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７月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２７年７月２２日（水） 

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・松岡生涯学習部長・柿並学校教育部長・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  

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより７月定例委員会を開催いたします。本日の会議

録の署名委員に、木下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、６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、６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）  

６月22日（月）  

６月23日（火）  

 

６月30日（火）  

７月４日（土）  

７月６日（月）  

 

 

７月15日（水）  

午前10時45分から、臨時教育委員協議会に出席。  

午前 11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。  

午後３時から、総合教育会議に出席。  

午後５時から、八尾美術展表彰式に出席。  

午後３時30分から、臨時教育委員会に出席。  

午後４時 30分から、教育委員、校園長会役員及び教育委員会事務局

幹部職員意見交換会に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

正午から、龍華図書館視察に出席。  
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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）  

６月22日（月） 

６月23日（火）  

 

６月27日（土）  

６月30日（火）  

 

７月１日（水）  

 

 

７月２日（木）  

７月３日（金）  

 

７月６日（月）  

 

 

７月７日（火）  

 

７月８日（水）  

 

７月９日（木）  

 

 

７月10日（金）  

７月14日（火）  

 

７月15日（水）  

 

７月16日（木）  

７月19日（日）  

７月21日（火）  

午前10時45分から、臨時教育委員協議会に出席。  

午前 11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。  

午後２時から、青少年健全育成人尾市民大会に出席。  

午前10時から、指導主事等研修会に出席。  

午後３時から、総合教育会議に出席。  

午前８時から、高美中学校における社会を明るくする運動街頭啓発

活動に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午前９時45分から、白鳩幼稚園運動会に出席。  

午前10時から、予算決算常任委員会後期全体会に出席。  

午後３時から、府都市教育長協議会定例会に出席。  

午後３時30分から、臨時教育委員会に出席。  

午後４時 30分から、教育委員、校園長会役員及び教育委員会事務局

幹部職員意見交換会に出席。  

午前８時45分から、市職員発令式に出席。  

午前10時から、中河内地区人事協議会に出席。  

午後４時から、八尾郵便局からの児童に対するかもめーる贈呈式に

出席。 

午前11時から、各派代表者会議に出席。  

午後４時 20分から、南高安小学校による子ども自転車大会入賞に伴

う市長表敬に出席。  

午前10時から、市議会６月定例会本会議（６日目）に出席。  

午後１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、文化財保護審議会に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

正午から、龍華図書館視察に出席。  

午前９時から、臨時部長会に出席。  

午前11時から、吹奏楽フェスティバルに出席。 

午後１時から、市民表彰選考委員会に出席。  

 

【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】  先ほど委員長と教育長がご報告された６月３０日（火）午後

３時からの総合教育会議には、委員全員が出席したことを申し添えておきます。  

 また、７月１１日（土）プリズムホールにおいて大阪フィルハーモニー交響楽団のメン

バーが講師を務めた吹奏楽クリニックがございました。そこで４校の講習会を午前９時か
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ら午後５時２０分まで視察させていただきました。  

 それから、７月１９日（日）にプリズムホールにて吹奏楽フェスティバルが開催され、

教育長も出席されましたが、７月２４日、２５日、２６日に大阪府吹奏楽コンクールの中

河内地区予選があるので、私は全７校の演奏を聞かせていただきました。各学校の特色が

出てきており、皆さんも応援していただけると嬉しく思います。  

 以上、ご報告させていただきます。  

 

【百瀨委員長】 他にないようでしたら、委員長報告及び教育長報告を含め、何かご質疑

ございませんか。  

 それでは、他に質疑がなければ、次に進めさせていただきます。  

 

｛議 案 審 議｝ 

 

【百瀨委員長】 議案の審議に入らせていただきます。 

  

７月の議案  

議案第２７号 

議案第２８号 

議案第２９号 

議案第３０号 

議案第３１号  

議案第３２号  

平成27年度教育委員会の点検及び評価に関する件  

八尾市教育振興計画審議会規則制定の件  

八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会規則制定の件  

八尾市高安千塚古墳群保存活用審議会規則制定の件  

八尾市いじめ問題対策連絡協議会規則制定の件  

八尾市いじめ調査委員会規則制定の件  

 

【百瀨委員長】 議案第２７号「平成２７年度教育委員会の点検及び評価に関する件」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２７号「平成２７年度教育委員

会の点検及び評価に関する件」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６号の規定により委員会の議

決を求めるものです。  

提案の理由といたしましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１

項の規定に基づき、平成２６年度における本市教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会

に提出するとともに公表する必要があるため、本案を提出するものです。  

教育委員会の自己点検評価についてでありますが、平成１９年６月、地方教育行政の組

織および運営に関する法律が改正され、地方行政における教育委員会の責任体制の明確化

について規定され、併せて、同法の規定にもとづき、教育委員会の評価については議会へ

の報告と公表を行うこととされたものです。  

本市教育委員会といたしましても、平成２０年４月から、教育委員会自らが、その事務
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を着実かつ効果的に行っているかどうかを定期的に検証し、事務の見直しを行うべく、自

己点検評価を行ってきたところです。  

本年度につきましても、昨年度と同様に、八尾市教育振興計画の実現を図るため、同計

画の進行管理について本点検評価報告書に掲載し、学識経験者の知見も活用しながら、一

体的に実施していくものです。  

 また、学識経験者につきましては、昨年度に引き続き、大阪教育大学教育学部教授木原

俊行氏、大阪市立大学文学部准教授森久佳氏にお願いしたところでございます。  

それでは、本年度の点検・評価報告書案について、その概要をご説明いたします。まず、

表紙をお開きいただき、目次をごらんください。「１はじめ」に、（１）趣旨、（２）根

拠、（３）実施方針、（４）八尾市教育振興計画の進行管理、（５）評価の対象年度、

（６）学識経験者、（７）評価の方法、「２教育委員会の活動状況」に、（１）教育委員

会の構成、（２）教育委員会、（３）教育委員の諸活動。「３八尾市教育振興計画の進行

管理」に、（１）進行管理と評価、（２）推進のための基本方針、取組み、事務事業一覧、

（３）取組みの実績評価及び事務事業評価シートの見方、（４）進行管理、①取組みの実

績評価及び事務事業評、②代表的な成果指標、（５）学識経験者からいただいたご意見、

「４総評」となっております。  

次に、４ページから８ページをお開きください。「２教育委員会の活動状況」では、教

育委員会の委員構成、教育委員会の定例会・臨時会の開催状況、議事、報告事項の一覧、

教育委員の諸活動として、学校行事、地域行事及び式典、研修・視察等について、掲載い

たしております。  

 次に、９ページから１１ページをお開きください。「３八尾市教育振興計画の進行管

理」では、４つの基本方針の１６の取組み、８２の事務事業を一覧として整理しておりま

す。なお、事務事業については、教育振興計画の実現に寄与すると思われる事業について、

教育委員会事務局で執行しておる全事務事業のうちから整理して掲載しております。また、

平成２６年度の新規事業といたしましては、土曜スクール（地域に開かれた学校づくり）

事業、チャレンジする中学校区推進事業、いじめ問題対策事業、地域食育ＰＲ事業、小中

学校施設非構造部材耐震化事業となります。  

 次に、１２ページをお開きください。取組みの実績評価及び事務事業評価シートの見方

についてでありますが、教育振興計画に定める４つの基本方針について、その基本方針ご

とに基本方針に位置づく取組み、事務事業の位置づけについて確認するとともに、取組み

の実績評価についての考え方、取組みに位置づけられた各事務事業評価シートの見方につ

いてお示ししております。  

 なお、取組み実績評価につきましては、４つの基本方針に沿った事業の展開がなされ、

成果が上がっているかどうかについて、事業評価における指標の達成度、及び実績をもと

にその評価をＡからＤで表示しております。「基本方針に沿って事業展開がされ、成果が

上がっている。計画値についてはほぼ達成している。」をＡ。「基本方針に沿って事業展

開がされ、概ね成果が上がっている。計画値については８割程度を目安に概ね達成」をＢ。

「事業によっては基本方針に沿った展開が図れず、十分に成果を上げることができていな

い。計画値については８割程度を目安に概ね達成」をＣ。「基本方針に沿った事業展開が

図れず、成果が上がっていない。計画値をほとんど達成できず。」をＤとしているところ
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でございます。  

 また、実績評価の補足説明として、基本方針に対しての取組みの実績、指標の達成状況

の分析、今後の課題、方向性等を記載いたしております。  

 なお、本年度より２年連続してＢ評価の事務事業があれば、その事務事業についてはい

まだ課題が残されていることを深く受けとめ、その事務事業を含む実績評価についてはＢ

評価とさせていただいております。その結果、教育振興計画に掲げられた４つの基本方針

に基づく取組みの進捗状況については、基本方針１、幼児教育の充実に取組みます、基本

方針２、学校教育の充実に取組みます、に関しては、当該基本方針に位置づく全ての取組

みの実績評価がＡになるという結果になり、基本方針３、子どもたちの教育機会を保障し

ます、については、６つの取組みの実績評価のうち２つがＢで、残り４つがＡとなってお

ります。基本方針４、生涯学習とスポーツの基礎を培います、については、４つの取組み

の実績評価のうち１つがＢで、３つがＡとなっております。  

 次に、１３ページをお開きください。事務事業評価シートにつきましては、事務事業名、

事業の概要等、平成２６年度に実施した内容、事務事業の改善点や課題や課題に対する対

応方針、指標、単位、指標の説明、平成２３年度から２５年度までの実績値、２６年度の

計画値及び実績値、２７年度の計画値、事業評価、所管課について記載しております。  

 事業評価につきましては、２６年度において教育委員会を含む行政評価の総合評価と一

致した評価としており、その総合評価につきましては、実績値のみによる評価ではなく、

妥当性評価、有効性評価、効率性評価、参画と協働のまちづくり推進度評価の各評価を総

合的に判断して、評価しております。  

 なお、評価結果と指標実績に乖離がある場合には、その理由を付記しております。１４

ページから１２２ページまでは、進行管理の内容を掲載いたしております。  

次に、１２３ページの代表的な成果指標についてでありますが、本指標につきましては、

教育振興計画の推進にあたっては、全国学力・学習状況調査や全国体力・運動能力、運動

習慣等調査などの全国調査の結果を掲載するものでございます。  

 昨年度の結果については、残念ながら、八尾市の子どもたちの学力は、すべての成果指

標に関して、全国平均を下回っており、運動能力についても同様であることから、これら

の課題は、過年度から継続しており、その解決が進んでいない状況でございます。  

 その１つの原因として、事務事業を評価する指標が、事務事業の内容の一部にしか該当

しないものであったり、成果というよりも過程を示すだけになっており、事業内容と指標

の間に齟齬が生まれているケースが少なからず見受けられ、成果指標との関連性について

課題があると、これまでの点検・評価においても指摘を受けているところです。  

 最後に、１２４ページから１２８ページまでの学識経験者からいただいたご意見につき

ましては、取組み実績評価、事務事業評価の結果をふまえ、基本方針単位でご意見をいた

だいたものでございます。  

さらに、１２９ページ、１３０ページでは、教育委員会の活動状況を踏まえた中で、総

評をいただいたものでございます。  

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。  

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。  
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【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

問等ございませんか。  

 

【木下委員】  基本方針２「学校教育の充実に取組みます」について、ここは極めて具体

的な指標が設定されています。この評価をされた学識経験者の方々も、平成２４年度から

平成２６年度の３年間にまず触れ、非常にきっちりとご意見していただいています。この

部分については、今後、後期計画策定の中で、ぜひ具体的な改善を政策として目に見える

具体的な事業展開をお願いしておきます。  

 

【高橋教育政策課長】  ご指摘いただきました件につきましては、本点検・評価報告書の

中の１２９ページの総評の中でも、お二人の学識経験者から厳しいご意見を賜っておりま

す。今後、後期計画を策定する中で成果がみえるように指標等を設定していきたいと考え

ております。  

 

【御喜田委員】 基本方針１「幼児教育の充実に取組みます」について、評価の部分で、

全てＡ評価となっていますので、教育委員会として幼児教育に関してすごく熱心に取り組

んでいることは素晴らしいことだと思います。  

ただ、小学校教育への円滑な接続という部分において、教育委員会だけではなく、例え

ば保健センターやこども未来部などと情報を共有し、他の関係機関と連携することで、さ

らなる切れ目のない支援を行っていただきたいと思っています。今後も幼児教育の充実に

向けての取組みをよろしくお願いします。  

 

【安藤委員長職務代理者】  基本方針３「子どもたちの教育機会を保障します」について、

６１ページで、教育相談及び教育支援体制の充実の取組みに対する実績評価がＢ評価にな

っています。時々、教育サポートセンターに寄せていただくことがあり、皆さん本当に一

生懸命に取り組まれているのに、なぜＢ評価なのでしょうか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  ただいまの委員のご指摘ですが、６８ページ、３－

３－１のスクールサポーター派遣事業において、考えていたよりもスクールサポーターと

なる学生スタッフが集まらず、計画値が達成できなかったためＢ評価となっております。  

ただ、教育相談事業やさわやかルーム運営事業、家庭の教育力レベルアップ事業、就

園・就学相談事業などの教育相談については、Ａ評価となっており、十分機能していると

考えております。以上から、教育相談及び教育支援体制の充実の取組みに対する実績評価

がＢ評価になったということでございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】  ご説明いただきましたが、逆の見方をすれば、先生方の取組

みが充実しているので、スクールサポーターの派遣要請がかからないのではないかとも推

察できます。ですので、指標の数値目標が増加することが望ましいかどうか、お伺いした

いと思います。  
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【山本教育サポートセンター所長】  学校園からのスクールサポーター派遣のニーズはあ

り、指標の数値目標が増加することは望ましいことと考えおります。学生スタッフは他市

も含めさまざまな活動をしており、集まりにくいのが現状です。近隣大学へ案内を配布す

るなど、周知も工夫をして実施しておりますが、今後の課題として捉えておるところでご

ざいます。  

 

【安藤委員長職務代理者】  人権に関するところですが、４１ページ、２－２－２の命を

育む教育推進事業で、かなり活動はされています、一方で５０ページ、２－２－８の自他

の人権を大切にする子どもを育てる研究校支援事業ですが、計画値がずっと２校になって

います。平成２７年度中には、それ以上進められないかもしれませんが、今、八尾市が特

にいじめをはじめ子どもに関することを重点として進められている中で、より一層、支援

体制の強化をお願いしたいと思います。  

 

【柿並学校教育部長】  命を育む事業などにつきましても、これは幾つかの学校で実施さ

せていただいております。本年度にいじめ防止基本方針ができ上がり、各学校でいじめ基

本方針もつくっていただいている状況がございます。これを事業として実施するというこ

とは、予算等の問題もございますので、難しいところと考えております。ただ、各学校で

工夫をしていただきながら、その理念や考え方に沿った取組みを実施していただきたいと

考えているところでございます。これは特定の学校だけで実施していればよい中身ではご

ざいませんので、市全体として取り組んでいきたいという思いで各学校、また校長先生方

にご依頼をしていきたいと考えております。  

 

【浦上教育長】 基本方針３「子どもたちの教育機会を保障します」について、基本方針

２「学校教育の充実に取組みます」にも関係しますが、今、子どもの貧困が非常に社会問

題化されています。そのような中で、各学校園は子どもたちへの支援を一生懸命、家庭背

景も見ながら、家庭にできるだけ入り込みながら保護者の支援をするとか、あるいは子ど

もを学習面で支援するとか、さまざまな形で取り組んでいます。  

今後、後期計画策定にも関わりますが、そういう視点を委員会も持ちながら、あらゆる

部分で取組みを推進できるようにしていきたいと考えております。今、特に貧困の連鎖を

断ち切るために、子どもへの学習支援が一番大事だと考えています。やはり、子どもたち

がしっかりと学習し、学力が向上することで、貧困の連鎖を断ち切れる一つの要因になっ

ていくのではないかと思っています。各学校での学力の向上にしっかりと取り組むことを

合わせてお願いしたい。 

先ほど木下委員からもお話がありましたが、具体的な事業については、今年度から議会

の承認を得て、週２回放課後の時間帯に補充学習をする事業も指導課で考えています。そ

して、秋以降には学校園で実施していくと思いますので、今後、状況や成果をご報告させ

ていただきます。 

  

【百瀨委員長】 他に質疑ございませんか。  

平成２４年度から学識経験者の総評で挙げられている課題の中で特に、学力の指標に関
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しては、全国平均より低いレベルになっていると指摘されています。この件については、

委員がご指摘しているとおり、過年度からずっと続いていることですので、しっかりと施

策を推進していただきたいと思います。  

 それでは、他にご質疑等ないようですので、議案第２７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２７号「平成２７年度教育

委員会の点検及び評価に関する件」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２８号「八尾市教育振興計画審議会規則制定の件」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２８号「八尾市教育振興計画審

議会規則制定の件」について、提案理由のご説明を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号の規定に基づき、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、執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の

施行に伴い、八尾市教育振興計画審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項を

定めるため、本案を提出する次第でございます。  

 審議会規則の構成についてでありますが、規則本文の規定どおり、第１条に趣旨、第２

条に所掌事項、第３条に組織、第４条に任期、第５条に会長及び副会長、第６条に会議、

第７条に関係者の出席、第８条に庶務、第９条に委任をそれぞれ規定するものでございま

す。 

 なお、この規則の施行日につきましては、公布の日から施行いたすものでございます。  

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろし

くご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。  

 

【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】  ご説明いただいた第３条ですが、１５人以内の委員をもって

組織するということですが、委員の構成などを教えていただけますか。 

 

【高橋教育政策課長】  審議会の委員でございますが、学識経験者を含みまして、各種団

体派遣委員、公募委員など、前期計画策定時の委員構成を参考にしながら定めていきたい

と考えており、人数につきましても、前回同様１４人で調整したいと考えております。  

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質疑等ございませんか。  
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 ないようですので、採決に移らせていただきます。議案第２８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２８号「八尾市教育振興計

画審議会規則制定の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第２９号「八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会規則制定の件」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２９号「八尾市生涯学

習・スポーツ振興計画審議会規則制定の件」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３号の規定に基づき、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、執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の

施行に伴い、八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会の組織、運営その他審議会につい

て必要な事項を定めるため、本案を提出する次第でございます。  

 恐れ入ります、お手元の八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会規則（案）をごらん

いただきたいと思います。内容についてでございますが、第１条で審議会の趣旨を定め、

第２条で審議会の所掌事項、第３条で審議会委員の組織、第４条で委員の任期、第５条で

会長、副会長の選出及び役割、第６条で会議の開催等、第７条で関係者の出席、第８条で

審議会の庶務は生涯学習スポーツ課が行うこと、第９条で委任について規定するものでご

ざいます。  

 なお、この規則は公布の日から施行いたすものでございます。  

 以上、甚だ簡単雑駁な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。

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】 ただいま提案理由についての説明がございましたが、これも条例の一部

改正に伴っての規則制定でございます。委員の皆様方、何かご質疑等ございませんか。  

 

【安藤委員長職務代理者】  議案第２８号でもお伺いしましたが、第３条のところで、委

嘱する委員のことですが、これは前期計画の策定時と同じような考え方をお持ちなのか、

新しく決めていくのかをお教えていただけますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  委員の構成でございますが、委員数につきましては、前

回計画を策定した時と同じく、１４名を考えております。前回の計画策定時と比べ変更と

なるのは、家庭教育の向上に資する活動を行う者という区分での委員がおられませんでし

たので、新たに委嘱を考えているところです。  

 また、第３条５項にある「その他教育委員会が必要と認める者」といたしまして、公募
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市民委員として２名程度お入りいただきたいと考えております。  

 

【浦上教育長】 委員の構成について、人数は１４名ということですが、女性のご意見も

参考、重要になってくると思っていますので、委員には女性が入っていただきたいと思っ

ております。  

 

【百瀨委員長】 他にございませんか。  

 他にご質疑等がないようですので、採決にこれも移らせていただきます。  

 議案第２９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２９号「八尾市生涯学習・

スポーツ振興計画審議会規則制定の件」について、原案を適当と認めることに決しました。  

 次に、議案第３０号「八尾市高安千塚古墳群保存活用審議会規則制定の件」について、

審議いたします。  

 提案理由を渞課長より説明願います。  

  

【渞文化財課長】  ただいま議題となりました議案第３０号「八尾市高安千塚古墳群保存

活用審議会規則制定の件」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３号の規定に基づき、議決を求

めるものでございます。 

 提案の理由ですが、執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴

い、審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるため、本案を提出する

ものでございます。  

 内容といたしましては、第１条におきまして規則を定める趣旨を、第２条におきまして

審議会の所掌事項を、第３条におきまして審議会の組織を、第４条は委員の任期について、

第５条は会長及び副会長の職務等を、第６条では会議の開催について、第７条では関係者

等の出席について、第８条は文化財課が審議会の庶務を行うことについて、そして第９条

では委任を規定しております。  

 なお、本規則の施行日につきましては、公布の日から施行するものでございます。  

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

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。  

 

【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】  審議会の委員についてですが、学識経験者のある者、その他

教育委員会が必要と認める者と規定されていますか。さまざまな分野の学識経験者の方が

必要と考えています。この点については、どのように考えているのか教えてください。  
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【渞文化財課長】  高安千塚の保存活用につきましては、主に６世紀から７世紀にかけて

の古墳が中心ですので、審議会の学識経験者につきましては、考古学や古代史の先生にお

願いしたいと考えております。さらに、今後、保存活用、整備等を進めてまいりますので、

文化財保護行政、史跡活用、歴史環境、整備に関係する方々に参画をしていただきたいと

考えております。また、その他教育委員会が必要と認める者として市民の方に入っていた

だき、市民目線による整備を進めていきたいと考えております。  

 

【百瀨委員長】 委員の皆様方から、他にご質疑等ございませんか。  

 

【浦上教育長】 高安千塚古墳群は、今年の２月に国の指定を受けまして、注目を集めて

おります。そのような中で、課長からもあったように、八尾市にとって本当に貴重な財産

である高安千塚古墳群を保存、活用していくためには、学識経験者の方の見識に富んだご

意見や公募委員からの市民目線で出される素朴なご意見を生かすことが大事だと思います。  

また、今後、貴重な財産である高安千塚古墳群の魅力をアピールする手法についても、

学識経験者や公募委員にご意見をお聞きすることが、市民の貴重な財産である高安山の活

用にとって大切だと思いますので、よろしくお願いします。  

 

【渞文化財課長】  かつて、心合寺山古墳を整備していた当時は、保護、保全が優先した

史跡整備でした。しかし、現在は保護や規制中心の整備から、どう活用していくのか、市

民に利用していただけるのかという活用を中心とした整備が基本となっており、高安千塚

古墳群につきましてもそのような整備を目指しており、市民目線ということを大切にして

いきたいと考えております  

 それと、多くの方に古墳群を知っていただくために今年度は、講演会とシンポジウムを

実施する予定でございます。史跡指定には、多くの市民に関わっていただいており、それ

を総括するようなシンポジウム行う予定でございます。また、こうした講演会等を今後も

継続実施していくことで高安千塚古墳群を広く知っていただくような機会を設けたいと考

えております。  

 

【百瀨委員長】 他にございませんか。  

 他にご質疑等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３０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３０号「八尾市高安千塚古

墳群保存活用審議会規則制定の件」について、原案を適当と認めることに決しました。  

 次に、議案第３１号「八尾市いじめ問題対策連絡協議会規則制定の件」及び議案第３２

号「八尾市いじめ調査委員会規則制定の件」について、一括審議いたします。  

 提案理由を万代次長より説明願います。  

【万代学校教育部次長】 ただいま議題となりました議案第３１号「八尾市いじめ問題対
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策連絡協議会規則制定の件」及び第３２号「八尾市いじめ調査委員会規則制定の件」につ

きまして、２件を一括し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３号の規定に基づき、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、八尾市いじめ問題対策連絡協議会等条例の施行に伴い、八

尾市いじめ問題対策連絡協議会、八尾市いじめ調査委員会の組織、運営その他必要な事項

を定めるため、本案を提出する次第でございます。  

 まず、八尾市いじめ問題対策連絡協議会規則の構成でございますが、規則本文の規定の

とおり、第１条に趣旨、第２条に会長及び副会長、第３条に会議、第４条に謝礼、第５条

に意見の聴取等、第６条に庶務、第７条に委任をそれぞれ規定するものでございます。  

 次に、八尾市いじめ調査委員会規則の構成でございますが、規則本文の規定どおり、第

１条に趣旨、第２条に委員長及び副委員長、第３条に会議、第４条に意見の聴取等、第５

条に秘密を守る義務、第６条に庶務、第７条に委任をそれぞれ規定するものでございます。  

 各規則の施行日につきましては、公布の日から施行するものでございます。  

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。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。  

 以上でございます。  

 

【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】 「八尾市いじめ調査委員会規則制定の件」ですが、調査委員

会の会議は非公開とすることはいいですが、ある時期が来れば資料等は公開されるのでし

ょうか。 

 

【万代学校教育部次長】 会議の議事録等につきましては、八尾市の情報公開条例の規定

に沿いまして、それぞれの事案について、個別に判断させていただくことになろうかと思

います。考え方といたしましては、基本的には公文書は全て公開なわけですが、個人情報

等を含む情報につきましては、非公開にすることができるということで、個人のプライバ

シーに配慮した取り扱いを行うというのが原則となっております。その中で、個人のプラ

イバシーにかかわる部分を一部削除した形で公開をすることができる場合は、部分公開と

いうこともございます。基本的に、個人情報に含む部分につきましては時限非、一定の期

間を経て公開というようなことは基本的にはちょっと考えにくいとは思います。会議の中

身などを斟酌して、一部公開というようなこともあり得るかと思いますが、基本的には非

公開の取り扱いの資料になると現時点では考えております。  

 

【安藤委員長職務代理者】  もう一点お伺いいたします。議案第３１号には守秘義務の規

定がないですが、規定がなくてもよいのでしょうか。  

 

【万代学校教育部次長】 いじめ問題対策連絡協議会ですが、会議の所掌事務といたしま
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して、関係する機関及び団体の連携あるいはいじめの防止等の対策の推進に関する必要な

事項に関して、連絡及び協議を行うこととをしており、個別の個人情報、政策形成過程の

情報を審議するとかではございませんので、特に守秘義務が想定される議論が発生するこ

とは考えておりません。 

 

【百瀨委員長】 他にご質疑等ございませんか。  

 他に質疑等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３１号及び議案第３２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３１号「八尾市いじめ問題

対策連絡協議会規則制定の件」及び議案第３２号「八尾市いじめ調査委員会規則制定の

件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 特に、八尾市いじめ防止基本方針の策定において、１年間教育委員会も関わってきまし

が、今度も「いじめをしない、させない、許さない」という覚悟をもってぜひ取り組んで

いっていただきたいと思います。よろしくお願いします。  

 

５｛報告事項｝ 

 

【百瀨委員長】 本日、報告事項は予定されておりませんが、委員の皆様方、何かござい

ませんか。  

 事務局のほうはございませんか。 

 それでは以上をもちまして、７月の定例教育委員会を終了させていただきます。 

 

 


