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１２月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日   平成２６年１２月１９日（金）  

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・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浦上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、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。 
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【百瀨委員長】 次に、委員長報告を行います。 

（委員長報告）  

11月23日（日）  

11月26日（水）  

 

12月２日（火）  

12月10日（水）  

12月13日（土）  

 

12月15日（月）  

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１時30分から、近畿市町村教育委員会連絡協議会会長・事務局

長合同会議に出席。  

午前９時30分から、校園長研修会に出席。  

午前11時30分から、市議会文教常任委員会に出席。  

午前９時50分から、わくわくプラザ 20周年記念式典に出席。  

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10時から、定例教育委員協議会に出席。  

 

【百瀨委員長】 次に、浦上教育長より教育長報告をお願いいたします。 

（教育長報告）  

11月20日（木）  

11月21日（金）  

11月23日（日）  

 

11月26日（水） 

11月27日（木） 

 

11月29日（土） 

 

12月１日（月） 

12月２日（火） 

 

 

 

12月４日（木） 

12月５日（金） 

12月６日（土） 

 

12月７日（日） 

 

 

 

12月８日（月） 

12月10日（水） 

12月13日（土） 

 

午後１時から、全国学校給食研究協議大会山口大会に出席。  

午後４時から、府都市教育長協議会予算要望説明会に出席。  

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11時30分から、中学校音楽祭に出席。  

午前10時から、防災会議に出席。  

午前10時から、ビジネスチャンス発掘フェアに出席。  

午後２時30分から、行財政改革推進本部会議に出席。  

午後２時から、家庭教育を考える市民集会に出席。  

午後２時30分から、やお小学生の詩コンクール表彰式に出席。  

午後２時から、八尾河内音頭まつり振興会決算総会に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午前９時30分から、校園長研修会に出席。  

午前11時30分から、地元企業からの小学生及び幼稚園児に対する年

賀状贈呈式に出席。  

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30分から、八尾中央ライオンズクラブチャーターナイト 40

周年記念式典に出席。  

午前８時30分から、高安の里マラソン大会に出席。  

午前10時30分から、高美南小学校におけるみんなで創る人権学習発

表会に出席。  

午後２時から、障がい児者問題協議会クリスマスの集いに出席。  

午前10時から、市議会12月定例会本会議（２日目）に出席。  

午前11時30分から、市議会文教常任委員会に出席。  

午前９時から、八尾ベースボールクラブカップに出席。  

午前９時50分から、わくわくプラザ 20周年記念式典に出席。  
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12月14日（日） 

 

12月15日（月）  

12月16日（火）  

 

12月17日（水）  

 

12月18日（木）  

 

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。  

午後３時から、特定非営利活動法人みち講演会に出席。  

午後１時30分から、「伝えよう！いのちのつながり」入賞エッセイ

の表彰式に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午前11時から、社会教育委員会議に出席。  

午後２時30分から、文化財保護審議会に出席。  

午後４時30分から、中学生人権作文コンテスト最優秀賞受賞者にお

ける市長表敬に出席。  

午後３時から、全日本ブラシ工業協同組合からの歯ブラシ及び歯磨

き粉の寄贈に伴う贈呈式に出席。  

 

【百瀨委員長】 続きまして、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】 ２点報告させていただきます。  

まず、１１月２７日（木）に、高美中学校１年生の芸術文化の課外学習を視察しました。  

また、先ほど教育長も報告されましたが、１１月２３日（日）午前１１時３０分から、

中学校音楽祭に出席しました。  

 

【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

ご質問等ございませんでしょうか。  

 

【御喜田委員】 教育長が１１月２０日に出席された全国学校給食研究協議大会ですが、

他の自治体における特色のある取組みなどがあれば教えていただきたいと思います。 

 

【浦上教育長】 山口県の取組みになりますが、子どもの基本的な生活習慣を確立するた

めに、食事、運動・遊び、読書について記録する「元気手帳」を作られて、各市教育委員

会を通じて、県内の全小学生に配付されています。また、子どもたちは朝ごはんや運動・

遊びの内容などを手帳に書き、自宅に持ち帰ることによって、親は食べる量あるいは運動

量などを確認することができるので、家庭との連携にもつながっているようです。  

学校と家庭がこのような取組みを通じて連携しながら、子どもの生活習慣を正していく

という発表が全体会でありましたが、家庭と連携しながら子どもを見ていくことはいいと

思いましたので、本市としても今後の参考にしていきたいと思っています。 

 

【百瀨委員長】 委員長報告等について時間を少し取りたいと思いますが、事務局へのご

質問等もございましたら出していただきたいと思います。  

 

【安藤委員長職務代理者】 先ほども報告させていただきましたが、中学校音楽祭につい

ては多くの方々に知ってもらいたいと思っています。事業目的、参加校数、プログラムの
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概要をご説明いただけますか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  中学校音楽祭につきましては、今年で２６回目を迎

えます。開催当初は中学校での音楽活動の発表の場としてスタートし、全ての中学校が参

加することを目標にしております。  

参加校数につきましては、合唱部門で１１校、合奏部門で９校になり、今年は全中学校

が出演いたしております。  

プログラムの内容といたしましては、学年合唱という形で、学年全員での出演も増えて

おり、音楽教育の広がりを感じているところでございます。 

 

【木下委員】  １２月２日の校園長研修会に参加しましたが、研修会の趣旨、今年の研修

テーマ及び講師について教えていただきたいと思います。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  校園長研修会につきましては、校園長として教育改

革をはじめとする諸課題への取組みを進め、子ども、保護者、地域に信頼される学校園経

営に役立てることを目的として実施しております。  

今年度は「これからの学校教育のあり方について」、副題といたしまして「確かな学力

の育成」をテーマに、大阪大谷大学教職教育センター長藤村裕爾教授をお迎えして実施し

ております。  

 

【木下委員】  研修会終了後、校園長の方々の感想等があれば教えていただけますか。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  講師の藤村教授におかれましては、昨年度まで大阪

府教育センター所長をされておられた方になり、今後の教育改革の方向、取組みについて

具体的にお話いただきました。また、昨年度に秋田県を訪問されたときのお話をしていた

だき、幼児教育にも触れていただきましたので、園長、校長からも「とても参考になっ

た。」と聞いております。  

 

【木下委員】  幼稚園、小学校については具体的なお話がありましたが、中学校のお話が

なかったので気になりました。この点についてはいかがでしょうか。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  中学校の校長先生と少しお話しする機会がありまし

て、中学校は小・中連携の枠でいろいろ取り組まれていますので、「小学校や幼稚園の取

組みを知ることができたのは参考になった。」と聞いております。  

 

【御喜田委員】 事務局の方に少しお聞きします。今年から八尾市では家庭や地域と連携

した食育の取組みとして、地域食育ＰＲ事業を進められていますが、その事業の目的、現

在の取組状況について教えていただけますか。 

 

【万代学校教育部次長】 地域食育ＰＲ事業についてでございますが、本市における食育
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の取組みにつきましては、八尾市食育推進計画におきまして、生涯を通じたあらゆるライ

フステージで食育を推進していくことが示されております。  

義務教育課程である少年期においては、学校、地域が連携してよりよい生活習慣を形成

することを目標としているところでございます。その取組みの一つとしまして、従来の取

組みの効果を一層広めていくとともに、子どもと保護者が食に対して興味を持ち、意識を

高めることで生活習慣病の予防にもつなげていけるように、食への関心を高めることをね

らいとして、食育の取組みや地域と連携した取組みなどのＰＲをしていくものでございま

す。 

 事業の概要といたしましては、これまでから取り組んでまいりました給食献立コンテス

トや学校給食大会における展示に加えまして、今年度から実施しました八尾河内音頭まつ

りでの食育ＰＲブースの出店、２月に予定しております食育に関する講演会の開催、また、

学校における給食を含めた食育活動と地域との連携を中心に紹介するホームページの作成

及び公開を通じて、学校教育分野における食育の取組みを情報発信してまいりたいと考え

ているところでございます。  

 

【安藤委員長職務代理者】 教育長が１１月２６日に開催された防災会議に出席されてい

ますが、各学校ではいろんな防災教育の取組みが行われていると思います。その中で、特

徴的なことがあればご説明いただけますか。  

 

【菊池指導課長】  特徴的な防災教育の取組みについてでございますが、今年度につきま

してはこれまでもご報告いたしましたが、とりわけ土曜スクールにおいて消防署や消防団

との連携のもと、保護者や地域も参加した避難訓練を行うなど、特徴的な防災教育の取組

みが行われております。また、平成２４年度より、大阪府の事業といたしまして、実践的

防災教育総合支援事業を受けておりまして、東日本大震災の教訓を踏まえて、避難訓練等

の実践を通して、逃げることを基本とする防災教育の推進を図っております。  

 事業内容といたしましては、防災に関する専門家を学校防災アドバイザーとして地域や

学校に派遣し、避難訓練計画や地震対応マニュアルを見直したりするなど、学校における

防災体制の充実を図っているところでございます。本年度につきましては、曙川東小学校

でこの事業を受けており、休み時間に震度６強の地震が発生したことを想定した避難訓練

を実施いたしました。学校防災アドバイザーの助言をもとにした事前指導等の効果もあり、

廊下等で児童がその場でしゃがんで頭を抱える姿であったり、火災発生場所を通らないで

避難経路を指示する高学年の姿が見られるなど、より実践的な避難訓練を行うことができ

たという報告を聞いております。  

 今後につきましては、防災研修等の場を通じて広く各学校にも広げていきたいと考えて

おります。  

 

【安藤委員長職務代理者】 例えば、大和川の周辺にある学校では、災害が発生した時に

どのように対応するのでしょうか。 

 

【菊池指導課長】  各学校で作成している安全計画の中には、地域や学校の特色などを盛
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り込んだ避難訓練が行われるように、計画が立てられております。 

大和川周辺の大正中学校区につきましては、大正小学校が平成２４年度に実践的防災教

育総合支援事業を受けており、その時にいただいたアドバイスを学校の避難計画に反映さ

せていると聞いております。  

 

【百瀨委員長】 上之島中学校区では、地域の状況を調べ上げて、避難地を決定し、防災

マップを作られていると聞いております。その他にも各地域の特色があると思いますが、

子どもたちが主体的に動くことができるようにしていただきたいと思います。  

 

【浦上教育長】 来年度の実施計画には「健康」というキーワードが入ってくるようです

ので、子どもたちの体力の向上に向けて、教育委員会としてもいろんなことを考えていき

たいと思っています。 

 

【百瀨委員長】 過去に、体力づくりの一環として、八尾の小学校におきまして歯磨き運

動を実施し、成果を上げられたと聞いておりますので、そのようなことも参考にしながら、

八尾市の健康づくりに力を入れていただきたいと思います。  

 

【浦上教育長】 最後に、一点だけ報告させていただきます。今年の高安の里マラソン大

会に、曙川南中学校吹奏楽部の生徒が出演してくれました。地域の方々も喜ばれており、

「ありがとう。」と生徒に伝えている場面がありましたので、今後も中学校区を超えての

交流を進めてほしいと思います。 

 

【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】 本日は報告事項が予定されておりませんが、よろしいでしょうか。  

 この際、委員の皆様方から何かご発言等はございませんか。  

 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いたします。  

 最後に、今年の締めの言葉になりますが、「忘年の友」という言葉があります。皆様方

におかれましては、１年の最後に当たるこの時期に、教育委員会の一員として年齢を越え

て今年のことを話し合い、親交を深めていただきたいと思います。また、その中でいいこ

とをたくさん語り合い、来年に向けての希望につなげていただき、よきお年をお迎えいた

だきたいと思います。 

今年も１年間ありがとうございました。  


