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１１月定例教育委員会会議録 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより１１月の定例教育委員会を開催させていただき

ます。 

 本日の会議録署名委員に御喜田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】 １０月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、１０月定例教育委員会の会議録に

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）  

10月28日（水）  

 

 

10月30日（金）  

11月２日（月）  

11月３日（火）  

午前10時から、第３回総合教育会議に出席。  

午後１時15分から、大阪府公立小学校算数教育研究発表中河内大会

に出席。  

午後１時から、「第63回女性フェスティバル 2015」に出席。  

午前10時30分から、志紀学園幼稚園お遊びＤＡＹに出席。  

午前９時30分から、平成27年文化の日表彰式典に出席。  

開 催 年 月 日  平成２７年１１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・松岡生涯学習部長・柿並学校教育部長・瀧瀬生涯生

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  
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11月６日（金）  

11月12日（木）  

11月13日（金）  

11月14日（土）  

11月15日（日）  

午後２時から、大阪府市町村教育委員会研修会に出席。  

午後１時から、平成27年度市町村教育委員会研究協議会に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

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９時30分から、八尾市こども会親善つな引き大会に出席。  

 

【百瀨委員長】 次に教育長報告を教育長よりお願いいたします。 

 

（教育長報告）  

10月23日（金）  

10月25日（日）  

 

 

 

 

10月26日（月）  

10月27日（火）  

 

10月28日（水）  

 

 

 

 

10月29日（木）  

10月30日（金）  

10月31日（土）  

11月２日（月）  

 

 

 

 

11月３日（火）  

11月５日（木）  

 

 

 

11月６日（金）  

11月７日（土）  

 

午後８時から、高安中学校移設記念式典実行委員会に出席。  

午前 10時 20分から、「いきいき環境フェスティバル 2015」式典に出

席。 

午前 11時から、八尾国際交流野遊祭オープニングセレモニーに出

席。 

午後１時から、市史編纂記念講演会に出席。  

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35分から、各派代表者会議に出席。  

午後７時から、市長・教育委員会・ＰＴＡ役員懇談会に出席。  

午前10時から、第３回総合教育会議に出席。  

午後１時 15分から、大阪府公立小学校算数教育研究発表中河内大会

に出席。  

午後４時 30分から、八尾市運動会・体育大会における組立体操事故

検証委員会に出席。  

午前10時から、９月定例会本会議（第４日）に出席。  

午後１時から、女性フェスティバル 2015に出席。  

午前10時から、山畑区文化祭に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午前９時35分から、八尾市環境施策推進会議に出席。  

午前 10時 30分から、八尾市社会保障・税番号制度推進本部会議に出

席。 

午前10時52分から、八尾市男女共同参画施策推進本部会議に出席。  

午前９時30分から、平成27年文化の日表彰式典に出席。  

午前７時 30分から、平成 27年度「少年を守る日」・「家庭の日」の

駅前該当啓発活動に出席。  

午後４時 30分から、八尾をきれいにする絵画コンクール表彰式に出

席。 

午後２時から、図書館協議会に出席。  

午後１時 20分から、プロバスケットダブルリーグ大阪大会セレモニ

ーに出席。  
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11月９日（月）  

11月10日（火）  

11月12目（木）  

 

 

11月13日（金）  

 

11弓14日（土）  

 

11月15日（日）  

11月16日（月）  

11弓18日（水）  

 

11月19日（木）  

午後２時30分から、じんけん作品発表会に出席。  

午後５時45分から、現業労働組合からの要望書手交式に出席。  

午前10時から、文教常任委員会所管事務調査に出席。  

午前９時15分から、校長会に出席。  

午前10時20分から、ベルビュー教育使節団教育長表敬訪問に出席。  

午後１時から、平成27年度市町村教育委員会研究協議会に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午後２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時から、大阪府立八尾高等学校創立 120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９時30分から、八尾市こども会親善つな引き大会に出席。  

午前10時30分から、八尾市文化財保護審議会に出席。  

午前９時から、大阪府総合体育大会優勝報告会に出席。  

午前10時から、八尾市社会教育委員会議に出席。  

午前10時から、八尾市スポーツ施設運営審議会に出席。  

午後２時20分から、「中学生・高校生の税の作文」表彰式に出席。  

 

【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。 

 

【御喜田委員】 １１月５日木曜日の午後ですが、委員長と泉佐野市の安松幼稚園の公開

保育に参加させていただきました。１０時からの公開保育には、泉佐野市長も来られてお

り、２時間ほど見学させていただきましたが、子どもたちはとても行儀がよく、私たち来

園者にも立ちどまり挨拶をするなど規律や統制がとれていて、園の教育方針が子どもたち

にいきとどいていると感じました。  

 その後、意見交換会にも参加させていただきましたが、幼小連携の難しさや、いろいろ

な就学前施設から入学してくる子どもたちをまとめる小学校１年生のクラス運営の難しさ

などが意見交換されていました。  

 

【百瀨委員長】 他に委員の皆様方からご報告はありませんか。 

 

【安藤委員長職務代理】 １０月２８日水曜日、第３回の総合教育会議を木下委員、御喜

田委員とともに出席いたしました。  

 次に、１０月３０日金曜日、午前１０時４５分より亀井中学校で開催された芸術文化の

課外学習を視察いたしました。  

 そして、１１月６日金曜日、午後２時より大阪府市町村教育委員会研修会に木下委員と

御喜田委員とともに出席いたしました。  

 最後に、１月１２日木曜日、午後１時、市町村教育委員会研究協議会に出席させていた

だきました。  
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【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含め、何かご質疑ご

ざいませんか。 

  

【安藤委員長職務代理】 １１月１２日木曜日、午前９時１５分に教育長が出席された校

長会での内容をお聞きしたいと思います。  

 

【浦上教育長】 校長会を招集したのが平成２８年度の人事の基本方針について、説明を

担当課からするとともに、私からは、八尾市運動会・体育大会における組立体操事故検証

委員を開催していることについて、お話をさせていただきました。今回は教育長として校

長会を招集する形で開催いたしました。  

 

 

｛報 告 事 項｝ 

 

【百瀨委員長】 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。  

本日は、議案審議がございませんので、報告事項に移らせていただきます。  

 それでは、「平成２７年度の事務事業進捗状況について」、各部総務課長よりご報告を

お願いします。 

 まず、生涯学習部から報告願います。  

  

【高橋教育政策課長】  それでは、生涯学習部の９月３０日現在の事務事業の進捗状況に

ついてご報告いたします。  

 本件につきましては、４月定例教育委員会におきまして年間計画をご報告いたしました

が、今回その中間報告としてお手元の資料に基づきご報告いたします。  

 それでは、生涯学習部各課の事務事業進捗状況からご報告させていただきます。  

まず、教育政策課におきましては、第１・第２四半期において、学校園等安全教室を開

催するとともに、通年事業としましてＣＡＰ子どもワークショップ事業の実施、八尾市教

育振興計画後期計画の策定に向けた取組みを進めるとともに、高安中学校区における施設

一体型小・中学校の整備をはじめとする小・中学校適正規模等推進事業、幼保連携・一体

化の推進、教育課題全般に対する政策等の企画・立案並びに総合調整等に取り組んでおり

ます。 

次に、教育人事課におきましては、職員の人事・給与事務、教職員の被服貸与、並びに、

各学校園の配当予算の執行や、学校園安全推進員の配置、仮設教室リース、亀井小学校の

校舎増築事業、非構造部材耐震化事業等の取り組みを進めております。  

次に、生涯学習スポーツ課におきましては、第１四半期では春季市民体育大会、第２四

半期では小学生軟式野球大会、大阪府総合体育大会などを実施いたしました。また、第３

四半期では、文化芸術芸能祭、秋季市民体育大会、地区市民スポーツ祭などに取り組むと

ともに、第４四半期では、小学生サッカー大会、小学生なわとび名人検定などに取り組む

ことといたしております。  

また、通年事業といたしまして、社会教育委員会議、家庭教育学級、国際理解教育事業、
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市民大学をはじめとする生涯学習講座や学校体育施設開放事務事業、スポーツ教室事業な

どにつきまして、計画どおり実施しております。  

次に、八尾図書館におきましては、第１四半期には、読書通帳の利用者拡大や子ども読

書週間行事を開催し、第２四半期では、龍華図書館を開館するとともに、夏休みこどもま

つりの各行事を開催してきました。また、第３四半期では、各種講座等を開催するととも

に、第４半期においては今東光資料館の企画展示を開催する予定としております。  

また、通年事業として、図書館サービス充実事業として、週４回の夜間開館および祝日

開館の実施、移動図書館ステーションの見直しを進めるとともに、龍華図書館管理運営事

業として、指定管理者制度による龍華図書館の業務を実施しております。  

最後に文化財課でございますが、第１、第２四半期におきましては、市史編纂委員会や

八尾市文化財保護審議会等を開催いたしました。第３四半期には、高安千塚古墳群指定記

念シンポジウムと市史編纂記念講演会を開催しております。また、年間を通じての事業と

いたしまして、市内埋蔵文化財関連事業や文化財施設の運営、史跡の管理等に取り組んで

いるところでございます。なお、高安千塚保存活用事業では、市民協働としてボランティ

アとともに保全を進めておるところでございます。  

以上、生涯学習部各課の主な事務事業の進捗状況でございます。  

 

【百瀨委員長】 それでは、次に学校教育部よりよろしくお願いいたします。  

 

【万代学校教育部次長】 それでは学校教育部の９月３０日現在の事務事業進捗状況につ

いてご報告申し上げます。  

 まず、学務給食課におきましては、第１四半期では学校保健関係で園児・児童・生徒及

び教職員の健康の保持・増進並びに学校教育の円滑な実施のための健康診断など。第２四

半期では学校給食関係施設の改修及び機器の設置、親子料理教室や学校給食献立コンテス

トなど食育関連事業等を実施したところでございます。  

 また、通年事業といたしまして、奨学関係では経済的理由により就学・進学することが

困難な児童生徒に対する援助業務など。給食関係では学校給食の管理運営に関する事務事

業を計画どおり推進しているところでございます。また、選択制の中学校給食の取り組み

については、平成２８年１月からの実施に向け、配膳室の工事や予約システムの構築、備

品・消耗品の調達など実施に向けた準備等を進めたところでございます。  

 次に、指導課におきましては、子どもが輝く学校園づくり総合支援事業委託料等におい

て特色ある学校園づくりを支援しております。  

 また、通年事業といたしまして、ネイティブの英語指導者を活用した英語指導講師派遣

事業や学校図書館活用推進事業等を計画どおり実施しております。学力向上推進事業にお

いては、授業研究会に指導主事を派遣し、指導方法の工夫改善やわかる授業づくりについ

て指導・助言を実施するなど学力向上に向けた取り組みの推進を図るとともに、子供たち

の学習意欲の向上と学習習慣の定着に向けて小学校における放課後学習の取り組みの推進

を図っているところでございます。  

 次に、教育サポートセンターにおきましては、第１四半期では教頭研修、初任者研修と

して福井県永平寺中学校見学など障害理解、啓発事業として手をつなぐ子らの会、春のつ
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どいなど。第２四半期では初任者研修として大畑山研修・社会体験研修など、通年事業と

いたしましては初任者研修に３年目及び５年目経験者研修などの教職員研修を計画的に行

うとともに、教育相談、就学相談等の相談業務並びに適応指導教室の運営を行っていると

ころでございます。また、学校ＩＣＴ活用事業等についても計画どおり事業を進めており

ます。 

 最後に、人権教育課におきましては、人権教育研修や実践交流会を計画的に実施すると

ともに関係各課と連携し、じんけん文化祭等の啓発活動も進めているところでございます。  

 通年事業といたしましては、命を育む教育推進事業や帰国・外国人児童生徒の日本語指

導の補助員派遣等を行っております。  

 また、いじめ問題対策事業といたしまして、市長部局との連携のもと八尾市いじめ防止

基本方針を策定いたしました。現在その基本方針の周知を図るため概要版を作成し、関係

団体等の協力を得る中、市民への周知を図っているところでございます。また、教職員に

対しましては、中学校区ごとに研修を実施し、八尾市いじめ防止基本方針の周知とともに

いじめ防止対策推進法についての理解を深め、組織的な内容の重要性などいじめ問題への

対応についてさらなる意識の醸成に努めているところでございます。  

 以上、学校教育部所管の事務事業の進捗状況のご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ございませ

んか。 

 

【木下委員】  第３四半期が今の時期に当たるかと思いますが、資料において第３四半期

の進捗状況がゼロになっているところと、既に数値が入っている部分がありますが、これ

は各課において記述の仕方に違いがあるのではないでしょうか。  

 

【高橋教育政策課長】  ご指摘のところでございますが、これは９月３０日現在の事務事

業の進捗状況として、ご報告させていただいている状況でございます。今後、資料作成の

際には記述の仕方を統一していきたいと考えております。  

 

【百瀨委員長】 他にご意見ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理】 教育サポートセンター所管の事務事業になりますが、１つは第

１四半期のところで、大学連携（インターンシップ等）について、数字の記載がないのは

なぜでしょうか。 

 もう１点は、年間計画の中で家庭の教育力レベルアップ事業とスクールサポーター派遣

事業について、どのような内容なのかお聞かせ願いたいのですが。 

 

【山本教育サポートセンター所長】 まず、第１四半期の大学連携につきましては、予算

がかかっておりませんので記入しておりません。  

 それから、年間計画の下２つの家庭の教育力レベルアップ事業とスクールサポーター派

遣事業ですが、家庭の教育力レベルアップ事業と申しますのは、学校園でさまざまな問題
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行動があったり、子どもが落ちついて学習できないような場合、スクールソーシャルワー

カーを学校園に派遣いたしまして、子どもを取り巻く環境をどう整えればいいのかなどを

話し合って子どもの育成に努めていく事業でございます。 

そしてもう一方では、家庭教育相談員ということでサポーターを派遣し、直接子どもの

支援をすることや、保護者の方のご相談をお受けしております。 

 そして、スクールサポーター派遣事業も同じように教育系・心理系大学の学生、あるい

は地域の社会人の方を学校にスクールサポーターという形で派遣し、さまざまな学校での

活動の支援に当たっていただいております。  

 

【木下委員】 第１四半期、第２四半期で１００％になっていないところをお尋ねします。 

 まず、学校給食課ですが、第２四半期、小学校給食関係施設の改修及び機器の設置が進

捗状況１０％になっており、今後、どのように進めていかれるのでしょうか。  

 ２つ目は指導課ですが、小中学校体育大会業務委託が７０％になっていますが、今後は

どのように進めていかれるのでしょうか。  

 最後に、人権教育課ですが、第１四半期で人権教育の推進に関する調査報告が５０％に

なっていますが、これも今後、どのように進めていかれるのでしょうか。 

  

【万代学校教育部次長】 学務給食課の進捗率でございますが、給食施設の改修及び機器

の設置等につきましては、夏休みなど給食がない時期に実施することが多く、業者や学校

園との調整で冬休みに実施する予定もありますので、ご報告させていただいた進捗率とな

っております。  

 

【菊池指導課長】 指導課の小中学校体育大会業務委託につきましても、ほぼ夏休み中に

近畿大会、それから全国大会等が行われますが、１０月１日以降に行われる大会等もござ

いますので、全体でいいますと７０％程度の執行率ということになっています。  

 

【本鍋田人権教育課長】 人権教育の推進に関する調査報告につきましては、第１四半期

にほとんどの調査結果を報告し、残っている部分や追加の分がありますので、資料のよう

な表記にさせていただいております。  

 

【御喜田委員】 進捗状況の数字について教えていただきたいと思います。１００％や５

０％、２５％という数字が入っているのはわかりやすいですが、例えばＣＡＰ子どもワー

クショップ事業の８３％であったり、第６３回秋季市民体育大会１６種目の進捗状況が１

３％であったり、各種講座・講演会等の開催が３３％とありますが、数字の根拠について

教えていただけますか。 

 

【高橋教育政策課長】  ＣＡＰ子どもワークショップ事業が８３％につきましては、全小

学校の３学年児童が対象ということで、平成２７年度の２９校全てが対象とさせていただ

いております。９月３０日現在で２４校において実施しましたので、割り算し、８３％に

なったところでございます。  
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【杉島生涯学習スポーツ課長】 生涯学習スポーツ課の第６３回秋季市民体育大会でござ

いますが、本来、秋季の市民体育大会は１０月以降に実施するところが多いですが、１６

種目中２種目が９月に開催されたということで１３％の進捗状況という形になっておりま

す。 

 

【南八尾図書館長】 八尾図書館の各種講座・講演会等の開催の進捗率が３３％ですけど

も、これは八尾・山本・志紀・龍華図書館、各館で開催を予定しております各種講座・催

し物の開催の数に対して既に実施した数としております。ここでは、先ほど９月３０日時

点ということで説明がありましたが、認識誤りで１０月末現在での状況等書かせていただ

いておりますので、３３％という進捗率になっております。  

 

【浦上教育長】 事務事業については、計画どおりに進め、予算執行についても、適正に

行なわれているか、適正に管理していくように、教育委員会事務局の各所属長に対して指

示していることを、この場で報告をさせていただきます。  

 

【百瀨委員長】 事務事業の内容等につきましては、これは教育振興計画に位置づけられ

た事業として進めております。本日は平成２７年度の事務事業の進捗状況ということで報

告受けておりますが、教育振興計画の前期期間の総括の年でもあります。今後、教育振興

計画後期計画の策定に向け、どのような事務事業を展開していくのかということについて

も十分に検討していただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。  

 他に事務局より何かございますか。  

 なければ、以上をもちまして１１月定例教育委員会を終了いたします。 

  

 

 


