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４月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２４年４月２０日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

百 瀨 委員長 

安 藤 委員長職務代理者 

木 下 委員 

御喜田 委員 

浦 上 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

植田教育次長・伊藤生涯学習部長・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・靍原学校教育部次長兼指導課長・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・山下教育サポートセ

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４月定例教育委員会を開催いたします。本日の

会議録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。 

 

【百瀨委員長】 まず、３月定例教育委員会の会議録の承認について、審議いたします。 

委員の皆様方、３月定例会会議録について何かご質疑等はございませんか。 

 

【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、３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、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

３月29日（木） 

４月１日（日） 

 

４月５日（木） 

 

 

４月13日（金） 

午後３時45分から、教育委員会委員任命式に出席。 

午前10時から、臨時教育委員会に出席。 

午前11時から、教育長任命式に出席。 

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。 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を浦上教育長よりお願いいたします。 
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(教育長報告) 

３月22日（木） 

３月23日（金） 

 

３月26日（月） 

３月27日（火） 

３月28日（水） 

３月29日（木） 

 

３月30日（金） 

 

 

４月１日（日） 

 

４月２日（月） 

 

 

４月４日（水） 

 

４月５日（木） 

 

 

４月９日（月） 

４月10日（火） 

４月13日（金） 

 

午後２時から、図書館協議会に出席。 

午後３時から、校務員等発令式に出席。 

午後４時から、校園長会に出席。 

午前８時45分から、市職員発令式に出席。 

午前９時から、政策協議に出席。 

午後３時から、生涯学習プラザ運営審議会に出席。 

午前10時から、市議会３月定例会本会議（６日目）に出席。 

午後４時から、転出指導主事等辞令式に出席。 

午後１時40分から、市職員等辞令式に出席。 

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。 

午前10時から、臨時教育委員会に出席。 

午前11時から、教育長任命式に出席。 

午前９時から、教育委員会事務局管理職に対する訓示式に出席。 

午前10時から、部長会に出席。 

午後２時から、新任及び転任教職員辞令交付式に出席。 

午前９時から、部長会、IT推進本部会議及び河内音頭まつり庁内実施

本部会議に出席。 

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30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３時30分から、河内音頭まつり振興会予算総会に出席。 
 

【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いて何かありま

したらご報告いただきたいと思います。 

特になければ、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せんか。 

ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 
 

｛ 議 案 審 議 ｝ 
 

４月定例会の議案 

議案第17号 

議案第18号 

議案第19号 

議案第20号 

議案第21号 

議案第22号 

八尾市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正の件 

八尾市生涯学習センター学習プラザ管理運営規則の一部改正の件 

八尾市立南木の本防災体育館条例の施行期日を定める規則制定の件 

八尾市立南木の本防災体育館条例施行規則制定の件 

八尾市立生涯学習施設の予約・案内システムに関する規則の一部改正の件 

八尾市図書館条例施行規則の一部改正の件 
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【百瀨委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 議案第１７号「八尾市教育委員会事務局事務分掌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１７号「八尾市教育委員会事

務局事務分掌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事務局事務分掌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。 

 提案の理由でございますが、財団法人八尾市文化財調査研究会の公益財団法人への移行

に伴う名称変更に伴い、規則の文言を整理するものでございます。添付資料の「八尾市教

育委員会事務局事務分掌規則の一部改正新旧対照表」をご覧願います。 

第４条事務分掌の中で文化財課文化財係が所管する事務としまして、「財団法人八尾市

文化財調査研究会の指導等に関すること」を、「公益財団法人八尾市文化財調査研究会の

指導等に関すること」に改めるものでございます。なお、施行につきましては、公布の日

より施行いたすものでございます。 

 以上、甚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。 

 

【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】 公益財団法人についてはこれまでの実績が評価されて、認定

されると思いますが、今回はどれぐらい実績があるのでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 今回の公益法人改革では、公共的な業務をどれだけ行っているかとい

う部分が大きな評価になります。２３にわたる公共的な業務があり、その中に財団法人の

仕事が当てはまるかどうかで選定されております。なお、選定に際しましては、大阪府知

事が設けられました選定委員会等に諮られ、その中で判定されて、大阪府知事から最終的

に答申をいただいたところでございます。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質問等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１７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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第１７号「八尾市教育委員会

事務局事務分掌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。 

 次に、議案第１８号「八尾市生涯学習センター学習プラザ管理運営規則の一部改正の
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件」について審議いたします。提案理由を杉島課長より説明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第１８号「八尾市生涯学習センター学習

プラザ管理運営規則の一部改正の件」につきましてご説明申し上げます。 

 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。 

 提案理由といたしましては、八尾市生涯学習センター学習プラザに係る事業運営につい

て調査、審議するため、同センター条例第１３条の規定に基づき設置されております八尾

市生涯学習センター学習プラザ運営審議会の委員につきまして、家庭教育の向上に資する

活動を行う者のほか、幅広い分野からの委員を委嘱することができるよう、規則の規定を

整備するため、本案を提出するものでございます。 

 それでは、お手元の「八尾市生涯学習センター学習プラザ管理運営規則の一部改正新旧

対照表」をご覧いただきたいと思います。 

改正の内容でございますが、第１６条におきまして規定いたしております審議会委員の

構成につきまして、新たに「家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに教育委員会が必

要と認める者」を加え、文言を整備するものでございます。なお、本規則の施行につきま

しては、附則におきまして公布の日より施行することと定めております。 

 以上、簡単な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよ

ろしくご審議の上、ご承認いただきますよう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ございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございませんか。 

 

【木下委員】 今回の規則改正によって、今まで以上に幅広く委員を委嘱できるようにな

りますが、その必要性はどのあたりにありますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 これまでの学習プラザ運営審議会委員の構成には、家庭

教育に関係する方、その他に講座の講師や受講生の方等が委員に入っておりませんでした。

従って、当センター運営において市民の意見をさらに幅広く取り入れるために、いろんな

方に入っていただくことが必要と考え、ご提案申し上げるものでございます。 

 

【木下委員】 教育委員会が必要と認める者については、何か想定されていることはあり

ますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 当センターをご利用いただいている方、講座等の受講生

や講師の方にも委員として入っていただき、ご意見等を伺う必要があると考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 家庭教育の向上に資する活動を行う者を加えることになった

のはなぜでしょうか。 
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【杉島生涯学習スポーツ課長】 当施設につきましては、小さいお子様から高齢者の方ま

で、幅広くご利用いただいております。現在の委員構成では、子どもさんに関わる方が委

員に含まれておりませんので、より幅広くご意見をいただくために、家庭教育の向上に資

する活動を行う方に委員に入っていただき、新たな視点からご指摘等いただきたいと考え

ております。 

 

【百瀨委員長】 社会教育法の改正による影響に伴い、整備されたのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 生涯学習センターにつきましては、中央公民館機能を引

き継いで整備されたという経過もあり、昨年の社会教育法の一部改正を踏まえ、今回、規

則改正に取り組んだものでございます。 

 

【浦上教育長】 現在、家庭の教育力を高めるための手だてがさまざまな分野で行われて

います。その中で、学校現場においても家庭の教育力がとても大事になり、学校から保護

者に対してさまざまな働きかけを行っております。 

おそらく、このような視点で法律が改正されたと思いますが、家庭教育に関わる方に委

員として入ってもらう目的を聞かせていただきたいと思います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 本課といたしましても、家庭教育の向上を図るために、

学校園のご協力をいただきながら、ＰＴＡ対象の取組みを行っております。 

また、生涯学習センターにおきましても、家庭教育を高めるために、講座等の企画運営

にご協力いただいておりますが、新たに委員として入られた方からの意見を踏まえながら、

講座内容をはじめ、より市民ニーズを反映した運営に取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 

【百瀨委員長】 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１８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１８号「八尾市生涯学習セ

ンター学習プラザ管理運営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。 

 次に、議案第１９号「八尾市立南木の本防災体育館条例の施行期日を定める規則制定の

件」、第２０号「八尾市立南木の本防災体育館条例施行規則制定の件」及び第２１号「八

尾市立生涯学習施設の予約・案内システムに関する規則の一部改正の件」について、一括

して審議いたします。提案理由を杉島課長より説明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第１９号「八尾市立南木の本防災体育館
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条例の施行期日を定める規則制定の件」、議案第２０号「八尾市立南木の本防災体育館条

例施行規則制定の件」並びに議案第２１号「八尾市立生涯学習施設の予約・案内システム

に関する規則の一部改正の件」の３件につきまして、一括してご説明申し上げます。 

 本３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。 

 提案理由といたしましては、平成２４年３月市議会におきまして条例の議決を受けまし

た、八尾市立南木の本防災体育館につきまして、本年１１月の供用開始に向け関係規則を

整備する必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 まず、議案第１９号「八尾市立南木の本防災体育館条例の施行期日を定める規則制定の

件」でございますが、お手元の「八尾市立南木の本防災体育館条例の施行期日を定める規

則」をご覧いただきたいと思います。 

内容でございますが、同条例の施行日を平成２４年１１月１日と定めるものでございま

す。 

 次に、議案第２０号「八尾市立南木の本防災体育館条例施行規則制定の件」でございま

すが、お手元の「八尾市立南木の本防災体育館条例施行規則（案）」をご覧いただきたい

と思います。 

第１条におきましては、趣旨といたしまして八尾市立南木の本防災体育館条例の施行に

ついて必要な事項を定めるものとすると規定しております。 

 第２条及び第３条におきましては、使用許可の申請、通知等として使用許可・取消の申

請、決定、通知、利用料金の納付等に関する事務を、八尾市立生涯学習施設予約・案内シ

ステムにより行うものとすること、使用許可の申請、変更、取消申請の期日、利用料金の

納付義務等を規定いたしております。 

 第４条におきましては、利用料金の還付等としまして、利用料金の還付または納付義務

を免除できる場合について規定いたしております。 

 第５条におきましては、使用時間の延長等としまして、使用時間を延長もしくは繰り上

げて使用する場合の申請等について規定いたしております。 

 第６条から第８条におきましては、使用者の遵守事項、禁止事項、入館の制限について

規定し、第９条及び第１０条におきましては、特別な設備の設置等、損傷等の届出として

使用者が特別な設備の設置や使用を行う際の申請、建物の設備を破損、亡失した場合の届

出について規定いたしております。 

 第１１条におきましては、施行の細目として必要な事項については別に定める旨を規定

いたしております。なお、附則におきまして、この規則の施行期日を平成２４年１１月１

日と規定いたしておるものでございます。 

 次に、議案第２１号「八尾市立生涯学習施設の予約・案内システムに関する規則の一部

改正の件」でございますが、お手元の「新旧対照表」をご覧いただきたいと思います。 

 改正の内容でございますが、第２条第４号におきまして用語の定義を規定いたしており

ます指定管理者の対象に、八尾市立南木の本防災公園並びに八尾市立南木の本防災体育館

の指定管理者を追加するとともに、利用料金の減免ができる場合の申請手続について規定

いたしております第１４条におきまして、第３号として八尾市立南木の本防災公園の使用

において、利用料金の減免ができる場合の規定を追加いたしております。 



－7－ 

 また、生涯学習施設の内容を表しております別表におきまして、八尾市立南木の本防災

公園並びに八尾市立南木の本防災体育館を追加するものでございます。なお、本規則の施

行につきましては、附則におきまして平成２４年１１月１日より施行することを定めてお

ります。 

 以上、３件の提案理由の説明でございますが、施設の供用開始に向け、今月より指定管

理者の選定作業を進めてまいります。その後、９月市議会定例会に指定管理者の選定議案

を提出し、ご審議いただくとともに、市民の皆様へは市政だより及びホームページ等を活

用し、周知していきたいと考えております。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何と

ぞよろしくご審議の上、ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 

 

【百瀨委員長】 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、何かご意見

等ございませんか。 

 

【御喜田委員】 施設を使用するにあたり、３ヶ月前から予約・案内システムで予約でき

るということですが、１１月から使用できるということは、８月、９月ぐらいから予約が

できるのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 施設予約につきましては、予約・案内システムを活用し

ていきたいと考えております。ただ、予約・案内システムの利用に関しましては、指定管

理者が行うことになりますので、指定管理者と協定をかわした後、１１月１日から予約・

案内システムによる予約が可能になると現段階では考えております。なお、１１月の施設

利用につきましては、当課において紙ベースで予約を受けたいと思っております。 

また、指定管理者の選定作業等のスケジュールにより、８月から予約・案内システムに

よる予約を受けることは不可能であり、市民の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、た

だいまご説明申し上げました予定で施設予約を受けていきたいと考えております。なお、

市民の皆様への広報等につきましては、９月２０日号の市政だよりに掲載するなど、周知

を図っていきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今回の施行規則は、体育館のみと理解してよろしいでしょう

か。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 教育委員会の所管は体育館のみとなりますので、条例施

行規則におきましてもそのように規定しております。 

教育委員会でご審議いただく部分は体育館条例施行規則となり、市長部局の公園担当課

におきましては、現在、防災公園条例施行規則の決裁をとられている状況です。なお、体

育館と防災公園は一体的な施設として考えておりますので、公園所管課とも施行規則の内

容については協議を行っております。 

 

【木下委員】 体育館の施設予約が１０月１日から開始されると、９月２０日号の市政だ
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よりでは遅過ぎるような気がします。もう少し早く市民に広報しなければ、１０月１日に

即予約は難しいのではないでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 市民への広報につきましては、指定管理者の選定スケジ

ュールの都合上、９月２０日号の市政だよりにて周知してまいりたいと考えております。

本来は１１月１日から予約・案内システムによって施設予約をしていただくことになりま

すが、今回は少しでも前倒しして市民の方々に施設を周知するとともに、施設予約に取り

組んでいきたいと考えております。なお、施設予約の開始時期につきましては、委員の意

見も踏まえ、再度検討していきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 市民がスムーズに活用できるように段取りを進めていくべきであり、そ

れは行政として大事なことになります。９月市議会に指定管理者の案件を提出し、承認を

いただいてからの段取りをきちんと考えて、業務を進めていただきたいと思います。 

 

【御喜田委員】 ９月２０日号の市政だよりで施設予約の開始日を知り、１０月１日から

紙ベースで申し込むと１１月の枠が埋まらない可能性もあると思います。また、それまで

紙で申し込んでいたことを予約・案内システムで行う時に、予約の優先順位に関わって、

予約・案内システムに切り替える時が少し難しくなってくると思います。 

いつから予約・案内システムで予約できるようになるのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 予約・案内システムにつきましては、指定管理者との契

約が１１月１日からとなりますので、予約・案内システムによる利用申込みにつきまして

は１１月１日からとなります。 

なお、事前に紙ベースで受けた分の予約と予約・案内システムによる予約の優先順位に

つきましては、現在作成している指定管理者の募集にあたって、仕様書の中で、事前に教

育委員会と市が受けた予約等を優先的な予約として指定管理者に引き継ぐことを記載して

おります。従いまして、事前に受けております予約を優先して貸出しを行っていくように、

指定管理者と引継ぎをしていきたいと考えております。 

 

【浦上教育長】 土、日曜日にスポーツ施設を利用する市民が増えているので、予約申込

みの受付や指定管理者への引継ぎが最も重要になると思います。 

また、市政だよりは毎月２０日に各家庭に配布されますが、その日に届かない市民がい

ると思います。つまり、市民に対する情報提供の公平性がなければ、苦情が出てくること

もあるので、そのことも考えてＰＲをお願いしたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 南木の本防災公園条例では、すべて「防災公園」と読み替えていますが、

防災体育館条例は「防災」という言葉を外して「体育館」と読み替えています。これにつ

いては話合いの中で、どのように整理されたのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 施行規則第２条に防災体育館を「体育館」と読み換える



－9－ 

ように規定しておりますので、それ以降につきましては「体育館」と表記しております。 

 

【百瀨委員長】 防災体育館条例第４条では「防災の啓発に関すること」と規定されてい

ますが、施行規則ではその部分がすべて抜けています。防災の啓発に対して、どのように

考えていますか。 

  

【杉島生涯学習スポーツ課長】 防災につきましては、防災体育館条例第３条に「防災の

啓発を行う」と規定しております。また、「防災拠点として、防災備蓄物資、防災用資機

材等の防災備蓄倉庫及び災害等の発生時における避難所等の機能を有しており、当該機能

その他の災害発生時における活用に関する事項については、八尾市地域防災計画で定め

る」と規定しております。これに基づきまして、防災の部分につきましては、取組みを進

めていくことになります。 

今回の指定管理者の選定等につきましては、生涯学習スポーツ課だけでなく、公園主管

課のみどり課、防災担当の地域安全課と連携して募集要項、仕様書等を作成しており、そ

れぞれの課の所管事務につきましては、各担当課を中心に取組みを進めております。  

従いまして、防災の啓発につきましては、地域安全課と連携して指定管理者にその役割

を担っていただくように取組みを進めていかなければならないと考えており、防災関連グ

ッズの展示、ポスター等の掲示、またはチラシの作成等に取り組んでいただく必要がある

と考えておりますが、具体的な取組みについては、所管課の地域安全課と指定管理者が協

議いたしまして、取組みを進めていくことになると考えております。 

 

【百瀨委員長】 防災の部分については３課が連携する中で、教育委員会として一定の方

向性を持っておく必要があります。また、指定管理者による管理運営についても、具体的

に考えておく必要があると思います。 

 

【伊藤生涯学習部長】 この施設については指定管理者に施設を管理運営していただくこ

とになりますので、現在、３課で基本的な業務を記載する募集要項、仕様書及び協定書の

内容について協議しております。なお、平常時にスポーツ施設として防災公園と防災体育

館をご利用いただくことによって、防災意識につながるのではないかと考えており、コミ

ュニティルームでの地域住民対象の防災講座や防災設備の利用体験などの取組みについて

も議論しております。また、指定管理者からご提案いただく企画も取り入れていきたいと

考えております。 

 

【百瀨委員長】 防災の意味を踏まえて、指定管理者に対してリーダーシップを発揮して

いただきたいと思います。 

 

【木下委員】 防災体育館条例施行規則の内容は通常の体育館と同じものになると思いま

す。要するに、指定管理者選定の折に、防災の件は指定管理者に任されるように読みとれ

ますが、それでいいのでしょうか。 
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【杉島生涯学習スポーツ課長】 防災体育館条例施行規則につきましては、体育館の部分

を定めております。ただ、防災の部分につきましても、防災体育館条例に防災の啓発に関

することなどを規定しており、施設の特徴として防災機能も含んだ体育館、公園になりま

すので、それぞれの条例にもその内容を規定しております。また、指定管理者の選定にお

きましては、防災の啓発等についての考え方についてもご提案いただくように、募集要項

及び仕様書を作成しております。さらに、防災に関わる取組みについては、指定管理者が

決まりましたら、市が主体的に指定管理者と協議する中で詰めていきたいと考えておりま

す。 

 

【百瀨委員長】 施設名称に防災という言葉が付いているので、行政と指定管理者もその

ことを十分に認識しておく必要があります。教育委員会としても防災について考え、指定

管理者と業務内容を詰めていただきたいと思います。 

 

【伊藤生涯学習部長】 防災体育館あるいは防災公園を利用した防災の啓発については、

指定管理者にも担っていただくことになりますが、市全体として防災啓発を行っていく場

合は、市が行っていくことになります。 

防災の部分については、災害時の対応と指定管理者の役割が一番大きなポイントになり

ますので、その点については十分に議論させていただいております。現時点では、非常時

におきましては、市で直接管理運営することになりますが、市の避難所開設員が派遣され

るまでにタイムラグが発生しますので、その間は指定管理者に役割をお願いすることにな

ります。それ以降については、市が避難所の業務を担っていく方向で話をしているところ

でございます。 

 

【百瀨委員長】 防災体育館になるので、電気のコンセントや自家発電など、防災設備の

完備も問われてきます。また、各地で発生している災害から得られた教訓が反映されるよ

うに、３課で考えていただきたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 １１月１日から施行して、４日にオープニングセレモニーを

予定されていますが、間の３日間はどのようなことを準備されるのでしょうか。 

 

【杉島生涯スポーツ課長】 １１月４日に、防災公園と防災体育館のオープニングセレモ

ニーを予定しており、その準備期間として利用したいと考えております。また、１１月１

日から指定管理者による施設の管理運営が始まりますので、その間につきましては、施設

の最後の点検等や指定管理者との引継ぎのために利用していきたいと考えております。な

お、市民の皆様には、１１月５日からご利用いただけるように進めていきたいと考えてお

ります。 

 

【百瀨委員長】 他にご質問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１９号から第２１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。 
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【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１９号、第２０号、及び第

２１号について、いずれも原案を適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第２２号「八尾市図書館条例施行規則の一部改正の件」について審議いたし

ます。提案理由を竹内次長より説明願います。 

 

【竹内生涯学習部次長】 それでは、議案第２２号「八尾市図書館条例施行規則の一部改

正の件」につきまして、ご説明させていただきます。 

 提案理由としましては、図書館利用者に図書の貸出期間の遵守を促し、貸出サービスの

円滑化を図るため、延滞利用者に一定の制限を行うため、図書館の貸出図書の延滞につい

ての取扱いの規定を設ける必要がありますので、本案を提出するものです。 

 施行規則の改正の内容でございますが、現行の規則第９条の次に第９条の２の１条を加

え、第９条の２とし、館長が前条に規定する貸出期間内に図書を返却しなかった者に対し、

館長が別に定めるところにより個人貸出を停止することができるとするものでございます。

なお、個人貸出だけではなく、団体貸出に関しても同様の取扱いとするものです。これに

よりまして、督促を繰り返しても同一資料の返却を行っていない者や、長期間資料の返却

をしない者に対して、本人に通知して一時的に新たな貸出しを停止するものです。なお、

本人が延滞している資料を返却した場合は、貸出停止を解除するものです。現在、規則に

このような規定がないため、長期間延滞している方でも貸出冊数に余裕があれば、新たな

貸出しを断る根拠がない状況ですので、利用者間の公平のためにもルールを守らない利用

者に対しては適切に対応できるよう規定を整備するものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、提案理由の説明がございましたが、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】 先日の協議会では、他市との連携を図るために規則を改正す

るとお聞きしましたが、そのように理解してよろしいでしょうか。 

 

【竹内生涯学習部次長】 今後、東大阪市から河内長野市までの大阪府中部９市による図

書館の相互利用を予定しております。これによって、他市の方でも八尾図書館で本を借り

られるようになり、八尾市民も他市で本を借りることが可能になります。 

ただ、このような取組みを進めていきますと、他市の方が延滞されたときに、悪質な場

合は職員が貴重な図書を取りに行くような場合も出てまいりますので、事前にこのような

貸出停止の根拠を規定しておきたいと考えております。  

また、現在、貸出冊数に余裕があれば、延滞されている方も本を借りることができます

ので、このような規定を設けさせていただきたいと考えております。 

 

【御喜田委員】 貸出期間を過ぎても返していない人がこれから新たに借りようと思うと
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きに、借りられないということでしょうか。それとも、延滞を何度もされている方は新た

に借りることができないということでしょうか。 

 

【竹内生涯学習部次長】 期限を過ぎても本を返却していない方にはお貸しできない場合

があります。なお、本を返していただければ、新たに借りることができます。 

 

【百瀨委員長】 他にご質問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２２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２２号「八尾市図書館条例

施行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。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、続きまして報告事項に入らせていただきます。 

 まず、平成２４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。なお、全課からご報告いただいた後に、委員の皆様方からご意見をいただきたいと思

います。それでは、生涯学習部よりお願いたします。 

 

【田辺理事】 それでは、平成２４年度事務事業計画についてご報告いたします。 

 はじめに、教育政策課の平成２４年度事務事業計画についてご報告させていただきます。 

 まず、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です。第１、第２

四半期につきましては、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

ップ事業を実施いたします。また、第３四半期には「文化の日」教育委員会表彰を実施す

る予定でございます。最後に、通年の事務事業といたしましては、定例教育委員会の事務

局事務をはじめ、全小学校第３学年児童を対象としたＣＡＰ子どもワークショップ事業の

実施、教育費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・総合調整を行うほか、課題となっております小・中学校適正規模等推進事業、

学校園整備計画推進事業、また幼保連携・一体化の推進を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 

【西崎教育人事課長】 教育人事課の平成２４年度事務事業計画についてご報告いたしま

す。 

 教育人事課は、人事係と経理係にて構成されておりまして、人事係におきましては教育

委員会事務局職員及び学校園教職員の人事に関する事務を行っております。また、経理係

におきましては学校園の警備、施設管理、配当予算に関する事務を行っております。 

 今年度の主な事務事業については、年度当初の事務といたしまして、学校園の警備や施

設の維持管理に関する委託契約及び学校園の運営に係る予算の配当、並びに教職員定数に



－13－ 

関する調査報告などを第１四半期に行う予定をしております。 

 続いて、通年の事務事業といたしましては、校舎の改築や耐震化に関連する事務、安全

衛生委員会事務、職員の人事・給与・福利厚生の事務などを行います。また、学校園の施

設管理におきましては、公共建築課と連携してまいりたいと考えております。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、生涯学習スポーツ課の平成２４年度事務事業

計画につきましてご説明申し上げます。 

 本課の事務事業の執行にあたりましては、平成２３年度に作成いたしました八尾市生涯

学習・スポーツ振興計画に基づき、市民と行政の協働による循環型の生涯学習・スポーツ

振興のために事業を進めていきたいと考えております。第１四半期から第４四半期、年間

計画におきまして、さまざまな事業に取り組んでまいりますが、ほとんどの事業が例年行

っている事業となりますので、本年度の主要事業をご説明させていただきます。 

 まず、南木の本防災体育館につきましては、本市の防災力向上とともに市民のスポーツ

推進を目指し、１１月の供用開始に向けて整備を行ってまいります。また、その管理を委

ねる指定管理者の選定等、供用開始に向けた準備を進めていきたいと考えております。 

次に、子ども夢実現プロジェクトといたしまして、市内小学生からロボットのアイディ

アを募集し、優秀な作品１点につきましては、実際にロボットを製作するという事業を行

います。また、市内中学校の化学部等を対象といたしまして、ロボットのプログラミング

講座を実施し、その成果発表の場といたしまして来年２月に中学校対抗のロボットコンテ

ストジュニア大会を行いたいと考えております。 

  

【竹内生涯学習部次長】 それでは、八尾図書館の平成２４年度事務事業についてご報告

いたします。 

 八尾図書館におきましては、引き続き市民とともに歩む図書館を基本理念とする八尾市

第２次図書館サービス計画に基づき、八尾・山本・志紀図書館及び移動図書館での図書館

サービスの提供を実施してまいります。まず、第１四半期におきましては子ども読書習慣

行事、次に第２四半期には夏休みこどもまつりや専門講座、第３四半期では読書週間に併

せた講演会や第２四半期に引き続いて専門講座などの行事、そして第４四半期では春休み

こどもまつりに取り組むこととしております。 

 次に、年間計画としまして、八尾図書館建替関連事業として、昨年度に作成した八尾図

書館等実施設計に基づき、今年度より建築等の工事に取り組んでまいります。また、昨年

度に引き続き、八尾図書館の図書使用に対するＩＣタグの整備を緊急雇用創出再生基金事

業として、引き続き取り組む予定です。さらに、図書館協議会を開催するとともに、週３

日の夜間開館を継続して実施してまいります。その他、学校貸出や各種講座の開催、対面

朗読や宅配サービスなどについても継続して実施してまいります。最後に、地域の情報拠

点となる図書館を目指して、今年度も図書館の図書資料などの充実に努めてまいります。 

 

【渞文化財課長】 続きまして、文化財課の平成２４年度事務事業計画につきましてご説

明申し上げます。 

 主な事業といたしまして、まず、八尾市史編纂事業では市史編纂委員会を開催し、年度
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計画等について検討するとともに、専門部会の先生方が確定いたしましたので、それぞれ

の調査を進める予定でございます。また、啓発業務といたしまして、１０月１４日に京都

教育大学名誉教授の和田萃先生の講演を予定しております。 

 次に、高安千塚古墳群保存活用事業では、昨年度に学術報告書の作成が終了いたしまし

たので、今年度は国指定申請のため、指定区域の土地測量や土地所有者の方々の承諾書の

取得に取り組みます。 

 次に、市指定文化財等保存活用事業では、常光寺の建造物や古文書の調査、神宮寺及び

垣内墓地の調査、並びに旧植田家資料の調査を実施いたします。また、文化財施設の運営

につきましては、しおんじやま古墳学習館の指定管理者の選定を実施するほか、歴史民俗

資料館等の機能更新を行う予定でございます。 

 その他の事業につきましては、計画書に記載のとおりでございますが、本課といたしま

しては市内に残る歴史遺産を未来に引き継ぎ、文化財をまちづくりに生かしていけるよう

な事業を展開してまいります。 

  

【百瀨委員長】 続きまして、学校教育部の事務事業計画についてご報告願います。 

  

【万代学校教育部次長】 それでは、学務給食課の平成２４年度事務事業計画についてご

報告申し上げます。 

 まず、奨学関係につきましては、就学機会の均等を図るため、就学援助事業、奨学金事

業等の援助事業を実施してまいります。また、包括外部監査の結果報告書の意見に対する

対応を含め、継続可能な就学援助制度に向けての検討を進めてまいります。なお、奨学金

事業につきましては、平成２２年度及び２３年度は平成２１年度に受けました５００万円

の寄附を活用し、５０名増の３００名の方に支給してまいりましたが、今年度は例年どお

り２５０名程度に奨学金の支給を行ってまいりたいと考えております。 

 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健増進を図

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

する共済費の支給、学校園の水質検査及び病害虫駆除等の環境衛生業務を行うなど、より

より学校園活動の推進に向けて環境確保を図ってまいります。 

 次に、給食関係につきましては、南高安小学校、大正小学校の給食調理場の建替工事に

着工するため、その間の給食を他校で調理して、当該校へ配送するなど、耐震化工事等の

対応を進めてまいります。また、それとともに、老朽化した設備、備品の更新等、環境整

備を図ってまいります。さらに、給食物資の品質検査を行う等、より一層の衛生管理の強

化や安全の確保に努め、安心・安全な給食の提供に努めてまいります。最後に、中学校給

食につきましては、選択制の中学校給食の実施に向けた検討を進めてまいります。 

 

【靍原学校教育部次長】 それでは、指導課の事務事業計画につきましてご説明いたしま

す。 

 本市の教育振興計画の目指す子ども像の実現を目指し、児童、生徒に生きる力を育成す

るため、各事業を展開してまいります。 

まず、確かな学力の育成につきましては、学力向上推進事業を中心として、これまでの
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英語教育推進事業を充実させるとともに、新しい学習指導要領において求められておりま

す言語活動の充実が図られるよう、学校図書館活用推進事業等も活用しながら支援してま

いります。また、中学校区を単位とした基盤づくりを進めております小中学校パートナー

シップ推進事業が最終年度を迎えるため、これまでの成果を各学校に生かすよう働きかけ

るとともに、市民を対象とした学力向上フォーラムを８月１日に開催し、積極的に情報を

発信してまいります。 

 次に、豊かな心の育成につきましては、豊かな心を育む教育推進事業をはじめ、児童、

生徒の体験活動やさまざまな人との出会いの機会を増やすなど、すべての教育活動を通し

て生命尊重の心や豊かな心の育成に努めてまいります。また、とりわけ児童、生徒の命を

守る視点に立ち、より実践的な防災教育の取組みを進めてまいります。 

次に、健やかな体の育成におきましては、小中学校体育大会業務委託をはじめとして、

中学校クラブ活動の活性化や小学校クラブ活動の充実に努めてまいります。 

また、特別支援教育の推進につきましては、ともに学びとも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、その充実

に努めてまいります。 

最後に、昨年度より子どもが輝く学校園づくり総合支援事業により、学校長がこれまで

以上にリーダー性を発揮し、特色のある学校園づくりが進むよう支援してまいります。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 それでは、教育サポートセンターの平成２４年度事

務事業計画をご報告させていただきます。 

 教育サポートセンターでは、八尾ならではの特色を生かした学校園教育、また、八尾の

未来を支える子どもたちがすくすくと育つことができる環境等の整備を目指して、教職員

研修、学校ＩＣＴの推進、専門性を生かした教育相談事業を展開してまいります。 

まず、教職員研修につきましては、法定研修である初任者研修、１０年者研修、それか

ら首席、指導教諭、あるいは管理職を対象にした教職員研修をとおして教職員の資質、能

力、指導力の向上に努めてまいります。 

 次に、教育の情報化の推進につきましては、わかりやすい授業、子どもたちの学習意欲

を高めることを目指して、学校ＩＣＴの活用を進めてまいります。また、公共建築課と連

携して、校舎耐震化工事に伴うＬＡＮ工事を含む教育情報機器等の管理運営に努めてまい

ります。 

 最後に、教育相談につきましては、来所の相談あるいは電話相談、就園・就学相談、特

別支援教育に係る巡回相談等、さまざまな形で子ども、学校、家庭の支援に努めてまいり

ます。また、学校園におきまして、さまざまな課題を抱える子どもたちのフォローアップ

として、スクールソーシャルワーカーの派遣をはじめとする家庭の教育力レベルアップ事

業を、また、教職、心理職を目指す学生等を学校園へ派遣し、子どもの直接的な支援を行

うスクールサポーター事業などを展開しながら学校園支援、家庭支援を進めてまいります。 

 

【福嶌人事教育課長】 それでは、人権教育課の平成２４年度事業計画についてご説明さ

せていただきます。 

 人権教育課といたしましては、本市の教育振興計画に示されております目指す子ども像
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の実現、また、子どもたちの権利保護に向けた取組みを推進してまいりたいと考えており

ます。今回は、主な業務として６つ上げさせていただきます。 

１つ目は、教職員の資質向上を図るための人権教育研修及び実践交流会の充実でござい

ます。特に、経験の浅い教職員の人権に関する知識理解、人権感覚の向上に向けた研修が

課題となっております。 

２つ目は、学校園における組織的、計画的な人権教育を推進するための人権教育推進学

校園支援事業の実施でございます。 

３つ目は、幼児、児童、生徒の人権意識の向上と保護者の啓発を目指した人権文化祭の

開催でございます。 

４つ目は、学校園への人権教育プログラムの提供や資料提供のための人権教育推進のた

めの手引きの作成と発行でございます。 

５つ目は、日本語指導を必要とする児童、生徒に対する日本語指導補助員等の派遣でご

ざいます。 

６つ目は、児童虐待に関しまして学校園あるいは関係機関との連携でございます。 

以上の業務を中心といたしまして、業務を進めてまいります。 

 

【百瀨委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方、ご意見等ございませんか。 

 

【木下委員】 教育政策課のＣＡＰ子どもワークショップ事業は小学校３年生の児童を対

象にされていますが、その理由についてお聞きしたいと思います。昨年、ワークの内容を

見学させていただいた時、４、５年生ぐらいが適当ではないかと思いました。 

 

【靍原学校教育部次長】 経過について存じておりますので、お答えさせていただきます。 

ＣＡＰの講習会がはじまる前に、連れ去り等の被害が多発していた時期があり、小学校 

１、２年生の登下校の時間帯に地域の見守りを強化しておりました。その中で、次に求め

られたことは、子どもたちが知らない人と出会ったとき、しっかりと嫌なことは嫌だと言

うこと、危険を感じたら声をあげることなど、自分の判断で意思表示し、危機回避ができ

るようにすることでした。また、各学校においては、このような対応ができるように、Ｃ

ＡＰ事業に取り組んでおられたことから、それを３年生全児童に身につけてほしいという

ことで事業化されたものでございます。 

 

【木下委員】 学校のニーズが小学校３年生になれば、ＣＡＰプログラムは勝手に基準を

変えられないという難しさがあります。おそらく、３年生用にうまく変えるということに

はならないかもしれませんが、ＣＡＰの方とも話し合われたらいいかなと思っています。 

 

【浦上教育長】 現在、学校現場の教員については３分の２が若い先生になりますが、人

権教育課の人権研修では若い先生方に何をわかってもらいたいと考えていますか。 

それから、人権教育推進学校園については、２年計画のモデル事業として実施されてい

ますが、各学校園で実践されていることをアピールしていただく機会については、どのよ

うに考えていますか。 
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【福嶌人事教育課長】 まず、若い教職員に対する人権研修の課題については３点ござい

ます。 

１つ目は、基礎となる人権課題に関する知識理解になります。若い世代の方々は小中学

校を通して、あるいは高校、大学等で人権課題について学習されていないのではないかと

感じるときがございます。 

２つ目は、人権感覚の問題になります。これは何かをすれば身につくものではないと思

いますが、子どもや他の人たちを大切に思い、自分自身も大切に思いながら、日々接する

中で身についていくものと考えております。 

３つ目は、集団づくりになります。学校園における集団づくりが人権教育の中では大き

なウエイトを占めると思いますので、それがうまくできるような技術を身につけてほしい

と考えております。 

 次に、人権教育推進学校園については、モデル校園として２年間指定させていただいて

おります。モデル校園の取組みにつきましては、毎年「人権教育推進のための手引」の中

に掲載しております。また、教職員向けに関しましては、人権教育実践交流会等でそれぞ

れのモデル校園が行った取組みを基に交流を深めております。 

 

【中山学校教育部長】 教職員にとっては、子ども、親、地域の方々並びに同僚に寄り添

えるようなコミュニケーション能力が必要になりますので、教育サポートセンターの研修、

あるいは指導課の事業等を通じて、若い先生方に指導してまいりたいと考えております。 

次に、人権教育推進学校園については長年実施しており、成果を上げております。この

事業につきましては、本年度にもう一度精査して、より一層生きた事業になるよう取り組

んでまいります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 １年間の各学校での活動をまとめて、「もえるめ」や「じん

けん作品集」を作成いただいておりますが、我々としては詳細が見えてこないので、でき

れば３カ月に１度、各学校での取組みをご報告いただけるとありがたいと思います。 

 

【木下委員】 人権教育については確かに知識理解もありますが、子どもたちが学校に気

持ちよく来られて、安全な場所と感じることができて、自分のしたいこと、言いたいこと

が言える場になるよう、教員がどれだけ支援できるのかということになると思います。 

確かに、若い教員が増えていますが、学生と接していると年長者と若者では人権感覚の

意識に違いがあり、若者のほうがはるかに敏感なところもあります。例えば、ジェンダー

問題は、はるかに若い人のほうが敏感であり、若い男性のほうが意識しています。つまり、

世代間の違いもあるので、一般的に言えるものではなく、個別問題に対しての知識があり、

どのような手当てを講じるかというノウハウを知っており、それができるかというところ

になると思っています。 

ただ、新たに起こっている問題はたくさんあると思っています。例えば、特別支援が必

要な子どもに関する知識はほぼないわけです。だから、善意で行動しても、それが良くな

い結果を生むこともあり、全教諭に知識が欠けている部分があるので、年配の方に必要な

ものもあるし、若い人が知識不足で何もわかっていないところもあります。問題が多様化
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する中で、そのような細かさが必要になっていると思いますので、いろんな形で学校が見

えるようにしていただければありがたいと思っています。 

 

【中山学校教育部長】 委員のご指摘のとおり、若い教員だけではなく、教職員全員が子

どもに寄り添い、子どもたちが学校で楽しく過ごせることが人権教育の根本にあると思い

ます。現在、教職員が大きく世代交代している状況において、八尾市が長年にわたって積

み上げてきた人権教育を継承していかなければならない時期に来ておりますので、全教職

員が鋭い人権感覚を持ち、教育に取り組むことができるようにしていきたいと思っており

ます。 

 

【百瀨委員長】 事務事業計画については、教育振興計画の目指す子ども像に向けて進め

ていくものになります。毎年、教育のテーマが大きく変わることはありませんが、目指す

子ども像を実現するために、新たな取組みについてどのように考えていますか。 

 

【中山学校教育部長】 現在、各部局の主な取組内容を示す部局マネジメントを作成して

おり、目指す子ども像を実現するための重点取組内容等を設定しております。この当初ビ

ジョンにつきましては公開されますので、委員の皆様方にも提示させていただきたいと思

います。 

 

【百瀨委員長】 さまざまな事業に取り組むことによって、成果も出てきていると思いま

すので、その内容を積極的に発信していただきたいと思います。 

 次に、平成２４年度教職員人事異動について、松井次長より報告願います。 

 

【松井生涯学習部次長】 それでは、平成２３年度末、２４年度当初の教職員人事異動に

ついてご報告申し上げます。 

 まず、（１）園児、児童、生徒数、学級数、教職員数については、小学校では児童数の

減少傾向が続いておりますが、加配教員の増加により、教職員数は１名増の８６７名とな

っております。中学校では生徒数、学級数の増によりまして、教職員数は１２名増えまし

て、５２９名となっております。特別支援学校では児童、生徒数の減少から教職員数が１

名減となりまして２１名となっております。幼稚園では、園児数、学級数の減少が続いて

いること、また全園に専任園長を配置し、副園長制度を廃止したことで、結果的に教職員

数が９名減となりまして、９４名となっております。 

今後の推移でございますが、幼稚園、小学校では園児や児童の減少傾向がさらに続いて

いくものと考えております。平成２８年度には、児童数は今より約１，０００人減少し、

全体で１万４，０００人前後になるのではないかと予想しております。中学校でも今後は

減少傾向に転じまして、平成２８年度には今よりも大幅に減少するのではないかと思って

おります。しかしながら、教職員数は特に初任者指導加配の増加に伴って、今以上の大幅

な減少は起きないのでないかと予想しております。 

 次に、（２）今年度の教職員数の内訳ですが、昨年度も申し上げましたように再任用教

員が少しずつ増えておりまして、教諭では６名の増となり、全体で３６名の再任用教諭を
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配置しております。 

 次に、（３）首席・指導教諭等でございますが、首席は小学校で２４名、中学校で１４

名、計４０名を配置いたしました。今年度は全校配置に向けて人材確保に努めてまいりた

いと思っております。また、指導教諭は小学校で１１名、中学校で６名の計１７名を配置

いたしましたが、若手教員の育成という観点から、首席と同様、さらに多くの指導教諭が

配置できるよう、人材確保に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、（４）人事異動数につきましては、平成２３年度末の教諭の退職のうち、定年退

職は４３名となっておりました。今後５年間は毎年定年退職者が４０名から５０名の間で

推移し、大量退職の時代が続いていくと思われます。また、他府県等の合格などを理由と

する若手教職員の普通退職が１３名おりまして、今後の人事異動にあたりましてはそのよ

うな状況をできるだけ早い段階で把握してまいりたいと考えております。逆に、教員の増

員の理由といたしましては、新規採用者が７７名になり、大量採用が第一に上げられます。

しかしながら、他府県への転出者が多い割には他府県からの転入者が１名になり、採用か

ら数年目の若手教員が他に転出していくという傾向を見て取ることができます。 

 最後に、教員年齢分布グラフをご覧ください。これまではよくワイングラスを逆さまに

したような形と表現しておりましたが、大量採用が続く中で若年層が増加し、ワイングラ

スを逆さまにする必要がない形に変化してまいりました。つまり、ベテランの教職員より

若手教職員が多くなり、これまで以上に若手教職員の育成に力を注いでいかなければなら

ないことを意味しているということから、首席や指導教諭といったミドルリーダーの人材

育成が喫緊の課題であると考えております。また、この課題を克服していくことが、次期

管理職の育成にもつながっていくのではないかと思っております。一方、幼稚園では、４

０代から５０代前半の人材がほとんどいないという状況がございます。また、今後も主任

や園長の人材確保が困難であるため、嘱託園長の配置等によって工夫することに併せまし

て、今後の幼稚園のあり方についても注視しながら検討を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 以上、教職員人事異動についての報告とさせていただきます。 

 

【百瀨委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方、ご意見等ございせんか。

教育長は昨年教育現場におられたので、教職員人事については現実的に見えてくるもの 

があると思いますが、いかがでしょうか。 

 

【浦上教育長】 小・中・特別支援学校の教員の年齢分布を見ていると、１つの学校の相

似形になると思いました。 

今後、各学校では、数年後に３５歳から４０歳になる方を対象に、ミドルリーダーの育

成が急務になると思います。そして、その方は学校現場の中心になり、将来的には管理職

として資質を向上させるための意識改革が求められていくと思います。また、３５歳から

４０歳になる方をミドルリーダーとして学校の中枢に据えていけるかどうかについては、

管理職の力量にかかっており、教育委員会としてもいろんな手だてを打っていく必要があ

ります。 

 



－20－ 

【木下委員】 若手のピークが２８歳になっていますが、新卒から５年が経過して、２校

目に入っている教員になると思います。２校目に入ると、中核的に動き出す年齢になると

思いますが、新任研修を継続的に打たれてきて、この時期に成果を感じられることはあり

ますか。あるいは、１０年者研修までに必要と思われる研修はありますか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 初任者が２校目に入る年齢ですと、教職経験５年目

の研修としてスーパーチャレンジ研修を実施しております。 

研修の仕組みとしては、１年目、２年目の研修、次にスーパーチャレンジ研修になりま

すが、この５年目あたりが初めての転勤の時期となり、フォローアップも必要な時期にな

ると思っております。来年度は３年目の教員を対象にした研修を実施し、１、２、３、５

年という研修計画を作っていきたいと考えております。 

 

【中山学校教育部長】 ２校目を経験している教職員は、学年主任など、いろんな校務分

掌において活躍してもらわないといけない状況になっており、各学校で活躍が見られると

感じております。２校目に入ってもなかなか力が発揮できない先生につきましては、学校

長等が指導助言を続けておりますが、多くの先生が頑張っているので、将来八尾市の学校

を背負ってくれると信じております。 

 

【松井生涯学習部次長】 ミドルリーダーから管理職への育成という話を先ほどさせてい

ただきましたが、教頭先生の年齢については、今年度の最年少が５０歳となります。ただ、

大阪府下の小学校の最年少は３７歳、中学校の最年少は４４歳になりますので、この年齢

層の分布グラフを見ていただいてもわかりますように、本市でも若年層からリーダーシッ

プの育成を図ってまいりまして、今までの管理職の年齢に対して意識を変えていかなけれ

ばならないと思っております。 

 

【浦上教育長】 新任から４年ないし６年まで１校目におり、その次に２校目を経験する

ことになりますが、そのときにどれだけ力を発揮できるかというところが重要になります。

校長先生も２校目を経験する人に期待しているところがあると思うので、さらなる研修の

充実に努めたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 講師の数の多さが何よりも気になります。なぜなら、新任教諭は十分に

新任研修で学んだ上で担任を持つことになりますが、講師はいきなり担任を任されること

になります。本来ならば、新採が増えて、講師数が減っていくのではないかと思いますが、

講師の数がこのように増えていることついては、どのように考えていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 委員ご指摘のように、幼稚園につきましては採用にあたりまし

ても八尾市が行っておりますが、小中学校につきましては府費負担教職員になりますので、

採用は大阪府が行っているという現状がございます。府のほうでも学級数から教職員定数

がはじき出されて、毎年２，０００名を超える採用をしておりますが、それだけ大量に採

用しても、これだけの欠員が出てきているところでございますので、本市としましては、
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講師の全体数を埋めることは難しいところがあります。 

特に、本市の悩みとしては中学校の教科によって講師の人数に差があり、社会や英語で

は欠員が２けたを超えているため、その部分を講師で埋めている状況でございます。現在、

特に講師が多いところでさらに講師を探していく状況になりますが、万が一病気休職など

が出ましても、それをすぐに穴埋めしづらいような現状もございますので、府にできるだ

け多くの新規採用者を募集するように働きかけてまいりたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 大阪府に求めても「人数が足りないので仕方がない。」と回答されると

思いますが、人事については子どもたちに影響する部分になりますので、府に要望しなが

ら、八尾市としてのシステムを今後考えていただきたいと思います。 

また、幼稚園の人数については養護教諭が３名、養護助教諭が１名になりますが、過去

５年ぐらい前はもっと多かったと思います。小さい子どもほど養護教諭が必要ではないか

と思いますが、この点についてどのように考えていますか。 

  

【松井生涯学習部次長】 臨時的職員を入れるときは、幼稚園長にヒアリングを行い、園

の状況を把握しながら講師あるいは養護助教諭の雇用を行っているところでございます。

最近の園の状況を考えますと、保育に一人でも多くの教員が欲しいということで、養護助

教諭ではなく、講師を選ぶ園が増えていることから、このような数字が出てきているとこ

ろでございます。 

それから、先ほど委員長より府に積極的に働きかけてほしいとのお話がありましたが、

新規採用教員の募集については１次試験と２次試験があり、講師につきましては１次試験

を免除し、より経験のある者を多く採用していくという動きが見られますので、参考にご

紹介させていただきます。 

 

【百瀨委員長】 大阪府は教員採用試験の申込者が減っており、他府県に流れております

が、人材確保は子どもに直接関わることになりますので、努力をお願いしたいと思います。 

 それでは、本日の報告事項をこれで終わりたいと思います。 

委員の皆様方から他に何かございますか。事務局から何かございませんか。 

 なければ、以上をもちまして、４月定例教育委員会を終了させていただきます。 


