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１０月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２３年１０月２１日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館６階 大会議室 

出 席 委 員 

 

百瀨  委員長 

安藤 委員長職務代理者 

山本  委員 

木下 委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

植田教育次長・中山学校教育部長・田辺教育委員会事務局理事教

育政策課長事務取扱・松井生涯学習部次長・竹内生涯学習部次長

兼八尾図書館長・万代学校教育部次長兼学務給食課長・西崎教育

人事課長・杉島生涯学習スポーツ課長・渞文化財課長・靍原指導

課長・浅野教育サポートセンター所長・福嶌人権教育課長 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより１０月定例教育委員会を開催いたします。 

 

【百瀨委員長】 まず、９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、何かご質疑等ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、９月定例会会議録について承認と

決しました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、委員長報告をいたします。 

（委員長報告） 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

 

９月22日（木） 

９月25日（日） 

10月２日（日） 

10月 12日（水） 

10月 14日（金） 

10月 17日（月） 

午後０時20分から、社会教育施設等視察に出席。 

午前９時から、中学校体育大会に出席。 

午前９時から、小学校運動会に出席。 

午後１時から、近畿市町村教育委員研修大会に出席。 

午後１時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時から、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６時から、嘉定区友好都市締結25周年並びに日本中国友好協会設

立30周年記念式典に出席。 
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(教育長報告) 

９月22日（木） 

９月25日（日） 

９月29日（木） 

９月30日（金） 

10月１日（土） 

10月２日（日） 

10月４日（火） 

 

10月５日（水） 

10月６日（木） 

 

10月７日（金） 

10月９日（日） 

10月12日（水） 

10月14日（金） 

 

10月17日（月） 

 

 

 

 

10月20日（木） 

 

午後０時20分から、社会教育施設等視察に出席。 

午前９時から、中学校体育大会に出席。 

午前10時から、市議会９月定例会本会議（３日目）に出席。 

午後７時から、八尾市ＰＴＡ協議会役員と市長との意見交換会に出席。 

午後１時から、2011いきいき健康フェスティバルin八尾開会式に出席。 

午前９時から、小学校運動会に出席。 

午前９時から、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後１時から、教育委員会表彰審査会に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午前９時から、庁議に出席。 

午前11時40分から、部長会に出席。 

午後２時から、府都市教育長協議会役員会及び定例会に出席。 

午前８時30分から、地区市民スポーツ祭に出席。 

午後１時から、近畿市町村教育委員研修大会に出席。 

午前10時から、決算委員協議会に出席。 

午後１時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前８時30分から、八尾東ロータリークラブからの児童の安全確保のた

めの横断旗の寄附に伴う市長感謝状贈呈式に出席。 

午前10時から、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６時から、嘉定区友好都市締結25周年並びに日本中国友好協会設立

30周年記念式典に出席。 

午前10時から、社会教育委員会議に出席。 

午後１時30分から、平成23年度近畿都市教育長協議会研究協議会に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に３人の委員の皆様方から、この間の活動状況につきまして、何かあ

りましたらご報告いただきたいと思います。 

 

【山本委員】 ９月２２日（木）の社会教育施設等の視察、１０月１２日（水）の近畿市

町村教育委員研修大会、１０月１７日（月）の中河内３市教育委員会連絡協議会委員研修

会に出席しました。 

また、１０月２日（日）に美園小学校と久宝寺小学校の運動会に出席しましたが、両校

ともに保護者、学校関係の皆さん、それに子どもたちのチームワークがとてもよく、元気

いっぱいでした。 

 

【木下委員】 ９月２２日（木）に社会教育施設等の視察にご一緒し、心合寺山古墳など

いろんな場所を見せていただきました。その後、休日に友人を誘って心合寺山古墳周辺を

ハイキングし、歴史民俗資料館にも寄りました。大変努力されているのがよく分かります

ので、市民や近隣の市からも来ていただけるように、八尾の文化資産をもっとアピールし

てもいいのではないかと思いました。 

また、１０月１７日（月）に中河内３市教育委員会連絡協議会の委員研修会に参加しま
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した。当日は修徳学院を視察し、福祉と学校教育の連携の重要さなど色々と考えさせられ

ることも多く、いい研修でした。 

 

【安藤委員長職務代理者】 ９月２２日（木）に社会教育施設等を見学しました。これま

で皆さんと議論しながら、見ることがなかったので、心合寺山古墳などを一緒に見学でき

てよかったと思っております。これからもそういうところに子どもたちも関わって、より

八尾の歴史の大事さを感じてほしいと思いました。 

また、１０月１２日（水）に岸和田市で開催された近畿市町村教育委員研修大会にも参

加し、教育委員の大切さを改めて感じました。１０月１７日（月）の中河内３市教育委員

会連絡協議会の委員研修会においては、柏原市、東大阪市の教育委員と、現状とこれから

について話し合い、八尾市としてもきちんと主張を出していかなければならないと思いま

した。 

 

【中原教育長】 １０月１７日（月）に八尾東ロータリークラブから横断旗をいただきま

した。目立つ旗ですので、登下校で子どもたちを横断させるときに活用したいと思ってお

ります。４００本いただき、今日学校に配付することになっていますので、今後活用して

もらえると思います。 

 

【百瀨委員長】 各委員から報告がありましたが、委員長報告、教育長報告を含め、この

件についてご質疑はございませんか。 

 

【中山学校教育部長】 地域や保護者に対する心合寺山古墳等の啓発については、例えば

高安幼稚園の運動会で親子の置きかえリレーのバトンを埴輪にし、置いてくるものを土器

にするなどの工夫をしています。また、３チームで競い合いながら、子どもたちがその土

器を置いていき、３チームが全部終わったときに心合寺山古墳の形をしているという工夫

もしています。 

昨日は、それを踏まえて園児たちとそのおじいちゃん、おばあちゃんが心合寺山古墳に

ハイキングに行かれて、「こんなにいいところが近くにあったのだ。これからも活用しよ

う。」という声も出ていたとのことです。今後もこのような啓発を続けていきたいと思っ

ております。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質疑がなければ次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案審議に入ります。 
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１０月の議案 

議案第３８号 

議案第３９号 

選挙第１号 

平成２３年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件 

平成２４年度八尾市立学校園教職員人事基本方針の決定の件 

八尾市教育委員会委員長の選挙の件 

 

【百瀨委員長】 議案第３８号「平成２３年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」

について審議いたします。提案理由を田辺理事より説明願います。 

 

【田辺理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第３８号「平成２３年「文化の

日表彰式典」教育委員会表彰の件」についてご説明いたします。 

 本件は平成２３年文化の日表彰式典教育委員会表彰の被表彰者を決定するにつき、教育

長に対する事務委任等に関する規則第２条第１３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、八尾市教育委員会表彰規則第６条第１項の規定に基づき、教育委員

会表彰審査会に諮問されておりました被表彰者の選考について、この度同条第２項の規定

に基づき答申がありましたのでこれを決定する必要があり、ご提案いたすものでございま

す。資料次ページの「平成２３年「文化の日表彰式典」の被表彰者の選考結果について

（答申）」をご覧いただきたいと思います。 

 まず、学校医、学校薬剤師につきましては、八尾市立学校園に１５年以上、学校医及び

学校薬剤師として従事いただき、学校園の保健衛生の向上に多大なるご貢献をいただいた

方を被表彰者としております。今年度につきましては、学校医３名、学校薬剤師２名を表

彰の対象としております。 

 次に、児童・生徒の部につきましては、主に大阪府の大会等で優勝もしくはそれに準ず

る成績を挙げた児童・生徒を表彰の対象としております。今年度につきましては、スポー

ツ部門で４名と２団体、文化部門では１名と４団体を、基準に該当する者として表彰対象

としております。 

 次に、教育一般の部ですが、学校園協力と生涯学習活動の分野におきまして、長年にわ

たり教育現場等にご協力いただいている方を表彰の対象としております。今年度につきま

しては、学校園協力の分野で２名、生涯学習活動の分野で１名を表彰対象としております。 

なお、壇上での表彰につきましては、児童・生徒の部のスポーツ部門、文化部門、また

学校医の分野と教育一般における学校園協力の分野、生涯学習の分野、それぞれ１名ずつ

計５名を代表者として壇上にて表彰する予定です。以上、はなはだ簡単な説明でございま

すが、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 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。 

 

【安藤委員長職務代理者】 シンクロナイズドスイミングは第４位で被表彰者に選考され

ていますが、表彰の名目はどのようにする予定ですか。 
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【田辺理事】 シンクロナイズドスイミングの候補者については、中学３年生ソロで第４

位という表記をしております。これについては、大阪府大会がなく、近畿大会における大

阪府からの参加者の中で順位が第１位ということでしたので、近畿大会の結果をもとに表

彰対象といたしました。 

 

【百瀨委員長】 中学校体育連盟の近畿大会で第４位に入れば、他の種目でも表彰対象に

なると考えてよろしいですか。 

 

【植田教育次長】 大阪府内で優勝あるいはそれと同等の成績を挙げた方を表彰しており

ます。近畿大会は大阪府大会の上の大会ですので、大阪府大会で優勝あるいはそれと同等

の成績を挙げて近畿大会に出場したのであれば、それで表彰の対象になり得ると判断して

おります。 

 

【百瀨委員長】 裾野を広げるという意味で、多くの子どもたちに対象を広げてほしいと

思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 文化部門でブラスバンドが被表彰者として選考されており、

非常にうれしいことだと思います。また、子どもや学校にとってもこれからの励みになる

と思いますので、皆さんも応援していただきたいと思います。 

 

【山本委員】 成川さんと備後さんは児童の安全確保にご尽力いただいているとのことで

すが、おいくつぐらいの方でしょうか。 

また、山﨑さんは生活大学やダイヤモンド大学で講座を開かれているようですが、子ど

もたちにも教えておられますか。 

 

【田辺理事】 成川さんも備後さんも７０歳代で、ご高齢にもかかわらず毎日通学路に立

っていただいており、本当にありがたいと考えております。 

山﨑さんの活動については大人向けの講座を基本にされており、くらし学習館で講座を

開催しておられます。聞いている範囲では子ども向けの講座は行われておりません。 

 

【木下委員】 文化部門では美術と音楽関係が挙がっていますが、読書コンクールなど、

学校教育の成果として挙げられるものが多様にあり得ると思います。文化活動においては

難しい側面もありますが、子どもの励みになっていくことがあると考えていますので、今

後力を入れてほしいと思います。 

 

【百瀨委員長】 表彰するのが適当であると認める業績について、今回選ばれた方は８年

６カ月、７年６カ月という期間が明示されていますが、活動年数の規定はあるのですか。 

 

【田辺理事】 内規において、毎日の活動については３年以上を対象にしております。今

回、長きにわたりご尽力いただいているということで、推薦がありました。 
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【百瀨委員長】 推薦が挙がってくる方は増えているのでしょうか。それとも、減ってい

るのでしょうか。 

 

【田辺理事】 現在、登下校時の見守り活動は、市内のほとんどの地域で熱心にしていた

だいております。今回は、個人として多忙な時期・状況がある中でずっと続けていただい

ているということで、被表彰者に挙げております。ただ、地域にはいろんな活動団体があ

り、その団体の中で当番を組みながら長きにわたって活動されているという事例も多くあ

りますので、そのような事例に対する評価については今後の課題であると考えております。 

 

【百瀨委員長】 市長部局でも文化の日の表彰があり、福祉的な活動の中で学校教育に貢

献のあった方は市長部局でも表彰されていますが、教育委員会表彰と調整をしていますか。 

 

【田辺理事】 団体活動の表彰については市長部局でも表彰を行っておりますので、今後

とも連携を図っていきたいと考えております。また、大阪府にも安全活動に対する表彰が

ありますので、それも参考にしながら検討しているところです。 

 

【百瀨委員長】 教育委員会も関わっているスポーツ団体等が市長部局で表彰されるとき

に、教育委員会で知らなかったといったことがないように連携を取っていただきたいと思

います。 

本年度は児童・生徒の表彰が例年に比べて非常に少ないと思います。特に部活動におい

て表彰する学校が少ないと思いますが、どのように考えていますか。 

 

【植田教育次長】 昨今、少子化や、スポーツの多様化に伴いニーズも多様化する中で、

学校のクラブ活動がしづらい状況があると思います。また、顧問として活躍する教職員に

ついても、種目等が多様化すると指導が追いつかない状況にあります。それでも、子ども

たちにスポーツを続けてほしいという思いもある中で、武道が平成２４年度から必修科目

になり、授業の中に新たな種目を取り入れることになります。 

そのような中で、今後は社会体育と、学校体育あるいはクラブ活動とのコラボレーショ

ンも進んでいくと思います。今年度の成績はよくなかったのですが、八尾市がスポーツの

面で他市にアピールできるような活動あるいは事業について、今後検討していく必要があ

ると考えているところです。 

 

【百瀨委員長】 八尾市教育重点目標でも、知・徳・体の調和を謳っておりますので、部

活動の活性化についてもお願いしたいと思います。そして、子どもたちの元気を出してい

かなければならないと思いますので、できるだけ表彰対象者を増やすとともに、文化の日

に表彰ができなくても他の方法で表彰することを考えていただきたいと思います。 

 それでは、他に意見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３８号につきまして、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。 
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【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第３８号「平成２３年「文化

の日表彰式典」教育委員会表彰の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第３９号「平成２４年度八尾市立学校園教職員人事基本方針

の決定の件」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３９号「平成２４

年度八尾市立学校園教職員人事基本方針の決定の件」についてご説明いたします。 

 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５号の規定によ

り、委員会の議決をお願いするものです。 

 提案の理由ですが、平成２４年度八尾市立学校園教職員人事を実施するにあたり、学校

園教育の健全な発展と円滑な運営を期するため、適切な人事管理の下に教職員の適正配置

を行い、学校園組織の充実を図る必要があるため、本案を提出するものです。 

 人事基本方針の内容ですが、平成２４年度の大阪府教育委員会の人事取扱要領におきま

して、とりわけ若手教職員の学校運営への参画を促進することと、管理職人事について若

手教職員の登用を含めた人事配置を心掛けるよう求めていることから、その点について本

市の基本方針にも盛り込んでおります。 

 別紙資料の下線部分が追加・修正部分ですが、まず、「[１]教職員人事について」では、

「（１）異動及び配置換」について、学校の活性化、教職員の資質向上の観点からの教職

員人事であることを明記し、アで示しているように、幼児・児童・生徒の増減、標準法の

基準に基づく定数事情を勘案した上で、新規採用とともに、他市町村との広域異動に努め、

効率的に過欠員の調整を図ってまいります。 

 次に、イにつきましては、各学校園における教職員を適正に配置して、計画的な異動を

進めてまいりたいと考えております。特に、八尾市人権教育基本方針の趣旨を踏まえ、人

権尊重の教育を推進し、また、特別支援教育の振興を図るための教職員配置に配慮すると

ともに、生徒指導・進路指導等の課題を有する学校につきましては、指導の徹底を期する

ための教職員配置に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、ウにつきましては、校園長の経営方針の下、魅力ある学校づくりを推進するとと

もに、「若手教職員の学校運営への参画を促進する等」という内容を追加し、更に教職員

の意欲の向上を図るため、適切に人材を配置していきたいと考えております。 

 次に、エにつきましては、同一校での勤務年数が相当長期にわたる者については、校園

長とのヒアリングを十分行い、学校園の実情に応じて計画的に異動等を行ってまいります。 

 次に、オにつきましては、異動等により教職員が様々な教育活動を経験できるよう、他

市や異なる校種との人事交流を推進してまいります。 

 （２）の新規採用者の配置につきましては、新規採用者対象のヒアリングで、これまで

の経験や特技などを把握し、資質や能力が十分発揮できるよう配置してまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、「[２]校園長及び教頭の人事について」ですが、管理職を適材適所に配置

できるよう努めてまいりますが、同時に若手教職員の管理職登用を念頭に置いて、首席や

指導教諭などのミドルリーダーの育成が進むような人事配置を行ってまいります。 

 続きまして、「[３]生命・人権尊重の教育について」ですが、「生命・人権尊重の教育
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を推進する人材を適切に配置する」というこれまでの表記から「生命・人権尊重の教育を

推進するため、適切に人材を配置する」と改め、更に本市の人権教育・支援教育等を推進

する人事配置に努めてまいりたいと考えております。 

 最後に、「[４]の女性教職員について」ですが、首席、指導教諭、主任などに女性教職

員を任命し、将来の管理職登用へとつなげられるよう人事配置に配慮してまいりたいと考

えております。 

なお、この人事基本方針につきましては１１月に開催する校長会及び園長会で提示する

予定です。 

 以上、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。よろしくご審議の

上、ご承認賜わりますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方からご質疑ござ

いませんでしょうか。 

 

【山本委員】 どの学校にも若い先生が増えていると聞いておりますが、先生の年齢構成

を教えてください。 

 

【松井生涯学習部次長】 教職員の年齢構成につきましては、ワイングラスを逆さまにし

たような年齢構成になっており、５５歳以下と４０歳代が非常に少なくなっています。と

りわけ、この５年ぐらいは２０歳代、３０歳代の新規採用者が非常に多くなっています。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今年は小学校、中学校で新任の教職員をどのくらい採用した

のでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 教諭については、小学校が３８名、中学校が３７名の計７５名

が４月１日に辞令を受けます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 男女比はどれぐらいでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 ７５名のうち、男性が３９名、女性が３６名です。小・中学校

の内訳を申しますと、小学校では男性が１７名、女性が２１名、中学校では男性が２２名、

女性が１５名になります。 

 

【木下委員】 「［１］教職員の人事について」の「（１）異動及び配置換」のエで、「勤

務年数が相当長期にわたる」とありますが、新規採用から何年、あるいは２校目からは何年

という基準が決められていると思います。これについてはいかがでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 異動の基準ですが、新規採用者の場合は基本的に４～６年まで

に２校目に異動することになります。また、新規採用者以外の者については、基本的に７

年となり、７～９年の間に計画的に異動を心掛けているところです。 
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【木下委員】 「相当長期」とは何を意味しているのでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 新任以外の者の中には、学校事情のために１０年を超える者も

若干おりますので、これについても計画的に異動を推進させていきたいと考えております。 

 

【木下委員】 それぞれの学校課題、学校事情等があり、どうしても長期勤務になってい

ると考えますが、先生も異動したいと思うことがあると思いますので、この件については

よろしくお願いいたします。 

 

【中原教育長】 教職員は学校をつくっていくための基礎となるものと考えています。そ

のため、いかに育てていくか、もしくはいかに活躍してもらうかが重要です。とりわけ異

動は、「研修」であり「学校づくり」でもありますので、それぞれの学校長の要請に応じ

て行っております。 

新任をいかに育てるかについても、校長や職員に考えてもらって、上手く育つような場

を提供してもらうよう話をしております。八尾の宝として、今後子どもたちを育て教育し

てもらわなければなりませんので、神経を使っていると思います。 

それと併せて、管理職についてはリーダーシップとマネジメント能力の両面が大切にな

っています。かつてはリーダーシップで引っ張ってきた時代もありましたが、今は上手く

マネジメントをしていくことが重要になっていると思います。そのために、大阪府では管

理職候補者名簿に登載されている人に対する研修を実施していますが、本市での考えをお

知らせいただきたいと思います。 

 

【松井生涯学習部次長】 これから校長になっていく人は学校の経営ビジョンをしっかり

持っておく必要があります。今年度は校長の候補者名簿に登載されている者を対象にした

研修を打ち出し、これから自分が校長になったらどのような学校を作っていきたいのかと

いうビジョンをしっかり持てるような研修を考えておりますので、それを近々実施する予

定です。 

 

【中原教育長】 校長になってから考えるより、校長になる前から自分なりのイメージを

しっかり描いて、職員に理解を求めながら自分なりの学校を作っていくようにしていただ

きたいと思っています。 

新規採用者については、かつては「新任だから仕方がない」と温かく見守ってくれる保

護者も少なくなかったですが、今は即戦力を求められています。それだけに研修は大変に

なりますが、子どもたちをよりよく育てなければならないという使命感を持ちながら、新

任の教職員の研修の充実もよろしくお願いします。 

 

【百瀨委員長】 各学校園は多くの教育課題を持っていると思います。そのようなときに、

教職員の配置に対して事務局として配慮している点はありますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 現在、異動希望者・異動対象者に異動調査票を書いてもらって

おります。以前の内容は勤務年数などでしたが、昨年度から調書に自己アピール欄を設け、
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クラブ活動で特に指導できること、あるいは手話ができるので支援教育に従事したいとい

ったことを記入させています。実際、今年度の異動で手話ができる教員が欲しい学校と手

話ができる教員がマッチして人事配置したという例がありますので、今後もしっかりと教

員の特性を把握しながら、適材適所の配置を心掛けていきたいと考えております。 

また、各学校園の課題につきましては、１年間を通して定期的に人事担当者が学校を訪

問し、校長から、学校の課題、来年度に向けての手立て、そのための人材について聞き取

りをしております。また、１月には事務局で人事ヒアリング等を行い、各学校の課題につ

いてしっかりと把握しているところです。 

 

【中山学校教育部長】 教育人事課が主体となり、ヒアリングによる指導や指示をしてお

りますが、学校教育部の各部署が把握しているそれぞれの学校課題を事務局内で共有し、

人事配置しています。 

 

【百瀨委員長】 現在、小中一貫教育について問われていますが、小・中学校の教師交流

や専門性を活かした教科担任制度の導入に配慮した配置を考えていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 これまで大阪府の新規採用で「小中共通枠」がございました。

これは、採用にあたり小学校と中学校のどちらに行ってもいいという希望者ですが、小学

校で４年生、５年生、６年生と持ち上がった者が続けて中学校に異動して生徒指導に対応

するように努めてきております。 

なお、小学校での教科担任制について指示は出しておりませんが、これまで各学校長と

経営方針を話し合う中で、特に６年生において部分的に算数や国語で教科担任制を導入し

た学校があります。 

 

【百瀨委員長】 中学校教育の専門性を交流の中で広めていただきたいと思います。 

 

【木下委員】 現在、教職員の人事配置の中で一番難しいことは、スクールリーダーの養

成と若手教職員の育成です。スクールリーダー養成のために大阪府教育委員会や八尾市教

育委員会で行っていることがありますが、他に大学でもスクールリーダーの講座を開いて

いるところがあります。どちらがいいというものではありませんが、教育委員会主催です

ると一定の枠が出てきてしまいます。しかし、大学等の講座に行けばいろんな人と交流で

きます。また、教育委員会主催ではない自由さがあるので、そのような研修機会の提供も

考えていく必要があると思います。 

例えば小中一貫教育についても、かなり進んでいるところであれば、その経験を教えて

もらえることもあります。時間的、予算的に難しい問題があることは分かりますが、多面

的な研修参加を考えていただき、スクールリーダーを養成してほしいと思います。 

 

【百瀨委員長】 講師不足については抜本的な対策として、今後どのような方向を考えて

いますか。また、講師の配置については一校に偏っている傾向がありますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 講師不足については、人事担当としても深刻な問題と捉えてお
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ります。本市では、大阪府だけでなく奈良県や京都府の大学まで出向き、卒業生等で講師

ができる者がいないかどうかを当たっております。また、各市町村教委と連携し、他市で

任期が終わった方について情報共有をしております。更に、最近は大阪府教育委員会にお

いても府に登録している者の中から空いている者を各市町村で講師が足りないところに情

報提供するようなシステムもでき上がり、少しずつ講師不足は解消されてきております。

しかし、中学校の理科、数学、技術は講師が見つかりにくい状況が続いております。 

学校の偏りについては、長期の滞留者が固まって、それが一斉に異動してしまうと、穴

埋めができずに講師の対応が必要となることも少なからずありますので、講師の偏りと同

時に適正な異動を心掛けてまいりたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 各学校での講師の配置や数については、子どもたちに係る教育問題の根

源に迫るものですので、十分に考えていただきたいと思います。 

 「[１]教職員の人事について」のアに、「市町村間の広域異動に努め、効率的な人員の

調整を図る」とありますが、昨年度の交流についての実態、またそれによってどのような

効果があったのかを教えていただきたいと思います。 

 

【松井生涯学習部次長】 昨年度、一般教職員については八尾市から他市あるいは他府県

に出た教員は７名になります。逆に、他市もしくは他府県から八尾市に転入した教職員は

６名おります。この中には、出っ放し、入りっ放しという教員もおりますが、２年、３年

という年限があり、また戻ってくるような教員も含まれております。このように一定期間

他市や他府県に行くと、その教員の視野が広がり、八尾の中の文化だけでなく、いろんな

ところの状況を勉強し、八尾に戻ってきてミドルリーダーになるというようなことが実際

にできておりますので、今後とも積極的にそのような取組みを進めてまいりたいと思って

おります。 

 

【百瀨委員長】 教職員の適材配置については十分に考えていただき、各学校の発展に努

めていただきたいと思います。特に新任の教職員の育成については、先程教育長から「八

尾の宝」という言葉がありましたが、八尾の教育を担う点で大きな課題でもあります。そ

のようなこともしっかり踏まえて取り組んでいただきたいと思います。 

 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３９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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第３９号｢平成２４年度八尾

市立学校園教職員人事基本方針の決定の件｣について、原案を適当と認めることに決しま

した。 

 

【百瀨委員長】 次に、選挙第１号｢八尾市教育委員会委員長の選挙の件｣について審議

を行います。委員長の選挙につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１２条第１項の規定により、教育長を除く委員の中から委員長を選挙しなければなら
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ないと定められております。このことから、中原教育長にこれからの議事進行役をお引き

受けいただくのが適当ではないかと思いますが、委員の皆様方、いかがでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議がないようですので、この件につきましては中原教育長に議

事進行をお願いしたいと思います。 

 

（百瀨委員長、中原教育長  座席交代） 

 

【中原教育長】 それでは、ご指名により議事進行を仰せつかりましたので、ただいまか

ら審議に入らせていただきます。事務局より提案理由を説明願います。 

 

【植田教育次長】 百瀨委員長の委員長としての任期が平成２３年１０月２３日をもって

満了することに伴いまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１項の

規定により委員長の選挙を行う必要がございますので、ご提案いたすものであります。 

委員長の任期につきましては、平成２３年１０月２４日から平成２４年１０月２３日ま

での１年間となります。なお、選挙の方法につきましては、八尾市教育委員会会議規則第

２条に、無記名投票と指名推薦の方法が規定されておりますが、従来からの慣例では指名

推薦の方法で実施されているところでございます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

【中原教育長】 ただいま教育次長から提案理由の説明がありましたが、委員長の選挙の

方法については教育委員会会議規則により２つの方法が規定されているとのことでござい

ます。従来からの慣例に基づいて指名推薦の方法で行いたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中原教育長】 全委員ご異議がないようですので、指名推薦の方法で実施することとい

たします。それでは、どなたかご指名をお願いしたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今、本市は教育行政において非常に重要な時期に来ておりま

す。その中にありまして、委員長の職務は大変重責でございますので、引き続きご苦労を

おかけしますが、私は百瀨委員にお願いしたいと思います。 

 

【中原教育長】 ただいま安藤委員から百瀨委員に引き続きお引き受けいただきたいとい

うご意見がございましたが、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 
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【中原教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、選挙第１号｢八尾市教育委員会委

員長の選挙の件｣につきましては、百瀨委員を委員長に選任することに決しました。 

 それでは、百瀨委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま委員長として選任していただきました。昨年１年間を振り返り

ますと、改めて委員長という職について、その重さを本当に担っていけるのかどうか、身

の引き締まる思いでございます。 

昨今の教育行政を考えますと、大変厳しいものが迫ってきております。その中で、教育

の足元をしっかりと固めていくというよりも「耕す」という言葉がいいと思いますが、逆

にまた、今こそ足元を固めていかなければならない時期とも思っております。 

また、子どもたちを元気にしていくために、地域に生きた文化をしっかりと守っていく

ことが地域の元気につながり、ひいては子どもたちの元気につながっていくのではないか

と考えております。これをしっかりやっていくために、委員の皆様方、事務局の皆様方と

スクラムを組み、教育の発展・向上に向けて進めていくことが私の大きな課題であると考

え、皆さんと共に頑張っていく覚悟でございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

【中原教育長】 それでは、以降の議事につきましては百瀨委員長にお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

（中原教育長、百瀨委員長  座席交代） 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。本日の報告事

項は予定されておりませんが、事務局から何かございませんか。 

 この際、委員の皆様方から何かご発言等はございませんか。 

 なければ以上をもちまして、１０月の定例教育委員会を終了いたします。 

 なお、本日の署名委員に木下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。 


