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８月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日   平成２６年８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・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・高

橋教育政策課長・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・菊池指導課長・山本教育サポートセンター所長・

本鍋田人権教育課長  

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより８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、７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、７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、７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、７月臨時会会議録について承認と

決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、委員長報告を私から行います。  
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（委員長報告）  

７月22日（火）  

７月26日（土）  

 

７月28日（月）  

 

７月30日（水）  

８月２日（土）  

８月６日（水）  

８月８日（金）  

８月12日（火）  

 

 

８月22日（金）  

午前11時20分から、臨時教育委員協議会に出席。  

午前９時から、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会開会

式に出席。  

午後３時 30分から、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会

閉会式に出席。  

午前10時から、臨時教育委員会に出席。  

午前９時30分から、小学生軟式野球大会開会式に出席。  

午後１時30分から、消費者大会式典開会式に出席。  

午前11時30分から、小学生軟式野球大会閉会式に出席。  

午前10時から、指導主事研修会に出席。  

午後１時30分から、臨時教育委員会に出席。  

午後２時05分から、定例教育委員協議会に出席。 

午前９時から、臨時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）  

７月22日（火）  

７月23日（水）  

 

 

 

７月24日（木）  

７月25日（金）  

 

７月26日（土）  

 

７月28日（月）  

 

 

 

７月29日（火）  

 

７月30日（水）  

８月１日（金）  

８月２日（土） 

８月３日（日）  

８月４日（月）  

８月５日（火）  

午前11時20分から、臨時教育委員協議会に出席。  

午前９時30分から、庁議に出席。  

午後２時から、「社会を明るくする運動」街頭キャンペーンに出

席。 

午後３時から、精神保健福祉協議会理事会に出席。  

午後０時30分から、府学校給食大会に出席。  

午前10時から、スポーツ施設運営審議会に出席。  

午後１時30分から、府都市教育長協議会夏季研修会に出席。  

午前９時から、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会開会

式に出席。  

午前９時から、庁議に出席。  

午後３時30分から、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会

閉会式に出席。 

午後４時30分から、庁議に出席。  

午後１時から、平成 28年度以降の選抜制度改善に係る説明会に出

席。 

午前10時から、臨時教育委員会に出席。  

午前９時から、文化の日教育委員会表彰審査会に出席。  

午後３時から、国内交流都市宇佐市視察第１日目に出席。  

午前９時15分から、国内交流都市宇佐市視察第２日目に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午後６時30分から、校区まちづくり協議会活動成果報告会に出席。  
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８月６日（水）  

 

８月７日（木）  

８月８日（金）  

８月12日（火）  

 

 

８月13日（水）  

８月21日（木）  

 

 

８月22日（金）  

午後１時30分から、消費者大会式典に出席。  

午後６時30分から、校区まちづくり協議会活動成果報告会に出席。  

午後１時30分から、非核・平和啓発事業「平和のつどい」に出席。  

午前11時30分から、小学生軟式野球大会閉会式に出席。  

午前10時から、指導主事研修会に出席。  

午後１時30分から、臨時教育委員会に出席。  

午後２時05分から、定例教育委員協議会に出席。  

午前10時から、テニス協会藤原堅三氏による市長表敬訪問に出席。  

午前11時から、小中学校初任者教職員研修視察に出席。  

午後２時から、市民表彰選考委員会に出席。  

午後５時から、障がい児者問題協議会夏の夕べに出席。  

午前９時から、臨時教育委員協議会に出席。  

 

【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いて何かありま

したら、ご報告いただければと思います。何かございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 ７月２９日（火）、３０日（水）、３１日（木）に、大阪府

吹奏楽コンクールの中地区大会がプリズムホールで開催されました。 

７月３０日は臨時教育委員会がありましたので出席できませんでしたが、７月２９日は

午後０時３０分から、７月３１日は午前９時３０分から出席しました。  

大会の結果ですが、まず、７月２９日は、曙川南中学校、八尾中学校、大正中学校、龍

華中学校の４校が演奏し、曙川南中学校が金賞の代表に選ばれました。また、八尾中学校

と大正中学校も金賞、龍華中学校は銀賞でした。  

 次に、７月３０日は、久宝寺中学校が銀賞、成法中学校が金賞でした。 

 次に、７月３１日は、小編成の審査において、亀井中学校が奨励賞をいただいたと聞い

ております。  

 最後に、８月８日に、曙川南中学校が大阪府大会に出まして、銀賞を受賞したと聞いて

おります。 

 以上です。 

 

【百瀨委員長】 委員長報告及び教育長報告を含めまして、ただいまの報告について何か

ご質疑等ございませんでしょうか。  

 

【木下委員】  教育長報告の中で、７月２９日の平成２８年度以降の選抜制度改善に係る

説明会では、どのような説明がありましたか。 

 

【浦上教育長】 この説明会では、大阪府立高等学校の入試制度改革について、大阪府教

育委員会の担当部局から各市町村教育長に説明がありました。特に、大きく変わる部分と

しては、現在、大阪府では前期試験と後期試験が実施されていますが、平成２８年度から

それを原則一本化する方向性を打ち出されました。つまり、これまでは２月と３月に試験
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がありましたが、それを一本化して、中学校の卒業式の前に入試を行うようです。ただ、

例えば、芸能文化科や音楽科等において、実技検査も実施する学校については、これまで

どおり前期の時期に実施すると説明されていました。  

このような改革を行う理由としては、前期入試では倍率が高まり、不合格を経験する生

徒が多く出ている状況があるようです。  

 それと、合否のボーダーラインの上下に一定の幅を設けたボーダーゾーンを設定し、そ

の範囲内の生徒については、自己申告書及び調査書の「活動／行動の記録」の内容により、

高等学校側が求める生徒像に合致している者を優先的に合格できるようにすると言われて

いました。 

その他にもいろいろな説明がありましたが、今回は大きな制度改革になりますので、学

校あるいは保護者、子どもたちの中で混乱が起きることがないようにしてほしいと話をし

ました。  

  

【木下委員】  話を聞いていると、大きな改革になるようですが、内申書の成績のつけ方

も含めて、大阪府教育委員会から各市町村教育委員会に正式に通知があり、それから現場

に説明されるのでしょうか。全体の動きについてはどのようになっていますか。 

 

【浦上教育長】 大阪府教育委員会が制度改革について発表し、教育長にそれを説明した

後に、各市町村の担当課の職員を呼んで詳しく説明することになると思います。それから、

各市町村教育委員会から各学校に説明していくことになると思いますが、場合によっては、

大阪府が校長先生を集めて説明するなど、いろんなケースがあります。 

 

【百瀨委員長】 本日は審議案件がありませんので、委員長報告と教育長報告を受けて、

事務局にお尋ねしていきたいと思います。 

まず、八尾市小学生軟式野球大会ですが、今年で第６６回になり、伝統ある大会になり

ますが、今大会の結果等も含めて、事務局から報告をお願いしたいと思います。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、八尾市小学生軟式野球大会につきまして、ご

報告を申し上げます。  

本大会につきましては、青少年の健全育成事業の一環として、軟式野球を通じて、市内

各小学校の在籍児童の心身の鍛錬と相互の親睦を図ることを目的に開催しており、委員長

よりただいまお話がありましたように、本年度で６６回目を迎えたところであります。 

本年度は、市内２８小学校の参加があり、８月２日から８日までの７日間、山本球場で

開催いたしました。  

結果につきましては、優勝は美園小学校、準優勝は南高安小学校、第３位は高安西小学

校という結果でありました。それ以外に、入場行進時の児童の隊列の美しさ等を評価する

入場行進賞といたしましては、山本小学校と長池小学校、試合中の観戦態度等を評価する

マナー賞につきましては、長池小学校と曙川東小学校が選ばれたところであります。  

本年度の大会につきましては、くもりや雨天の日が多く、グラウンド状況等を見ながら

の大会進行となりましたが、大きなけがや事故もなく、無事大会を終えることができまし
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た。各校の児童も持てる力を存分に発揮し、頑張ってくれましたので、大変すばらしい大

会であったと感じております。  

 また、本年度も開会式のときに曙川南中学校吹奏楽部の生徒にお越しいただいて、雨天

の中ではありましたが、入場行進の曲などを演奏していただき、大会を盛り上げていただ

き、毎年のことではありますが、大変感謝申し上げているところでございます。  

 以上、簡単な説明ではございますが、八尾市小学生軟式野球大会の報告とさせていただ

きます。  

 

【百瀨委員長】 開会式では、曙川南中学校吹奏楽部の生徒が、雨が降ってくる中で、楽

器を大切にしながら準備し、行進が始まったら見事な演奏をしてくれました。また、児童

がそれにあわせてすばらしい行進をしている姿を見て、改めてこの大会を通じて子どもた

ちの成長を感じることができました。 

最後の美園小学校と南高安小学校の決勝では、児童が勝利をめざして一生懸命取り組む

姿に多くの観客が感動し、勝敗関係なく、両チームのすばらしい戦いぶりに感動の拍手を

送っておられました。  

児童は山本球場で試合をしたときの感動、友情の輪を大切にしながら、２学期も元気に

学校生活を送ってくれると思います。 

 

【浦上教育長】 学校で野球を指導している先生は年々若くなっていますが、ボールの扱

い等、試合中も指導をしっかりされていましたので、校長会等でもこのような声があった

ことを伝えてほしいと思います。  

 

【百瀨委員長】 次に、８月１２日の指導主事研修会では、教育委員が全員参加し、指導

主事をはじめ、事務局の皆さんに向けてお話をしていただきました。指導主事の先生から

研修の感想があれば、聞かせていただきたいと思います。  

 

【菊池指導課長】  それでは、指導主事研修会について、概要をご説明させていただいた

うえで、参加者の感想をお話しさせていただきたいと思います。  

先ほどのご報告の中にもありましたように、８月１２日午前１０時から、生涯学習セン

ターの研修室において、指導主事研修会を実施いたしました。  

今年度は、私が指導主事になってからは初めてになりますが、行政職の方にも参加して

いただきました。参加者数につきましては、指導主事及び主査の参加が２８名、行政職の

方が９名になり、非常にたくさんの方に参加していただき、実りある研修会を開催するこ

とができました。  

 教育委員の皆様からは、それぞれの専門分野を活かして、「教育委員会の役割につい

て」、「指導主事の仕事について」、「認定こども園について」、「音楽教育について」、

それぞれの内容で講演をしていただきました。限られた時間の中ではございましたが、質

疑応答にも丁寧に答えていただいて、見識を深めることができたのではないかと考えてお

ります。  

参加者からは、先ほど委員長からお話もありましたけれども、「日ごろなかなか教育委
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員の皆様方とお話しする機会がなく、お話を聞かせていただくこともありませんので、こ

のような研修会を開催することができて、非常によかった。」という声が出ておりました。

また、「教育委員会としての役割について、改めて認識を深め、みんなでやっていかなく

てはいけないという思いを強く感じることができてよかった。」という感想がありました。 

 以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきます。  

 

【百瀨委員長】 事務局から当日の感想等も含めてご報告いただきましたが、委員の皆様

からも研修を終えての感想等がありましたら、ご発言いただきたいと思います。  

 

【木下委員】  お話させていただいた後に、指導主事の先生方からたくさんの応答をいた

だいて、いろいろ思われているように感じました。ただ、後で少しお聞きしたところでは、

小学校出身の先生の質問が多く、中学校出身の先生からはあまり質問がなかったので、こ

の点については少し気になりました。 

また、これまでに教育委員のそれぞれの話を聞く機会がなかったので、そのような意味

では、百瀨委員長、安藤委員長職務代理者、御喜田委員の話を聞くことができて、教育委

員の中での交流もより深まったと思います。 

 

【百瀨委員長】 各委員の話に対して多くの質問が出ておりましたので、それだけ真剣に

聞いていただいたということで、うれしく思っております。また、終わった後、言葉を交

わしたことのない指導主事の先生が礼をしてくれたとき、心が少しつながったような気が

しました。  

安藤委員の音楽のお話や演奏もとても魅力的でしたが、安藤委員から当日の感想につい

て何かございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 木下委員もおっしゃったように、教育委員が研修会の場で一

緒に話をすることはこれまでになかったので、教育委員としてもいい機会になったと思い

ます。また、指導主事の皆さんも教育委員の話を聞いて、たくさんの質問をされていまし

たので、大きな経験を積まれたのではないかと思います。  

 

【浦上教育長】 今回の指導主事研修会では、教育委員の皆さんにお話しいただくという

ことで、多くの指導主事、主査が出席していました。また、９名の行政職の職員も参加さ

れたことについてはとても意義があると思っています。そこで、行政職の中で、研修会に

参加されていた、渞文化財課長に感想を伺いたいと思います。  

 

【渞文化財課長】  今回の研修を受けての感想でございますが、各教育委員の皆様がそれ

ぞれ専門とされている分野のお話を聞くことができました。 

なかでも、安藤委員長職務代理者の音楽のお話については、実際に実技を含めて拝見さ

せていただきまして、とても感動いたしました。 

 また、御喜田委員の幼稚園のお話については、幼保一体化のことも含めて今後の運営方

法を改めて考えることができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。 



－7－ 

【百瀨委員長】 御喜田委員からも何か感想はありますか。  

 

【御喜田委員】 私も研修会のときにお話しさせていただきましたが、百瀨委員長、安藤

委員長職務代理者、木下委員のお話や最後の教育長のまとめのお話から学ぶことも多く、

充実した時間を過ごさせていただきました。 

また、質問に答えている中で、このようになったらいいなという理想も見えてきました。

ただ、その理想に向かっていくために、全ての部署が連携し、子どもたちを全体的に縦の

流れで見ていくことは難しいと思いますが、話を聞いていただいた方々が業務を進める中

で、何かのきっかけにしてもらえたらいいと思いました。  

 

【百瀨委員長】 本当にすばらしい研修を企画していただいてありがとうございました。   

次に、教育長が８月６日に校区まちづくり協議会活動成果報告会に出席されていますが、

現在、各地域においては、まちづくり交付金を活用した取組みが行われています。その中

で、教育委員会としても開かれた学校づくりを推進するために、各学校で土曜スクールを

実施していただいていますが、１学期の各学校の取組状況について報告をお願いします。  

 

【菊池指導課長】  土曜スクールについては、１学期が終わり、全ての学校において活動

が１回終わったところでございます。  

その内容といたしましては、警察と連携した交通安全教室、消防署や地元の消防団と連

携した防災教育、地域や保護者の方に参観していただく公開授業等が行われたところでご

ざいます。  

とりわけ、地域や関係機関との連携の中で申しあげますと、消防署、地元の消防団と連

携した防災教育については非常に効果があったという報告を学校から受けております。指

導主事も参加させていただきましたが、たくさんの地元の方も参加し、消防署の方にもご

協力いただく中で、担架づくりの見学、煙中体験やバケツリレーなどの体験をされていま

した。 

また、実際に大きな災害が起こったときを想定して、保護者への引き渡しまで取り組むこ

とができた学校もあり、非常に効果的な取組みができたと聞いております。  

 以上でございます。  

 

【御喜田委員】 土曜スクールについては、今年度初めての取組みになりますが、混乱は

ありませんでしたか。 

 

【菊池指導課長】  今年度新たに始めた事業でございますが、事前に学校からも地域や保

護者に周知を行っておりましたので、大きな混乱があったということは聞いておりません。  

 

【浦上教育長】 土曜スクールの実施にあたっては、国の補助金を活用されていると思い

ますが、その補助金の内容を説明していただけますか。  

 

【菊池指導課長】  国の補助金については、昨年度末から活用の検討を進めており、国の
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委託事業を活用することが出来るようになりました。その金額としては、謝金や消耗品等、

６７０万円程度となります。  

 

【百瀨委員長】 地域の消防団や消防署とともに進めている防災教育については、非常に

価値のある取組みになると思います。学校行事が多い中ではありますが、今後も保護者等

への十分な意識づけを行いながら、地域と一体となって実施していただきたいと思います。  

最後に、８月２１日に、教育長が小中学校初任者教職員研修の視察に行かれていますが、

その様子を聞かせていただきたいと思います。  

 

【浦上教育長】 昨日、午前１１時に大畑山野外活動センターで行われている初任者教職

員研修を視察しました。 

現地に到着したときには、市長部局の魅力創造室長が八尾市の地域、歴史、文化につい

て紹介してくれていました。初任者教職員の中で八尾市在住は３人だけと聞きましたので、

河内音頭まつり、地域の伝統文化、古墳などの話を聞いて、いい勉強になったのではない

かと思います。 

 その後、私から少し話をさせていただきまして、夏休みに心身ともにリフレッシュして、

２学期から頑張ってほしいと伝えました。先生は非常にいい顔をしていましたので、これ

からも活躍を期待しています。 

 

【百瀨委員長】 今年度は新しい取組みもされているようですが、山本教育サポートセン

ター所長からご説明いただけますか。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  大畑山野外活動センターで行われている初任者教職

員研修につきましては、昨日と本日の２日間にわたって実施しております。  

大畑山にあるアクトランドＹＡＯの自然を活用しながら、自然体験活動の中で初任者同

士が交流を深める機会になりますが、今回のプログラムについては、委員の皆様方からも

ご指導いただいておりましたように、初任者同士の交流にとても力を入れております。  

例えば、昨日の午後に、実践交流として、いくつかのグループに分かれて交流し、それ

ぞれの先生が１学期を振り返り、頑張ったことなどを報告していただきました。その後、

全体の報告のときには、「みんな同じ悩みを持っていることに気づき、２学期から頑張ろ

うという気持ちを持ちました。」という報告がたくさんありました。  

また、昨日、午前中に教育長にお越しいただいた後に、自然を活用してオリエンテーリ

ングをグループに分かれて行いました。小さなマークを探す取組みになりますが、先生方

は限られた時間の中で、初対面のメンバー同士で協力し合いながら、「ここにあった

よ。」と呼び合い、表情を緩ませながら取り組んでおりました。  

その他にも、講習の中で班に分かれてクイズ形式も少し取り入れたりしまして、先生方

の横のつながりも深まったのではないかと思います。 

本日も、朝からラジオ体操、飯盒炊さん、大畑山の竹を使った竹細工のコンテスト、キ

ャンプファイヤーの実践などがあり、たくさんのメニューを行っているところでございま

す。 
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【百瀨委員長】 次を担う先生方が子どもたちのことを考えながら、夢や想いを語り合う

ことは非常に大事になります。新任の先生方の元気は子どもたちの元気につながっていく

と思いますので、今後も実りある研修を実施していただきたいと思います。  

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 次に、報告事項に移らせていただきますが、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。  

 何か、委員の皆様方ございませんか。  

 なければ、以上をもちまして、８月定例教育委員会を終了いたします。  

 


