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１２月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２５年１２月１９日（木） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館６階 ６０４会議室 

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】 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、１１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。 

 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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、１１月臨時会会議録について承認

と決しました。なお、非公開審議部分の会議録は、市議会での指定管理者指定議案議決後

に公開いたします。 

 

【百瀨委員長】 次に、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、何かご質疑ございませんでしょうか。 

 

【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。 
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（委員長報告） 

11月23日（土） 

11月24日（日） 

12月６日（金） 

12月９日（月） 

12月13日（金） 

午後１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３時30分から、臨時教育委員協議会に出席。 

午後２時から、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。 

(教育長報告) 

11月22日（金） 

11月23日（土） 

11月24日（日） 

 

11月25日（月） 

 

11月26日（火） 

 

 

11月27日（水） 

 

11月28日（木） 

 

11月29日（金） 

12月１日（日） 

 

 

12月２日（月） 

 

12月３日（火） 

12月４日（水） 

12月５日（木） 

12月６日（金） 

 

12月７日（土） 

 

 

 

12月８日（日） 

 

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１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２時から、文化財保護審議会に出席。 

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１時45分から、庁議に出席。 

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。 

午後８時から、高安中学校区における施設一体型小・中学校地域検討

会議に出席。 

午前10時30分から、ＰｉｃａＰｉｃａ市役所店オープン記念式典に出

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（１日目）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３時30分から、臨時教育委員協議会に出席。 

午前10時から、府献血推進月間による八尾市献血推進協議会街頭キャ

ンペーンに出席。 

午後２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

見交換会全体会に出席。 

午前８時30分から、高安の里マラソン大会開会式に出席。 

午前10時から、「伝えよう！いのちのつながり」入賞エッセイの表彰
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12月９日（月） 

12月11日（水） 

12月13日（金） 

12月16日（月） 

式に出席。 

午前10時58分から、市議会文教常任委員会に出席。 

午後２時から、図書館協議会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時から、大阪府教育委員会教育長意見交換会に出席。 

午後２時から、河内音頭まつり振興会決算総会に出席。 

 

【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、ご報告をいただけたらと思います。何かございませんでしょうか。 

 

【百瀨委員長】 それでは、特にないようですので、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でしょうか。 

 

【木下委員】 教育長報告の中で最初にご報告がありました「中学生・高校生の税の作

文」ですが、中学校３年生の公民では税関係を扱っているので、税理士等をクラスに呼び、

授業をしてもらう取組みも見かけます。八尾市全体でどのように取り組み、このようなコ

ンクールに作文を出されるようになっていますか。 

 

【吉岡理事】 まず、「中学生・高校生の税の作文」につきましては、全国納税貯蓄組合

連合会と国税庁が主催となり、租税教育事業の一環として、将来を担う中学生と高校生が

身近に感じた税に関すること、学校で学んだ税に関すること、あるいはテレビや新聞など

で知った税の話などを題材とした作文を書き、税について関心を持ち、正しい理解を深め

る事業になります。 

 

【本鍋田指導課長】 中学校におきましては、生徒が税金の使われ方や納め方について理

解し、将来、社会に貢献していくことを認識できるように、３年生の公民を中心に税の教

育に取り組んでおります。 

 

【木下委員】 税理士等、外部の方による授業も行われているのでしょうか。 

 

【本鍋田指導課長】 八尾税務署を中心に、八尾市、松原市、柏原市の３市による集まり

があり、その中で出前授業の話をいただいていますので、学校で取り入れていくところも

あります。 

 

【御喜田委員】 高安の里マラソン大会については、幼稚園、小学校、中学校、地域とＰ

ＴＡの方々が連携して取り組んでおられたと教育長からお聞きしましたが、当日の雰囲気

をもう少し具体的にご説明いただけますか。 

 

【吉岡理事】 私も高安の里マラソン大会に出席させていただきました。聞くところによ

りますと、高安地区の市立４学校園の合同マラソン大会として、今年で２９回目を迎えら
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れるということです。 

 当日、校庭ではＰＴＡの方々が中心になり、まちづくり協議会役員や自治振興委員とと

もに朝早くからお手伝いをされていました。また、ゴールした後にうどんを振る舞うため、

園児・児童・生徒合計約６５０人分に対して、準備されていました。 

また、マラソンについては、スターターとしてＰＴＡ会長がピストルを鳴らされて始ま

り、ＰＴＡや自治振興委員、あるいは地域の方々が沿道でのコース誘導を行い、安全確保

をされていました。さらに、コースの中には高齢者の福祉施設がございまして、この日は

気候も暖かく、雨も降っておりませんでしたので、そこにいる高齢者の方たちが外に椅子

を並べられて応援されていました。それ以外に、沿道でもたくさんの方々が拍手や声をか

けて応援されていましたので、テレビで中継されているマラソン大会と同じような印象を

受けました。 

児童・生徒については、走り終えてからの表情から満足感や達成感が感じられました。

また、友達同士で楽しくうどんをすすっている姿を見ていますと、子どもたちにとって充

実感に溢れた半日だったのではないかと思います。 

高安地区におきましては、八尾市教育振興計画で示されております、子どもたちが元気

で生き生きと活動するための取組みを家庭、地域、学校が一体となって実践されていると

感じるとともに、土曜スクールの一つのモデルにもなるだろうと思いました。 

 

【浦上教育長】 当日、児童、生徒がスタートするときに、幼稚園の園児はスタートライ

ンに並んで小旗を振って応援していました。自分の兄や姉もいるかもしれませんが、異世

代間のつながりや絆を感じることができました。 

 

【御喜田委員】 今回のマラソンコースは何キロになるのでしょうか。また、車道を走る

ために交通規制をされていると思いますが、他の小学校や中学校ではこのような取組みを

するにあたっていろんな課題が出てくると思います。この点についても聞かせていただき

たいと思います。 

 

【吉岡理事】 まず、走行距離につきましては、中学生が１０キロ、小学生の５、６年が

４キロ、３、４年が３．２キロ、１、２年が２．５キロとなり、園児はグラウンドを周回

することになります。また、沿道の状況につきましては、完全な通行止めではありません

ので、「本日は高安の里マラソン大会がありますので徐行してください」という看板が張

られておりました。 

次に、マラソン大会については、高安地区では土地柄や道路の状況もあり、開催できる

と思いますが、他の学校では通行規制が厳しくなると思います。ただ、他の学校でもマラ

ソンに限らず、地域と密着した様々な行事に取り組まれていると聞いており、それぞれの

地域柄を生かしながら、工夫を凝らして進めていただくことが重要になると思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 「伝えよう！いのちのつながり」入賞エッセイについては、

人権教育の関係になりますが、本市でも自他の命を大切にするとともに、自らの命を守る

ため、命を育む教育推進事業が行われています。この事業の内容を教えていただけますか。 
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【福嶌学校教育部次長】 命を育む教育推進事業につきましては、本年度からスタートさ

せた事業になります。昨年度までは人権教育学校園推進事業を行い、人権教育について幅

広く一般的、全般的に研究を進めていただいておりました。ただ、その時々の課題に焦点

を絞った取組みをしていただくほうがより有効ではないかと考え、今年度より命に焦点を

当てた事業をスタートさせました。昨年度は、児童、生徒がいじめ、体罰等で命を絶つ事

件、たくさんの児童が通学途中に命を失う交通事故がありました。また、その前に東日本

大震災もありましたので、やはり命に関わる事業が必要ではないかと考え、この事業をス

タートさせたところでございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 新たな事業として取り組まれているということですが、この

事業の中でより進めていきたいことがあれば、ご説明いただきたいと思います。 

 

【福嶌学校教育部次長】 この事業につきましては、各学校園でいろいろな取組みをして

いただいております。ただ、１年間の委嘱になりますので、その中で大きな成果を上げる

ことは難しいと考えております。そのため、学校ではこれまでも命に関する取組みをされ

ておりますので、それを整理していただきながらさらに発展させる機会、これまでできな

かったことに取り組んでいただく機会として活用いただきたいと思っております。そして、

１年で終わるのではなく、命の教育につきましては、その後も継続して取り組んでいただ

くことが必要と考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 この事業で支援を行っている学校園はいくつありますか。ま

た、どのような取組みをしているのでしょうか。 

 

【福嶌学校教育部次長】 本年度に支援を行っている学校園数につきましては、幼稚園が

４園、小学校が１４校、中学校が５校、合計２３校園となります。なお、年度当初に応募

された学校園数は、幼稚園が６園、小学校が２３校、中学校が６校、合計３５校園でした。 

選考方法につきましては、まず、学校園から計画書を提出していただきますが、計画書

にはそれぞれの学校園が抱えている課題、その課題を解決するための目標、取組内容及び

計画を書いていただいております。そして、学校教育部の中で選考委員会を開き、計画書

をもとに２３学校園を選考したところでございます。各学校園では、それぞれの課題に基

づいた取組みを進めていただいております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今後、この事業をさらに拡大していくことは考えていますか。 

 

【福嶌学校教育部次長】 この事業につきましては、全学校園で実施いただくことを前提

に、校園長会で説明させていただいております。本年度は、たくさんの学校園から応募が

ございましたが、応募していただけなかった学校園の中には、命に焦点を当てた取組内容

について迷っておられる学校もあったと思います。今年度は各学校園におきまして、いろ

んな事業を実施いただいておりますので、その内容を発信し、取組みを知っていただいた

うえで、さらに多くの学校園からご応募いただき、発展させていきたいと考えております。 
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【木下委員】 幼稚園、小学校及び中学校では具体的にどのような取組みをされています

か。また、それをどのように発信されていますか。 

 

【福嶌学校教育部次長】 まず、幼稚園におきましてはＣＡＰワークショップを実施され

ていることが多くございます。その他、人形劇、パネルシアター等で命の大切さや成長の

喜びを感じるような取組みをされています。 

 次に、小学校では、観劇、人形劇、環境学がございます。あるいはパラリンピックキャ

ラバン、車椅子ダンスなどの障がい者との交流を通して命の重み、自分の生き方等につい

て考える取組みもございます。また、ある学校では、地域ぐるみでいじめについて考える

講演会をされました。これは保護者、地域の方にも発信され、さらに全学校園にも案内を

配布させていただきまして、人権教育課ニュースにも掲載いたしました。 

 最後に、中学校では、発達段階に応じて、防災に関する講演会、薬物乱用防止の取組み、

あるいはスポーツ中の事故で車椅子の生活を余儀なくされたスポーツ選手から聞き取りを

されています。 

 

【木下委員】 ＣＡＰ、劇観賞あるいは講演会などのイベントではなく、例えば道徳の授

業で命に焦点を当てた取組みがあれば教えていただけますか。 

 

【本鍋田指導課長】 道徳の授業では、いろんな場面を考えさせる中で、やさしさや思い

やりから人を大切にする気持ちなど、子どもたちの心を正しながら、行動につなげられる

ように教育を行っております。 

 

【木下委員】 １学期間の道徳の授業で命をテーマに連続的にやられる例は知っています

が、そのような連続的な取組みについて何かあればまた教えていただきたいと思います。 

 

【浦上教育長】 高安西小学校では、いじめで自殺した子の保護者が講演をされたと聞い

ています。 

 

【福嶌学校教育部次長】 高安西小学校につきましては、小森美登里氏に来ていただきま

して、３年生から６年生にいじめについてお話をしていただきました。この方はＮＰО法

人ジェントルハートプロジェクトを創設されており、娘さんが高校２年生のときにいじめ

にあわれて命を絶たれたことをきっかけとして、その娘さんの遺志を継いで、「やさしい

心が一番大切だよ。」という娘さんが残した言葉を伝えていく取組みを全国規模で展開さ

れています。 

今回は、高安西小学校の児童の聞き取り学習でしたが、地域や他校からも参加していた

だきました。子ども向けに優しい言葉で、「理由があれば人を傷つけてもいいのか。」、

「人は心が元気でないと幸せを感じることはできない。」という投げかけをされていまし

た。子どもたちも非常に熱心に聴いていまして、最後は子どもたちに「生まれてきてくれ

てありがとう。」という言葉を投げかけておられました。 
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【浦上教育長】 例えば、３年生が来年４年生になったとき、同じ命をテーマにしてどの

ようなことを教えていくのか、発達段階に応じた教育がポイントとなると思います。その

あたりの今後の方向性について学校に話しかけてほしいと思っていますが、この点につい

てはいかがですか。 

 

【柿並学校教育部長】 命に関わる学習につきましては、かつてはアフリカの飢餓問題や

戦争など、現実から遠いところから話を取り上げて、命について考えさせるようにしてお

りました。ただ、昨年、いじめや体罰による自殺など、子どもたちの身近な問題がクロー

ズアップされておりますので、より身近な問題も取り上げて、命について考えるようにな

ってきております。このようなところから、高安西小学校ではいじめについて取り上げら

れましたが、道徳に限らず、平和学習や生物の飼育など様々な切り口がありますので、発

達段階に応じた取組みが重要ではないかと考えております。 

 

【木下委員】 中学生が感銘を受けるのは「赤ちゃん誕生」です。両親の思いやいろんな

ものを込めて保健の授業で取り扱うと、生徒がとても感激していたという例を知っていま

す。いろんな場面で命の問題を考えることができるだろうと思っています。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質疑がなければ、報告事項に進ませていただきます。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 本日は、報告事項は予定されておりませんが、よろしいでしょうか。 

委員の皆様方、何かございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 小学校がテレビで取り上げられたようですが、その内容を聞

かせていただけますか。 

 

【本鍋田指導課長】 小学校のテレビ放映の件につきましては、１２月１６日（月）の関

西テレビ「ニュースアンカー」で、美園小学校のＱ－Ｕテストの取組みが紹介されました。

取材の経緯といたしましては、大阪教育大学の水野先生のところに依頼があり、Ｑ－Ｕテ

ストを取り組んでいるところとして、美園小学校が紹介されました。美園小学校は、Ｑ－

Ｕテストに取り組み始めて３年目になり、それを活用した研修風景が主に放映されたとこ

ろでございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 １１月、１２月に、その他にテレビ放映がありましたか。 

 

【本鍋田指導課長】 まず、１１月２０日（水）に、大正中学校で行われたスタントマン

の交通安全教室がテレビで紹介されました。こちらは交通対策課を中心に実施しておりま

すが、スタントマンが交通事故を実際に再現しながら、子どもたちにその危険度をしっか

り考えさせて、交通安全教育に結びつける取組みとなります。 



－8－ 

 次に、阪神タイガースの感謝デーの取組みの一環として阪神の選手が夢を叶える企画が

あり、安中小学校６年生の担任の先生が初めて卒業させる子どもたちのために思い出を作

ってあげたいと応募されたものが採用され、その模様が１２月１日（日）にテレビ放映さ

れました。当日は、阪神の福原選手と新井選手が小学校に来られて、事前に書かせておい

た児童の夢を紹介したり、自分たちが夢を叶えたことや叶えるために大切なことについて

授業をしていただきました。最後に、卒業制作として、大きいユニフォームに児童一人ひ

とりが夢を書いたことが報道されました。 

 

【百瀨委員長】 報道の情報については、教育委員にも適時提供していただきたいと思い

ます。 

 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１２月定例教育委員会を終了いたします。 


