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６月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日   平成２７年６月２２日（月）  

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・今岡生涯学習部次長・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６月の定例教育委員会を開催いたします。本日

の会議録の署名委員に、浦上委員を指名させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

【百瀨委員長】 まず、５月の定例教育委員会の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、５月の定例会の会議録について承

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）  

５月22日（金） 

６月17日（水）  

 

 

６月20日（土）  

午後１時から、市議会文教常任委員協議会に出席。  

午前 9時 30分から、ソフトボール世界選手権出場に伴う市長表敬訪

問に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午後１時15分から、学校法人関西金光学園金光八尾中学校・高等学

校開校30周年祝賀会に出席。  
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【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）  

５月20日（水）  

 

５月21日（木）  

５月22日（金）  

 

５月24日（日）  

 

 

 

５月25日（月） 

 

５月26日（火）  

 

 

５月27日（水）  

５月29日（金）  

 

５月30日（土）  

 

 

６月１日（月） 

 

 

 

６月２日（火） 

６月３日（水） 

 

６月７日（日） 

６月８日（月） 

６月９日（火） 

 

 

６月11日（木）  

６月12日（金） 

６月15日（月） 

６月16日（火）  

 

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。  

午後３時30分から、庁議に出席。  

午後１時から、市議会文教常任委員協議会に出席。  

午後３時から、人権施策推進本部会議に出席。  

午前10時から、春の地域安全運動八尾市民のつどいに出席。  

午後２時から、関西テレビ放送ソーシャルパフォーマンスジェネシ

スオブエンターテイメント車いすダンス公演「越えろ。―笑顔をつ

なぐダンス」に出席。  

午後１時から、社会を明るくする運動推進委員会に出席。  

午後３時から、行財政改革推進本部会議に出席。  

午前９時から、人権施策推進本部会議に出席。  

午前11時から、各派代表者会議に出席。  

午後７時から、体育連盟理事会に出席。  

午前10時30分から、障がい児者問題協議会総会に出席。  

午前10時30分から、各派代表者会議に出席。  

午後５時から、部長会に出席。  

午前９時 30分から、北山本小学校における土曜スクール視察に出

席。 

午前10時30分から、八尾小学校における土曜スクール視察に出席。

午前９時から、部長会に出席。  

午前10時から、市史編纂委員会に出席。  

午後１時から、高安悠画会アリオ八尾絵画展オープニングセレモニ

ーに出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午前９時30分から、校長会に出席。  

午後７時から、桂中学校区地域教育協議会総会に出席。  

午前８時50分から、小学校運動会に出席。  

午前10時から、市議会６月定例会本会議（第１日）に出席。  

午後２時から、府学校給食会理事会に出席。  

午後７時から、体育連盟優秀選手表彰及び府総合体育大会激励会に

出席。  

午前10時から、市議会６月定例会本会議（第２日）に出席。  

午前10時から、市議会６月定例会本会議（第３日）に出席。  

午前10時から、市議会６月定例会本会議（第４日）に出席。  

午前10時から、市議会６月定例会本会議（第５日）及び予算決算常

任委員会前期全体会に出席。  



－3－ 

６月17日（水）  

 

 

６月20日（木）  

午前９時 30分から、ソフトボール世界選手権出場に伴う市長表敬訪

問に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午後１時 15分から、学校法人関西金光学園金光八尾中学校・高等学

校開校30周年祝賀会に出席。  

 

【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。特にない

ようでしたら、委員長報告及び教育長報告を含め、ただいまの報告について何かご質疑ご

ざいませんか。  

  

【安藤委員長職務代理者】 先ほど教育長がご報告された５月３０日（土）の、北山本小

学校及び八尾小学校の土曜スクールについて、内容を教えてください。  

 

【浦上教育長】 まず、北山本小学校の土曜スクールは、地域合同防災訓練ということで、

地域の方々が多数参加されていました。当日は、校区内にある公園に、全ての住民が集合

し、小学校６年生の子どもたちが、高齢者の方や車椅子に乗っておられる方を学校の運動

場に誘導していました。また、体育館には煙中体験などのブースがあり、様々な体験をさ

れていました。  

 また、八尾小学校の土曜スクールでは、八尾小学校と安中小学校の子どもたちが成法中

学校でいろんな体験学習をするという企画でした。安中小学校と八尾小学校の小学校３年

生の子どもたちが全員集まり、講座を受けていました。  

  

【安藤委員長職務代理者】 ６月１７日（水）にソフトボールの世界選手権出場に伴う市

長表敬訪問とありますが、どういう団体なのでしょうか。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  ただいまご質問いただきました、６月１７日（水）のソ

フトボール世界選手権出場に伴う市長表敬訪問につきましては、八尾市のソフトボール協

会に在籍しております大阪桃次郎という男子のチームがございます。このチームにつきま

しては、西日本リーグという社会人リーグの大会に出場しておりまして、そちらでも毎年

優秀な成績をおさめております。また、東日本リーグとの日本一を決める大会もあり、そ

ういう大会にも出場している強豪チームでございます。その中から、今回、所属選手３名

と、大阪桃次郎の監督が全日本のコーチとして、一緒に世界大会に出場されます。１７日

は、その中から監督と、澤田選手が市長表敬に来られました。これはなぜかと申しますと、

澤田選手が八尾市内の企業にお勤めになっておられるということで、そちらの社長さんか

ら情報をいただきましたので、市長表敬をさせていただいたところでございます。当日は、

教育委員長も八尾市ソフトボール協会の会長という立場もございますので、同席をいただ

いたところでございます。  

 

【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。  
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｛議 案 審 議｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。  

 

６月の議案  

議案第２４号  

議案第２５号  

平成 27年文化の日教育委員会表彰について諮問する件  

八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件  

 

【百瀨委員長】  議案第２４号「平成２７年文化の日教育委員会表彰について諮問する

件」について審議いたします。  

  提案理由を高橋課長より説明願います。  

 

【高橋教育政策課長】 ただいま議題となりました議案第２４号「平成２７年文化の日教

育委員会表彰について諮問する件」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１３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。  

 提案の理由でございますが、本年の１１月３日の文化の日におきまして、市長部局と合

わせて教育委員会といたしましても広く本市の教育の発展にご貢献いただいた方々を表彰

していくため、八尾市教育委員会表彰規則第６条の規定により、表彰審査会に諮問し、審

議していくに当たり、別紙諮問書のとおりご提案申し上げるものでございます。  

 会議のスケジュールといたしましては、７月から９月まで３回程度の審査会を開催した

上、１０月定例教育委員会におきまして答申をする予定でございます。  

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議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

疑等ございませんか。  

  

【安藤委員長職務代理者】 今、提案理由を説明いただいたのですが、教育委員会として

は、学校関係を一番主体的に考えていると思います。ただ、毎年申し上げていますが、学

校の校長先生から推薦が上がってくる中で、それが審査の対象となる土台になっているこ

と。もう一つは、社会教育としての面で、これには、文化の面とスポーツ面の両方あると

思いますが、その関係について、昨年に比べて歩みが前に進んでいると思いますので説明

をお願いしたいのですが、いかがでしょうか。  

 

【高橋教育政策課長】  教育委員会表彰におきましては、学校医、学校歯科医、学校薬剤

師、園児・児童・生徒、教育に関する貢献のあった一般の方々を対象としてございます。

その中でも、園児・児童・生徒といった子どもたちを対象とするものでは、スポーツ・文

化芸術分野と、数多くの子どもたちを表彰させていただきました。  
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これまで、子どもたちへの表彰については、社会教育とのかかわりの中で整理が必要で

はないかという点について、ご指摘があったわけでございますけれども、過去の実績を積

み上げるなかで、一定の整理ができてきたのではないかと思っております。 

ただ、若干まだ難しい部分といいますのが、先ほどご指摘いただいた校長先生の推薦が

ある場合と、推薦がない場合についての判断であるかと考えており、それがご指摘の点か

と思います。この点につきましては、我々事務局で把握できる分については、学校にも情

報提供しながら進めていきたいと考えてございますし、スポーツ・文化芸術分野での基準

につきましては、各学校園に対しまして、表彰実績の周知に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 

【安藤委員長職務代理者】  広く表彰の対象者を求めるということと、今説明いただいた

優秀な方々を表彰するという意味においては、できるだけ精査していただいて、子どもた

ちが元気になり、またその中で次にむけて頑張っていける、そういう人たちを表彰してい

ただきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 毎年、この表彰については、教育委員からみなさんに対して、ご指摘し

てきた分があるかと思います。そこは、十分に精査していただきながら進めてきていただ

いておるとは思いますが、子どもたちの夢を育てるということも含め、底上げや裾野を広

げるということに対して、毎年指摘をしてきたと考えております。  

今後ともぜひしっかりと取り組んでいただきながら、八尾の子どもたちが元気になるこ

とや、子どもたちに夢を持たせることに重点を置きながら、文化の日の表彰に取り組んで

いただけたらと思います。  

 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。  

 それでは、議案第２４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２４号「平成２７年文化の

日教育委員会表彰について諮問する件」については、原案を適当と認めることに決しまし

た。 

 次に、議案第２５号「八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件」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】  ただいま議題となりました議案第２５号「八尾市立スポ

ーツ施設運営審議会委員の委嘱の件」についてご説明申し上げます。 

 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１４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。  

 提案の理由でございますが、公募による市民委員の選任に伴い、委員を委嘱する必要が

あるため、本案を提出するものでございます。  

 それでは、お手元の八尾市立スポーツ施設運営審議会委員名簿（案）に基づきまして、
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ご説明申し上げます。新たに委嘱する委員は、教育委員会が必要と認める者といたしまし

て、公募市民委員の鈴木敦子氏、並びに田中冨美江氏の２名でございます。  

 なお、市民委員の公募につきましては、「私が思うこれからのスポーツ施設の姿」と題

した作文の提出を求め、５月２０日から６月５日までの間、公募を実施したところ、４名

からの応募がありました。委員候補者の選考につきましては、市職員５名からなる選考委

員会において、スポーツ推進の現状について正確に把握した内容か、実行可能性のある新

しい視点で八尾市生涯学習・スポーツ振興計画の基本方針実現に貢献できる内容であるか

などを選考基準として、学識経験者の意見も踏まえ、選考を行ったものでございます。  

 任期につきましては、平成２７年７月１日から平成２９年６月３０日までの２年間でご

ざいます。  

 以上、簡単雑駁ではございますが、提案理由の説明といたします。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

質疑等ございませんか。 

  

【安藤委員長職務代理者】 教育委員会が必要と認める公募市民ですが、選考の基準等に

ついて教えてください。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 今回、市民公募を実施し、男性２名、女性２名、計４名

の方からご応募をいただいております。その中で、応募者それぞれから作文を提出いただ

いておりますので、その作文の内容等を踏まえて、５名の選考委員に評価をいただきまし

て、その後評価結果を受けて議論を行った上で、今回２名の委員の方を委嘱させていただ

くということで、ご提案申し上げたものでございます。  

 

【安藤委員長職務代理者】 学識経験者の２名におかれましては、どのような理由で選考

されたのでしょうか。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  学識経験者につきましては、お二人ともそれぞれの大学

におきましてスポーツ関係を専門としておられる教授の方でございます。  

 

【百瀨委員長】 この審議会の公募に当たりまして、教育委員会のほうでも男女比等含め

ていろいろご質問したかと思います。そのあたりを含めながら、ぜひこの審議会におきま

して市民のニーズに合うように、またスポーツを振興するように努めていただけたらと思

います。  

 それでは、他にご質疑等ないようですので、採決に移らせていただきます。  

 議案第２５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。 
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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２５号「八尾市立スポーツ

施設運営審議会委員の委嘱の件」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、続きまして報告事項に移らせていただきます。  

「八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等の実施状況について」、高橋課長よ

りよろしくお願いいたします。  

 

【高橋教育政策課長】  それでは、八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等の

実施状況についてご説明申し上げます。  

 恐れ入りますが、お手元の資料、八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等実

施状況一覧表の１ページをお開き願います。初めに本一覧表でございますが、本一覧表は

平成２６年度末現在の耐震診断結果及び耐震補強工事等の実施状況をまとめたものでござ

います。  

 次に、一覧表の見方でございますが、耐震区分及び耐震基準等につきましては、地震の

震動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が低い場合、Ｉｓ値０．６以上をＡ区分、地震

の震動及び衝撃に対して被害を受ける可能性がある場合、Ｉｓ値０．３以上０．６未満を

Ｂ区分、地震の震動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が高い場合、Ｉｓ値０．３未満

をＣ区分として表示しております。  

 次、２ページから１０ページでは、施設別の耐震性能及び耐震補強工事の実施年度等を

掲載しております。本一覧表は、昨年６月に作成したものを平成２６年度末時点でのデー

タに修正したもので、平成２６年度に実施しました耐震補強工事につきましては、表中の

補強の欄に「済」を、補強年度の欄に「平成２６年度」と記載しております。  

 なお、平成２６年度末現在の市立学校園施設の耐震化率は、約８５％となっております。  

 以上、市立学校園施設の耐震補強工事等の実施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まして、委員の皆様方から何かご意見等ございま

せんか。  

 

【安藤委員長職務代理者】  ここに掲載された新耐震基準というのは、いつのことでしょ

うか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】  新耐震基準につきましては、昭和５６年６月１日に施行された

改正建築基準法施行令に基づく耐震基準ということでございまして、昭和５６年６月１日

以降の建物につきましては、新耐震基準であり、耐震補強等が不要である建物になってお

ります。  

 

【安藤委員長職務代理者】  例えば４ページに記載のとおり、南山本小学校については、

この改築により平成２６年度に解体し、平成２７年度に改築が完成すると解釈してよろし
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いでしょうか。  

 

【瀧瀬生涯学習部次長】  ご指摘のとおり、南山本小学校につきましては、一旦解体した

場所に新しく校舎を改築しており、平成２７年度末に完成いたします。  

 

【浦上教育長】 耐震工事については、平成２７年末をもって全て完了という予定で動い

ていますが、耐震工事をすることによって、学校の教育活動に支障を来してるということ

はないでしょうか。  

 

【瀧瀬生涯学習部次長】  耐震化工事に伴う教育活動への影響としましては、特に騒音等

に配慮する必要がございます。校舎を使いながら工事を行っておりますので、騒音対策あ

るいは振動対策につきましては、工事を担当します公共建築課、教育委員会、工事を行い

ます施工業者と十分協議を行いながら、教育活動に影響のないように対応しております。

例えば大きな音の出る工事については夏休みを中心に工事を行う、もしくは授業中にどう

しても音の出る工事が発生する場合には、放課後の時間帯を中心に工事を行うというよう

な工夫等をしながら、工事を進めておるところでございます。  

 

【安藤委員長職務代理者】 志紀小学校の件で、学校規模適正化推進事業により、平成２

８年度に解体予定とありますが、解体するということは、次を建てていくということで、

子どもたちの安全を心配するのですが、そのための体制というのはどうなっていますか。  

 

【瀧瀬生涯学習部次長】  志紀小学校につきましては、耐震化工事に加えまして、学校規

模の適正化事業の中で、大規模校対策ということで旧のプール棟を解体した場所に、新し

く校舎を新築いたしまして、特別教室、職員室等をその棟に建築していく予定で、現在、

工事を進めておるところでございます。  

 なお、北側校舎につきましては、当初耐震補強工事を行う予定でありましたが、大規模

校対策の中で、新校舎を建設するに当たりまして、校舎のほうをそちらに移設することが

可能となりましたので、北側校舎につきましては耐震補強工事を行わずに、平成２７年度

の工事完成後、解体をして運動場面積を広げていく計画でございます。  

 なお、安全面についてでございますが、北側校舎の解体を行う際には、仮囲い等をする

中で、子どもたちへの安全に配慮した解体工事を進める予定でございます。  

 

【安藤委員長職務代理者】  確認なんですが、平成２７年度に全部完了するということで

よろしいですか。  

 

【瀧瀬生涯学習部次長】  工事全体につきましては、計画的に進んでおりまして、平成２

７年度末をもって耐震化率、１００％を達成する見込みでございます。  

 

【百瀨委員長】 教育委員会といたしましても、平成２７年度に耐震化率１００％をめざ

すということで進めてまいりました。また、子どもたちの教育活動に支障のないように、
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環境整備に当たる、または安心・安全面でも十分配慮するという点に努めていただいたこ

とについては評価したいと思います。これからぜひ１００％をめざし、さらに進めていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

 他にご意見がないようですので、以上で報告事項については終わりますが、委員の皆様

方から、何かございませんか。  

 事務局から何かございますか。  

 それでは、以上をもちまして６月の定例教育委員会を終了させていただきます。  

  

 

 

 

 

 


