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９月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、９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、安藤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】 ８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

方、何か質疑ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、８月定例会会議録につい

て承認と決しました。  

 

【中山教育長】 次に、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

  

（教育長報告）  

８月22日（月）  

 

８月24日（水）  

８月25日（木）  

 

８月26日（金）  

 

午後２時10分から、定例教育委員協議会に出席。  

午後５時から、教育政策会議に出席。  

午前10時から、第２回市民表彰選考委員会に出席。  

午後５時から、八尾市障がい児者問題協議会「夏の夕べ  in安中小」

に出席。  

午後２時 30分から、「つくってみようよ！おしばい」発表公演に出

席。 

開 催 年 月 日  平成２８年９月２１日（水）  

開 催 時 間   午後２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・仁科教育政策課長補佐  
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８月28日（日）  

８月30日（火）  

９月１日（木）  

 

９月２日（金）  

９月４日（日）  

９月５日（月）  

 

９月７日（水）  

 

９月10日（土）  

 

９月11日（日）  

 

 

９月15日（木）  

９月16日（金）  

９月21日（水）  

午前10時から、八尾市水道局本館完成記念式典に出席。  

午後１時から、八尾市教育フォーラム 2016に出席。  

午前９時から、防災・河内音頭まつり議会に出席。  

午前11時から、９月市議会定例会本会議 (第１日)に出席。  

午前10時から、９月市議会定例会本会議 (第２日)に出席。  

午前10時から、八尾市総合防災訓練に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

引き続き、八尾市人権施策推進本部会議に出席。 

午後１時から、文教常任委員会に出席。  

引き続き、文教常任委員協議会に出席。  

午後５時から、桂中学校区地域教育協議会ふれあいフェスティバル

～夏の集いに出席。  

午後３時から、八尾河内音頭まつりオープニングセレモニーに出

席。 

午後５時45分から、久宝寺寺内町燈路まつり開会式に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午後４時から、学校給食こんだてコンテスト受賞者表彰式に出席。  

午前10時から、予算決算常任委員会全体会に出席。  

 

【中山教育長】 委員の皆様方から、この間の活動状況について何かございましたらご報

告いただければと思います。何かございますか。 

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 それでは、議案審議に入らせていただきます。  

 議案第28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。  

 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 28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はありましたが、

府の通知から施行日まで日がなく、急を要したため、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、大阪府教育庁より、平成 28年８月25日付で「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

ありましたものの、施行日が９月１日と急を要したため、平成28年８月31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。  
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 改正内容につきましては、新旧対照表をごらんください。育児または介護を行う職員に

ついての特例、いわゆる早出遅出勤務につきまして、第４条の２中の「当該職員の勤務時

間の割振り及び休憩時間は、別に定める」を「当該職員の勤務時間の割振り及び休憩時間

は、公務の運営に支障がない場合に限り、別に定める」と改定されました。公務に支障が

あるというのは、時間割りが組めなくなる、担任ができる教員がいなくなるという状況で

す。そのような状況がないときに限って、認められるという改定になっております。  

 また、同条第１号中「当該子の保育所等への送迎」を「当該子の養育」に改めるもので

ございます。なお、「別に定める」の部分につきましては、府の通知「早出遅出勤務にか

かる手続きについて」で記されているんですが、「当該子の親がともに職員であって同一

日にともに申請する場合にあっては、その同一時間帯に早出遅出勤務を指定することはで

きない」の文言が削除されました。すなわち、両親ともに早出・遅出勤務が同一時間にと

れるということでございます。  

 さらに、全ての早出・遅出対象職員について、30分早出が加わりました。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、提案理由とさせていただきますので、よろしくご審

議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 今の説明につきまして、質疑等ございませんでしょうか。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  今回、規則改正ということで、現行の保育所等への送迎とい

う文言を、養育に改正するということは育児をされる職員については、より柔軟に対応し

ながら、その支援についての広がりを見せていくものだと理解しております。  

 しかし、一方で、公務の運営に支障がない場合に限るという文言が追加されたというこ

とは、今回の改正の趣旨とやや矛盾を来すように感じます。そのあたりはどうお考えなの

か聞かせていただきたいと思います。  

 

【今岡教育総務部次長】 先ほどお話しさせていただきましたように、担任ができる教員

が足らなくなるとか、授業ができなくなるということになりますと、学校の運営に支障を

来すというのははっきりしていることかと思います。若手の教職員が増えていく中で、ど

んどん今産育休もふえてきているという現状で、学校運営ということを考えますと、一定

子育てということも支援しながらも、ご協力いただくということはやむを得ないと考えて

おります。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  特に、公務の運営に支障がない場合に限りといったこの言葉

を使う限り、その制度をうまく利用する場合も出てくるでしょうから、そのためにはしっ

かりとした運用が今後求められると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 

【今岡教育総務部次長】 時々、学校からも相談がございますので、こちらも丁寧に説明

をし、制度理解を求めながら進めておるところでございます。  

 

【中山教育長】 ほかに質疑ございませんでしょうか。  



－4－ 

【百瀨教育長職務代理者】  もう１点、今までも委員会の中で、急を要したことによる臨

時代理の承認を求めるという議案がございました。臨時教育委員会を招集するいとまがな

かったということは、十分理解しておりますが、このたびの９月21日の議決をもって、９

月１日にさかのぼって対応していくということはできないのか。９月１日に施行しなくて

はいけないということはよくわかりますが、内容によっては、臨時教育委員会を招集でき

なければ、さかのぼってというのがあってもいいのではないかという気がしますので、そ

の辺はいかがですか。 

 

【今岡教育総務部次長】 ただいまのお話につきましては、きちんとした判断というのは

今後していく必要があろうかと思います。何でも臨時代理ということではいけないと判断

しております。ただ、今回につきましては９月１日からということで、それぞれの教職員

が希望している場合、遅れるとその人の権利が損なわれるということも考えられましたの

で、今委員がおっしゃったことにつきましては、慎重な判断をしつつもどう対応するかと

いうのを今後考えながら対応させていただきたいと考えております。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  この件については、府下の各市町村も統一的に対応されてい

ると思いますが、他の市町村はこういう場合、どのように対応しているのか、そのあたり

もし情報があるなら教えていただきたいと思います。今後、確かめていただいても結構で

すので、よろしくお願いしたいと思います。  

 

【今岡教育総務部次長】 現時点では確かめておりませんが、また人事担当者の集まりの

ときなどにも確認したいと思います。  

 また、府からぎりぎりになってしまうこともあるのですが、情報の前出しがある場合は、

できるだけ早く、皆様にお知らせするように心がけていきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 また、情報提供もよろしくお願いします。ほかに質疑等ございませんで

しょうか。  

  

【安藤委員】  先ほどご説明の中で、夫婦の場合に同一時間にとれるというのは、今まで

はできなかったということでしょうか。 

 

【今岡教育総務部次長】 今まで、同一時間帯は無理でした。ただ、お二人お子さんがお

られる場合、１人がＡ保育所、もう一人がＢ保育所という場合は可能ですけれども、同一

時間帯というのは不可能でした。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。それでは、議案第 28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、原案どおり承認することにご異議ございませんでしょうか。  
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【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 28号につきましては、原案

どおり承認と決しました。  

  次に、議案第29号「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営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、南生涯学習スポーツ課長より説明願います。  

 

【南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29号「八尾市

生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」につきまし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

議決を求めるものでございます。  

 提案の理由でございますが、現在委嘱しております委員の任期が、この９月末日をもっ

て満了することから、八尾市生涯学習センター学習プラザ管理運営規則第 17条の規定に基

づき、新たに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、お手元配付の八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員名簿（案）

に基づきまして、ご説明申し上げます。委嘱する委員といたしましては、学校教育関係者

として２名、また社会教育関係者として、日ごろより本市の社会教育の向上のためにご尽

力いただいております各団体より選出いただきました４名、家庭教育の向上に資する活動

を行う者として２名、学識経験者として、生涯学習を専門とされている大学教授１名、公

募市民委員２名の、合計11名でございます。  

 委員構成につきましては、新任委員６名、再任委員５名であり、新任委員といたしまし

ては、石井清一氏、水谷民子氏、水野清美氏、髙井秀樹氏、卯川美樹氏、小垣内潤子氏で

ございます。  

 任期につきましては、平成 28年10月１日から平成30年９月30日まででございます。  

 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。よ

ろしくご審議の上、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】 11人の委員の方々のうち、過半数の６名の方が新しくなられて、後の５

名の方は再任ということですが、質疑等ありましたらお願いいたします。  

 長年、何期も委員長をしてくださっていた中西委員が今期おやめになられました。  

 

【御喜田委員】 家庭教育の向上に資する活動を行う者として、２名の委員が選出されて

おられますが、この方々について教えていただけますか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  家庭教育に資する活動を行う者として、２名の方を今回上

げさせていただいております。お一人は大西幹子氏で、現在社会福祉法人みやび会という

保育園を運営なさっている方で、八尾市内にご在住で、子どもさんの行事等々についても

非常に堪能であります。 

 またもうお一方、新たに委員として委嘱いたします髙井秀樹氏におかれましては、八尾
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市のＰＴＡ協議会におきまして、現在副会長として、また八尾中学校のＰＴＡの会長もさ

れておられます。両者ともに子どもたちに携わる業務での実績がありますので、その方々

に今回ご参加いただきまして、生涯学習センター学習プラザが子どもたちにとって使い勝

手がどうなのかという観点からも、ご意見を期待しているというところでございます。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。質疑、何かありましたらお願いします。  

 

【木下委員】  公募市民委員が２名おられますが、この方々について選考過程も含めてお

教えください。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今回、公募市民委員といたしましては、区分として八尾市

その他教育委員会が必要と認める者としております。公募の過程といたしましては、今年

６月20日発行の市政だより７月号で募集の掲載をさせていただきまして、８月１日を締め

切りとさせていただいておりました。その期間、応募いただきましたのは、この２名の

方々となります。定員枠は２名といたしておりましたが、お二人の方々が提案いただきま

した公募作文を庁内の選定する委員、各課長級を主にした庁内検討委員会がございまして、

そこで審査させていただきました。両者とも最低基準の数字を大きく上回る採点はとって

おりまして、それぞれの提案いただいております作文といたしましては、お一人の方は自

分が日ごろ生涯学習センターというものに対して余り携わってこなかった、もう少し興味

のある施設になってほしいという自分の思いを含めて提案いただいております。  

 また、もうお一人の方につきましては、生涯学習施設での活躍の実績を多々持っておら

れる方で、生涯学習施設の必要性というものを十分認識した上での提案をいただいており

ます。こういった作文をいただきまして、今回選定委員会の中で、審議会委員としてふさ

わしいであろうという採点をいただいておりますので、今回提案させていただいたところ

でございます。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。  

  

【百瀨教育長職務代理者】  先ほど、御喜田委員からは、家庭教育の向上に資する活動を

行う方々２名の選出については質問いただいたわけですけれど、特に家庭教育の向上に向

けた取り組みについては、そのニーズというのは非常に高まっていくと思っております。

そういうことから考えるならば、この点について生涯学習センターではどのような取り組

みがなされているのか、わかる範囲で教えていただけたらと思います。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  現在、生涯学習センターにおきましては、さまざまな生涯

学習に資する活動をしていただいております。その中でも、今委員がおっしゃっていただ

いたような家庭教育、子どもさんに対する講座であったり、一つは最近特に取り組んでお

りますのが、家庭教育をどう支援していくかというところで、保護者の方々が子どもに対

して感情的になって怒ったりするということの意識を抑制するためのコモンペアレンツと

いう取り組みであったりとか、昨今の家庭における親子関係をどのように構築していくの
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か、よき関係に持っていくのかというさまざまな観点で、様々な部署とも連携しながら生

涯学習センターにおいては講座をさせていただいておりますし、また、出前講座という形

で出張所、コミセンに行かせていただいて、家庭教育に資するような講座を幾つかさせて

いただいております。  

 また、現在指定管理者でやっていただいているんですけれども、そもそも市の指定管理

業務でやってもらう中で、家庭教育に対してどのような講座支援をしていくのか、子ども

さんの教育、保護者の教育に対してどういった講座で支援していくのかといった提案もい

ただきながら、事業展開を今現在やっているという状況です。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 生涯学習にどのように取り組んでおられるかという内容を自

分達も把握しておかないといけませんが、ぜひまたこうやって出していっていただけたら

活動状況がわかるかと思いますので、これからもよろしくお願いしておきたいと思います。 

 

【中山教育長】 ほかに。よろしいですか。  

  

【安藤委員】  まず最初に言っていただいたように、全体では６人の方が新任ということ

で、特に気になるのは、社会教育関係者で、４名中３名が替わられているという、これは、

新しい取り組みをしていこうという姿勢のあらわれかと思いますけれども、いかがですか。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  社会教育関係者につきましては、一定、市としても継続的

になっていただいてる委員に入っていただくことによって、知識の継承とか考え方の継承

という効果もあるのですけども、今おっしゃっていただいたように、団体との関係でいき

ますと、コミュニティー推進連絡協議会とか、青少年育成連絡協議会とか、その施設にか

かわるであろう団体の方から推薦をいただくようにしております。ただ、その中でもその

委員につきましては、同じ人がずっとなっていくということは効果もありますが、新たな

観点からいろんな意見をいただきたいと。今回は、斬新な意見も出てくるであろうという

ことも期待して、我々としては各団体に委員さんをお願いするときには、個別的には新た

な発想の方をお願いできないかなという相談もさせてもらいながら、各団体の中でこの人

が一番いいであろうという提案をいただいて、今回名前を上げさせていただいております。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。それでは、議案第 29号「八尾市生涯学習センター

学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」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 29号につきましては、原案

どおり可決いたしました。  
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｛報告事項｝ 

 

【中山教育長】 それでは、引き続き報告事項に移らせていただきます。渞文化財課長お

願いします。  

 

【渞文化財課長】  それでは、先般行いました曙川南土地区画整理事業に伴う発掘調査の

現地説明会の状況をお話をさせていただきます。  

 現地説明会は、９月 18日の日曜日に行いました。開始当初はやや天候不順でしたが、時

折晴れ間も見え、また、新聞社やテレビ等の報道のおかげで、地元だけではなくて市外か

らも多くの方が来られ、結果的には、 423人の方に来ていただくことができました。来ら

れた方は、今回発見された瓦を、非常に熱心にごらんになり、現場と瓦を置いてある事務

所を、何度も往復をして見ていただいたという状況でございます。  

 また、これに先立ちまして、 16日の金曜日の午前中に曙川東小学校、午後から曙川小学

校の６年生の児童たちに見学に来ていただきました。いずれも５０名ぐらいだったと思い

ますけれども、非常に熱心に見学いただいて、なぜこんなところに瓦が出るのか、あるい

は、この瓦がのってた建物ってどんな大きさだったのかというふうな質問ありました。  

 調査は、平成29年度の末まで続きますので、機会があればこうした説明会を開催して、

文化財等への関心を高めていきたいと思います。  

以上、報告とさせていただきます。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。多くの方々が、遠方からも来られてたんですか。  

 

【渞文化財課長】  市内と市外の統計をとっていたんですけれども、市外の方が多かった

ような状況でございます。  

 

【中山教育長】 由義宮があそこにあったというロマンが広がると思いますけども、道鏡

さんの話もまた盛り上がるかと思います。 

 

【渞文化財課長】  今回このような発見がありましたので、来られなかった方のために、

現在資料館に展示しております。また、埋蔵文化調査センターでも展示をしていきたいと

思っております。  

 今後これには終わらずに、シンポジウム等も企画して、八尾市の歴史遺産を、情報発信

をし、八尾市の資源として活用していきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。田中部長も靍原部長も見にいかれたようで、実

物を見ると感動的ですね。  

 

【靍原学校教育部長】  私が考えていたよりもとても瓦が重厚で、瓦１枚から建物の規模

全体が想像できました。遺構の発掘もかなり進んでいて、ちょうどこの委員会の部屋ぐら

いの部分が見えていまして、それを見るだけでもどれだけ大きなお寺が、奈良時代だとお
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聞きしたのですが立ち上がっていて、それが八尾市にあったのかと思うと、子どもたちに

もいい意味で刺激になるのかなと感じましたし、特に先生方はぜひ実感していただけたら

なとも思っております。 

 

【中山教育長】 八尾には、歴史的に意義のあるものがたくさんあるので、子どもたちに

ぜひとも残していきたいと、改めて思うものでした。  

  

【田中生涯学習担当部長】 子どもたちは、質問が途切れないぐらいすごく興味を持って

くれていて、もう延々と続くのかなというぐらい活発に質問してくれていました。  

 

【中山教育長】 ほかに事務局から何か報告等ありませんか。  

 委員の皆様、よろしいでしょうか。それでは、以上をもちまして、９月定例教育委員会

を終了いたします。  

 


