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４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４月定例教育委員会を開催いたします。 

 

【篠原委員長】 まず、２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。 

 先月の定例会では、非公開審議の部分を除いた会議録について審議いたしましたが、非公

開審議部分についても公開可能な時期にまいりましたので、当該部分も含めて再度審議いた

だきたいと考えております。委員の皆様方、何かご質疑ございませんか。 

 

【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、２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、３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。 

 ３月定例会についても非公開審議部分がありましたが、当該部分については既に公開可能

な時期が来ておりますので、その部分も含めて審議いただきたいと考えています。委員の皆

様方、何かご質疑ございますか。 

 

【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、３月定例会会議録について承認と決

しました。 
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【篠原委員長】 次に、３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。 

 ３月臨時会についても非公開審議部分がありましたが、当該部分についても既に公開可能

な時期が来ておりますので、その部分も含めて審議いただきたいと考えています。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、３月臨時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） 

３月 26 日（金） 

４ 月 １ 日 （ 木 ） 

４ 月 ６ 日 （ 火 ） 

 

 

４月 15 日（木） 

午前９時から、臨時教育委員会に出席。 

午前９時から、臨時教育委員会に出席。 

午前９時 15 分から、校園長会に出席。 

午前 11 時 45 分から、教頭会に出席。 

午後１時 30 分から、市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席。 

午前 10 時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後１時 30 分から、市立新家町市民運動広場及び市立屋内プール施設見

学に出席。 

 

【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。 

(教育長報告) 

３月 25 日（木） 

 

 

３月 26 日（金） 

 

 

３月 29 日（月） 

３月 30 日（火） 

 

３月 31 日（水） 

 

 

 

４ 月 １ 日 （ 木 ） 

 

午前９時から、校務員等発令式に出席。 

正午から、塩崎文江先生「なにわの名工」受賞記念祝賀会に出席。 

午後３時から、大阪府スポーツ振興審議会に出席。 

午前９時から、臨時教育委員会に出席。 

午前 10 時から、地域力再生推進会議に出席。 

午後２時から、校園長会に出席。 

午前８時 50 分から、市職員発令式に出席。 

午前 10 時から、市議会３月定例会本会議（５日目）に出席。 

午後４時から、転出指導主事等辞令式に出席。 

午前９時から、市職員辞令式等に出席。 

午後４時から、部長会に出席。 

午後４時 40 分から、退職校長への感謝状贈呈式に出席。 

午後５時 45 分から、退職者懇談会に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午前 10 時から、臨時教育委員会に出席 
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４ 月 ２ 日 （ 金 ） 

 

 

４ 月 ５ 日 （ 月 ） 

４ 月 ６ 日 （ 火 ） 

 

 

４ 月 ８ 日 （ 木 ） 

４ 月 ９ 日 （ 金 ） 

４月 15 日（木） 

 

 

４月 20 日（火） 

午後１時 30 分から、新任及び転任教職員辞令式に出席。 

午前９時から、部長会、八尾市総合計画企画会議、八尾市 IT 推進本部会

議、（仮称）八尾市生涯学習・スポーツ振興計画策定本部会及び八尾河

内音頭まつり庁内実施本部会議に出席。 

午前 10 時から、新入社員を励ます集いに出席。 

午前９時 15 分から、校園長会に出席。 

午前 11 時 45 分から、教頭会に出席。 

午後１時 30 分から、市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席。 

午後２時から、生徒指導主事辞令式に出席。 

午前９時 15 分から、新規採用市職員発令式に出席。 

午前 10 時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後１時 30 分から、市立新家町市民運動広場及び市立屋内プール施設見

学に出席。 

午後７時から、体育指導委員委嘱状交付式に出席。 

 

【篠原委員長】 年度末で色々とお忙しいことだったと思います。ご苦労さまでございました。 

 次に、３人の委員の先生方から、この間の活動状況について何かございませんか。 

 

【山本委員】 ４月１２日（月）と１７日（土）に、市の総合計画についての会議がありま

したので、それについて申し上げたいと思います。 

 会議では、学校園の耐震化をまず第１に考えてほしいというご意見が出されました。それ

から、安心・安全について話し合われたときに、妊婦健診の未受診が増えていて、ここの段

階からもう少し考えていかなければいけないのではないかというご意見がありました。 

 また、八尾の未来を担う子どもたちにも見やすいような総合計画であってほしいというご

意見や、児童虐待について早期発見・早期予防が課題であり早急に対策をとらなくてはいけ

ないのではないかというご意見、それから最後に、日本一行きたい学校を目指してほしいと

いうことと、土曜日の授業を復活させるぐらいの意気込みがあってもいいのではないかとい

うご意見も出されました。 

 

【篠原委員長】 他によろしいですか。 

 それでは、委員長報告、教育長報告、それから山本委員の報告がありましたが、これにつ

いて他に何かご質疑ございませんか。 

 

【全委員】 なし。 

 

【篠原委員長】 それでは、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、議案審議に入ります。 
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４月の議案 

議案第１１号 

議案第１２号 

議案第１３号 

議案第１４号 

八尾市教育委員会会議規則の一部改正の件。 

八尾市立小・中学校適正規模等審議会委員の委嘱の件。 

八尾市社会教育委員の委嘱の件。 

平成２３年度使用八尾市立学校教科用図書の採択に関する件。 

 

【篠原委員長】 議案第１１号「八尾市教育委員会会議規則の一部改正の件」について審議

いたします。提案理由を網中課長より説明願います。 

 

【網中教育政策課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１１号「八尾市教育委

員会会議規則の一部改正の件」についてご説明いたします。 

 本件は、八尾市教育委員会会議規則の一部を改正するにつき、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。 

 提案の理由ですが、教育委員会の委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第４項において、「あらかじめ教育委員

会の指定する委員がその職務を行う。」と規定されております。 

 これを受けて、本市教育委員会では会議規則第３条の規定に基づき、委員長の選任に準じ

て委員長職務代理者を指定しております。ただ、当該委員長職務代理者が欠けた場合につい

ての規定はなく、そのような事態が生じた場合には、その都度臨時会を開催して委員長職務

代理者を選挙しているところでございます。しかしながら、大阪府内各市の状況を見ますと、

半数近くの市では会議規則において委員長職務代理者が欠けた場合の規定を設けております。 

 次に、教育委員会に対し請願等があった場合、本市の会議規則においては、第２９条で、

請願者等に対し事情説明の機会を保障する規定が定められているのみで、請願の手続、採択

及び処理に関する規定が定められておりません。しかしながら、これも大阪府内各市の状況

を見ますと、約６割の市で請願等の手続に関する規定が設けられております。 

これらの状況に鑑み、それぞれの手続を整備する必要があることから、同規則を改正する

ものでございます。資料の「八尾市教育委員会会議規則の一部改正 新旧対照表」をご覧願い

ます。 

 まず、第３条の見出しを改め、第２項として委員長及び委員長職務代理者にともに事故が

ある場合、またはともに欠けた場合、先任の委員が委員長の職務を代理する旨の規定を追加

するものでございます。 

 次に、第２９条を改め、請願の提出に関する手続を定めるほか、第２９条の２として請願

の採決に関する手続を、第２９条の３として採択あるいは不採択となった請願の処理に関す

る手続を定めるものでございます。なお、施行につきましては、議決の日より施行いたすも

のでございます。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜わりますよう、

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
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いますか。 

 

【安藤委員】 先程の説明では、委員長職務代理者が欠けた場合の規定が大阪府内の約半数

の市ではあるとのことですが、今回規定するのは、これからそういったことがあってはいけ

ないということで、八尾市として独自の考え方で進められたのかどうかをお聞きしたいと思

います。 

 

【網中教育政策課長】 今回見直しを行う規定につきましては、本市を除く大阪府内の３２

市中、１６市で既に整備がなされております。本市におきましても、教育委員会の議決を含

めて重要な案件が山積していることから、空白期間を設けないという趣旨で今回の規定の改

正を行う次第です。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 引き続いて請願の件で、これも大阪府内の６割の市で既に規則

を整備しているとのことですが、八尾市でも昨年度に請願が出されました。そういうことを

含めて、請願についての各市の状況はどのようなものなのか、またどのような事例があった

のか、可能であれば具体的に説明していただければと思います。 

 

【網中教育政策課長】 これまでに、本市を除く大阪府内３２市中、１９市で既に規定の整

備が行われております。各市の状況を見ますと、教育委員会に対して請願の手続をとられる

ケースも多々見られます。それらを踏まえ、これまでの規則では、請願の手続に関して少し

あいまいな部分もございましたので、それを明確に規定するということです。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 請願・陳情については、十分にその機会を保障していくという

意味で、きっちりと規定を整備して進め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】 今指摘がありましたように、請願については昨年に１件ございました。既

にそういう例もありますので、他市の事情も鑑みて、規定の整備はもっともではないかと思

います。 

 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１１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１１号「八尾市教育委員会会

議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。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第１２号「八尾市立小・中学校適正規模等審議会委員の委嘱の

件」について審議いたします。提案理由を網中課長より説明願います。 
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【網中教育政策課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１２号「八尾市立小・

中学校適正規模等審議会委員の委嘱の件」について、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。 

 提案の理由ですが、八尾市小学校校長会から選出の委員の変更に伴い、委員を委嘱する必

要があるため、本案を提出するものでございます。 

 次に、新たな委員候補者についてご説明いたします。別紙「八尾市立小・中学校適正規模

等審議会委員名簿（案）」をお開き願います。今回ご提案いたします委員候補者は、長原浩

氏でございます。なお、長原氏は市原委員に代わり、小学校校長会より選出いただいており

ます。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜わ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

いませんでしょうか。 

 

【安藤委員】 今回代わられる委員の任期はいつからいつまでとなるのですか。 

 

【網中教育政策課長】 任期につきましては、この議案が承認された日から審議会の答申をい

ただく日までとなっております。答申は、現時点では８月にいただきたいと考えております。 

 

【篠原委員長】 期間としては３カ月と少しということですね。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 審議会では、各委員の視点から審議を進めていただいてきたと

思います。その中で、８月には答申を出すという非常に期間が迫ったこの時点で委員が代わる

というのは少し危惧するわけですが、この度選出された委員も教育現場の実態について十分な

見識をお持ちであると思っておりますので、今後に期待しておきたいと思います。今後、答申

に向けてより精度の高い審議を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】 先程、安藤委員からも任期についての質問がありましたが、答申まで残り

３カ月少々でもう答申案も出されている中で、委員が欠けたからといって新たな委員を委嘱

しなければならないものなのかどうかについて、過去の事例ではそういったことはあるので

すか。こういう審議会では、１２名であれば必ず１２名がそろって答申が出されるべきとい

う決まり等があるのかどうかをお聞きしたいと思います。 

 

【網中教育政策課長】 各委員それぞれの視点から多面的なご議論をいただきたいという事

務局の思いがございます。そういう意味で、非常に短い任期であるというご指摘をいただい

ておりますが、新しい委員に審議会に参加していただきたいと考えております。 

 

【篠原委員長】 １２名という定数にはこだわっていないということで、１１名で答申を出
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されても勿論構わないけれども、どちらがベターかという観点に立ったというように解釈す

ればいいわけですね。 

 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１２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１２号「八尾市立小・中学校

適正規模等審議会委員の委嘱の件」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１３号「八尾市社会教育委員の委嘱の件」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１３号「八尾市社会

教育委員の委嘱の件」について、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。 

 提案の理由ですが、社会教育委員の選任につきましては、社会教育法及び本市社会教育委

員条例の規定に基づき、学校教育関係者、社会教育関係者及び学識経験者等の市民等から選

任し、委嘱等を行っております。この度、学校教育関係者の退任に伴い、後任委員を委嘱す

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「八尾市社会教育委員候補者名簿（案）」にお示ししておりますとおり、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りました市原孝夫氏が３月末日をもって退

職されました。その後任として、八尾市校長会会長の文屋修身氏について校長会から推薦を

受けましたことから、委嘱をいたしたくご提案するものです。なお、任期につきましては平

成２２年４月２２日から５月３１日までの残任期間でございます。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜わ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】 基本的に任期は２年とお聞きしていますが、今回は４月２２日から５月３１

日と期間が短い中で交代されるということにやはり少し引っかかるところがあります。社会

教育については長いスパンの中で考えていくことが大事だと思いますが、今回は仕方がない

ということですか。 

 

【松井生涯学習部次長】 学校教育関係者、社会教育関係団体代表者、学識経験者からなる

委員構成で、その中で学校教育関係者についてしばらくの間空白が生じてしまいますので、

そうしたことを避けるためにも、５月３１日までですが学校教育関係者の後任の方をご推薦
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いただいて、この度ご提案させていただいたものでございます。 

 なお、次の２年間につきましては、新たに平成２２年６月１日からということで、今後人

選を行い、事務作業を滞りなく進めていきたいと考えております。 

 

【篠原委員長】 それでは、他に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。 

 

【篠原委員長】 全委員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１４号「平成２３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。提案理由を靍原課長より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１４号「平成２３年度使用

八尾市立学校教科書用図書の採択に関する件」について、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。 

 提案理由としては、本年度は八尾市立小学校教科用図書の採択替えの年となっております。

つきましては、国や大阪府教育委員会の定める採択基準に則り、八尾市立義務教育諸学校教

科用図書選定委員会規程及び同選定委員会運営要領に基づき、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。今後、国及び大阪府の通知等を踏まえな

がら、平成２３年度使用の小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わりますよう、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、本年が小学校の教科用図書の採

択替えとのことでありますので、教育委員会と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。 

 教科書採択というのは非常に大きな仕事であると私どもも認識しております。ですから、

十分な審議をしていきたいと思っておりますが、委員の皆様方、採択について何かご意見、

ご質問はございませんか。 

 

【安藤委員】 小学校の全教科書を替えるのかということと、もう１点は、新聞報道等によ

ると、小学校の場合、教科書の内容が増えていると聞き及んでいますが、それに対応するた

めにどのように新しい教科書に移行していくのかをお聞きしたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 小学校教科用図書につきましては、前回は平成１６年度に採択替えを行

っております。採択替えでは、全ての教科について採択替えを行うことができるとされてお

ります。当然、これまでと同じ会社の教科用図書を採択することも可能ですが、その中で本
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市にとって最適な教科書を採択していただくということでございます。 

 また、教科用図書の内容等につきましては、残念ながらまだ実際の教科用図書が事務局に

も届いていない状況ですが、新聞等の報道によりますと、量的に２割ほど増えているとのこ

とでございます。ただ、教科書を使って何を教えるかという観点で教科書採択事務を全うし

てまいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 教科書採択に当たっては、国の規定、それから大阪府教育委員

会の採択基準によって採択事務を行っていくと聞いておりますが、採択に当たって、八尾市

として採択の取扱いをどのようにしていくのかを聞かせていただきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 本市は１市での採択が認められておりますので、当然本市の子どもたち

にとって最適な教科書であることが軸になると思っております。 

 また、国からの平成２３年度使用教科用図書の採択及び採択事務処理についての通知によ

りますと、小学校の教科用図書については、小学校教科用図書目録（平成２３年度）に搭載

されている教科書から選択することが示されておりますので、目録に載っている教科書から、

本市の子どもたちにとって最適な教科書を選んでいくという作業を進めるべきと考えており

ます。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 八尾市の義務教育諸学校教科用図書選定委員会規程等もありま

すので、それらを踏まえて進めていくと考えればいいかと思いますが、採択の全体的な流れ

についてご説明いただきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 採択の流れをご説明いたしますと、本市におきましては、資料にありま

す八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規程等に則って選定委員会を設置し、その

委員の皆様方が各社の教科用図書を直に見ていただいて、答申をいただくという方法を採っ

ております。 

 また、当然様々な情報が必要になってまいりますので、本市の教育研究会あるいは学校現

場からも意見を頂戴しまして、総合的な観点から最も適した教科書を選ぶという流れとなっ

ております。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 様々な資料やご意見をお出しいただいて、最終的には教育委員

会の責任において採択するという理解でいいわけですか。 

 

【靍原指導課長】 教育委員会が採択権者でございますので、教育委員の皆様方に採択して

いただくということになります。 

 

【山本委員】 選定委員会の委員は何人位の方々がいらっしゃるのかということと、それ以

外に調査員を置くことになっていて、その人数は種目ごとに定めると規定されていますが、

その数がどれぐらいの人数なのかを教えていただきたいと思います。 
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【靍原指導課長】 まず選定委員会の委員の人数ですが、合計で９名の委員を考えておりま

す。校長会の代表、教育研究会の代表、教育課程の研究会の代表者、教員代表、保護者代表

としてＰＴＡの代表者が１名ずつで５名、それから教育委員会事務局職員の各部局代表が４

名の計９名でございます。 

 また、調査員につきましては、資料として教科用図書一覧を付けておりますが、小学校の

場合、社会と地図は一緒に調査を行いますので、１０種目で各３名の計３０名の調査員を任

命するように考えております。 

 

【安藤委員】 教科用図書がまだ届いていないとのことですが、いつ頃から調査が始めて、

実際に稼働していくのかをお聞きしたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 大阪府教育委員会からの情報によりますと、４月末頃までには全ての教科

用図書が本市にも届けられるとのことですので、５月初めに選定委員会等を開催し、その後に

調査員の全体会を５月中に立ち上げたいと考えております。実際の調査期間は、６月中が中心

になってくるものと思っております。その後、７月上旬に調査員からの報告書等を取りまとめ

て、選定委員会で答申案を作成する流れになってくるものと思います。答申案作成後に選定委

員会から答申をいただき、教育委員の皆様方に答申をお届けさせていただきますので、最終的

に採択していただく時期としては、７月下旬頃と考えているところでございます。 

 

【安藤委員】 市民の方々が、その教科書を見て参考にできるということをお聞きしていま

すが、その期間はいつ頃ですか。 

 

【浅野サポートセンター所長】 教科書の展示会についてのご質問と思いますが、今年度の

教科書の展示会につきましては、法定の展示としては６月１８日（金）より７月７日（水）

までの１４日間を予定しております。また、法定外の期間として、６月４日（金）より６月

１７日（木）の１０日間を予定しております。 

 毎年、教育サポートセンターに置かれております八尾市の教科書センターにおいて展示会

を実施していますが、今年度は図書館の協力を得まして、志紀図書館においても６月１８日

から７月７日の法定期間に展示をする予定で、事務作業をしているところでございます。図

書館を使うことで、土曜日、日曜日の利用や、あるいはまた水曜日から金曜日は夜７時まで

開館していることから、より多くの市民のご意見をいただけるものと期待しているところで

ございます。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 教科用図書については、教育研究会で検討され、また各教科の

調査員でも調査されるとのことですが、それらを選定委員会でまとめた上で答申を出すとい

う流れなのですか。 

 

【靍原指導課長】 選定委員会におきましては、教科書そのものや調査員からの資料、そし

て大阪府から提供される資料等を基に議論していただき、答申をいただくことになります。 

 また、教育研究会につきましては、別途事務局から依頼して報告書を上げていただきます
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が、これについては教育委員の皆様方がご議論される際の参考資料としていただくものでご

ざいます。 

 それからもう１つ、学校巡回として、教科用図書を各学校に一定期間預けまして、現場の

先生方に実際に手に取って見ていただいて各学校からご意見を頂戴し、それを取りまとめて、

教育委員会の採択の際に参考資料といたしますので、合計３系統の資料を基にご採択いただ

くということでございます。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 どのようにまとめていくかが見えるようにお聞きしたわけです

が、最終的には八尾市の教育委員会が主体性をもって決めていくことになるわけですね。 

 

【靍原指導課長】 そのとおりでございまして、採択権者である教育委員会でお決めいただ

くものでございます。 

 

【篠原委員長】 私もこれまでに小学校、中学校と２回の採択替えを経験しております。そ

こで私から委員の皆様方にお願いですけれども、今の説明にあったように、いわゆるワーキ

ンググループとして調査員から選定委員会へ資料が上がってきて、その後、参考資料として

答申が我々の手元へ届くという流れですが、我々も、選定委員会から上がってきた資料をそ

のまま「なるほど」というのではなく、実際目の前に置いて調べる時間を与えられます。と

ころが全部の教科用図書に目を通すというのはものすごい作業になりますので、先程の展示

の期間中等に、全部とは参りませんが、自分の関心のある教科、科目の教科用図書には何回

か目を通しておくことを、最終的な議論の前の調査として行っておいていただきたいと思っ

ております。 

 

【中原教育長】 教科書の調査で、専門的なことについては教員が大きな部分を背負うと思

いますが、保護者の方や市民の方のご意見は、教員が気づかないようなことも多くあります。

選定委員会にもＰＴＡの代表の方に入っていただきますし、ここにも保護者の視点から見て

いただける山本委員もいらっしゃいますので、様々な方面から幅広く見ていきたいと思いま

す。 

 それと併せて、前回の採択のときにも、法定展示等を含めて市民の方々からいただいた様々

なご意見を参考にするということもございましたので、そういったものもまとめていただい

たらありがたいと思います。今回は志紀図書館でも展示を行いますのでご意見が多いかもし

れませんが、我々も参考にしたいと思いますので、集約方よろしくお願いします。 

 

【篠原委員長】 教科書採択では、適正かつ公正な採択の確保を徹底しなくてはならないと

考えます。とりわけ、採択に係る会議の公開、非公開につきましては、本日のこの後の会議

の進め方にも関わる重要な課題でございます。委員の皆様方、これに関して何かご意見はご

ざいますか。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 私は、調査員の報告内容や選定委員会で出された意見等までは

公開しなくてもいいのではないかと考えております。ただ、公正さということを考えるなら
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ば、この教育委員会の中で議論されることは公開していくほうが望ましいと考えております

が、いかがですか。 

 

【靍原指導課長】 今の件で一部補足をさせていただきます。文部科学省からは、教科書採

択の公正確保、それから静謐な環境を確保して公正かつ適正な採択が行われるような対応の

必要性、それから、採択に係る教育委員会の会議については公開、非公開を適切に判断する

ことという内容の通知が出されております。それを受けて、昨年度にも本教育委員会でご議

論いただきまして、昨年度の場合は採択に係る教育委員会は公開するということで進められ

た経過がございます。 

 

【篠原委員長】 適正かつ公正な採択の確保の徹底は非常に重要でありまして、これを損な

うようなことがあってはならないと考えます。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知っていただくという意味で、開かれた採択を推し

進めなければならないという点もございます。 

 これらのバランスを考えて、今回の採択事務については、選定委員会の委員の皆様が外部

からの不当な圧力を受けず、自由な議論ができるように、選定委員会の委員名簿あるいは会

議録、調査員の名簿については、教科書採択終了後までは非公開とし、情報公開や市民に開

かれた採択という観点からは、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

いかがでございましょうか。委員の皆様方のご意見をお聞かせいただきたいと思います。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【篠原委員長】 よろしいですか。調査員や選定委員会の名簿は採択が終わるまでは非公開

が当然のことと思いますが、採択が終わって結果が明らかになったときには情報を公開する

ということです。公開という意味では、教育委員会の採択に関わる会議は公開ということに

なります。それとまた、静謐な環境ということでは、何年前でしたか、東京でマスコミ等が

大勢来て、騒動になったことがありましたね。 

 

【浦上教育推進担当部長】 中学校の教科書の採択替えの年で、委員長がおっしゃいました

ように、東京都のほうで相当な混乱がございました。八尾市でも、当時は採択に係る教育委員

会も非公開としておりました。その中で、教科書の採択に関しては公にすべきという声もあり

まして、採択の日に団体の方が押しかけて相当な混乱をしたという経緯もございました。事務

局としても、先程からご指摘いただいています公正な観点で、採択の場は公開としてきっちり

とお示ししていきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 

【篠原委員長】 公開、非公開については異議ございませんか。 

 それでは、委員の皆様方のコンセンサスが得られたものと考えますので、今回も昨年度と

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いたします。

また、採択に関する教育委員会については公開で行うことにしたいと思います。 

 それではこれを踏まえて、採択についての基本方針について、靍原課長から説明願います。 
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【靍原指導課長】 それでは、資料の「平成２３年度使用八尾市立学校教科用図書の採択に

ついての基本方針（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」の調和のとれた人間の育成をめざした「八

尾市教育重点目標」を策定している。 

 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業務を行う。 

 （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調査研究を行うこと。 

 （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、選委員会の委員名簿及

び選定委員会の討議内容、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

生じないように採択事務終了後とする。」以上でございます。 

 

【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、何かご質問はございますか。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 方針の内容については、これまでの議論を踏まえたものだと思

いますので、この基本方針で進めていただいたらいいと思います。 

 

【篠原委員長】 それでは、ご承認いただけたものと考えます。 

 選定委員会及び調査員については、氏名は採択終了後まで非公開ですが、構成は先程靍原

課長から説明がございました。多方面の方々に多角的にご検討いただける人選であると思っ

ていますので、選定委員の皆様には、基本方針に基づき、しっかりとご審議いただきたいと

考えております。 

 それでは、次に選定委員会への諮問文について靍原課長から説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、諮問文について説明させていただきますので、資料の「諮問

文（案）」をご覧ください。 

 諮問文につきましては、「１．検討の観点と留意事項」として、「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。 

 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、生涯学習社会において平和・民主主義・人権や生命を尊重する

社会を担い、心豊かにたくましく生きるための資質や能力を備えた人権と共生の２１世紀を

担う人間の育成をめざしている。 
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 とりわけ、本市においては、学習指導要領の改訂に伴う主な改善内容である言語活動や理

数教育の充実、伝統や文化に関する教育の充実等の観点を踏まえるとともに、教育重点目標

に示した「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」等の「生きる力」を育む教育活動のも

と、子どもたちの課題克服に向け、思考力や判断力、表現力の育成につながる教科用図書が

求められる。 

 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ある。」 

 （１）として、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となっているか。」 

 （２）として、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）として、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。」 

 最後に（４）として、「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

資するものとなっているか。」とした案を提示させていただきました。 

 また、「２．運営について」は、先程説明いたしました各関係法令に基づくということで

ございます。 

 

【篠原委員長】 諮問文について説明がありましたが、これでよろしゅうございますか。何

かご意見がありましたらどうぞ。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 当然、教科書採択に当たっては新学習指導要領を具現化してい

かなければならないわけです。諮問文にそのことがきちっと捉えられているかどうかも１つ

の大事なポイントではないかと思っております。 

 そういう意味で、新学習指導要領の内容についてはどのようにお考えなのか、できればそ

のポイント等を教えていただければと思いますが、いかがですか。 

 

【靍原指導課長】 ご指摘のように、今回の採択替えに当たっては、新しく示された学習指

導要領を反映したものが不可欠と考えております。 

 新しくなったポイントにつきましては、まず基本的な考え方として「生きる力の育成」と

いった中心的な軸となるものは変わっておりません。しかしながら、内容面におきましては、

言語活動や理数教育の充実が求められておりますし、また伝統や文化に関する教育の充実と

いうことで、郷土に対する理解といったことも、改善の事項の中に含まれております。 

 また、新たな課題として、選定委員会でもご議論いただく点でございますが、食育等の問

題等につきましても新たな部分として別途示されているところでございます。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 生きる力等を根底に据えて取り組んでいくということは、本市
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が従来取り組んできた教育施策とは大きく変わらないということなのか、もう少しご説明い

ただければと思います。 

 

【靍原指導課長】 今、ご指摘いただいた点は非常に大事なことだと考えております。本市

が今まで取り組んでまいりましたことは、生きる力を育むということを軸にして、教育重点

目標にも定めてきたものでございます。この方向性については全く変わっておりません。こ

れらを踏まえながら、更に新たに獲得する内容を、教科書を通じて学習活動に取り入れてい

くべきと考えております。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 私どもも、今聞かせていただいたことを十分に理解した上で、

責任を持って採択に当たりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

【安藤委員】 少し危惧するのが、諮問文に書かれている「「確かな学力」の育成について」

というところで、教科書の内容が増えて、子どもたちがそれを受け入れることができるのか

ということです。 

 また、先生方もそれに対処していくのが大変になると思います。自ら学び、自ら考える力

が確かな学力であるということですが、考えるまでには先生の力が大きいと思います。教科

書の内容が増えると、特に小学校の場合、やはり先生の負担は心配ですから、そこはよろし

くお願いしたいと思います。 

 選定委員会ではそういったことも議論がなされるでしょうし、また教育研究会でもそうい

ったことを踏まえられると思いますけれども、子どもたちがこれから学力を備えて社会人と

して育っていくというのは、当たり前のことですが、そこをもう一度確認する必要があると

思います。 

 

【山本委員】 教科書の内容が増えるということでは、今回、現場の先生方にも内容を見て

いただくとのことですが、沢山の先生方のご意見と授業の内容を検討していただければあり

がたいと思います。 

 

【安藤委員】 教科書によっては、例えば２年間で移行していくといったことも聞いたこと

がありますが、やはり急に替わるというのは、先生方にとっても勿論そうですけれども、子

どもたちにとっても大きな戸惑いがあると思います。教科書の移行の仕方について少しご説

明いただきたいと思いますが、いかがですか。 

 

【靍原指導課長】 ご指摘のように、教科書が替わるということは、当然子どもたちの学習

にとっての主たる教材が替わるということで、非常に大事なことだと捉えております。これ

につきましては、まずは教育現場の中で、現在の子どもの実態を見据えて教科書を活用して

授業を行うというのが基本でございます。 

 今回の場合は、学習指導要領の移行期も重なっておりますが、例えば国からは補遺教材と

して、内容を補充する資料が配られております。またそれだけではなく、現場の先生方は、

前学年で習った内容で不足しているところがあれば、そこに立ち返って、前時の復習をした
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後に新しい学年の学習に入るよう徹底しておりますので、教科書が替わっても子どもたちの

学習に支障がないように配慮しているところでございます。 

 

【篠原委員長】 例えば、選定委員会に調査員の報告が上がってくる段階で、ページ数や内

容等について、現行の教科書と、新たにボリュームアップされた部分との違いが明確に表れ

るような資料があればいいと思いますので、よろしくお願いしておきます。 

 それでは、諮問文については意見が出尽くしたと思いますので、このとおり選定委員会に

諮問して、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。 

 以上で教科用図書の採択替えに関する案件の審議は全て終了しましたが、委員の皆様方に

再度ご確認いたします。 

 平成２３年度使用八尾市立学校教科用図書の採択事務につきましては、選定委員会には、

基本方針に基づき、調査委員を置き十分な調査研究を行っていただくこと、また、以後、選

定委員会に関するものを除き、採択に係る教育委員会につきましては公開で行うということ

としたいと思いますが、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１４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１４号「平成２３年度使用八尾

市立学校教科用図書の採択に関する件」については、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、引き続き報告事項に移らせていただきます。 

 平成２２年度事務事業計画について、各所属長より報告をお願いしたいと思います。まず、

学校教育部よりお願いします。 

 

【西崎総務人事課長】 それでは、平成２２年度事務事業計画について、教育委員会事務局

の各所属から順次ご報告いたします。できるだけ簡潔にご報告いたします。 

 まず総務人事課でございますが、業務内容としまして、部の総務及び人事に関する管理的

業務並びに教職員の健康診断等の福利厚生事務等が中心となっております。主な事務事業に

ついては、計画書に四半期ごとに記載しているとおりでございます。 

 また、通年の事務事業としまして、調度関係事務、安全衛生委員会事務、職員の人事・給

与事務及び講師等の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。 
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【網中教育政策課長】 続きまして、教育政策課の平成２２年度事務事業計画についてご報

告いたします。 

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

教職員対象のＣＡＰ子どもワークショップ事業を実施する予定でございます。 

 それ以外の通年事務事業としまして、定例の当教育委員会議の事務局事務をはじめとして、

八尾市立小・中学校適正規模等審議会の開催、全小学校第３学年児童対象のＣＡＰ子どもワ

ークショップ事業の実施や、教育予算及び決算の総括、教育政策会議の開催、教育課題全般

に対する政策等の企画・立案・総合調整、教育振興計画の検討・研究等を行ってまいります。 

 

【橋本学校教育部次長】 それでは、施設管理課の平成２２年度事務事業計画についてご報

告いたします。 

 施設管理課におきましては、第１四半期から第４四半期までのうち、第３四半期、第４四

半期は空白としておりますが、この期間は何もしていないというわけではなく、担っている

事業内容・事業種目が多岐に亘ることから、第１四半期の欄には、管理経費のうち経常経費

に係る業務を集約して掲載しております。これは、年度当初に業務委託等を行い、年間を通

じて執行する業務でございます。 

 続きまして、第２四半期の欄に掲載しておりますのは、投資的経費のうち学校建設費等に

係る事業を集約して掲載しております。 

 また、年間計画の欄には、投資的経費のうち施設整備経費に係る業務を掲載しております。 

 第１四半期のうち、学校園の配当予算につきましては、経常経費全体に対して１０％のシ

ーリングがかけられておりますが、他の事業の見直し等を実施して、学校配当予算は極力平

成２１年度ベースで配当したいと考えております。 

 第２四半期では、耐震事業に関しまして、平成２２年度で耐震診断事業をほとんど終える

ことになります。この診断事業につきましては既に委託業者も決定しております。平成２２

年度中にはこの診断の内容を精査し、八尾市耐震改修促進計画の趣旨に基づいて今後の耐震

化計画の骨子を策定したいと考えております。 

 なお、耐震補強工事につきましては、第２四半期の夏休みに集約しますことから、資料で

は第２四半期の欄に集約しておりますが、体育館の補強工事等については、学校等との打ち

合わせにより、第３四半期、第４四半期に実施する工事もございます。 

 

【田中学務給食課長】 続きまして、学務給食課の平成２２年度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・就園の機会均等を図るため、その保護者に対しま

して、必要な援助、就学援助事業、奨学金事業及び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。なお、奨学金事業につきましては、例年２５０名程度に対し奨学金の支

給を行っておりますが、平成２２年度及び平成２３年度については、平成２１年度に受けた

５００万円の寄附を活用し、それぞれ５０名増の３００名程度に支給してまいります。 

 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、学校園の水質検査及び病害虫等の環境衛生業務を行う等、よりよい学校園
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活動の推進に向けて環境確保を図ります。また、地域子育て創生事業として、大阪府の安心

こども基金を活用し、特別支援学校の全室と小中学校の保健室への空気清浄機の設置と併せ

て、消毒液の配付等感染症の予防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や、地

域活性化きめ細かな臨時交付金を活用して、小学校９校の給食調理場の床を改修してまいり

ます。また、給食物資の品質検査を行うなど、なお一層の衛生管理の強化や安全の確保に努

め、安心・安全な給食の提供を行ってまいります。 

 

【靍原指導課長】 それでは、指導課の平成２２年度事務事業計画についてご報告いたしま

す。 

 今年度も、本市教育重点目標にあります「知・徳・体」の調和のとれた人間の育成を目指

し、事業を展開してまいります。 

 まず、確かな学力の関係では、大阪府の事業も活用しながら、本市の学力向上推進事業を

継続実施するとともに、全中学校区に英語指導者を配置し、中学校での英語教育と小学校で

の英語活動を推進してまいります。また、学校図書館活用推進事業におきましては、小中学

校にサポーター配置を充実させ、児童生徒の読書活動や調べ活動を支援してまいります。 

 次に、豊かな心の育成の関係では、総合学習等教育改革支援事業をはじめ、豊かな心を育

む教育推進事業を実施し、児童生徒の体験活動や様々な人との出会いの機会を増やし、全て

の教育活動を通して生命の尊重や豊かな心の育成に努めてまいります。 

 次に、健やかな体の育成の関係では、小中学校体育大会業務委託をはじめ、中学校クラブ

活動を各大会への参加補助等を通じて支援してまいりたいと考えております。 

 次に、特別支援教育の推進につきましては、共に学び共に生きる教育の視点に立ち、障が

いのある児童生徒の学習支援として、特別支援教育支援員を配置するなど充実に努めてまい

ります。 

 次に、幼児教育につきましては、夏季預かり保育も含め、預かり保育の円滑な実施に努め

てまいります。また、引き続き幼稚園審議会を開催しながら、８月に答申を受けた後には望

ましい教育環境の確保に向けた基本方針や計画を策定してまいります。 

 最後に、中学校区を単位とした基盤づくりを一層進めるために、新規事業であります小中

学校パートナーシップ推進事業を展開して、小中学校間の円滑な接続を目指し、学習指導や

生徒指導の研究を進めてまいります。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 続きまして、教育サポートセンターの平成２２年度事

務事業計画についてご報告いたします。 

 まず、第１四半期では、昨年度はインフルエンザ等で中止となりました、八尾市教育研究

会支援部会主催の「春のつどい」を行ってまいりたいと思っております。また、教頭先生に

対する管理職研修を予定しているところでございます。 

 次に、年間計画におきましては、引き続き教育相談事業や就学支援委員会の事業、さわや

かルーム（適応指導教室）に取り組んでまいりますほか、巡回相談等を充実させながら特別

支援教育推進事業を行ってまいります。また、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を活

用した家庭の教育機能総合支援事業も引き続き行ってまいりたいと考えております。 
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 昨年度より教育研究・研修につきましては、ハイパー研修、スーパーチャレンジ研修等を

行ってまいりましたが、今年度も引き続き充実してまいりたいと思っております。 

 学校図書館システム活用事業につきましては、今年度で５年目を迎えます。機器の置きか

え等を進めながら、再整備を図ってまいりたいと考えております。 

 また、昨年度に学校ＩＣＴ環境整備事業を行いましたが、それを受けて今年度は学校ＩＣ

Ｔ活用事業により、学校園におけるＩＣＴ機器の充実、活用を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 

【岩下人権教育課長】 それでは、人権教育課の平成２２年度事務事業計画についてご報告

いたします。 

 人権教育課では、本市の教育重点目標にも示されております「生きる力」の基盤となる豊

かな心の育成を柱にした取組みを推進してまいります。 

 具体的には、１つめが、教員の資質向上を図るための人権に係わる研修会の充実。２つめ

が、学校組織の活性化のための人権教育推進学校園支援事業の実施。３つめが、保護者啓発

と市民への情報発信のためのじんけん文化祭の開催。４つめが、学校園への資料提供や情報

収集のための「人権教育推進のための手引」の発行を中心に進めてまいります。 

 また、日本語指導等の講師派遣、児童虐待に関わる関係諸機関との連携などにも努めてま

いります。 

 それから、今年度６月２６日に東大阪市を主会場にして、大阪府在日外国人教育研究協議

会研究集会中河内大会が開催されます。この研究大会において、東大阪市、柏原市との連携

を一層深めるとともに大会での成果を共有し発信しながら、本市の在日外国人教育の一層の

充実にも努めてまいります。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に生涯学習部の事務事業計画についてお願いいたします。 

 

【松井生涯学習部次長】 続きまして、生涯学習スポーツ課の平成２２年度事務事業計画に

ついてご報告いたします。 

 まず、事務事業の執行に当たりましては、八尾市第２次生涯学習振興計画及び八尾市スポ

ーツ振興基本計画に基づき、進行管理を含め、総合的一体的に生涯学習の普及及びスポーツ

の振興に取り組んでまいります。 

 今年度の主な取組みとして、大阪府が整備しておりました新家町調節池の上部を利用した

八尾市立新家町市民運動広場を開設し、今年度の６月に開設記念式典、７月から一般市民に

対しての供用開始を予定しております。 

 また、八尾市第２次生涯学習振興計画及び八尾市スポーツ振興基本計画の計画年次が最終

年度を迎えます。次期の計画策定については、両計画を統合し、（仮称）生涯学習・スポー

ツ振興計画として策定してまいります。 

 更には、八尾市立総合体育館をはじめとする生涯学習部所管施設の予約等をインターネッ

トや街頭端末で行う予約・案内システムについて、機器の老朽化やこれからの施設増に対応

できるようシステムの更新を行います。 

 その他の取組みにつきましては事業計画書のとおりでございます。今後も引き続き生涯学
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習、スポーツ振興の充実、向上に向けて取り組んでまいります。 

 

【大谷八尾図書館長】 それでは、図書館の平成２２年度事務事業計画についてご報告いた

します。 

 図書館では、八尾、山本、志紀の３館と移動図書館におきまして、図書の貸出はもとより、

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、くらしに役立つ地域の情報拠点としてサービスの充実に取

り組んでまいります。今年度も市民が図書館を利用しやすいように、土曜、日曜と重なる祝

日開館と、水・木・金曜日の週３日の夜間開館を実施してまいります。 

 また、八尾図書館の建替整備につきましても、引き続き市長部局の関係部局と連携を図り、

取り組んでまいります。 

 

【岸本生涯学習部次長】 続きまして、文化財課の平成２２年度事務事業計画についてご報

告いたします。 

 今年度における主な事業としましては、長年の懸案でもありました八尾市市史編纂事業に

ついて、市史編纂委員会を開催して事業計画や編纂体制について確定し、次年度以降の本格

的な事業実施を目指してまいります。 

 また、高安古墳群国史跡化の実務作業を継続しながら、国や大阪府との協議、検討会議の

開催、シンポジウム第３弾の開催など、精力的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 更に、第３四半期におきましては、引き続き歴史資産のまち‘やお’推進事業に取り組み、

今年度は新たに映像制作も手掛けるとともに、市街地の史跡散策サイクルマップ「（仮称）

物部・弓削道鏡をめぐる」の作成や案内標の設置に取り組みます。なお、その他の通年事業

は計画書に記載のとおりでございます。 

 

【篠原委員長】 それでは、学校教育部と生涯学習部の事務事業計画について説明がありま

したが、委員の皆様方、何かご質問あるいはご意見ございませんでしょうか。 

 

【山本委員】 今の報告に直接関わりのあることではないかも知れませんが、私が昨年見せ

ていただいた志紀小学校のことで、給食のときに業者の方が、給食の食缶を階段で３階まで

運んでいました。注意を払っておられると思いますが、毎日のことで大変ですので、リフト

の設置について検討していただきたいと思いました。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 今こうして事務事業計画として示されておりますが、これはも

う既に事務局で十分話し合いをして計画し、予算を立てられたものとして報告されておりま

すので、その内容についてここで検討するわけにもいきません。しかし、例えば「この事業

はやめてはどうですか」とか「もっと新しい事業を入れてほしい」といった話し合いが全く

ないままに今日報告を受けましたので、事務局で十分に練られて計画されたということは理

解できますが、今後においては、このような計画については案として出す場面があればもう

少し話し合いができるのではないかと思いますので、少し検討してみてください。 
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【篠原委員長】 それでは、次に移ります。平成２２年度の教職員人事異動について、森田

次長より報告願います。 

 

【森田学校教育部次長】 総務人事課より、教職員人事異動についてご報告いたします。 

 はじめに児童・生徒・園児数、学級数並びに教職員数ですが、平成２２年４月１日現在で、

小学校は、児童数が１５，６６０人、５７１学級で、そのうち支援学級は７７学級です。教

職員数は８６１人です。昨年度と比較して、児童数は２８９人減っており、学級数は６学級

減、教職員数も６人減っております。 

 中学校は、生徒数が７，４００人、２３７学級で、そのうち支援学級は３１学級です。教

職員数は５１０人です。昨年度と比較して、生徒数は６７人増え、８学級増で教職員数も２

２人増となっております。 

 特別支援学校は、児童生徒数が１０人、内訳は小学部が９人、中学部が１人です。５学級

で、教職員数は２２人、１学級増で教職員も１人増えております。 

 幼稚園は、園児数が１，４５７人、６５学級、教職員数１０７人となっています。昨年度

と比較して、今年度は園児数が１０６人減で１学級減となっております。 

 なお、児童・生徒・園児数の推移については、資料にここ１０年間の変化を表とグラフで

お示ししておりますのでご覧ください。小学校児童数は、昨年、今年と１６，０００人を切

っている状況です。今後の推移を見ますと、小学校児童数は数年後には１５，０００人近く

になると予想されております。 

 中学校生徒数は、ここ数年は若干増加傾向にありますが、７，３００～７，４００人程度

の推移となると見込んでおります。 

 また、幼稚園の園児数はここ１０年の間に３００人程減っておりますが、今年度は１０６

人の減少で、今後も減少していくと見込んでおります。 

 特別支援学校の児童生徒数は、ここ数年１０人から１２人で推移しております。 

 それでは、最初に戻っていただいて、引き続き説明いたします。（２）の教職員数ですが、

この表は各職種の内訳を示したもので、表の中の括弧内の数字は再任用者数を内数で示した

ものです。昨年度と比較して特徴的なことは、中学校の講師の数が増えているということで、

今年は７２人です。昨年は５５人、一昨年は４０人でした。これは、中学校の学級数が増え、

教職員の定数も増えましたが、それに見合う新規採用者が配置されなかったことなどにより

ます。 

 また、再任用者が合計２９人ですが、これも昨年は２１人、一昨年が９人と年々増えてお

り、退職者の増加に伴い、再任用を希望する者も増えております。 

 また、幼稚園の教諭が３５人で、講師の４６人より少なくなっています。これは定年退職

者以外に早期退職者が出たことにより教諭の数が減ったことと、学級数が予想よりも多くな

ったことなどによります。 

 その他については、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。 

 次に、首席・指導教諭の数につきましては、首席が小中学校を合わせて２８人の配置とな

りました。ただ、まだ指導教諭が６人と少なく、首席・指導教諭の全校配置に向け今後各学

校に働きかけていきたいと考えております。 
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 次に、平成２１年度末・２２年度当初の教職員人事異動数です。まず、退職者数ですが、

校園長は１１人で、昨年度は１５人でした。教頭は１人の退職、教諭は７４人の退職で、こ

れも昨年度は６４人でした。再任用は、昨年度末は１３人でしたが、２１人になっておりま

す。その他については例年と大きく変わりはありません。 

 次に、増として、新規採用者は、今年度は昨年度同様７６人でした。また、先程も申しま

した講師の増加が特徴的なことと言えます。 

 次に、市内配置換え数ですが、管理職の校長、園長、教頭は、今年度は１４人の配置換え

を行いました。昨年は１７人でした。また教職員は、今年度は９３人の配置換えを行いまし

た。昨年は１２１人でした。 

 また、今回の管理職人事については、ここ数年と同様、多数の管理職の退職に伴い、新規

の管理職が校園長合わせて１１人、教頭が１０人の合計２１人という大量の起用となりまし

た。これからも数年は同様の状況が起こり、この数年で管理職が入れ替わってしまうことに

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本市の今まで積み上げてきた

ことを継承し、かつ、より一層学校園が活性化していくよう管理職の配置を考えてまいりた

いと思っております。 

 

【篠原委員長】 ただいまの報告に関しまして、何かご意見ございますか。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 先程の報告の中で講師が非常に多いというのは、特に中学校の

お話だと思います。これはあくまで定数内講師のことだと思うのですが、それの各学校へ割

り当てた人数の比率はどのようになっていますか。 

 

【森田学校教育部次長】 学校によってバランスが若干異なっております。ただ、年度末に

校長先生へのヒアリングを通じて、どういう教職員配置がいいのかを十分話し合って、講師

を入れている状況でございます。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 その中で、教科によって過不足というのはあるのでしょうか。 

 

【森田学校教育部次長】 八尾市全体では、講師の数が１０名を超えている教科は、社会が

１３名、数学が１１名、英語が１４名となっております。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 各学校では、正規に採用された新規の先生方もいらっしゃるわ

けですが、年度途中での退職や、体調を崩したりするといった問題の中で、講師も含めて非

常勤講師の人数が足りないという状況が毎年かなり出ているように聞いております。 

 そのような中で、八尾市として今後しっかりとした抜本的な対策をとっていかないといけ

ないのではないかと思いますので、要望しておきたいと思います。 

 それから別の点で、小学校の児童数と中学校の生徒数の変化を示す資料が出ていますが、

毎年の推移を見ていくと、中学校の生徒数はこの１０年で減っているのに、小学校の児童数

はそう変わっていません。その中で気になるのは、小学校を卒業した児童数と中学校に入学

する生徒数とに差が出てきているのではないかということで、つまりは私学にかなり抜けて
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いっているのではないかと思います。このことも、１つの大きな問題として捉えていかなけ

ればならないと思いますが、このことについて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。 

 

【森田学校教育部次長】 私学に抜ける数につきましては、毎年統計をとっております。具

体的な数字は今持ち合わせておりませんが、それを見越しながら、各学校で次年度はどのく

らいの生徒数になるであろうか、そうするとクラス数はどうなるであろうか、そうすると教

職員数はどうであるかということを、校長先生と十分にヒアリングを行いながら見込んでい

るところでございます。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 特色ある公立の中学校を育てていかなければならないという中

で、私学に抜けていく具体的な数値を把握しながら、そういう原因は一体何なのかといった

ことを十分に見ていく中で、より一層元気のある公立学校にして、やはりそれを市民に見て

いただけるようにしていかないといけないのではないかと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 

【篠原委員長】 以前、何かの会議で、教育に関して非常に先が読みにくい状況になってい

るというお話を伺いました。まさに今の人事のことについてもそう言えると思います。少子

化で児童生徒数がどうなっていくのか、また社会の動きの中で、大阪府が教職員の人事権を

各市に移譲するという動きがあります。そうした場合に、先生の確保というのは将来的に大

変な仕事になってくると思います。ですから、事務局も我々も一緒になって、教員の確保と

いう面に力点を置いて頑張っていただきたいと思っております。 

 

【中原教育長】 先程、私学の関係でお話がありましたが、私学へ行かせたいという保護者

も、行きたいという子どももいるわけですが、「公立の学校が荒れているから私学に行く」

ということがないように、我々もそれぞれの公立中学校の特色づくり、また公立小学校の特

色づくりに力を入れていきたいと思います。 

 もう１点、委員長からお話のありました教職員人事の権限移譲の問題ですが、今後、教育

長協議会もありますので、恐らく話が出てくる問題だと思います。どのように進めていくの

か、箕面、豊中等の５市町が広域で連携を組んで受けていくというような話もございますが、

大きくは教育委員会だけでなく市長部局との連携もございますので、十分考えて、また情報

提供させていただきながら、今後のものを探っていきたいと思っています。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に平成２２年度全国学力・学習状況調査の実施について、靍

原課長より報告願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、全国学力・学習状況調査について、口頭にてご報告いたしま

す。平成２２年度の全国学力・学習状況調査につきましては、昨年１０月に、大阪府教育委

員会を通じて文部科学省より抽出方式等の照会がございました。それを受けまして、今年１

月の定例教育委員会協議会においてご議論いただき、本市としましては、市全体での参加と
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いうことをご確認いただいたところでございます。 

 既に４月２０日（火）に実施したところでございますが、参加者につきましては、小学校

６年生が２，８００名、中学校３年生が２，４００名でございました。また、今後の分析等

につきましては、今年度より抽出方式となったことで、国から提供される資料等の一部に変

更がございますので、その資料等を確認し、改めて今年度の分析方法や公表等について検討

してまいりたいと考えております。 

 予定としては１０月頃を目途に考えておりますが、国や他の市町村の動向も注視しながら、

適切な対応に努めてまいりたいと思っております。 

 

【篠原委員長】 ただいまの報告に関しまして、何かご意見ございますか。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 抽出校のみの調査ではなく、八尾市は全校で実施したというこ

と、また過去の分析と関連づけて今後のあり方等を分析することは大変大事と思っておりま

すが、この件について、学校や市民の方から、何か問い合わせ等はありましたか。 

 

【靍原指導課長】 事務局に対して、市民の方や保護者から直接お問い合わせ等はございま

せんでしたが、学校長等を通じて、この調査の趣旨をしっかり踏まえながら、今後も対応等

についてはその趣旨に立ち返ることが大事ではないかというご意見もございました。指導課

としましても、調査することだけが目的ではなく、それを活かすというのが本来の趣旨です

ので、今後学校訪問等を通じてどのような活かし方ができるかということに全力を注いでま

いりたいと思っております。 

 

【篠原委員長】 それでは、他に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、何か他にございますか。 

 事務局から何かございますか。 

 ないようでございますので、以上をもちまして４月の定例教育委員会を終了いたします。 

 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ので、よろしくお願いいたします。 

 

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

中原委員 
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