
－1－ 

１２月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２４年１２月２１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・本鍋田学校教育部参事 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより１２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御喜田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、１１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、１１月定例会会議録について承認

と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

11月24日（土） 

11月25日（日） 

11月29日（木） 

12月４日（火） 

12月10日（月） 

12月14日（金） 

午後２時30分から、ＭＯＡ美術館八尾児童作品展表彰式に出席。 

午前９時30分から、こども会親善つな引き大会に出席。 

午前10時から、臨時教育委員協議会に出席。 

午前９時30分から、校園長研修会に出席。 

午前11時25分から、市議会文教常任委員会に出席。 

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) 

11月22日（木） 

11月23日（金） 

11月24日（土） 

11月25日（日） 

 

11月26日（月） 

11月27日（火） 

 

11月28日（水） 

11月29日（木） 

 

11月30日（金） 

 

12月１日（土） 

12月２日（日） 

12月３日（月） 

12月４日（火） 

 

12月６日（木） 

12月７日（金） 

 

12月８日（土） 

 

12月９日（日） 

 

12月10日（月） 

12月11日（火） 

12月12日（水） 

12月14日（金） 

12月18日（火） 

12月19日（水） 

12月20日（木） 

午後３時50分から、「中学生・高校生の税の作文」表彰式に出席。 

午後０時30分から、中学校音楽祭に出席。 

午後２時30分から、ＭＯＡ美術館八尾児童作品展表彰式に出席。 

午前９時30分から、こども会親善つな引き大会に出席。 

午後２時から、文化芸術芸能祭授賞式に出席。 

午後３時30分から、庁議に出席。 

午前10時から、市議会文教常任委員会に出席。 

午後２時から、生涯学習センター学習プラザ運営審議会に出席。 

午前10時から、関西三都ビジネスフェアに出席。 

午前10時から、臨時教育委員協議会に出席。 

午後１時30分から、家庭教育を考える市民集会に出席。 

午前11時30分から、地元企業からの幼稚園児に対する年賀状贈呈式に

出席。 

午後２時から、トッカビＮＰＯ法人化10周年記念の集いに出席。 

午後２時から、障がい児者問題協議会 クリスマス会に出席。 

午前10時から、市議会12月定例会本会議（１日目）に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午後１時30分から、精神保健福祉協議会市民大会に出席。 

午前10時から、市議会12月定例会本会議（２日目）に出席。 

午後１時から、平成23・24年度教育委員会研究委嘱幼稚園教育・人権

教育研究発表会に出席。 

午後１時から、畿央大学現代教育研究所開所記念シンポジウムに出

席。 

午前10時から、伝えよう！いのちのつながり入賞作品表彰式に出席。 

午前11時から、西郡水平社創立90周年記念のつどいに出席。 

午前10時10分から、市議会文教常任委員会に出席。 

午前９時30分から、市議会12月定例会本会議（３日目）に出席。 

午前10時から、社会教育委員会議に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時30分から、河内音頭まつり振興会決算総会に出席。 

午後２時から、防災会議に出席。 

午前10時から、市議会12月定例会本会議（４日目）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。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、１１月２３日（金）に、中学校音楽祭に出席し、全演

奏を聴かせていただきました。演奏は先生の指導力と子どもたちの姿勢がとても重要にな

りますが、学校全体で取り組まれていると感じました。これからも表現することを大事に
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してほしいと思います。 

 次に、１１月２５日（日）に、他の教育委員と一緒にこども会親善つな引き大会に出席

しました。 

次に、１１月２９日（木）午前１０時から、臨時教育委員協議会に出席しました。 

次に、１２月３日（月）午前１１時４５分から、南高安中学校２年生の課外学習に出席

しました。 

次に、１２月４日（火）午前９時３０分から、校園長研修会に出席しました。 

次に、１２月６日（木）午前１１時５０分から、亀井中学校２年生の課外学習に出席し

ました。 

次に、１２月１２日（水）午前９時４０分から、大正小学校５年生の３クラスの課外学

習を受け持ちました。子どもたちと接するとともに、校長先生の思いを感じることができ

たので、今後もこのような機会に学校を見せていただきたいなと思いました。 

最後に、１２月１４日（金）午前１０時から、定例教育委員協議会に出席しました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、委員長報告及び教育長報告を含め、ただいまの報告について

ご質疑等ございませんか。 

それでは、質疑がないようですので、次に進ませていただきます。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 本日は審議事項がございませんので、報告事項に移りたいと思います。 

 まず、学校における防犯カメラの設置について、西崎課長より報告願います。 

 

【西崎教育人事課長】 それでは、学校における防犯カメラの設置についてご報告申し上

げます。お手元の資料に沿いましてご説明させていただきます。 

まず、「１．経過」については、市長マニフェストを受けまして、学校、街頭、公園等

におきまして防犯カメラの設置が現在進められているところであります。教育委員会にお

きましては、平成２４年度に中学校５校に４台ずつ設置するため、現在作業を進めており

ます。平成２５年度におきましては、未設置の小・中学校に設置し、ＰＴＡや地域による

ものと合わせまして、全学校への設置を予定しております。 

 次に、「２．学校における防犯カメラの設置目的」については、不審者の侵入及び器物

損壊等を防止するとともに、事象発生時に迅速な対応をすることにより、児童・生徒の安

全を確保してまいりたいと考えております。 

 次に、「３．プライバシーの保護等」については、防犯カメラの設置が個人のプライバ

シーを侵害しないように、適切に管理、運用してまいりたいと考えております。また、学

校長と協議の上、学校敷地内に防犯カメラを設置し、「防犯カメラ作動中」と表示いたし

ます。 

 次に、「４．撮影データの利用」については、被害状況の確認など、安全管理の上で必

要な場合のみに利用いたします。また、捜査機関から要請があった場合を除いて、撮影デ

ータの外部提供は考えておりません。 
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次に、「５．防犯カメラの設置・管理等」については、設置者は教育委員会教育人事課

とし、保守点検もあわせて行います。管理責任者は学校長といたしまして、防犯カメラに

破損等がある場合は設置者に報告することになっております。なお、撮影データにつきま

しては、防犯カメラの記録メディアに保存いたしまして、概ね１０日間保存後は古い録画

データに順次上書きしてまいります。 

 最後に、「６．事象発生時の対応」については、学校から被害等の報告を受けた場合、

教育委員会教育人事課は、防犯カメラから記録メディアを回収いたしまして学校管理職と

共に映像等の確認を行い、事象の解決、再発防止等に向けて対策を講じてまいりたいと考

えております。 

 以上、学校における防犯カメラの設置についてのご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、ご意見等ございませんか。 

 

【木下委員】 防犯カメラについては、全小・中学校に４台ずつ設置されるのでしょうか。

また、ＰＴＡや地域によるものとあわせて全学校に配置される予定ですが、例えば、ＰＴ

Ａや地域によるものが１台付いている場合、教育委員会のものは３台になるのでしょうか。 

 

【西崎教育人事課長】 現在、１つの学校に防犯カメラを４台設置するため、予算を要求

しております。例えば、ＰＴＡで１台付けている場合は、教育委員会が３台付けることに

なります。 

 

【木下委員】 教育委員会で付けられた分は校長が管理することになりますが、ＰＴＡま

たは地域で付けられている場合、設置者と管理責任者はどのような関係になりますか。 

 

【西崎教育人事課長】 地域で付けられているものは主にまちづくり協議会が設置し、管

理責任者はまちづくり協議会会長になります。現在、管理責任者が複数にまたがることに

よって学校で混乱が生じないように、管理の一元化について話し合いを進めております。 

 

【木下委員】 ＰＴＡあるいはまちづくり協議会で付けられたものを教育委員会の管理に

移してもらうという話し合いになっているのでしょうか。もし、学校で何か被害等があっ

たときに、設置者と管理責任者が統一されていなければ、混乱が起こる状況もあるのでは

ないでしょうか。 

 

【西崎教育人事課長】 現時点では、教育委員会がすべてのカメラを管理する方向で話を

しておりません。ただ、将来的にはそのような話があると思いますが、現在は学校で混乱

が起きないように、管理台帳の一元化について話を進めているところでございます。 

 

【木下委員】 このような状況でもし被害等があったときに、学校長の責任で全部処理で

きるようになるのでしょうか。つまり、片方のカメラは管理責任者が異なり、まちの防犯

のために一般の人が多く映っていますが、迅速な対応が要求されるときに活用できるので
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しょうか。 

 

【西崎教育人事課長】 何かが起こったときに、どこのカメラに何が映っているかという

ことを把握できるように管理台帳を整備し、学校が教育委員会あるいはまちづくり協議会

に迅速に連絡できるようにしていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 カメラによって設置責任者と管理責任者が異なる状況の中で、何かが起

きたときに学校はどのように対応すればよいのでしょうか。 

 

【植田教育次長】 現在、学校敷地内に設置している防犯カメラについてはまちづくり協

議会などが管理しておりますが、今後、教育委員会にご寄贈いただけるように調整を図り、

犯罪の抑止、検証等に活用できる体制を構築してまいりたいと考えております。 

 

【木下委員】 まちづくり協議会が設置されている防犯カメラは、学校内にあるのでしょ

うか。 

 

【西崎教育人事課長】 主に学校の校門に設置されております。 

 

【木下委員】 校内の防犯カメラについては生徒の人権に関わる問題もありますので、学

校に管理者を置かないで設置されていることに危惧を持っています。 

 

【西崎教育人事課長】 防犯カメラには個人が映りますので、個人情報保護審議会に諮り、

管理していきたいと考えております。また、個人情報保護条例に基づき、要綱を定めて運

営してまいりたいと考えております。 

 

【伊藤生涯学習部長】 地域安全は本市にとって大きな課題になりますので、市長部局で

は地域まちづくり支援事業助成金を設けており、地域はその助成金を活用しながら安全へ

の取組みを進めております。その一環として、主要な場所に防犯カメラが設置されており、

その一つが学校の校門に設置されております。また、設置に当たりましては、要綱を策定

し、本市の個人情報保護審議会に設置方法及びプライバシーの保護について報告されてお

ります。 

今回の教育委員会における防犯カメラの設置に当たりましても、個人情報保護審議会に

プライバシー保護に関する措置について報告を予定しております。 

 

【木下委員】 市民は防犯カメラが設置されているところを通りたくなければ通らなくて

もいいのですが、子どもは「学校内にカメラが設置されているから学校に行きたくな

い。」とは言えないので、人権に関わる問題だけはご承知いただきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 設置については他の団体も関わってきますが、管理については教育委員

会が責任を持って行うのでしょうか。 
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【西崎教育人事課長】 基本的には、教育委員会が設置したものは教育委員会が保守管理

いたします。なお、まちづくり協議会等が設置したものについては、今後、教育委員会に

そのような話があると思いますので、検討してまいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 防犯カメラについては、人権問題を考えながら、学校安全のために活用

できるようにしてほしいと思います。 

 

【木下委員】 学校長はこのことについて承認されていると思いますが、教職員全員で話

し合いがあったのでしょうか。 

 

【西崎教育人事課長】 設置に当たっては学校とも十分協議しております。 

 

【木下委員】 防犯カメラの設置については、職員会議等で全教職員の了解を得られてい

ますか。また、子どもたちが映ることに対して了解を取られていますか。 

 

【西崎教育人事課長】 今回は各学校に防犯カメラの設置の必要性に関するアンケートを

実施し、十分に協議された上で回答をいただいております。 

 

【百瀨委員長】 教職員に防犯カメラの設置について十分に説明されていると捉えてもよ

ろしいですか。 

 

【西崎教育人事課長】 そのように考えていただいて結構です。校長会でも報告しており

ます。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご意見がないようですので、次の報告事項に移ります。 

次に、八尾市小学生なわとび名人検定及び八尾市小学生チャレンジなわとび学年別認定

会の開催について、杉島課長より報告願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、八尾市小学生なわとび名人検定及び八尾市小

学生チャレンジなわとび学年別認定会の開催についてご報告申し上げます。お手元の資料

をご覧いただきたいと思います。 

 今回の２つの事業は、市内小学生を対象になわとびの一層の普及を図るとともに、児童

の跳躍力、持久力等の体力向上を目的として、いずれも平成２５年２月２３日（土）に八

尾市立総合体育館で開催いたすものでございます。 

 まず、八尾市小学生なわとび名人検定につきましてご説明申し上げます。資料２「八尾

市小学生なわとび名人検定 検定規程」をご覧いただきたいと思います。本規程は、八尾

市教育研究会体育部会の協力のもと、本市独自の基準として定めたもので、それぞれの種

目ごとに連続して跳べた回数に応じて段認定を行うものでございます。参考までに、昨年

度は８４名の参加者のうち初段４９名、二段３名、三段１名という結果となったところで

ございます。なお、この事業は平成２２年度から始まりましたが、２回の事業実施を受け、
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２段以上の取得が難しいとの考えのもと、今年度より初段と二段の間に準二段を設けたと

ころでございます。 

 次に、八尾市小学生チャレンジなわとび学年別認定会につきましてご説明申し上げます。

資料３をご覧いただきたいと思います。本認定会は、大阪府教育委員会が作成いたしまし

た大阪なわとび級判定基準に基づき、学年別に級認定を行うもので、縄跳びのより一層の

普及となわとび名人検定への参加意欲を高めるため、今年度から新たに取り組むものでご

ざいます。 

 なお、当日は立命館大学の学生の皆さんにお越しいただき、２本の縄を使ってさまざま

なパフォーマンスを繰り広げるダブルダッチの模範演技により、大会の盛上げにご協力い

ただけることとなっております。 

 以上、八尾市小学生なわとび名人検定及び八尾市小学生チャレンジなわとび学年別認定

会についてのご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、ご意見等ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 この事業は、小学校１年生から６年生までの児童が参加でき

るのでしょうか。それと、準二段については昨年度の検定結果を踏まえて取り入れたので

しょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 対象につきましては、市内に居住されておられる小学生

全員になりますので、公立小学校の児童だけでなく、私立小学校の児童もご参加いただけ

るようになっております。また、学年は１年生から６年生まで全児童が対象になります。 

 次に、準二段につきましては、本検定会が平成２２年度より始まり、当年度の初段認定

者が５６人、二段認定者が３人、平成２３年度の初段認定者が４９人、二段認定者が３人

になり、初段と二段の間で難しくなっていること、また、検定員としてご協力いただいて

いる先生からのご意見も踏まえ、準二段の基準を設けたところでございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 １年生と６年生では跳べる種目が違うと思いますが、それぞ

れに合った基準になっているのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 なわとび名人検定につきましては本市独自の難しい基準

となり、大阪府教育委員会作成のなわとびカード５、６年生用の１級以上になります。従

いまして、１、２年生にとっては大変難しい基準になりますが、学校等でなわとびの練習

をする中で上達の速度も速く、昨年の大会では２年生の児童も初段を取得していました。

ただ、２段、３段になると難しいところはありますが、学年が上がるにつれて体力がつき、

１年目は無理でも来年に向けてさらに向上心を持たれていることもありますので、統一し

た基準で取り組んでおります。 

 

【御喜田委員】 多くの子どもたちがこの検定会に参加してほしいと思いますが、なわと

びが苦手な子どももいると思います。検定に向けてなわとびをさらに普及させるため、学
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校ではどのような取組みをされていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 学校での取組みにつきましては、本年度、八尾菊花ライ

オンズから大阪府教育委員会のなわとびカードを市立小学校全児童分ご提供いただきまし

たので、それを各学校を通じて全児童に配付し、練習に取り組んでいただいております。

また、公益財団法人八尾体育振興会と連携し、希望される学校に大阪府なわとびカードに

基づく出前認定会を行っております。 

 

【植田教育次長】 本事業を始めるに当たりましては、小学校体育連盟の先生及び指導課

の指導主事に参画いただき、検定規程をご検討いただきました。また、小体連あるいは校

長会を通じて検定会の告知もさせていただきました。 

さらに、本年度からは大阪府教育委員会作成のなわとびカードに基づく認定会の開催を

考えており、１年生の児童にも頑張ったことを形で返すことによって、なわとびに興味を

持ち、将来的に名人を目指してほしいと思っております。 

 

【御喜田委員】 １、２年生の子どもにも何かを残してあげたいという思いがとてもいい

なと思います。名人検定の基準はとてもレベルが高いと思いますので、最初から気持ちが

くじけないように、学校で少しずつステップを踏みながら指導してもらえればいいなと思

っています。 

 

【浦上教育長】 先日の社会教育委員会議の中で、「私が住んでいる校区ではなわとびが

あまり行われていない。」という話がありました。一方、ある学校では、全児童の前で初

段の子に認定証を渡して実際に跳んでもらうことにより、子どもたちはとても興味を持っ

て積極的に取り組んでいると聞いております。 

現在は各学校によって状況は異なりますが、なわとびを通じて子どもたちの体力向上に

取り組んでおります。 

 

【百瀨委員長】 これまでに２回開催されましたが、第１回の参加者が第２回にも参加し、

再度チャレンジされることはありましたか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 これまでの最高段位の三段を取得した児童がおられます

が、５年生の時に初めて参加して三段を取得し、６年生の時にも参加しておりますので、

興味を持って毎年参加いただいている児童はおられると考えております。 

 

【百瀨委員長】 子どもたちが検定基準を目指して来年も参加したいと思うような事業に

してほしいと思います。また、この事業には多くの女子児童が参加しておりますが、各学

校でさらに周知していただいて、より多くの児童に参加していただきたいと思います。 

 

【中山学校教育部長】 子どもたちがレベルの高い検定基準を目指して練習しているので、

教員も練習に励み、子どもたちの前で披露している学校もございます。 
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【百瀨委員長】 八尾市の子どもは瞬発力が低いという結果が出ておりますので、なわと

びを通じて体力づくりを進めていただきたいと思います。 

 次に、通学路の安全確保について、本鍋田参事より報告願います。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 それでは、通学路の安全確保について、今夏の緊急合同点検

の進捗状況も含めましてご報告させていただきます。 

 まず、資料の１ページをご覧ください。「１．これまでの通学路安全対策」といたしま

して、平成１４年度から土木建設課、八尾警察署が中心になり、小学校区単位で「（１）

交通安全総点検」を実施しております。本年度は５月１４日に永畑小学校区で５５名が参

加し、危険箇所として９０箇所が上がっております。なお、総点検後は、写真のとおり、

路面への注意表示、巻き看板の設置等対策を進めております。 

その中で、平成２１年度から土木建設課が中心になり、「（２）通学路安全対策事業」

も実施しております。本年度４月に起きました亀岡市における事故を受けて前倒しで行わ

れ、２９小学校区すべての計画が策定されております。なお、計画策定後は、写真で記載

しているとおり、横断歩道、路側及び交差点のカラー化等に取り組んでおります。 

 次に、２ページをご覧ください。「（３）学校・保護者・地域等からの「安全対策への

依頼（要望）」に対しての対策」については、それぞれの課におきましてハード面も含め

て整備を進めております。教育委員会といたしましては、写真でお示ししているように、

路面へのスクールゾーン表示、電柱への巻き看板の取付け等により、運転手に注意喚起を

促しております。 

 次に、「（４）見守り安全対策」については、保護者・地域の協力を得る中で、登下校

時に危険箇所における見守りを行っていただいております。また、教育委員会としては警

察官ＯＢをスクールガードリーダーとして派遣しており、４ブロックに分かれてパトロー

ルする中で、学校の管理職に不審者対応も含めてアドバイスをいただいております。なお、

この情報については教育委員会にもいただいており、関係課に連絡しながら対策を行って

いるところでございます。 

 続きまして、「２．緊急合同点検」ですが、「（１）通学路交通安全対策連絡会議」に

ついては、通学路の早急な点検等が必要であろうということで、交通対策課から呼びかけ

て、５月８日（火）に立ち上げさせていただきました。参加していただいた関係課は市長

部局、教育委員会の他に土木管理事務所、八尾警察署、大阪府八尾土木事務所にも順次参

加していただいております。役割分担については、情報の集約は教育委員会、ハード整備

を市長部局、取締り、ハード整備は八尾警察署、府道整備は大阪府八尾土木事務所などに

なりました。 

「（２）緊急合同点検の実施」については、７月２３日（月）から８月２１日（火）に

実施し、１回４時間前後で校区の通学路を点検いたしました。関係各課の担当者が参加し、

常に前向きな意見を出し合い、教育委員の皆様にも龍華小学校区を回っていただいた時に

危険箇所についてご意見をいただきました。 

 「（３）緊急合同点検の結果」については、緊急合同点検は２８小学校区で２６２箇所、

交通安全総点検は永畑小学校区で９０箇所、合わせて３５２カ所の点検を行いました。そ

のうち、対策必要箇所として３１４箇所が上がっております。こちらは８月３１日と１１
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月３０日現在で、国交省、警察庁、文科省に報告した数字を記載しております。対策済み

箇所数については、複数の対策が必要な箇所が多く、すべてが終わるまでは対策済みにカ

ウントできないことになっており、１１月３０日現在で８３箇所になります。 

また、速やかな対策が困難な箇所については３８箇所になり、その理由としては交通事

情、用地等の関係により、公安委員会として希望されている信号、横断歩道などの安全対

策が困難であること、希望されている安全対策を取るための用地や道路の幅員が不足して

いることが挙げられます。それから、道路管理者として可能な対策が終了している部分に

ついては、例えば、久宝寺中学校の北西の角から北へ上がっていく一方通行の道があり、

路側、横断歩道及び交差点のカラー化の対策は講じておりますが、車がよく走るので歩道

確保のために柵を作ってほしいという要望がありました。ただ、それは道路幅員の関係で

難しい状況ではありますが、巻き看板等で可能な対策を進めているところでございます。 

 次に、４ページをご覧ください。対策予定箇所の１８２箇所については、次年度までに

対策を予定しているところになります。また、対策未定箇所ついては、横断歩道の設置等

で公安委員会の許可が必要な箇所、車の通行時間規制等のために地域住民の合意が必要に

なっているところになります。今後、状況によって対策予定として上がっていくのか、対

策ができないので可能な対策を講じていくのか、分かれていくことになります。 

 次に、「（４）緊急合同点検後の対応について」は、８月２９日（木）に通学路交通安

全対策連絡会議を開催し、各課で調整しながら計画的にできるところから対策を講じてい

くことになりました。教育委員会としては、補正予算を要望し、路面表示等については本

年度中の対策を目指すことになりました。 

次に、「３．緊急合同点検後の教育委員会の対応について」は、補正予算の決定を受け、

校区を再度回りまして、通学路のカラー表示、スクールゾーン表示を施す場所を決定しま

した。基本的には学校付近の通学路で、地域外の車が幹線道路への通り抜けに使用してい

る道路の入口と出口にカラー表示を行うことになり、土木建設課に設計等を依頼し、今後

入札を実施していく予定です。また、スクールゾーン表示については、通学路以外の道路

で通り抜けが多いところ、表示が薄くなっているところなどがありますので、その補修等

を行っていきたいと考えております。さらに、巻き看板の設置については、ちょうど目の

高さになり、運転手への啓発になるようなところ、他の対策がとりにくい場所で注意喚起

が必要な通学路に取り付けていきたいと思っております。 

 最後に、「４．公表に向けて」は、現在関係各課と調整しながら対策必要箇所一覧表及

び対策箇所図等を作成しており、市ホームページ等で公開していく予定です。 

以上、通学路の安全確保についてのご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、ご意見等ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 対策を進めることはとても大切なことですので、今後も関係

各課と調整しながら子どもたちのために取り組んでほしいと思います。 

 

【百瀨委員長】 学校保健安全法では学校の安全管理に関する計画を立てなければならな

いと規定されていますが、通学路の安全確保については各学校でどのように取り組まれて
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いますか。 

 

【本鍋田学校教育部参事】 通学路については、年度当初に各学校で安全点検を実施し、

気になるところを報告していただいております。また、すぐに対応できるところは対策を

講じており、検討が必要なところは対策の検討を進めております。 

 

【靏原学校教育部次長】 緊急合同点検等をさせていただく中で、校長からは校長だより

や学校だよりでその様子を発信していただいております。また、スクールゾーンが新たに

表示されたことを発信していただいた学校もあり、通学路の安全に対する意識がさらに広

がっていくことを期待しております。 

 

【百瀨委員長】 学校安全計画の策定は、保健主事が策定するなど、各学校において校務

分掌に位置づけがなされているのでしょうか。 

 

【中山学校教育部長】 学校規模によって校務分掌は多少変わりますが、各学校は安全に

関わる組織を位置づけております。なお、学校安全計画等については年度当初に指導課に

提出いただくことになっております。また、通学路については入学する子どもたちを迎え

る前に、各学校で再検討・再点検しております。 

 

【百瀨委員長】 安全については管理職も含めた組織づくりを進めていただきたいと思い

ます。通学路の問題については、子どもたちの意見をどのように反映されていますか。 

 

【靏原学校教育部次長】 子どもたちの意見につきましては、亀岡の事件以来、校長先生

をはじめ、先生方が子どもたちに機会をとらえて注意喚起をしているところです。また、

緊急合同点検におきまして、すべての学校が改めて校区内の通学路等を確認しております

が、この機会に子どもたちの声も集約したところであります。さらに、実際に先生と子ど

もが一緒に歩く機会を設けた学校もあり、カーブミラーの高さによって全然見える場所が

違うことなど、子どもの視線に立って丁寧に点検したところでございます。 

 

【百瀨委員長】 安全計画の作成に当たっては、子どもたちが危険を予測し、回避する能

力を身につけることも大事になると思いますので、子どもたちの意見を聞きながら計画を

立てていただきたいと思います。 

 

【中山学校教育部長】 安全マップについては、保護者、教員、子どもたち及び地域の視

点も含めて作成されております。 

 

【百瀨委員長】 子どもたちが安全マップの作成に関わり、ＰＴＡ等が安全点検に参加す

ることがこれから重要になると思います。また、小・中学校の担当者が校区全面について

話し合うことも今後必要になると思います。 
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【浦上教育長】 交通安全に対する大人のモラルを向上させるために、教育委員会と市長

部局が連携し、ホームページなどで市民に啓発していく必要もあると思います。 

 

【御喜田委員】 通勤時に太子堂の交差点を通行していますが、龍華中学校の多くの生徒

が横断歩道を渡っており、危険なところだなと思っていました。最近、そこに警察官の方

が立たれるようになりましたが、それは今回の通学路の安全点検を受けて対応されている

のでしょうか。 

 

【本鍋田参事】 直接関係しているかどうかはわかりませんが、パトロールの時に地域住

民からどうにかしてほしいという要請があったのではないかと思います。 

 

【植田教育次長】 市全体の交通安全につきましては、市長を本部長とする「交通事故を

なくす運動」八尾市推進本部があり、交通安全に対する啓発、事故をなくすための施策に

ついて行政への提言を頂戴しております。 

過去に交通対策課の職員として仕事をさせていただき、その中で一番感じたことは、啓

発部分ではいろんな取組みができますが、規制についてはさまざまな制約がございます。

例えば、信号を１つ設置するにしても公安委員会の許可が必要になり、道路を一方通行に

する場合は道路に面する住民だけでなく、その地域全体の合意が必要になります。 

そのような中で、子どもたちの安全を守るために、教育委員会も含めて、八尾市として

今後も一生懸命取り組んでいく必要があると認識しております。 

 

【百瀨委員長】 全市を上げて取り組んでいくためには地域の協力や教育現場での取組み

も必要になると思います。また、子どもたち自身の危機回避能力を育成していくことも大

事になると思いますので、先生も登下校時の交通安全指導を進めていただきたいと思いま

す。 

 それでは、他に意見がございませんので、以上で報告事項については終わりますが、委

員の皆様方、何かございませんか。 

事務局から何かございますか。 

 なければ、以上をもちまして１２月定例教育委員会を終了させていただきます。 


