

 次に、第４号委員の大阪府立特別支援学校に勤務する職員のうち、森田敦子氏は府立東

大阪支援学校の教諭で、荒木前委員の異動に伴い新たに委嘱するものであります。 

 また、第６号委員の教育委員会が適当と認める者のうち、白山敦子氏は元教育サポート

センターの相談員で、上原前委員の自己都合により新たに委嘱するものであります。 

 なお、任期は前任者の残任期間であり、平成２２年５月３１日まででございます。 

 以上、はなはだ簡単ではございますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

【篠原委員長】 ただいま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

ざいますでしょうか。 

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２８号「八尾市就学支援委

員会委員の委嘱または任命の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第２９号「各種審議会等委員の委嘱または任命の件」につい

て審議いたします。提案理由を松井次長より説明願います。 

【松井生涯学習部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２９号「各種審議

会等委員の委嘱または任命の件」につきましてご説明いたします。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１４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、各種審議会等の委員につきましては、それぞれの設置目的
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に沿いまして、条例・規則あるいは要綱等の規定を定めまして、選任委嘱等を行っている

ところでございます。この度委員の任期満了または各種団体や市議会等の役員改選、本市

職員の人事異動等によりまして、委員の変更がございます。それらに伴いまして、新たに

委員の委嘱または任命を行う必要があるため、ご提案いたすものでございます。 

 ①につきましては、任期満了に伴う八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の選任委嘱で

ございます。 

 ②は、団体及び市議会選出委員等の役員改選や職員の人事異動による一部委員の変更に

伴う選任委嘱で、八尾市社会教育委員、八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委

員、八尾市図書館協議会委員、八尾市立歴史民俗資料館運営委員会委員でございます。 

 それでは、各委員の選任委嘱等の内容につきまして、資料の委員候補者名簿に基づき、

順次ご説明いたします。 

 まず、任期満了に伴う八尾市立スポーツ施設運営審議会委員でございますが、学識経験

者では、永松昌樹氏が遠方の大学に転出されたことに伴い、新たに大阪国際大学教授の久

保田豊司氏が就任されます。また、市議会選出委員では、田中裕子氏に替わり内藤耕一氏、

小林貢氏に替わり田中久夫氏でございます。新規委嘱３氏のほか、１２名の委員を再任委

嘱するものでございます。任期につきましては、平成２１年６月１日から平成２３年５月

３１日まででございます。 

 次に、一部委員の変更に伴い、委嘱または任命を必要とする委員についてご説明いたし

ます。 

 初めに、八尾市社会教育委員でございますが、新たに選任委嘱をお願いする委員は、市

議会選出委員より、大野義信氏に替わり長野昌海氏でございます。任期につきましては、

平成２１年５月２２日から平成２２年５月３１日までの残任期間でございます。 

 次に、八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員でございますが、新たに選任

委嘱をお願いする委員は、市議会選出委員より、井上依彦氏に替わり伊藤輝夫氏に、また

八尾市校長会の役員の改選に伴い、奥村忠昭氏及び小林隆志氏に替わり磯島秀樹氏、中川

章氏でございます。任期につきましては、平成２１年５月２２日から平成２２年９月３０

日までの残任期間でございます。 

 次に、八尾市図書館協議会委員でございますが、新たに選任委嘱をお願いする委員とい

たしましては、学識経験者として小西和夫氏に替わり戸部久三氏に、市議会選出委員より

柏木順子氏に替わり越智妙子氏に、また八尾市校長会の役員の改選に伴い、下司博幸氏に

替わり和田辰彦氏でございます。任期につきましては、平成２１年５月２２日から平成２

２年５月３１日までの残任期間でございます。 

 次に、八尾市立歴史民俗資料館運営委員会委員でございますが、新たに選任委嘱をお願

いする委員といたしましては、市議会選出委員より、越智妙子氏に替わり小林貢氏に、八

尾市校長会の役員の改選に伴い、金川元信氏に替わり宮下禎之氏に、また新たに任命いた

しますのが、市職員藤田和章の退職に伴い植田武彦でございます。任期につきましては、

平成２１年５月２２日から平成２２年５月３１日までの残任期間でございます。 

 以上、誠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。よろしくご

審議、ご承認賜りますようお願いいたします。 

【篠原委員長】 ただいま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
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ざいますでしょうか。 

 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２９号「各種審議会等委員

の委嘱または任命の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に議案第３０号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部

改正の件」について審議いたします。提案理由を松井次長より説明願います。 

【松井生涯学習部次長】 それでは、議案第３０号「八尾市放課後児童室条例施行規則の

一部改正の件」につきまして、提案説明いたします。 

 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３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。 

 提案の理由といたしましては、放課後児童室の入室資格のうち、対象学年は第１学年か

ら第３学年までと規定されていますが、やおマニフェスト実行計画に従って、本年度、第

４学年までを対象とする学年拡大のモデル事業実施のため、規定を設ける必要があり、同

規則の一部を改正いたすものでございます。恐れ入りますが「八尾市放課後児童室条例施

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条第１項中、「条例第３条第２項に規定する教育委員会が

特に必要があると認める者とは、」を「条例第３条第１項第３号に規定する保育に欠ける

児童とは、」に改め、第１項の次に、第２項として「条例第３条第１項第１号、第２号及

び第３号に掲げる要件を備える児童であって、教育委員会が別に定める事由に該当する者

は、入室資格を有する者とする。」を加えるものです。 

 なお、附則におきまして平成２１年９月１日からの施行といたしております。 

 以上、誠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いたします。 

【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

ございますでしょうか。 

【安藤委員】 １年生から３年生までを、４年生まで拡大されるということですが、拡大

された経緯があると思いますので、その点を少しお聞きしたいと思います。 

【竹内青少年課長】 対象学年の拡大につきましては、毎年１２月に約３万人の署名等が

集められ、放課後児童室の時間延長、６年生までの対象学年の拡大、それと放課後児童室

の環境整備等についての請願書が出されている状況があります。また市長の「やおマニフ

ェスト」でも、放課後児童室の対象学年を６年生まで延長するという項目がありますので、

まずは対象学年を４年生までにして、どの程度のニーズがあるのか、１年生から３年生の

集団の中に４年生が入っていくことで、児童室の指導員等の対応等で課題が出てくるのか

どうかといったことの把握も含めまして、試行的に東西南北で各１校ずつの４校で２学期

からモデル実施していきたいと考えております。 

【安藤委員】 今のお答えで、６年生まで拡大していくという方向性を持っているように

受けとめたのですが、今回はモデル校として４校だけですけれども、モデル校を増やして
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いくことも考慮されているのでしょうか。 

【竹内青少年課長】 今年度２学期から４校でモデル実施いたしますが、２２年の４月１

日から全ての児童室で実施できるかというと、難しいと思います。今、既に待機児童を抱

えている児童室もありますし、児童室のキャパ等の問題もありますので、随時課題をクリ

アしながら、当面は４年生について将来的には全児童室で受け入れられるように最重点で

進めていきたいと考えております。 

【中原教育長】 ３年生の後半になると、入室の申請はしてあっても来ないという子ども

も出てくるという話を聞いたことがあります。最初の頃はほとんどが来ると思いますが、

年度の後半になると利用率が下がるという状況があるのかどうか、またモデル校で４年生

を放課後児童室で受け入れるに当たって、どのくらいの加入率、参加率を見込んでいるの

か、その２点をお聞きしたいと思います。 

【竹内青少年課長】 ２０年度の実績を見ますと、年度当初には約2,000人の放課後児童

室の入室がありましたが、３月末では1,830人で、途中入室よりは退室される方が多いと

いう状況にあります。 

 また、今回のモデル実施での入室率は、八尾市としては数字がございません。ただ、枚

方市では以前から４年生まで拡大されておりまして、枚方市の４年生の割合は１０.５％

です。これを参考に、八尾市でモデル校として考えている放課後児童室の新たな入室希望

数は３５名程度と考えております。 

【篠原委員長】 ４校で試行的に行うという理解でよろしいですね。試行ということは、

結果を見てやっぱり止めるという可能性も考えられるわけですが、４年生については試行

だけれど、続けるという意思が強いわけですね。 

 心配するのは、先程課長からありましたようにキャパの問題、それからマンパワーの問

題で、この２つをクリアしなければならないと思いますが、よろしくお願いしておきます。 

【百瀨委員長職務代理者】 先程、色々な課題があるというお答えでしたが、課題がある

のに見切り発車していいのかどうかということで、子どもに係わっていく問題ですので、

課題はきちんと克服した上で実施していただかないと、見切りで発車しては困ると考えて

います。 

 特にこれから先は、学校とも当然係わってきますので、学校関係者とも十分にこの件を

詰めていただいて、そしてまたこども未来部、生涯学習部で十分に連携をとっていただき

たいと考えております。その点はよろしくお願いいたします。 

【竹内青少年課長】 ご指摘のように、学校との連携は密にとっていかないと上手く実施

することができないと考えております。ですから、校長会やモデル実施する学校長との協

議等、今後十分に話し合い等をさせていただいて進めていきたいと考えております。 

【篠原委員長】 市長のマニフェストという説明がありましたが、４年生まで拡大してほ

しいという要望は、市民からは非常に強いのですか。その点について何か把握しておられ

たら教えていただきたいと思います。 

【竹内青少年課長】 市民の要望等につきましては、毎年１２月に約３万人の署名を集め

た請願書がここ６年程毎年出されていますので、それからいえば市民ニーズはあると考え

ております。 

【山本委員】 放課後児童室に関わっておられる指導員は、時間が６時まで延長になった
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ことに対して納得して勤務しておられるのかということと、指導員は雇用期限があって、

例えば１年契約なのか複数年契約になっているのかということを伺いたいと思います。も

し１年契約だとしたら、今後４年生、５年生に拡大していったときに、毎年指導員が変わ

ることになると、余り喜ばしくないような気がします。 

 それと、子ども達にとって６時までというのは、体力的にもしんどいのではないかと思

いますが、そういう問題は全くないのでしょうか。 

【竹内青少年課長】 放課後児童室の指導員の勤務時間に関しましては、これまで１２時

～５時だった開設時間を、今年４月から１時～６時に変更して運営しておりますが、保護

者の時間延長の希望は、４月当初は１１％位でしたが、現在は１７.５％位で、保護者の

希望は増えてきています。 

 指導員につきましては、今まで勤務時間を月曜日から金曜日は１２時～５時で勤務時間

を設定しておりましたが、１時～６時に勤務時間を変更したということで、組合とも協議

し、了承いただいて変更しておりますので、今のところ何も問題はありません。 

 また、放課後児童室の指導員は基本的には嘱託指導員で、１年間の有期雇用で毎年更新

はありますが、常勤的な作業の形態になっております。また異動等につきましても大体５

年を目安に、本人の希望等を聞いて行っておりますので、毎年指導員が変わるということ

は行っておりません。 

 また、６時までということで入室児童が体力的にどうかというご質問ですが、今のとこ

ろ各児童室から病気等の報告を受けてはおりませんので、十分に対応できていると考えて

おります。 

【安藤委員】 先程の話で、キャパが大きくなるということは、指導員の数も増えること

になりますが、その予算が増えるということも認識されて、その準備もされているという

理解でよろしいでしょうか。 

【竹内青少年課長】 今年度のモデル実施につきましては、基本的には新たな予算は伴わ

ないように実施していきたいと考えております。モデル実施の４校は、定員に余裕がある

ところで４年生を受け入れていきますので、新たに指導員を配置する必要はないように考

えております。 

 ただし、２２年度以降更に拡大していくとなりましたら、キャパを大きくするのに予算

も必要でしょうし、またそれに併せて指導員の増員等も対応していく必要がありますので、

予算は伴ってくると思います。その点を踏まえて次年度の予算要求等もやっていきたいと

考えております。 

【篠原委員長】 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３０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３０号「八尾市放課後児童

室条例施行規則の一部改正の件」につきまして、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】 次に、報告事項に移らせていただきます。八尾市教科書センターの法定
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展示について、浅野所長より報告願います。 

【浅野教育サポートセンター所長】 八尾市教科書センターの法定展示についてご報告い

たします。 

 平成２２年度使用教科書の展示会を、八尾市教科書センターにおいて開催いたします。

教科書展示会は、教科書の発行に関する臨時措置法第５条の規定によりまして、大阪府教

育委員会が開催するものでございます。 

 平成２１年度における教科書展示会は、平成２１年文部科学省告示第７５号によりまし

て、教科書展示会の開始時期は平成２１年６月１９日、教科書展示会の期間は１４日間と

指示がございました。この指示を受けまして、八尾市教科書センターにおきましては、法

定展示を６月１９日より７月８日までとするものでございます。また、法定外展示につき

ましては、八尾市教科書センター管理運営要綱により６月５日より６月１８日までの１５

日間で開催するものでございます。 

 また、八尾市教科書センターの所在は八尾市立教育サポートセンター１階でございます。 

 以上、はなはだ簡単ではございますが、よろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 それでは、ただいまの報告に関しまして、何かご質問・ご意見ございま

すでしょうか。 

ご意見がございませんようでしたら、以上で報告事項については終わりますが、委員の

皆様方、何かございますでしょうか。 

【全委員】 なし。 

【篠原委員長】 それでは事務局から何かありますか。 

なければ、以上をもちまして、５月定例教育委員会を終了いたします。 

 本日の署名委員に山本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。 

 それでは、以上で終わります。 

 

 

（署 名）篠原委員長 
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