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４月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 ただいまより４月定例教育委員会を開催いたしますが、その前に、この

たび熊本地震により被害を受けられた被災者の皆様に、哀悼の意を表し、会議の前に黙祷

を行いたいと思います。皆さんご起立ください。黙祷。  

（黙祷）  

 

【中山教育長】 ご着席ください。  

 避難生活を余儀なくされている方々が大勢いらっしゃる状況でありますが、本市教育委

員会としましても、一日も早い復興を願いたいと思います。  

 それでは、４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、百瀨委員を指名したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。  

 

【中山教育長】 まず、３月の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

員の皆様方、何かご質疑ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、３月定例会会議録について承認と

決しました。 

 

【中山教育長】 それでは、教育長及び教育委員の報告を行います。 

開 催 年 月 日  平成２８年４月２２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  

 

中 山 教育長 

百 瀨 委員（教育長職務代理者） 

安 藤 委員 

木 下 委員 

御喜田 委員 

出 席 職 員  

 

 

吉川教育次長兼教育総務部長・田中生涯学習担当部長・靍原学校教

育部長・今岡教育総務部次長・瀧瀬教育総務部次長・馬場教育総務

部次長兼教育政策課長・西崎教育総務部次長兼八尾図書館長・辻内

学校教育部次長兼学務給食課長・高橋総務人事課長・南生涯学習ス

ポーツ課長・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・岡田人権教育課長・田頭教育総務部参事・大木学校教育

部参事・塚本学校教育部参事・奥学校教育部参事  
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 まず、教育長報告ですが、平成２８年３月 23日から３月 31日までの浦上前教育長及び４

月１日以降の私の日程につきまして、資料のとおり報告します。  

 

（教育長報告）  

３月23日（水）  

３月24日（木）  

 

３月25日（金）  

３月28日（月）  

 

 

 

３月30日（水）  

 

 

３月31日（木）  

 

 

 

 

 

 

４月１日（金）  

 

 

 

４月４日（月）  

 

４月５日（火）  

 

 

４月６日（水）  

 

４月８日（金）  

 

４月10日（日）  

４月11日（月）  

４月13日（水）  

４月14日（木）  

午後４時30分から、校園長会に出席。  

午後１時 30分から、平成27年度第４回八尾市社会教育委員会議に出

席。 

午前10時から、市議会３月定例本会議（第６日）に出席。  

午前８時 30分から、行政職人事異動訓示式（市長部局への出向）に

出席。  

午後１時５分から、行政職人事異動訓示式（管理職）に出席。  

午後１時35分から、校務員等人事異動訓示式に出席。  

午後２時 30分から、八尾中央ライオンズクラブへの感謝状贈呈式に

出席。  

午後４時30分から、転出指導主事辞令式に出席。  

午前８時 45分から、課長級以上退職者（市長部局への出向）への訓

示式及び退職行政職及び退職校務員発令式に出席。  

午後２時30分から、新任園長等の辞令交付式等に出席。  

午後３時30分から、退任式に出席。  

午後４時から、部長会に出席。  

午後４時30分から、退職園長辞令交付式等に出席。  

午後５時15分から、退任訓示式に出席。  

午前８時30分から、臨時教育委員会に出席。  

午前９時から、新任訓示式に出席。  

午前９時20分から、新規採用職員発令式に出席。  

午後１時30分から、新規採用・転任教職員辞令交付式に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

引き続き、八尾河内音頭まつり庁内実施本部会議に出席。  

午前10時から、第53回新入社員を励ます集いに出席。  

午後２時から、平成28年度市町村教育委員会委員長・教育長会議に

出席。  

午前９時45分から、校園長会に出席。  

午後０時45分から、教頭会に出席。  

午前10時から、高安小学校・高安中学校開校式典に出席。  

午後２時から、生徒指導主事辞令交付式に出席。  

午前11時から、交通安全市民の集い式典に出席。  

午前９時30分から、新規採用職員訓示式に出席。  

午後２時から、八尾河内音頭まつり振興会予算総会に出席。  

午後３時から、庁議に出席。  
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４月15日（金）  

 

４月17日（日）  

４月18日（月）  

 

４月20日（水）  

４月21日（木）  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午後３時から、大阪府教育長協議会総会・４月定例会に出席。  

午前９時から、曙川東地区指導者委嘱状交付式に出席。  

午後３時 30分から、平成28年熊本地震等に係る八尾市対策本部第１

回対策本部会議に出席。  

午前10時から、八尾ロータリークラブの市長訪問に同席。  

午後１時 30分から、平成28年度近畿都市教育長協議会定期総会に出

席。 

 

【中山教育長】 次に、４人の委員の皆様方から、この間の活動状況について、ご報告い

ただきたいと思いますが、ございませんでしょうか。  

 

【百瀨委員】 教育長報告とも重なるわけですけど、教育委員が出席した分を報告させて

いただきます。  

 ４月１日、午前８時 30分から臨時教育委員会に出席しております。 

 ４月６日、午前９時 45分から校園長会に出席し、０時45分から教頭会に出席しておりま

す。 

 ４月８日、午前10時から、高安小学校、高安中学校開校式典に出席しております。  

 ４月15日、午前10時から、定例教育委員協議会に出席しております。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 みなさん、よろしいでしょうか。なお、４月８日の高安の小学校・中学

校の開校式典に当たりましては、全員で参加させていただきました。これからまた高安新

校につきましては、協議していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、他になければ、次に進ませていただきます。  

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 次に、議案審議に入らせていただきます。  

 

４月の議案  

議案第１２号  

 

議案第１３号  

 

議案第１４号  

八尾市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

規則の一部改正について臨時代理承認の件  

八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する

規則の一部改正について臨時代理承認の件  

八尾市文化財保護審議会委員の委嘱の件  

 

【中山教育長】 まず、議案第12号「八尾市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則の一部改正について臨時代理承認の件」について審議いたします。  
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 提案理由の説明を、今岡教育総務部次長よりさせていただきます。  

 

【今岡教育総務部次長】 それでは、議案第 12号「八尾市立学校の府費負担教職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について臨時代理承認の件」につきましてご

説明申し上げます。  

 本件につきましては、教育委員会議において議決を求めるべきところでありましたが、

改正手続のいとまがなかったため、教育長に対する事務委任に関する規則第３条第２項の

規定に基づき、教育長が臨時に代理をしましたので、委員会の承認を求めるものでござい

ます。 

 提案の理由ですが、学校教育法の一部改正により、現行の小中学校に加え、小学校から

中学校までの義務教育を一貫として行う義務教育学校を新たな学校の種類として規定した

ことに伴い、大阪府教育委員会より平成 28年３月22日付教委職企第 2193号において、市町

村立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則、準則の一部改正につ

いての通知があり、急を要したため、平成 28年４月１日付で臨時代理を行いましたので、

その承認を求めるものであります。  

 改正内容につきましては、新旧対照表をごらんください。第４条の２、育児または介護

を行う職員についての特例として、通常の始業または終業時刻を変更し、早く来て早く帰

る、遅く来て遅く帰ることができる制度のうち、小学校に就学している子のある職員で、

当該子を放課後児童健全育成事業を行う施設等に送迎する場合について、当該子の規定が

「小学校に就学している子」から、「小学校、義務教育学校の前期課程または特別支援学

校の小学部に就学している子」に改正されました。つまり、学齢児童を持つ全ての職員が

希望すれば早出、遅出勤務が可能となるよう、法整備がされたことになります。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 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、何かご質疑

等ございませんでしょうか。  

 確認ですが、これまでの「小学校に就学」という部分が、「小学校、義務教育学校の前

期課程または特別支援学校の小学部に就学」と変更されていますが、その対象は八尾市に

勤める教職員ということでよろしいですか。  

 

【今岡教育総務部次長】 さようでございます。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、何かございませんでしょうか。  

 ないようですので、採決に移らせていただいてよろしいでしょうか。  

 議案第12号につきまして、承認することにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 12号について、承認と決し
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ました。  

 次に、議案第13号「八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する

規則の一部改正について臨時代理承認の件」について審議いたします。  

 提案理由の説明を、馬場教育総務部次長兼ねて教育政策課長より説明願います。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  それでは、議案第13号「八尾市教育委員会の権

限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正について臨時代理承認の件」

について、ご提案申し上げます。  

 本件は八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を

改正するにつき、教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項の規定に基づき、

教育長が臨時に代理をしましたので、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、学校園施設耐震化事業の完了及び平成 28年度組織機構改

革に伴い、規則の規定を整備するにつき、急を要したため、４月１日付で臨時代理を行っ

たので、その承認を求めるものでございます。  

 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。恐れ入りますが、八尾市教育委

員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則新旧対照表を御参照お願いいた

します。  

 委任する職員のうち、公共施設建設担当部長を建築部長に改め、委任事務のうち第２号

の「学校園建設の補助金に関すること」を削除す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日から施行するものでございます。  

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご承認賜りますようお願い申し

上げます。  

 

【中山教育長】 提案理由の説明を受けましたが、委員の皆様方、何かご質疑等ございま

せんでしょうか。  

 これは、耐震化事業の完了や機構改革等を受けまして委任する職員の名称等も変わった

ことにより、臨時代理をした件の承認を求めるものですが、よろしいでしょうか。  

 

【百瀨委員】 従来も臨時代理の承認の件につきましては、審議してきましたが、「一部

改正につき」という言葉で進んでしまいます。この一部改正について少しお尋ねしたいと

思います。今回の改正案では、学校園建設の補助金に関することが、削除されていること

について、質問させていただきます。 

現行の建設の補助金に関することが改正案で外されてということは、今後耐震化が終わ

ってしまったのでもうこの件は必要ないという考えなのか、あるいは、耐震化については、

今後もまだまだ取り組んでいかなければならないということで考えるならば、この内容に

ついては教育委員会がこれから所管していくと捉えていいことなのか、そのあたりを少し

聞かせていただけたらと思います。  

 

【吉川教育次長兼教育総務部長】  今のご質問でございます。これまで耐震化の部分につ

きましては、工事及びその補助金の関係は、公共施設建設担当部長に委任をさせていただ
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いておりました。その耐震化が終了したことによりまして、その補助金申請の部分は教育

委員会で所管をしていくという形になり、今まで委任していたものを、一旦委任を終わら

せ、教育委員会が所管するという形になります。あわせて、委任の相手先が今回の機構改

革により、建築部長と名称が変わりましたので、名称変更させていただいているというこ

とでございます。  

 

【中山教育長】 もう一点、「一部改正につき」の部分でご質問があったのですが。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】 申しわけありません。一部改正ということで、

改正部分のみ御説明をさせていただきまして、その背景を十分御説明させていただかなか

った点でご質問を受けたと思いますので、以後は気をつけてご説明させていただくように

いたしたいと思います。 

 

【中山教育長】 よろしくお願いします。百瀬委員、よろしいでしょうか。  

 

【百瀨委員】  教育委員会の所管になるということならば、それだけ事務負担が増えると

思いますが、なるべく負担とならないよう考えていただけたらと思いますので、よろしく

お願いしておきます。  

 

【中山教育長】 ほかに、委員の皆様、ご質疑ございませんでしょうか。  

 ご質問等、ないようですので、採決に移らせていただきます。  

 議案第13号につきまして、承認することにご異議ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 13号につきまして、承認と

決しました。  

 それでは、次に、議案第14号「八尾市文化財保護審議会委員の委嘱の件」につきまして

審議いたします。  

 提案理由を、渞文化財課長より説明させていただきます。  

 

【渞文化財課長】  それでは、議案第14号「八尾市文化財保護審議会委員の委嘱の件」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 14号の規定により、委員会の

議決をお願いするものでございます。  

 提案の理由でございますが、今月末で綿貫友子委員の委嘱期間が満了しますため、八尾

市文化財保護条例施行規則第12条の規定に基づき、改めて本市文化財保護審議会委員を委

嘱するために本案を提出するものでございます。  

 文化財保護審議会委員は、文化財の保護・活用に関して教育委員会の諮問に応じて意見

をいただくためのもので、文化財に関する知識や経験を有する方を選定させていただいて
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おります。綿貫友子氏は、中世史がご専門で、流通史や経済史に造詣が深いことから、引

き続き委嘱をお願いするものです。  

 なお、任期につきましては、平成 28年５月１日から平成 30年４月30日までの２カ年でご

ざいます。  

 よろしくご審議の上、御承認賜りますようお願いいたします。  

 

【中山教育長】 ただいま渞課長から提案理由がございましたが、委員の皆様、何かご質

疑等ございませんでしょうか。綿貫氏の再任ということで説明がありましたが、よろしい

でしょうか。  

 

【百瀨委員】 初歩的なことですが、ご質問させていただきたいと思います。  

 委員名簿を見ると、全て選ばれている方が学識経験者ばかりで、今まで公募による市民

の方々など、いろいろ幅広い中で委員を選んできましたが、文化財保護の審議委員に関し

ては専門性の中で、学識経験者だけを選定されているのか。市民や地域のニーズというこ

とも取り入れながら審議していくことも一定の方向性があると考えておりますので、教え

ていただけたらと思います。  

 

【渞文化財課長】  文化財保護審議会委員は、市内に存する文化財の保護及び活用に関し

て教育委員会の諮問に応じて意見を具申するために設置する文化財保護条例に規定されて

おります。文化財保護を進めるには、文化財の指定をどうしていくのかということが、課

題となります。そのために、まず文化財の価値づけをきちんとし、そして活用を進めてい

くことが必要となります。このようなことから委員に関しましては、学識の方にお願いし

ているところでございます。また、文化財の指定に関する市民や地域ニーズにつきまして

は、指定対象物件の選考段階で考慮しております。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。  

 

【百瀨委員】 十分に理解できますので、よろしくお願いします。  

 

【中山教育長】 ほかに委員の皆様、ございませんでしょうか。お願いします。  

 

【安藤委員】  １点だけお聞きしたいのですが、再任委員の任期がずらしてあるのは、理

由があると思うので、その辺はどうでしょう。 

 

【渞文化財課長】  条例には、委員の任期は２年という形で決められております。もし、

委員の後任に入りましたら、その方の前任の方の任期を引き継ぐということですけれども、

綿貫委員に関しましては、新規で入っていただきました。その入っていただいた時期がち

ょうどこの時期だったということで、任期がずれているということでございます。  

 

【安藤委員】  ありがとうございます。  
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【中山教育長】 よろしいですか。  

 それでは、ほかにご質疑がないようでしたら採決に移らせていただいてよろしいですか。  

 議案第14号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 14号につきまして、原案ど

おり可決しました。  

 本日の議案審議につきましては、以上３件で終わらせていただきます。  

 

｛報告事項｝ 

 

【中山教育長】 続きまして、報告事項に移らせていただきます。  

 最初に「平成28年度事業計画について」、報告願います。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  それでは、平成 28年度事業計画につきまして、

ご報告させていただきます。  

 お手元配付資料、定例教育委員会報告資料、平成 28年度事業計画を御参照賜りたいと思

います。  

 まず、基本方針１、幼児教育の充実では、就学前施設に通う子どもたちが健やかに育つ

ことのできる幼児教育の充実を図ります。とりわけ、幼児教育と小学校教育との円滑な接

続を図るため、幼稚園教育・保育所、園・認定こども園の保育者と小学校教員の合同研修

会を実施するとともに、就学前教育・保育実践の手引きや、接続期における教育・保育実

践の手引きを生かした幼児教育の実践を進めます。  

 また、就学前施設における教育・保育と子育て支援計画、公立の認定こども園の整備に

基づき、市域全体において認定こども園の整備促進を図るとともに、指導計画等の研究、

作成を進めます。  

 次に、基本方針２、学校教育の充実では、知徳体のバランスのとれた小中学生を育成す

るため、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成を初め、家庭・地域社会との連携、学

校園における人権教育の推進、教職員の指導力の向上に向け、効果的な施策展開を図りま

す。とりわけ、子どもたちの学ぶ意欲の向上と学習習慣の定着を図るため、放課後学習や

きめ細かな指導の充実等、課題の発見、解決に向けた主体的・協働的な学びを盛り込んだ

学習・指導の改善等に取り組みます。  

 また、健やかな体を育成するため、体力向上や歯磨き指導などの健康教育、食育を推進

します。さらに、道徳教育・人権教育を通して、規範意識やマナー、自他の人権を尊重す

る意識と態度を育て、とりわけいじめ問題に対しては、八尾市いじめ防止基本方針を踏ま

え、いじめは絶対に許さないという強い姿勢のもと、未然防止及び早期発見に努め、地域

とともに子どもを見守るいじめのない環境づくりを進めます。  

 次に、基本方針３、子どもたちの教育機会の保障では、全ての児童生徒が安全に、安心

して等しく学ぶことができるように、多様なニーズに対応した教育の推進、教育相談及び
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教育支援体制の充実、学びと育ちの経済的支援、教育環境の整備の取り組みを進めます。

とりわけ、子どもを取り巻く環境が複雑化、多様化する中、支援を必要とするケースが増

加していることから、学校だけでの対処が困難となってきており、スクールソーシャルワ

ーカーを増員し、学校からのニーズに迅速な対応ができる体制を拡充することにより、家

庭の教育力の向上を図るとともに、不登校やいじめ問題への対応力強化を図ります。さら

に、安全で良好な教育環境の整備を進めるため、公立中学校の普通教室へのエアコン設置

に向けた実施設計を行うとともに、このほど、施設一体型小中学校として開校しました高

安小学校・高安中学校におきまして、フロンティア校研究推進事業に取り組むなど、引き

続き大規模校や小規模校における学校規模等の適正化を進めます。  

 次に、基本方針４では、国史跡となった高安千塚古墳群を良好な状態で保存し、歴史学

習や八尾の魅力の一つとして活用するために、学識経験者を中心とした保存活用を検討す

る審議会を立ち上げ、保存管理計画の策定に取り組むとともに、市民ボランティアと一緒

に見学会の開催や古墳清掃を実施します。市史編さん事業では、古文書や美術、建造物等

の調査を市民と協働し、継続していくとともに資料編等の作成を進めます。  

 また、八尾市第２次生涯学習・スポーツ振興計画に基づき、生涯学習の裾野拡大と学習

機会の充実に向け、生涯学習センターで実施している健康増進等に関する講座を出前講座

として、身近な地域の施設で開催できるよう取り組みを進めます。  

 また、龍華図書館を含めた市立図書館４館体制において、市民が求める図書資料や情報

が得やすく、読書意欲をさらに醸成する拠点づくりを図ります。市立図書館４館では、民

間のノウハウを活用した図書館サービスを含め、４館それぞれが相乗効果を発揮しながら

市民の生涯学習活動を支援する拠点としての役割を果たし、図書館サービスの向上に取り

組みます。  

 以上、まことに簡単ではありますが、平成 28年度の事業計画の報告とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 例年４月に事務事業計画を出させていただいておりましたが、八尾市の

教育振興計画の後期計画がスタートしましたので、毎年その年度の事務事業の実施計画を

合わせて提示することで、事業内容について、より見やすくなるよう配慮されたものと受

け取りたいと思います。委員の皆様方の忌憚のないご意見をいただけたらと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

【木下委員】  年度の事業計画がこの形になると、事業計画を立て、予算配分があり、そ

の評価があるという形になるわけですよね。ですから、事業計画がこうなると、例年の予

算執行状況の報告とか、それから年度の終わりの事業評価とか、その評価の体制も含めて、

これに即して変えていくというか、当然変わっていくと思いますが、そのあたりはどうな

っていくのでしょうか。 

 

【中山教育長】 これまで４月に計画を出して、11月に進捗状況を出していたと思います

が、その兼ね合いについては、事務局どうですか。 
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【高橋総務人事課長】  これまでは、４月に事務事業計画を、11月にはその進捗状況とい

うことで、予算の執行額も上げていきながらご説明をさせていただいておりました。今般、

様式を変えておりますので、11月の報告につきましても、この様式により報告していきた

いと考えております。ただ、その報告する方法につきましては、予算を上げていきながら

その執行率を見ていくのか、事業そのものの進捗を見ていくのか、このあたりは事前にご

相談させていただいた上で、検討していきたいと考えているところです。  

 

【中山教育長】 事務局としては、この様式を今後も使っていくという方向で確認してよ

ろしいか。  

 

【高橋総務人事課長】  点検評価につきましても、形は違いますが、基本的には、この実

施計画の部分で事業を進めてきておりました。ですので、今後の事業進捗につきましても、

この形をベースに進めていきたいと考えておるところです。  

 

【中山教育長】 木下委員、いかがですか。  

 

【木下委員】  今の話ですと、新しいスタイルというか、新しい様式で、計画や予算、執

行状況を評価していくということになるのですが、これほど細かく上げられると、評価の

問題が必ず出てくると思いますが、そのあたりは既に大まかな計画は立っていますか。  

 

【中山教育長】 教育委員会の点検及び評価にも絡んでくるかと思いますので、よろしく

お願いします。  

 

【高橋総務人事課長】  点検評価におきましては、全ての事務事業をお示ししておったわ

けではございませんが、今回の事業計画につきましては、全ての事務、事務を含めた形で

お示しさせていただいているところでございます。  

 

【中山教育長】 いかがでしょうか。  

 

【木下委員】  今後もやっていく中でお考えがいろいろ出てくることもあるだろうと思う

ので、どういう報告になっていくのかは、今後の課題かなと思います。  

 

【中山教育長】 それも含めまして、また協議会等々で意見を交わしていくということで

よろしいでしょうか。  

 

【安藤委員】  基本方針４の「総合型地域スポーツクラブ支援事業」の28年度計画のとこ

ろで、現在活動中の２クラブの取り組みに対する情報提供と書いてあるのですけども、こ

れはどういうクラブでしょうか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  ここで掲げております２クラブというのは、竹渕地域と、
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もう１箇所、ちょっと忘れてしまいましたが、地域上げてのスポーツ、地域のまちづくり

の中で小学生のサッカーであったりとか、地域のクラブ活動を総合して活動する取り組み

なのですけども、そういったこと自体、大阪府でも国でもできるだけ地域の中で広げてい

ってほしいというふうな、先日もそういう市町村担当者会議がありまして、そういった活

動を竹渕での取り組みについて、ほかの地域にも情報提供していって、そういうクラブを

創設していくような取り組みを進めていきたいと思っております。  

 

【安藤委員】  ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 南課長、もう１クラブについては、調べてご報告ください。安藤委員、

よろしいですか。  

 

【安藤委員】  基本方針３のところで、特にこれはもう今までも議論してきたところなの

ですが、この特別支援教育振興事業に関して、どちらかというとお願いですけども、今ま

では支援学校という形がだんだんと支援学級に移行していると。それにおいて綿密なる皆

さんの支援と、その取り組みをきちっととってほしいということ、これはお願いしたいと

思います。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。では事務局、どうかよろしくお願いします。  

 今年度も、事務事業の見直しや検討は続けていきたいと思いますので、お願いします。  

 それでは、引き続き報告事項の２つ目に入らせていただいてよろしいでしょうか。  

 では、「平成28年度教職員人事異動について」、今岡次長より報告願います。  

 

【今岡教育総務部次長】 平成27年度末、28年度当初の教職員人事異動につきましてご報

告申し上げます。  

 資料をごらんください。数値的には昨年度と大きな変化はございません。児童数、生徒

数、園児数につきましては、いずれも減少傾向にあります。小学校児童数の減少は、ピー

クは過ぎたようですが、一昨年度から中学校で 180名を超える減少が続いておりまして、

本年度は 261人の減少となりました。生徒数の減少の割に学級数が２学級しか減少してい

ないのは、支援学級が４学級増えたことが大きく要因として上げられます。障害種別ごと

の学級設置が進んでいる結果だと思われます。  

 ３番の、首席・指導教諭の配置につきましては、中学校全校で首席を配置することがで

きました。小学校も、あと３校となっております。一方、指導教諭の配置が進んでおりま

せん。原因といたしましては、退職者の多くが指導教諭であって、減少が大きかったとい

うこともございます。また、指導教諭は 40歳以上が対象となりますので、薄い年齢層とい

うこともございますので、そのあたりが伸び悩んでいる原因かと思われます。今後もミド

ルリーダーの育成に力を入れていきたいと考えております。  

 裏面をごらんください。人事異動数につきましても、昨年度とおおむね大きな変更、変

更というか変化はございません。管理職の退職者数が一昨年度同様、 20名となっておりま

す。管理職選考受験者の確保、候補者の育成につきまして、引き続き力を注いでいきたい
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と考えております。  

 ２枚目以降は、教員の年齢分布となっております。３ページが小学校の管理職、４ペー

ジが小学校の教諭等、５ページが中学校特別支援学校の管理職、６ページが中学校特別支

援学校の教諭、７ページが幼稚園の年齢分布となっております。左側が男性、右側が女性

の数値となっております。グラフからもおわかりいただけるように、校長の多くが 58歳以

上であり、10名前後の退職者が３年間続く見通しです。一般教職員につきましては、昨年

同様つぼ型のような年齢分布となっております。  

 以上、平成 27年度末、28年度当初の教職員人事異動について報告を終わらせていただき

ます。 

 

【中山教育長】 委員の皆様方、ご質問、ご質疑ございませんでしょうか。  

 学校管理職がこの数年の間に八尾市では入れかわるという状況にあるということで、学

校経営については、教育委員会も指導助言等、しっかりしていかないといけない状況にあ

るかと思います。委員の皆様方、よろしいですか。  

 

【安藤委員】  １点お聞きします。首席指導教諭等のところの、特別支援の指導教諭のこ

とで、先ほど支援学級が増えたので学級数は増えたとある一方で、指導教諭が増えてない

というのは、増やす方向であるのか、それとも他の方法をとるのか、そのあたりを教えて

いただけますか。  

 

【今岡教育総務部次長】 首席につきましては、教諭の中でも学校のリーダー的な存在で

すので、学校長にも力を入れて推薦もしていただいておりました。その一方で、指導教諭

というのは、それぞれの専門性を生かした部分で、学校のリーダーを１人出すっていう意

識よりも少し薄い部分がございましたので、引き続き学校長に働きかけをいたしまして、

また若い教員が増えておりますので、その中で学校のみならず八尾市全体で指導的立場に

なって指導を行う指導教諭の増員というのは、これはまた課題であると思われます。引き

続き、学校長に話をさせていただきまして、推薦者を多く出していただきますよう、努め

たいと思います。  

 

【中山教育長】 ほかに委員の皆様方、ご意見ございませんでしょうか。  

 

【木下委員】  この年齢構成のこの問題は、ずっと続いており、もうあと二、三年したら

危機的状況になると思います。恐らく、指導教諭のお話も、首席指導教諭のミドルリーダ

ー育成の話も出ているのですが、それは、教員研修の問題と絡んでの処置をどうするのか、

要するにそれぞれが担当されているところだけではなくて、それぞれの部署を渡って考え

る問題が、ここ数年増えてくるのではないのかという予想がありますので、そのあたりを

どういうふうに指導課でも考えておられるのかというところをお聞きできればと思います。  

 

【中山教育長】 教育委員会事務局として、横断的にということですが、お願いします。  
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【山本教育サポートセンター所長】  委員ご指摘のように、今後ミドルリーダーの育成、

それからひいては管理職の育成についても視野に入れ、本年度、総務人事課と協働いたし

まして、新任校園長研修会を新たに始めました。校園長の職責について、学校園の危機管

理についてということで、今週ですが、実施したところでございます。そして、今まで実

施しておりましたけれども、新任教頭研修も今週実施いたしております。そしてまた、首

席、指導教諭研修も引き続きやっていきたいと考えております。  

 もう一点、 10年目の教員が非常にふえておりますので、この 10年目をいかに育てていく

かが次のミドルリーダーを育成するところになると考えておりまして、今年度、初任者研

とのコラボ研修も、今案を練っているところでございます。ミドルリーダーとしての意識

を10年目の先生方に持っていただこうと思っているところでございます。  

 

【菊池指導課長】  日々の教職員の資質の向上ということが、非常に大事になってくると

考えております。担当課といたしましては、授業づくり、学級経営、それから集団づくり

等の日々の活動をどう支援していくかということが、指導課も課題としても捉えていると

ころでございますので、各学校園で行われます研究授業等では、指導主事としてしっかり

学校を支えていけるような指導助言ができるよう、私たち自身も資質の向上に努めていき

たいと考えているところでございます。  

 

【靍原学校教育部長】  補足をさせていただきたいと思います。まず、学校現場では中学

校区連携ということで、中学校区の管理職が連携して、校区の教員を育てると視点で、合

同研修会の開催など、横のつながりも既に四、五年前から強化を図っております。加えて、

いわゆるОＪＴとして、本市の学校園ではふだんの仕事を意識する中で管理職がそのフォ

ローアップをしながら、実践の中で人材を育てていくという素地もでき上がりつつありま

す。 

 また、一例を挙げましたら、小中学校生徒指導協議会という組織は 15名の中学校の生徒

指導主事が中心になった組織ですが、五、六年前は 50代の生徒指導主事が中心でしたけれ

ども、今は既に30代の生徒指導主事が入れかわり横のネットワークを構築しながら、若い

世代が育ってきておる現状でございます。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。木下委員のご指摘があったように、教育委員会

の中も担当課、担当部だけではなくて、事務局が横断的にこれに取り組んでいくというこ

とで、また頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。  

 ほかにご意見ございませんでしょうか。  

 

【百瀨委員】 今、お聞きした中であるけれど、非常に若い層がふえる中で、図を見ても

ワイングラスを伏せた形になっている、これはもう当然よくわかるわけですが、こういう

ときにこそ、教育に対する関心が非常に高まっている今、校長、教頭のマネジメント、こ

れが果たす役割は最も大きくなっていくのではないかなと。そう考えるならば、このミド

ル層や現場の教員を本当に第一義的にしっかりまとめ、進めていくためにはどのように取

り組んでいかなければならないのか、今現在どのような課題を教育委員会として考えてお
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られるのか、研修等の言葉も出ましたけれど、そのあたりについて具体に校長、教頭に対

するマネジメント、どのような大きな課題を持って進まなければならないか等について、

少しお答え願えたらと思いますが、いかがですか。  

 

【今岡教育総務部次長】 今、ご指摘の件につきまして、先ほど所長からもありました、

校園長のマネジメント研修ということが新たに本年度実施してきておるところでございま

す。また、昨年度からこれは評価育成に絡まるところですけども、具体的な取り組みとい

うことで、学校での学力向上、また若手教職員の育成のあたりで、具体な話を評価育成の

面談の中でも聞かせていただいておるところです。そういったことの目標設定、進捗状況、

そして最終到達どのあたりまで来たかというようなことも、具体な聞き取りの中で情報も

こちらも得まして、校長と一緒にしっかりと学校運営についても委員会としてもフォロー

していきたいと考えております。  

 

【百瀬委員】 人材をどのように育成するかということが、大きな課題になっているかと

思いますので、教職員が今現場で目指す方向性をしっかり明確にしてあげていってほしい

ですし、また、教職員の資質向上については、いろいろ言われるわけですけれど、その中

には学校組織の活性化ということが大きな課題になっておりますので、このあたりも、教

育委員会として柔軟に、そして子どもの実態、学力・体力の結果等、授業力の向上に向け

て、さらなる綿密な動きの中で進めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願

いしときます。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。  

 では、教育委員会事務局ともに学校を支援していくということでよろしくお願いします。  

 以上で、本日予定しておりました報告事項等々は終わります。  

 この際、委員の皆様方、何かございませんでしょうか。よろしいですか。  

 事務局から何かございますか。  

  

【南生涯学習スポーツ課長】  先ほど私の答弁の中で１点漏れておりました、総合型地域

スポーツクラブの件ですけども、竹渕地区ともう一地区が八尾地区でございまして、竹渕

地区がキリンキッズクラブというところ、それと八尾地区はＮＰО法人八尾ドゥクラブと

いう、２カ所のクラブがありますので、ご報告させていただきます。  

 

【中山教育長】 では、ほかにないようですので、本日は以上をもって議事を終了いたし

ます。これをもちまして、４月定例教育委員会を終わります。 

 

 

 

 

 

 


