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１１月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日 平成２５年１１月２２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 

 

 

 

伊藤教育次長兼生涯学習部長・柿並学校教育部長・吉岡教育委員

会事務局理事教育政策課長事務取扱・瀧瀬生涯学習部次長兼施設

一体型小・中学校整備プロジェクトチーム総括者・松井生涯学習

部次長・西崎生涯学習部次長兼教育人事課長・万代学校教育部次

長兼学務給食課長・福嶌学校教育部次長兼人権教育課長・杉島生

涯学習スポーツ課長・南八尾図書館長・渞文化財課長・本鍋田指

導課長・山下教育サポートセンター所長 

 

【百瀨委員長】 ただいまより、１１月定例教育委員会を開催いたします。本日の会議録

署名委員に安藤委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 まず、１０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、１０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） 

10月22日（火） 

10月24日（木） 

11月１日（金） 

11月３日（日） 

11月７日（木） 

 

 

11月８日（金） 

午前11時45分から、臨時教育委員協議会に出席。 

午前10時から、手をつなぐ子らの会「連合運動会」に出席。 

午前10時から、志紀学園幼稚園における公開保育に出席。 

午前９時30分から、文化の日表彰式典に出席。 

午後１時45分から、山本小学校創立80周年記念式典に出席。 

午後２時45分から、東中学校による大阪経済法科大学からの英語の授

業における体験学習に出席。 

午後２時から、大阪府市町村教育委員研修会に出席。 
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11月12日（火） 

11月13日（水） 

11月15日（金） 

午後４時から、決算審査特別委員会に出席。 

午前８時45分から、教育委員会所管社会教育施設の視察に出席。 

午前10時から、臨時教育委員会に出席。 

午後２時45分から、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します。 

(教育長報告) 

10月22日（火） 

 

 

10月23日（水） 

10月24日（木） 

 

 

10月27日（日） 

 

10月28日（月） 

 

10月29日（火） 

 

10月30日（水） 

 

10月31日（木） 

 

11月１日（金） 

11月２日（土） 

 

 

11月３日（日） 

11月５日（火） 

 

11月６日（水） 

 

11月７日（木） 

 

 

11月12日（火） 

11月13日（水） 

 

午前11時45分から、臨時教育委員協議会に出席。 

午後７時30分から、出張所・コミュニティセンターのあり方について

の意見交換会に出席。 

午後３時から、大阪府立修徳学院院内研究会に出席。 

午前10時から、手をつなぐ子らの会「連合運動会」に出席。 

午後７時30分から、出張所・コミュニティセンターのあり方について

の意見交換会に出席。 

午前11時から、八尾国際交流野遊祭に出席。 

正午から、いきいき八尾環境フェスティバル2013に出席。 

午後８時から、出張所・コミュニティセンターのあり方についての意

見交換会に出席。 

午後２時から、社会教育委員会議に出席。 

午後４時から、中河内教育長連絡会に出席。 

午後１時30分から、近畿都市教育長協議会研究協議会（１日目）に出

席。 

午前８時30分から、近畿都市教育長協議会研究協議会（２日目）に出

席。 

午前10時から、志紀学園幼稚園における公開保育に出席。 

午前10時から、山畑文化祭に出席。 

午後１時から、荻原朔太郎記念「小学生の詩」表彰式に出席。 

午後２時30分から、じんけん文化祭に出席。 

午前９時30分から、文化の日表彰式典に出席。 

午前７時から、少年を守る日、家庭の日の運動巡回に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午前10時から、大阪府小学校音楽教育研究大会・大阪府中学校音楽教

育研究大会中河内大会全体会に出席｡ 

午前10時30分から、ベルビュー市教育視察団表敬訪問に出席。 

午前11時45分から、ベルビュー市教育視察団歓迎昼食会に出席。 

午後１時45分から、山本小学校創立80周年記念式典に出席。 

午後４時から、決算審査特別委員会に出席。 

午前10時から、幼保一体化施設の整備に関する保護者との意見交換会

に出席。 
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11月15日（金） 

 

 

 

11月16日（土） 

 

 

11月17日（日） 

11月18日（月） 

 

 

 

11月19日（火） 

 

 

 

11月20日（水） 

 

11月21日（木） 

午後７時から、幼保一体化施設の整備に関する保護者との意見交換会

に出席。 

午前10時から、臨時教育委員会に出席。 

午後２時45分から、定例教育委員協議会に出席。 

午後７時30分から、出張所・コミュニティセンターのあり方について

の意見交換会に出席。 

午前10時30分から、民族文化フェステイバルウリカラゲモイム開会セ

レモニーに出席。 

午後１時30分から、家庭教育を考える市民集会に出席。 

午後０時50分から、中学校音楽祭に出席。 

午前９時30分から、校長会に出席。 

午後３時から、大阪府総合体育大会優勝報告会に出席。 

午後７時から、出張所・コミュニティセンターのあり方についての意

見交換会に出席。 

午後０時30分から、幼保一体化施設の整備に関する保護者との意見交

換会に出席。 

午後７時から、出張所・コミュニティセンターのあり方についての意

見交換会に出席。 

午後０時45分から、大阪府小学校生活科・総合的な学習教育研究協議

会研究大会中河内大会に出席。 

午前９時から、庁議に出席。 

 

【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月に百瀨委員長が２つの表彰を受けられましたの

で、ご報告させていただきます。１１月２日（土）に大阪府の生涯現役スポーツ賞、１１

月１１日（月）に大阪府教育委員会文化の日の表彰を受けられました。 

 

【百瀨委員長】 今回は、皆様方の大きなご支援があり、賞をいただくことができました。

これを機に、八尾市の教育の将来ビジョンに向かって改めてスタートしたいと思います。

これからもご支援をよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、安藤委員長職務代理者からご報告をお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、１０月２３日（水）に、久宝寺中学校１年生の芸術課

外学習に出席しました。 

次に、１０月２６日（土）午後１時３０分から、八尾市立病院ロビーコンサートに八尾

中学校が出演しましたので、視察させていただきました。 

次に、１１月３日（日）に、文化の日表彰式典に出席しました。 
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次に、先ほどの委員長報告にもありましたが、１１月８日（金）に、大阪府市町村教育

委員研修会に、御喜田委員と一緒に出席しました。 

次に１１月１３日（水）午前８時４５分から、教育委員会所管社会教育施設の視察に出

席しました。また、同日午後２時３０分から、八尾中学校で職業講話をさせていただきま

した。 

次に、１１月１５日（金）午前１０時から、臨時教育委員会に出席しました。また、同

日午後２時４５分から、定例教育委員協議会に出席しました。 

次に、１１月１７日（日）午後０時３０分から、八尾市中学校の音楽祭に、浦上教育長、

柿並部長、福嶌次長と一緒に出席しました。 

次に、１１月１９日（火）午前１０時５０分から、志紀中学校１年生対象の芸術課外学

習に出席しました。 

最後に、１１月２１日（木）に、高美中学校２年生の芸術課外学習を視察させていただ

きました。 

 

【百瀨委員長】 教育長が多くの行事に参加されておりますが、委員の皆様方から、内容

についてご質問はありますか。  

 

【御喜田委員】 幼保一体化施設の整備に関する保護者との意見交換会に３度出席されて

いますが、どのような意見がありましたか。  

 

【浦上教育長】 幼保一体化施設の整備に関する保護者との意見交換会については、１１

月１３日に安中幼稚園、堤保育所、１１月１９日に山本幼稚園で行われました。  

出席者は、市長、原副市長、プロジェクトチームの事務局職員と私でございました。  

まず、幼稚園では、「保育所と幼稚園が一緒になったとき、ＰＴＡ活動はどうなるの

か。」、「昼間に働いておられる保育所の母親とはいつ会えるのか。」という質問がござ

いました。その他にも様々なご質問がございましたが、その中で印象深いご質問として、

「子どもたちが帰宅する時間帯が異なるので、園に残る子どもたちの心が安定しないので

はないか。」というご質問もございました。一つひとつのご意見に対して、市長あるいは

私からご説明させていただいております。  

一方、堤保育所では、現在の案では山本幼稚園に施設を新築予定ですので、堤保育所の

子どもたちは相当な移動時間を要することになり、その安全面に対する不安についてご意

見が多数ございました。  

今後、様々なご意見を頂戴しながら、計画を立て、理解していただけるように説明させ

ていただくことを市長からもお話いただきました。  

 

【木下委員】 まず、１０月２３日に府立修徳学院院内研究会に出席されていますが、４

月からこの施設の仕組みが変わっておりますので、研修会でこの点が出てきておりました

ら、その内容をお聞きしたいと思います。 

 ２点目は、１１月２０日の小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会研究大会中河内

大会の内容について教えていただきたいと思います。 



－5－ 

【浦上教育長】 まず、修徳学院の院内研究会については、修徳学院の委員長から講師依

頼を受けまして、１時間半ほどお話をさせていただきました。修徳学院については、平成

９年に児童福祉法が改正され、児童自立支援施設に入所する児童生徒に対して、学校教育

を実施することが規定されたことから、平成２５年度に同施設内に学校ができました。 

内容としては、施設内にできた初めての学校になりますので、施設の寮長や教母、学校

の先生に、人間関係づくりの重要性を中心にお話をさせていただきました。 

 次に、小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会研究大会中河内大会ですが、当日は

公開授業から参加しました。公開授業では久宝寺小学校２年生の子どもたちが東大阪市立

長堂小学校に出向いて、授業を受けていました。その他にも、柏原市や東大阪市の子ども

たちもそこに出向き、授業を受けていました。その中で、久宝寺小学校の授業を参観しま

したが、子どもたちが興味・関心を持ち、積極的に参加している姿がとても印象的でした。

また、授業規律の面においても、先生の話やその他の児童が発表している時は手を後ろに

組んで前を向いて聞き、発表が終わったら必ず拍手をしていました。さらに、その発表に

対して質問をした子にもみんなが拍手をしていました。２年生からこのような態度を身に

つけていることも非常に印象深かったです。 

また、次の分科会では、東大阪市の生活と総合の研究会の発表と堺市の小学校の発表を

聞かせていただき、とても大事な教科だなと改めて思いました。そして、最後に全体会に

参加いたしました。 

以上でございます。 

 

【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。  

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 本日は審議議案が予定されておりませんので、報告事項に移りたいと思

います。 

平成２５年度事務事業進捗状況について、各部総務課長からご報告をお願いいたします。

まず、生涯学習部から、吉岡理事より報告をお願いします。 

 

【吉岡理事】 それでは、生涯学習部の９月３０日現在の事務事業の進捗状況についてご

報告いたします。 

 本件につきましては、４月定例教育委員会におきまして、年間計画をご報告いたしまし

たが、今回はその中間報告として、お手元の資料に基づき、ご報告いたします。 

 それでは、生涯学習部各課の事務事業進捗状況からご報告させていただきます。 

まず、教育政策課におきましては、第１、第２四半期において学校園等安全教室を開催

するとともに、通年事業といたしましてＣＡＰ子どもワークショップ事業の実施、小・中

学校適正規模等推進事業及び幼保一体化の推進、教育・保育実践の手引きの検討、作成、

教育課題全般に対する政策等の企画・立案並びに総合調整等に取り組んでおります。 

 次に、教育人事課におきましては、職員の人事、給与事務、教職員の被服貸与、また各

学校園の配当予算の執行や学校警備業務、学校園安全対策推進員の配置等の取組みを進め
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ております。 

 次に、生涯学習スポーツ課におきましては、第１四半期では春季市民体育大会、第２四

半期では小学生軟式野球大会、大阪府総合体育大会などを実施いたしました。また、第３

四半期では、文化芸術芸能祭、秋季市民体育大会、地区市民スポーツ祭などに取り組むと

ともに、第４四半期のスポーツ指導者養成事業、小学生サッカー大会、小学生なわとび名

人検定などにつきましても、計画どおり実施してまいります。また、通年事業といたしま

しては、社会教育委員会議、家庭教育学級、国際理解教育事業、市民大学をはじめとする

生涯学習講座や、「八尾っ子」夢実現プロジェクト及び学校体育施設開放事業などにつき

まして、計画どおり実施しております。  

 次に、図書館におきましては、年間を通しての図書の貸出業務のほか、第１四半期の子

ども読書週間行事、第２四半期の夏休み子どもまつりを実施し、第３、第４四半期では専

門講座、春休み子どもまつりにそれぞれ取り組むことといたしております。また、年間計

画といたしましては、新八尾図書館の整備等を進めるとともに、週３回の夜間開館の実施

や図書館の電子化に向けた業務を実施しております。  

 最後に、文化財課でございますが、第１四半期におきましては、市史編纂委員会や八尾

市文化財保護審議会を、第２四半期では歴史民俗資料館運営委員会を開催いたしました。

第３四半期には市史編纂の普及事業として、記念講演会を行うとともに、年間事業といた

しまして、文化財施設や史跡の管理並びに市内埋蔵文化財関連事業などに取り組んでいる

ところでございます。  

 以上、生涯学習部各課の主な事務事業の進捗状況でございます。  

 

【百瀨委員長】 次に、万代次長から学校教育部の報告をお願いします。  

 

【万代学校教育部次長】 それでは、学校教育部の９月３０日現在の事務事業進捗状況に

ついてご報告申し上げます。 

まず、学務給食課におきましては、奨学関係については経済的理由により就学、進学す

ることが困難な児童及び生徒に対する援助業務など、学校保健関係については園児・児

童・生徒及び教職員の健康の保持・増進のための健康診断など、また給食関係については、

学校給食の運営管理に関する各種事業を計画どおり推進しているところでございます。本

年度は就学援助の認定基準を見直した初年度であり、対象児童・生徒の就学状況への影響

の有無など、引き続き状況の把握に努めてまいります。また、選択制の中学校給食の取組

みにつきましては、平成２７年度中の実施に向け、配膳室整備に向けた調査や、既に実施

している市の視察を行うなど、検討を進めているところでございます。 

 次に、指導課におきましては、学力向上推進事業において児童・生徒一人ひとりの実態

に応じたきめ細やかな指導の一層の充実を図るとともに、授業改善や校種間連携を推進し、

学力の向上を図っております。また、ネイティブの英語指導者を活用した英語指導講師派

遣事業、学校図書館活用推進事業等に取り組み、また、関係各課と連携し、昨年度に行っ

た緊急合同点検分を含む通学路の安全対策を進めるなど、計画どおり進めているところで

ございます。 

 次に、教育サポートセンターにおきましては、初任者研修、２、３年目及び５年目経験
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者研修などの教職員研修を計画的に行うとともに、教育相談等の相談業務並びに適用指導

教室の運営を行っているところでございます。また、学校ＩＣＴ活用事業等についても、

年間を通じて計画どおり事業を進めております。 

 最後に、人権教育課におきましては、人権教育研修や実践交流会を計画的に実施すると

ともに、関係各課と連携し、ひゅーまんフェスタや人権文化祭等の啓発活動も進めている

ところでございます。また、通年事業として命を育む教育推進事業や、自他の人権を大切

にする子どもを育てる研究校支援事業、帰国・外国人児童生徒の日本語指導の講師派遣等

についても計画どおり実施しております。 

 以上、簡単ではございますが、学校教育部所管の事務事業進捗状況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、委員の先生方、お尋ねしたい点はございますか。 

 

【木下委員】 生涯学習部教育人事課の第１四半期の中で、進捗状況のパーセントが入っ

ていないところがいくつかあるのですが、これはどのように理解すればよいでしょうか。 

 

【西崎生涯学習部次長】 黒点の項目ごとに進捗状況のパーセントを表示しており、ご指

摘の部分につきましてはまとめて表示させていただいております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 学校教育部指導課の第４四半期にある社会科副読本について

は、どのようなものを作られて、配布されるのでしょうか。 

 

【本鍋田指導課長】 「私たちの八尾市」の内容を何人かの先生で検討し、必要に応じて

変更を加え、小学校３、４年生に配っていきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 冊子の大きさと部数はどれぐらいになるのでしょうか。 

 

【本鍋田指導課長】 大きさはＡ４版になり、教科書と同じような厚さになります。 

 

【百瀨委員長】 教育サポートセンター所長から、補足することはありますか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 副読本につきましては、３、４年生の合体本になり、

毎年３年生全員に配っております。 

 

【百瀨委員長】 施設一体型小・中学校整備プロジェクトチームの業務については、どの

事業に含まれていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 施設一体型小・中学校整備プロジェクトチームの業務につきま

しては、教育政策課の年間計画の小・中学校適正規模等推進事業に含まれております。ま

た、この事業の中には大規模校対策といたしまして、志紀小学校の改築設計、大規模校支
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援員の配置及び消耗品の支援も含まれております。 

 

【百瀨委員長】 プロジェクトチームとしての予算は確保されていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 今年度の６月議会におきまして、補正予算で支援学校東校の耐

震二次診断の経費や検討会議の運営経費等を計上させていただいております。予算は教育

政策課に付いておりますが、プロジェクトチームを中心に事業を推進している状況でござ

います。 

 

【百瀨委員長】 今後、施設整備に向けた多額の予算が必要になると思いますので、プロ

ジェクトチームで十分に検討していただきたいと思います。 

 

【木下委員】 先ほどお聞きしました生涯学習部教育人事課の学校園予算の配当について

は９月３０日時点になりますので、進捗状況が５０％になっていると思いますが、その下

の項目を見ると、新学期の時に整えられるべきものが多いのかなと思います。この点につ

いて教えていただきたいと思います。 

 

【西崎生涯学習部次長】 学校園予算の配当につきましては、４月当初に配当いたしまし

て、秋にもう一度追加配当をしておりますので、進捗状況は５０％になっております。 

 

【木下委員】 学校教育部学校給食課で、第１四半期に幼児・児童・生徒の健康診断業務

と教職員の健康診断業務が実施されていますが、その項目が９５％になっています。ほぼ

全員に実施されていると思いますが、残りの部分はどうなっているのでしょうか。 

 

【万代学校教育部次長】 学校保健の子どもの健康診断等は６月３０日までに実施するよ

うに義務づけられております。残りの５％につきましては、検査の結果、二次検査等が必

要な児童・生徒は秋に実施することになりますので、９５％と表示しております。 

 

【百瀨委員長】 教職員も同じでしょうか。 

 

【万代学校教育部次長】 同様でございます。 

 

【百瀨委員長】 学務給食課の家庭、児童への給食だより等の発行について、具体的な内

容を教えていただきたいと思います。 

 

【万代学校教育部次長】 給食だよりにつきましては、毎月、給食メニューの一覧とあわ

せて、郷土料理の内容や各季節の注意事項など、トピックも掲載しており、児童、家庭を

対象に配っております。なお、ホームページ等にも掲載しておりますので、いつでも見ら

れるようになっております。 
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【百瀨委員長】 これは他の施設にも配布されていますか。 

 

【万代学校教育部次長】 他の施設には配っておりません。 

 

【安藤委員長職務代理者】 教育サポートセンターで２、３年目の先生を対象に研修をさ

れているということですが、年に何回ぐらい行われて、どれぐらい参加されていますか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 ２年目、３年目の研修、５年目の研修につきまして

は、その年度の先生を対象に実施しており、各年度の人数は８０名前後になっております。

２年目の研修は大阪府の初任者研修の悉皆部分と選択研修を合わせて４回程度、３年目も

同様に４回程度、５年目の先生については３回程度研修を行っております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 ＩＣＴ活用事業については、進捗状況が８０％になっていま

すが、その内容についてご説明をお願いします。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 学校ＩＣＴ推進事業に関しましては、今年度に龍華

中学校と南高安中学校の２校をモデル校にしまして、教員に対しまして校務情報のＩＣＴ

化を進めるとともに、セキュリティを高めるためにシンクライアントシステムを職員室に

配備する計画を立てております。これにつきましては、現在、業者との調整も含めて１、

２月を目途に職員室への配備を進めているところでございます。 

 

【百瀨委員長】 教頭研修、校園長研修の内容や講師については、委員会内で話し合いを

されて決めているのでしょうか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 サポートセンターが所管しております教職員研修は、

基本的にサポートセンターの担当者が決めておりますが、管理職研修につきましては部内

で相談しながら進めているところでございます。 

 

【木下委員】 ２年目、３年目、５年目の研修については、学校業務や部活によって忙し

くなるので、全員参加はなかなか難しい状況があると聞きますが、八尾ではいかがでしょ

うか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 それぞれの研修は、市の研修計画でお知らせしてお

りますので、各学校にご協力いただいて、ほぼ全員の先生に来ていただいております。 

 

【浦上教育長】 今回の報告は９月３０日現在の進捗状況になりますので、来年に今年度

の事業を総括して、次年度に生かしていく必要があると思います。特に、来年度の中心事

業を集約して教育委員にお示しし、学校に来年度に向けて進めてほしいことを提示してい

きたいと思っています。 
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【百瀨委員長】 教育委員会の点検評価と事務事業の進捗状況の整合性については、どの

ように考えていますか。 

 

【吉岡理事】 事務事業進捗状況につきましては、点検・評価報告書の進行管理の一つの

手法であり、その整合性を保っていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 評価する時は達成状況を踏まえて、総括していくことが非常に重要にな

ってくると思います。 

 

【吉岡理事】 達成状況につきましては、０あるいは１００という結果が出る事業もある

と思いますが、０の事業については原因を分析し、１００の事業についても、次につなげ

られるようにさらに分析を積み重ねていく必要があると考えております。 

 

【百瀨委員長】 それが教育長がおっしゃった総括につながってくると思いますので、ま

た来年の大きな課題になってくると思いますが、よろしくお願いします。 

 それでは、他にご意見がないようですので、これで１１月定例教育委員会を終了させて

いただきます。 


