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３月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日   平成２７年３月２０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・田辺こども未来部長・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・富田青少年課長  

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより３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。 

 また、本日は、こども未来部に委任している事務に関する議事が予定されておりますの

で、こども未来部長及び青少年課長にもご出席いただいております。 

 

【百瀨委員長】 まず、２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。 

 この件について、委員の皆様方、何かご質疑等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、２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、４月より公開させていただきます。  

 

【百瀨委員長】 次に、２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。  

 この件について、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、２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、委員長報告を私から行います。 

（委員長報告）  

２月20日（金） 

 

２月21日（土） 

 

２月28日（土） 

 

３月６日（金） 

 

３月12日（木） 

３月13日（金）  

３月18日（水） 

午前10時45分から、臨時教育委員協議会に出席。  

午後２時から、中河内ブロック都市教育委員研修会に出席。 

午前９時 30分から、小学生なわとび名人検定及び小学生チャレンジ

なわとび学年別認定会オープニングセレモニーに出席。  

午後１時から、八尾ロータリークラブにおける車椅子バスケットボ

ールプレ親善交流会に出席。 

午前 10時から、市議会文教常任委員会及び予算決算常任委員会文教

分科会に出席。 

午前９時30分から、市立中学校卒業証書授与式に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午前９時30分から、市立小学校卒業証書授与式に出席。  

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を浦上教育長よりよろしくお願いいたします。 

（教育長報告）  

２月20日（金） 

 

２月21日（土）  

 

 

 

 

２月22日（日） 

２月24日（火）  

２月25日（水）  

 

２月26日（木） 

２月28日（土） 

 

３月２日（月） 

 

３月３日（火）  

３月４日（水）  

 

３月６日（金）  

 

３月８日（日）  

 

午前10時45分から、臨時教育委員協議会に出席。  

午後２時から、中河内ブロック都市教育委員研修会に出席。 

午前９時 30分から、小学生なわとび名人検定及び小学生チャレンジ

なわとび学年別認定会オープニングセレモニーに出席。  

午前10時30分から、財団法人岡田茂吉美術文化財団八尾支部におけ

るいけばな展に出席。  

午後０時30分から、志紀学園幼稚園における音楽発表会に出席。  

午前８時50分から、桂小学校における人権学習発表会に出席。  

午前10時から、市議会３月定例会本会議（１日目）に出席。  

午前10時から、市議会３月定例会本会議（２日目）及び予算決算常

任委員会前期全体会に出席。  

午後１時30分から、防災会議に出席。  

午後１時から、八尾ロータリークラブにおける車椅子バスケットボ

ールプレ親善交流会に出席。 

午前９時から、部長会、環境施策推進会議、人権施策推進本部会議

及び男女共同参画施策推進本部会議に出席。  

午後７時から、桂中学校区地域教育協議会総括集会に出席。  

午後８時から、高安中学校区における施設一体型小・中学校開校準

備会に出席。  

午前10時から、市議会文教常任委員会及び予算決算常任委員会文教

分科会に出席。  

午前10時から、防火・防災展に出席。 

午後１時から、こどもフェスティバルに出席。 
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３月10日（火） 

３月11日（水）  

 

３月12日（木） 

３月13日（金）  

３月16日（月） 

３月17日（火） 

３月18日（水）  

 

３月19日（木） 

午前10時から、生涯学習センター学習プラザ運営審議会に出席。  

午後１時 30分から、消防記念日式典及び消防音楽隊 35周年記念演奏

会に出席。  

午後３時から、総務常任委員会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時から、予算決算常任委員会後期全体会に出席。  

午前10時から、社会教育委員会議に出席。 

午前11時から、大阪経済法科大学卒業式に出席。 

午後１時30分から、スポーツ施設運営審議会に出席。 

午後２時から、公益財団法人大阪府学校給食会理事会に出席。  

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況等につきまして何か

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、３月１２日（木）午前９時３０分から、市立中学校卒業証書授与式に出席しまし

た。当日は、曙川中学校に寄せていただきましたが、１８９名の皆さんが卒業を迎えられ、

子どもたちの見事な送辞と答辞に感動いたしました。  

 次に、３月１６日（月）午前１０時から、市立特別支援学校の卒業証書授与式に出席し

ました。今回、小学校の部は２名、中学校の部は１名の方が卒業されました。とても感動

する卒業式でしたので、子どもたちは励みになり、未来に向かって進んでいくだろうと思

いました。  

 

【木下委員】  ３月１８日（水）午前９時３０分から、市立小学校卒業証書授与式に出席

しました。当日は高美南小学校にお伺いしましたが、子どもたちの贈る言葉と卒業生の言

葉の中で、子どもたちの結びつきの強さが非常によくわかるいい卒業式でした。  

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまの委員長、教育長報告を含めまして、何かご質疑等

ございませんか。 

 ご質疑がないようですので、次に進ませていただきます。  

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 議案の審議に入る前に、本日、審議いたします議案のうち、議案第６号

及び第７号「平成２７年度八尾市教育委員会の人事に関する件」につきましては、人事案

件でございますので、この案件に係る会議は非公開といたしたいと思いますが、委員の皆

様方、いかがでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 
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【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第６号及び第７号については、

非公開で審議することにいたします。  

 それでは、議事進行の都合上、この案件につきましては、他の議案の審議及び報告等が

終了した後に行います。 

 

【百瀨委員長】 それでは、議事に入らせていただきます。  

 

３月の議案  

選挙第１号  

議案第６号 

議案第７号 

議案第８号  

八尾市教育委員会委員長の選挙の件  

平成27年度八尾市教育委員会の人事に関する件  

平成27年度八尾市教育委員会の人事に関する件  

八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件  

 

【百瀨委員長】 選挙第１号「八尾市教育委員会委員長の選挙の件」について審議を行い

ます。 

 委員長の選挙につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１

項の規定によりまして、教育長を除く委員の中から委員長を選挙しなければならないと定

められております。このことから、浦上教育長に議事進行役を引き受けていただきたく思

っておりますが、委員の皆様方、いかがでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員ご異議がないようですので、この後の進行を浦上教育長にお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

（百瀨委員長・浦上教育長  座席交代）  

 

【浦上教育長】 それでは、ご指名により議事進行を仰せつかりましたので、ただいまか

ら、審議に入らせていただきます。 

 事務局より、提案理由の説明をお願いいたします。  

 

【伊藤教育次長】  それでは、選挙第１号「八尾市教育委員会委員長の選挙の件」につい

てご説明いたします。  

 今般、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成２６年６

月２０日に公布され、平成２７年４月１日より施行されますが、同法附則第２条第１項の

経過措置におきましては、旧法の規定が適用されることとなっております。  

つきましては、この度、百瀨委員長の委員長としての任期が平成２７年３月３１日付で

満了することに伴いまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１項の

規定により、委員長の選挙を行う必要がありますので、ご提案申し上げるものであります。  

 なお、委員長選挙の方法につきましては、八尾市教育委員会会議規則第２条に無記名投
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票と指名推薦の方法が規定されておりますが、従来からの慣例では、指名推薦の方法で実

施されておるところでございます。  

 以上、提案理由のご説明とさせていただきます。  

 

【浦上教育長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員長の選挙の方法につきま

しては、教育委員会会議規則によって２つの方法が規定されているとのことですが、従来

からの慣例に基づき、指名推薦の方法で行ってよろしいでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【浦上教育長】 全委員ご異議がないようですので、指名推薦の方法で実施することとい

たします。  

 それでは、どなたかご指名をお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今、八尾市の教育行政も非常に重要な時期に来ておりまして、

大変な重責でご苦労をおかけしますが、百瀨委員にお願いしたいと思います。  

 

【浦上教育長】 他にございませんでしょうか。  

 ただいま、安藤委員から百瀨委員にぜひともお引き受けいただきたいというご意見がご

ざいましたが、委員の皆様方、いかがでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【浦上教育長】 全委員異議なしということで、選挙第１号「八尾市教育委員会委員長の

選挙の件」につきましては、百瀨委員を委員長に選任することに決しました。  

 それでは、百瀨新委員長よりご挨拶をお願いいたします。  

 

【百瀨委員長】 委員の皆様方から選任いただき、委員長という大役を改めて引き受ける

に当たりまして、本当に身の引き締まる思いであります。  

また、本年度は、新教育委員会制度のスタートの年でもあります。そのようなことを考

えましても、平成２７年度は教育委員会にとりまして節目の年となりますが、主人公であ

る子どもたちに目を向け、委員の皆様方、事務局の皆様方とともに八尾市の教育の発展の

ため、しっかり頑張りぬく覚悟でございます。これからもよろしくお願い申し上げます。  

 

【浦上教育長】 それでは、この後の議事進行につきましては、百瀨委員長にお願いした

いと思います。  

 

（百瀨委員長・浦上教育長  座席交代）  

 

【百瀨委員長】 それでは、議案第８号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の
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件」について審議いたします。提案理由を杉島課長より説明願います。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第８号「八尾

市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件」につきましてご説明させていただきます。  

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第３号の規定により、委員会の

議決を求めるものでございます。 

 提案理由といたしましては、平成２６年９月市議会定例会提案の八尾市放課後児童室条

例の一部改正議案が議決されたことに伴い、文言を整理するとともに、開設時間の延長に

伴う開設時間の変更並びに対象学年拡大の実施等による入室児童の増加に伴い、児童室の

数及び名称を変更するにつき、八尾市放課後児童室条例施行規則の一部を改正する必要が

あるため本案を提出するものでございます。  

 それでは、お手元の「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正新旧対照表」をご参

照願います。  

 改正内容につきましては、第３条第１項中、「保育に欠ける児童」を「保育を必要とす

る児童」に改めるとともに、第１１条第１項第２号中、「午前９時から午後５時まで」を

「午前８時から午後５時まで。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、午後６

時まで延長することができる。」に改めるものでございます。また、別表第１（第２条関

係）において、南高安地区の放課後児童室の数を３児童室とし、南高安地区第３放課後児

童室、定員４０名を新たに規定するとともに、曙川東地区放課後児童室の数を２児童室と

し、曙川東地区放課後児童室の名称を曙川東地区第１放課後児童室に改め、曙川東地区第

２放課後児童室、定員２０名を新たに規定するものでございます。  

 なお、この規則の施行につきましては、平成２７年４月１日より施行いたすものでござ

います。  

 以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。  

 何卒、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方から、何かご

質疑ございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 開設時間が「午前９時」から「午前８時」になるということ

ですが、安全な環境を確保するために、指導員の配置についてはどのように考えられてい

ますか。  

 

【富田青少年課長】 開設時間を午前９時から午前８時に延長することに伴う、指導員の

体制及び安全確保につきましては、その時間に複数の指導員を配置するように改めるとと

もに、受付員を配置することにより安全確保に努めてまいります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 開設時間については午後６時まで延長することができるとい

うことですが、指導員の配置については同様に考えていいですか。  
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【富田青少年課長】 委員ご指摘のとおり、午後５時から午後６時についても同様の対応

をさせていただきます。  

 

【木下委員】  児童室が南高安地区と曙川東地区で１つずつ増え、定員が６０名増えるこ

とになりますが、最近、入室希望が多いように思っています。これで市民ニーズと合致す

る数になるのでしょうか。  

 

【富田青少年課長】 今般、入室児童数の増加に対応できるように、南高安地区と曙川東

地区については定員増を図るものでございます。また、昨年の９月市議会定例会におきま

しては、放課後児童室条例の一部改正と併せて、新年度から始まる新たな児童室の運営を

定めた基準条例の制定について議決をいただいており、その基準に適合させることと、こ

れからも児童室のニーズは増えると考えておりますので、今後も児童室の拡張、整備を十

分に図っていきたいと考えております。  

 

【田辺こども未来部長】  南高安地区につきましては、これまで耐震工事等の関係があり、

すぐに整備できなかったという状況もございましたが、今回、対象学年を６年生に引き上

げて、定員を４０人増やしております。  

 また、各地区において入室希望者が増えている傾向が出ており、それに加えて、定員を

４０人に見直していこうという両方の要因がございまして、今後児童室を増やしていかな

ければならない状況でございます。  

現在、学校と協議をさせていただきながら、指導員の確保にも努めており、一生懸命取

り組んでいるところでございますので、教育委員会とも協議しながら、子どもたちの受け

入れに向けて引き続き充実を図っていきたいと考えております。整備状況については、改

めてご報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  

 

【安藤委員長職務代理者】  今後、定員を増やすために、児童室をより拡大していくとい

う姿勢があると思いますが、国は定員の基準を決めているのでしょうか。  

 

【富田青少年課長】 今年度までは、参考として、国からガイドラインが示されておりま

したが、平成２７年度以降につきましては、国が示す一定の基準をもとに、設備及び運営

に関する基準の条例を各市町村で定めることになりましたので、その条例に基づいて、今

後、整備を進めていくことになっております。  

 

【安藤委員長職務代理者】 安全・安心のことになりますが、例えば、災害が起きた場合

を想定し、どのような訓練をされていますか。 

 

【富田青少年課長】 放課後児童室につきましては、児童の安全・安心な居場所になりま

すので、安全の確保を最優先に考えております。そのために、少なくとも年４回、不審者、

火災、地震の避難訓練等を実施しております。それ以外に、指導員による日々の指導の中

で、登下校時の安全指導もさせていただいているところでございます。  
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【浦上教育長】 これまでも、子どもたちが下校の時間帯に知らない人に声をかけられた

り、追いかけられたりする事象が発生していますが、平日であれば学校に教員がおり、指

導課と青少年課が連携して対応しています。ただ、土曜日と学校の休業日も午後６時まで

延長することになれば、冬場は外が暗くなっている中で、子どもたちは帰ることになるの

で非常に心配になります。緊急時の連絡など、職員体制はどうなるのでしょうか。また、

指導員の体制についてはどのように考えていますか。  

 

【富田青少年課長】 まず、土曜日及び学校の休業日に不審者等が出た場合でございます

が、長期休業中の平日は、市役所の職員が対応可能です。また、土曜日につきましても、

児童室の開設時間中、放課後児童育成室の職員が市役所に勤務いたしておりますので、緊

急時に対応できる体制をとっております。なお、情報収集につきましては、大阪府警の安

まちメールを活用しており、何かありましたら、必ず情報が入るようになっております。

また、教育委員会、警察と連携し、情報収集をしっかり行っているところでございます。  

 次に、児童室との連絡体制につきましては、通常はファックス等で連絡を行いますが、

緊急の場合は、各児童室を市内４ブロックに分けまして、電話による緊急連絡体制をとっ

ております。また、青少年課内におきましても、緊急の場合に、職員間で必ず電話連絡が

できるようになっております。  

 次に、指導員の体制でございますが、２人の職場では、休暇が出た場合に指導員が１人

しかいない状況になってしまいますので、十分に対応できるようにフリーの職員を配置し

ております。また、不審者等の情報が入った場合は、指導員が下校指導を行っており、指

導員の少ない児童室では市役所の職員が応援に行っております。さらに、学校の職員の方

が途中まで児童にいっしょについていくなど、ご指導をいただいており、学校にも協力い

ただきながら安全確保に努めているところでございます。 

 最後に、外が暗くなって心配ではないかとのご指摘につきましては、午後５時から午後

６時まで利用される場合、必ず保護者のお迎えを条件にしておりますので、子どもが１人

で帰って危険な目に遭うことのないようにしております。 

 

【浦上教育長】 一番心配していることは、土曜日です。夏季休業中は教員が出勤してい

ますが、土曜日は教員がわずかしかいないと思いますので、緊急時における学校との連携、

教育委員会との連絡体制については、十分対応できるようにしていただきたいと思います。  

 

【安藤委員長職務代理者】 指導員について少しお話いただきましたが、指導員の資質向

上のためにどのような研修をされていますか。 

 

【富田青少年課長】 指導員の研修につきましては、放課後児童室の質の向上のために年

１０回以上の研修を実施しており、大阪府の研修にも参加させていただいております。  

 研修内容につきましては、日常の保育をはじめ、救急救命講習を必ず年１回実施してお

ります。また、八尾警察署や八尾市消防本部にご協力いただいて、不審者、火災の対応の

研修など、安全に関する研修も毎年実施しているところでございます。  
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【安藤委員長職務代理者】 確認になりますが、放課後児童室の定員の考え方について聞

かせていただけますか。また、入室児童数の今後の推移についてはどのように考えられて

いますか。 

 

【富田青少年課長】 まず、定員の考え方につきましては、現在、国のガイドラインでは、

１教室４０人を標準としておりますが、最大７０人までとなりますので、現時点ではこれ

に沿った定員を設定しております。  

 ただ、先ほどから申し上げております基準条例に基づきますと、１教室４０人となりま

すが、急に現在の７０人を４０人にすることはできませんので、経過措置を設けて、学校

にもご協力いただきながら、定員を４０人に近づけていく努力をしているところでござい

ます。 

 次に、入室児童数の推移につきましては、平成２２年から対象学年の拡大を実施してお

りまして、例年１００名程度増加しております。今後も共働き世帯が増え、放課後児童室

のニーズは高学年を中心に増えていくと考えており、また、基準条例に適合させていくた

めにも整備を進めていきたいと考えておりますので、年間１００人程度の増を見込みなが

ら、それに合わせた整備も十分に進めていきたいと考えております。  

 

【浦上教育長】 受付員の配置については午後５時までになるのでしょうか。また、午後

６時までのときは、その時間までいるのでしょうか。 

 

【富田青少年課長】 受付員につきましては、午後５時から午後６時の間も配置しており

ます。 

 

【百瀨委員長】 本市におきましては、対象学年を拡大し、定員を見直す中で、放課後に

おける児童の健全育成に取り組んでいただいているところではございますが、今後におき

ましても、引き続き、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。  

 議案第８号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。  

 

【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、議案第８号「八尾市放課後児童室

条例施行規則の一部改正の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、引き続きまして、報告事項に入らせていただきます。 

 本日の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。  

 この際、委員の皆様方から、何かご発言ございませんか。  
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 事務局から、何かございませんか。  

 なければ、議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は午前１０時５０分といたし

ます。 

なお、次に、議案第６号及び議案第７号「平成２７年度八尾市教育委員会の人事に関す

る件」について審議を行いますが、会議は非公開で行います。  

 

（以下、非公開審議）  

 

【百瀨委員長】  それでは、議案第６号「平成２７年度八尾市教育委員会の人事に関する

件」について審議いたします。提案理由を松井次長より説明願います。  

 

【松井生涯学習部次長】  それではただいま議題となりました議案第６号「平成２７年度

八尾市教育委員会の人事に関する件」についてご説明いたします。  

本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第５号の規定により、次のとお

り委員会の承認を求めるものでございます。  

提案の理由でございますが、平成２７年度八尾市教育委員会事務局人事について、配置

換え等を行う必要がありますので、本案を提出するものでございます。  

それでは、別添の資料をご覧ください。  

 

（以下、資料に基づき説明）  

 

【百瀬委員長】  ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑

等ございませんか。  

女性が増えているようですが、具体的にどのようになっていますか。  

 

【松井生涯学習部次長】  指導主事、主査等の教育職３３名のうち、女性が１１名を占

め、この度、女性率を増やした配置となっています。  

 

【百瀬委員長】 女性が増えるということはいいことだと思いますが、意図があってのこ

とですか。  

 

【松井生涯学習部次長】  学校管理職人事においても、基本方針の一つとして女性の登

用を掲げているところです。そこで、まずは教育委員会事務局の中で、積極的に女性を

配置し、将来の学校管理職として育成していくという長期的なビジョンをもってのこと

です。 

【百瀬委員長】 若い指導主事が多くなっているようですが、この点についてはいかがで

すか。 

 

【松井生涯学習部次長】  最年少が３４歳の指導主事、主査については２９歳となって

おり、教育委員会事務局でしっかり経験を積んで、時期のリーダーとして育成していく
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ことが喫緊の課題と考えています。また、学校現場もミドルリーダーにふさわしい年齢

層が少なくなっており、人材確保に向けて、常に情報収集してまいりたいと思います。  

 

【百瀬委員長】 事務局の仕事は大変だと思いますが、増員についてはどのように考えて

いますか。  

 

【松井生涯学習部次長】  今回、教育政策課で１名の増員を図り、プロジェクトの課題

対応にあたっていただきたいと考えています。  

 

【百瀬委員長】  そういうことでしたら、教育職だけでなく行政職の強化についてもよ

ろしくお願いします。  

今回、養護教諭を主査として配置していますが、大変いいことだと思います。  

 

【浦上教育長】  教育相談など、養護教諭の立場から活躍してくれると期待しています。

また、幼稚園の主任から指導主事として登用しています。  

 

【百瀬委員長】 そういった配置は、学校園のニーズから考えても必要なことだと思いま

す。 

 

【百瀬委員長】 それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきま

す。 

議案第６号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀬委員長】  全委員異議なしと認めます。よって、議案第６号「平成２７年度八尾

市教育委員会の人事に関する件」について原案を適当と認めることに決しました。  

 

【百瀬委員長】  次に、議案第７号「平成２７年度八尾市教育委員会の人事に関する

件」について審議いたします。提案理由を松井次長より説明願います。  

 

【松井生涯学習部次長】  それでは、ただいま議題となりました議案第７号「平成２７

年度八尾市教育委員会の人事に関する件」についてご説明いたします。  

本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第５号の規定により、次のとお

り委員会の承認を求めるものでございます。  

提案の理由でございますが、平成２７年度八尾市立幼稚園長人事について、配置換え等

を行う必要がありますので、本案を提出するものでございます。  

それでは、別添の資料をご覧ください。  

 

（以下、資料に基づき説明）  
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【百瀬委員長】  ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑

等ございませんか。  

嘱託園長は増えているのですか。  

 

【松井生涯学習部次長】  嘱託園長の配置数につきましては、今年度同様、１２名とな

っています。  

 

【百瀬委員長】  来年度も多くの嘱託園長の配置となっていますが、この点については

どのように考えていますか。  

 

【松井生涯学習部次長】  今後の就学前教育のあり方や方向性を考えますと、ちょうど

過渡期の時期ではないかと思っています。こういったことから、管理職の数についても、

将来を見据えた配置が必要であるという考え方もあり、このような配置となっていると

ころです。  

 

【百瀬委員長】  認定こども園等、今後の方向をしっかり見ながら、よりよい配置を考

えていただきたいと思います。  

 

【御喜田委員】 新たに園長になる３名の方の年齢層を教えていただけますか。  

 

【松井生涯学習部次長】 ４２歳、４１歳の方々です。  

 

【御喜田委員】 非常に長く園長をされることもありますか。 

 

【松井生涯学習部次長】  今後の就学前教育のあり方にもよりますが、２０年近く園長

を務めるということを考えれば、例えば、教育委員会事務局との人事異動等、幅広く考

えていく必要があると思います。  

 

【浦上教育長】  幼稚園現場の年齢層を考えても、管理職の適任者が少なくなっていま

す。なかなか難しい課題です。  

 

【百瀬委員長】 これから先のことを考えて、今後もしっかりとした議論をしていただき

たいと思います。  

それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。  

議案第７号について、原案を適当と認めることに異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀬委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第７号「平成２７年度八尾市

教育委員会の人事に関する件」について原案を適当と認めることに決しました。  
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それでは、以上をもちまして、３月定例教育委員会を終了させていただきます。  


