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３月定例教育委員会会議録 

【百瀨委員長】 ただいまより３月定例教育委員会を開催いたします。  

 本日の会議録の署名委員に木下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、こども未来部長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、こども未来部参事にもご出席いただいております。  

 

【百瀨委員長】  それでは、２月４日開催の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、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、２月４日開催の２月臨時教育委員

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月より公開いたします。  

 

【百瀨委員長】 続きまして、２月１５日開催の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。委員の皆様、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、２月１５日開催の２月臨時教育委

員会会議録について承認と決しました。  

開 催 年 月 日  平成２８年３月２３日（水） 

開 催 時 間   午前１０時００分  

開 催 場 所   本館７階 ７０１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・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・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・山原こども未来部

長・伊東青少年課長・松月こども未来部参事  
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【百瀨委員長】 続きまして、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。

委員の皆様、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、２月定例教育委員会会議録につい

て承認と決しました。  

 

【百瀨委員長】 それでは次に、委員長報告を行います。  

 

（委員長報告）  

２月22日(金) 

 

 

２月27日(土) 

 

３月８日(火) 

３月９日(水) 

 

３月16日(水) 

３月19日(土) 

３月20日(日) 

３月21日(月) 

 

正午から、臨時教育委員協議会に出席。  

午後２時 30分から、平成 27年度中河内３市都市教育委員会連絡協議会

委員研修会に出席。  

午前９時 30分から、第６回八尾市小学生なわとび名人検定及び第４回

八尾市小学生チャレンジなわとび学年別認定会開会式に出席。  

午前10時10分から、文教常任委員会に出席。  

午前10時から、文教常任委員会、予算決算常任委員会文教分科会及び

文教委員協議会に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午前10時から、高安中学校移設記念式典に出席。  

午前10時から、中高安小学校閉校式典に出席。  

午前10時から、北高安小学校閉校式典に出席。  

午後７時から、八尾大正スポーツクラブ特定非営利活動法人格取得祝

賀会に出席。 

 

【百瀨委員長】 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22日(金) 

 

 

２月23日(火) 

 

２月24日(水) 

２月25日(木) 

２月26日(金) 

２月27日(土) 

 

正午から、臨時教育委員協議会に出席。  

午後２時 30分から、平成 27年度中河内３市都市教育委員会連絡協議会

委員研修会に出席。  

午後１時 30分から、八尾市精神保健福祉協議会平成 27年度市民大会に

出席。 

午前10時から、市議会３月定例本会議 (第１日)に出席。  

午前10時から、市議会３月定例本会議 (第２日)に出席。  

午前10時から、市議会３月定例本会議 (第３日)に出席。  

午前９時 30分から、第６回八尾市小学生なわとび名人検定及び第 4回

八尾市小学生チャレンジなわとび学年別認定会開会式に出席。  



－3－ 

３月１日(火) 

３月２日(水) 

 

３月３日(木) 

 

３月４日(金) 

３月６日(日) 

 

３月８日(火) 

３月９日(水) 

 

３月10日(木) 

３月11日(金) 

３月12日(土) 

３月13日(日) 

 

３月15日(火) 

 

３月16日(水) 

 

３月17日(木) 

３月18日(金) 

３月19日(土) 

３月20日(日) 

３月21日(月) 

 

 

３月22日(火) 

午前10時から、市議会３月定例本会議 (第４日)に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午前10時30分から、第２回環境施策推進会議に出席。  

午前10時から、市議会３月定例本会議 (第５日)に出席。  

午後３時50分から、予算決算常任委員会全体会に出席。  

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。  

午前10時から、大正コミセン作品展示発表会に出席。  

午後１時から、こどもフェスティバルに出席。  

午前10時10分から、文教常任委員会に出席。  

午前10時から、文教常任委員会、予算決算常任委員会文教分科会及び

文教委員協議会に出席。  

午後１時30分から、第２回八尾市スポーツ施設運営審議会に出席。  

午前９時30分から、市立中学校の卒業式に出席。  

午前９時30分から、龍華コミセンまつりに出席。  

午前10時から、フェスタかがやき 2016に出席。 

午後２時から、市史編纂現地報告会に出席。  

午前 10時から、八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会に出

席。午後６時 30分から、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。  

午後３時から、第８回行財政改革推進本部会議に出席。  

午前９時30分から、市立小学校の卒業式に出席。  

午前11時から、大阪経済法科大学卒業式に出席。  

午前10時から、高安中学校移設記念式典に出席。  

午前10時から、中高安小学校閉校式典に出席。  

午前10時から、北高安小学校閉校式典に出席。  

午後７時から、八尾大正スポーツクラブ特定非営利活動法人格取得祝

賀会に出席。  

午前10時から、予算決算常任委員会全体会に出席。  

午後２時30分から、大阪府学校給食会第２回理事会に出席。  

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様から、この間の活動状況につきまして何かあり

ましたら、ご報告をお願いいたします。  

 

【安藤委員長職務代理者】３月１１日(金)、八尾市立八尾中学校卒業式に参加させていた

だきました。３月１７日(木)、八尾市立曙川小学校卒業式に参加させていただきました。

３月１９日(土)、八尾市立高安中学校移設記念式典、３月２０日(日)、八尾市立中高安小

学校閉校式典、３月２１日(月)、八尾市立北高安小学校閉校式典参加に参加させていただ

いたことを報告させていただきます。  
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【木下委員】３月１７日(木)、八尾市立龍華小学校卒業式に参加させていただきましたの

で、ご報告させていただきます。 

 

【百瀨委員長】  報告にありました、第６回八尾市小学生なわとび名人検定及び第 4回八

尾市小学生チャレンジなわとび学年別認定会について、事務局より、当日の様子などをお

聞かせいただけますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  なわとび名人検定及びチャレンジなわとび学年別認定会

について、ご説明をさせていただきます。当日は名人検定に１４８名、学年別認定会に１

３０名、あわせて２７８名の市内の小学生に集まっていただきました。学年別認定会は、

大阪府教育委員会作成のなわとびカードによる認定をさせていただきました。結果、１級

が９０名という形で、大変多くの方が普段から練習をされていると感じております。  

なわとび名人検定におきましては、八尾市独自の基準を平成２１年度作成いたしまして

実施しているものでございます。本年度は名人が出なかったということで大変残念でした

が、３段が６名、２段が１０名と言う形で、大変多くの児童が難しい種目にチャレンジし

て、良い成績を残していただきました。この事業は、児童の体力向上・持久力と跳躍力を

高める目的で始めさせていただき、市政だよりで一般に募集をかけて行っておりますが、

八尾菊花ライオンズクラブ、立命館大学ダブルダッチサークルのディックアップトレジャ

ーのメンバー、指定管理者である八尾体育振興会、教育委員会におきましても学校教育部、

生涯学習部が、一体となって取り組んでいる事業となっております。  

これからも八尾市の児童の体力向上のため頑張って行きたいと思いますので、よろしく

お願いします。以上で報告を終わります。  

 

 

【百瀨委員長】 続きまして、報告にありました、高安中学校移設記念式典、中高安、北

高安小学校閉校式典について、事務局より、当日の様子などをお聞かせいただけますか。  

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 ３月１９日から３日間、高安中学校移設記念式典、中高安小学

校閉校式典、北高安小学校閉校式典につきましては、粛々とした儀式の中でたくさんの

方々にご参加いただき、盛大に開催させていただくことができました。これも３校の学校

長はじめ教職員の方々のご協力、並びに平成２７年の４月から立ち上げていただきました

各学校の実行委員会の方々、生涯学習部及び学校教育部の教育委員会一丸となった職員の

ご協力のもと、成功裏に式典を行うことができたと考えております。まず、報告という形

でさせていただきたいと思っております。  

学校の歴史は、特に両小学校は閉校という形で閉じさせていただきますが、平成２８年

４月８日には、新しく施設一体型小中学校として、開校いたします。開校式典を盛大に開

催したいと考えております。  

今後とも、ご協力、ご支援の程どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。  
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【百瀨委員長】 他の委員の先生、ございませんか。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】 議案の審議に入る前に、本日審議いたします議案のうち、議案第８号お

よび第９号、第１０号の「平成２８年度  八尾市教育委員会の人事に関する件」について

は、人事案件でありますので、この案件に係る会議は非公開としたいと思いますが、委員

のみなさま方、いかがでしょうか。  

 

【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、議案第８号および第９号、第１０号

については、非公開で審議することといたします。  

それでは、議案審議に入らせていただきます。  

議案第１１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１１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。  

 提案の理由といたしましては、入室児童の増加に伴う児童室の整備等に伴い、児童室の

名称、位置及び定員について変更する等につき、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。  

改正内容としましては、別表第１に掲げます児童室の名称、開設位置及び定員につきま

して、八尾地区第１・第２放課後児童室に、「八尾地区第３放課後児童室」を追加し、そ

の定員を４０人と定めるとともに、高安中学校区における施設一体型小・中学校の整備等

に伴う児童室の整備に伴い、中高安地区放課後児童室及び北高安地区放課後児童室の名称、

開設位置及び定員を削除し、新たな名称を「高安地区第１及び第２放課後児童室」とし、

その開設位置を「八尾市千塚二丁目 25番地（八尾市立高安小学校内）」とし、それぞれ、

その定員を５０人と定めるとともに、北山本地区放課後児童室を２児童室とし、その名称

を「北山本地区第１及び第２放課後児童室」とし、それぞれ、その定員を４０人と定める

議案 

議案第８号 

議案第９号 

議案第10号 

議案第11号 

平成28年度八尾市教育委員会の人事に関する件  

平成28年度八尾市教育委員会の人事に関する件  

平成28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  
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とともに、南山本地区放課後児童室を２児童室とし、その名称を「南山本地区第１及び第

２放課後児童室」とし、それぞれ、その定員を４０人と定めるとともに、長池地区放課後

児童室の数を４児童室とするため、長池地区第１及び第２放課後児童室に「長池地区第３

及び第４放課後児童室」を追加し、それぞれ、その定員を４０人と定めるとともに、刑部

地区放課後児童室の数を３児童室とするため、刑部地区第１及び第２放課後児童室に「刑

部地区第３放課後児童室」を追加し、その定員を４０人と定めるものであります。また、

様式第１号において定める「放課後児童室入室許可申請書」の様式を、別途お渡ししてお

ります規則改正案の３ページのとおり改めるものでございます。  

 なお、この規則につきましては、平成２８年４月１日から施行いたすものでございます

が、様式第１号の入室許可申請書の改正規定につきましては、公布の日から施行いたすも

のでございます。  

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

卒、よろしくご審議のうえ、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

問等ございませんか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 ご説明いただきました定員の根拠を教えていただけませんか。  

 

【松月こども未来部参事】 根拠といたしましては、平成２６年度に定めました基準条例

に基づきまして、１人当たりの面積を１.６５㎡とさせていただいておりますので、新た

に設置させていただきます部分については、４０名とさせていただきました。  

 

【安藤委員長職務代理者】  増設された部分においては、児童を預かる教室が離れる所も

あるかと思いますが、その際の安全対策はどのようにお考えでしょうか。  

 

【松月こども未来部参事】 学校の教室もご利用いただきますので、離れて設置する場合

と隣接して設置する場合があります。離れる場合につきましては、連絡のための電話を新

たに設置または携帯電話を活用するなどを考えております。当然、指導員の配置も必要と

なりますので職員採用を行い、基準となる１教室４０名について、２名体制で運営してお

ります。 

 

【浦上教育長】 今後も、入室児童が増える傾向にあるので、ここ数年の傾向やデータ、

また、今後の対応についてお聞かせください。  

 

【伊東青少年課長】 児童数の増加傾向につきましては、八尾市内でも小学校区によって

差があります。急増している所、横ばいの所、減少している所が３分の１ずつあるような

状況です。一番増加している所は、亀井小学校地区であり、住宅開発が進み児童数が増加

していることが要因だと思われます。また、児童数が増加している地域においては、共働

きの家庭、１人親家庭が増えている状況にあります。 
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ここ数十年のデータを見ますと、放課後児童数は、当初、全児童数に対して預ける児童

数は八尾市の平均で約２０％でした。現在では、全体の児童数が約３０％と、約１０％程

度上昇してきております。女性の働く機会が増えてきているので、この傾向は、今後も伸

びていくと考えております。  

今後の対応については、小学校長とも連携し、学級数、新築、土地住宅開発などの状況、

情報を把握し連携を密に取り組んでいきたいと考えております。まずは、第一義的には、

放課後児童室としましては、空き教室など児童が移動しやすい学校の教室を大前提に踏ま

えながら進めていきます。  

 

【安藤委員長職務代理者】  夏休みの子ども達の過ごし方について、保護者のニーズをど

のように受け止め、どのように過ごしているのか教えてください。  

 

【伊東青少年課長】 保護者ニーズに関しましては、次の２点で把握しております。 

まず、指導員が連絡帳を活用し、保護者との定期的な面談で把握している点。もう１点

は、放課後の子どものあり方アンケートで、放課後全般での過ごし方などについて把握し

ております。それらを踏まえ、放課後全般での過ごし方についての施策を検討し、実施に

結びつけたいと考えております。  

また、学習面だけでなく、多様な体験をさせたいといニーズも多いので、「地域の達人」

とも称される地域の方々の力をお借りして、取り組んでいきたいと考えております。  

 

【御喜田委員】 子どもたちの学校での様子などの情報は、放課後児童室へ連絡が入るの

か。また、放課後児童室から学校への情報提供などは行っているのか。  

 

【松月こども未来部参事】 配慮が必要な子ども達の情報など、学校との情報共有を図っ

ております。学校からの依頼で子どもを一時的に預かるケースや放課後児童室で起きたこ

とについて学校の担任の先生にフォローしていただくこともあります。学校と情報共有し

連携しております。 

 

【御喜田委員】 たくさんの子どもたちが、放課後児童育成室で長時間過ごすことになる

こともあると思うので、管轄が違いから子ども達の情報が共有できないということがない

ようにお願いします。  

 

【百瀨委員長】 他にご質疑ございませんか。ないようですので、採決に移らせていただ

きます。議案第１１号につき、原案を適当と認めることにご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１１号「平成28年度八尾市

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。 
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【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が、本日は、報

告事項は予定されておりません。この際、委員のみなさま方から何かご意見はございませ

んでしょうか。  

ご意見がないようであれば、以上で報告事項については終わりますが、事務局から何か

ございますか。  

 

【百瀨委員長】 なければ、次に、議案第８号および第９号、第１０号「平成２８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。 

 

【百瀨委員長】 事務局の皆様方のお陰を持ちまして、本日、３月定例教育委員会は無事

終了することが出来ました事を、心よりお礼申し上げます。  

さて、平成２８年度からは、新教育委員会制度が八尾市の歴史として新しいスタートを

迎える事になりますので、皆様方にも、今後ますますのご努力をお願い申し上げ、今年度

の挨拶とさせていただきます。  

 

【百瀨委員長】 それでは、本日は、こども未来部長および青少年課長、こども未来部参

事におかれましては、どうもありがとうございました。これより、非公開審議となります

ので、傍聴のみなさまは大変ご苦労さまでございますが、ご退場いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

 

（以下、非公開審議）  

 

【百瀨委員長】  それでは、議案第８号「平成２８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。提案理由を今岡次長より説明願います。  

 

【今岡生涯学習部次長】 それではただいま議題となりました議案第８号「平成２８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２８年度八尾市教育委員会事務局教育職の人事につい

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）  

 

【百瀨委員長】昨年度、年度途中で、教頭の退職に伴う欠員が出たり、様々な教育課題に

より業務過多になっていたりすると思われる課があったが、補強はなされていますか。  
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【今岡生涯学習部次長】それを踏まえ、これまでの勤務歴等を勘案した配置に努めました。  

 

【百瀨委員長】その他の配置についてはいかがですか。  

 

【今岡生涯学習部次長】その点につきましても、勤務歴や個々の特長を生かした配置をし

ております。  

 

【百瀨委員長】 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「平成２８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。  

 

【百瀨委員長】  次に、議案第９号「平成２８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。提案理由を今岡次長より説明願います。  

 

【今岡生涯学習部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第９号「平成２８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２８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）  

 

【百瀨委員長】嘱託園長の配置は、どのように決めていますか。  

 

【今岡生涯学習部次長】平成３１年度、認定こども園への移行がスムーズになされるよう、

配置を考えております。  

 

【百瀨委員長】認定こども園等、今後の方向をしっかり見ながら、より良い配置を考えて

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９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９号「平成２８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。  

 

【百瀨委員長】次に、議案第１０号「平成２８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。西崎次長、提案理由を説明願います。  

 

【西崎生涯学習部次長】それでは、議案第１０号「平成２８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５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、平成２８年４月１日付八尾市教育委員会事務局行政職の人

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）  

 

【百瀨委員長】ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ござ

いますか。事務局全般の人事異動について、ご説明いただけますか。  

 

【松岡生涯学習部長】機構改革をうけまして、教育総務部に、教育総務部長、生涯学習担

当部長を、学校教育部に学校教育部長の３部長を配置し、執行体制のさらなる充実をはか

っております。  

なお、学校園の施設課題については、教育政策課に学校園運営室を設置し、課題解決に

向けた人材の配置をしております。  

また、事務局全体においても様々な課題がありますが、適材適所の配置により人材及び

体制の充実に努めたところです。  

 

【百瀨委員長】様々な教育行政上の課題があるなか、今後を見据えた人材の配置が行われ

るべきものと考えております。また、今般、教育委員会事務局と市長部局の幹部職員の大

きな人事交流が行われますので、さらに連携して業務を推し進めるようお願いします。  

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１０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１０号「平成２８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。  

以上をもちまして、３月定例教育委員会を終了いたします。  

 

 


