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１１月臨時教育委員会会議録 

 

 

【中山教育長】 それでは、ただいまより11月臨時教育委員会を開催いたします。  

 本日の会議録署名委員に、木下職務代理を指名いたしますので、どうぞよろしくお願い

いたします。  

 

｛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41号「八尾市教育センター条例制定について市議会議案提出の件」について審議

いたします。  

 提案理由を、山本教育サポートセンター所長より説明願います。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  議案第41号「八尾市教育センター条例制定について

市議会議案提出の件」について、ご説明申し上げます。  

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第 17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、平成 30年４月の中核市移行により、教職員の研修に係る

事務移譲を大阪府から受けるに当たり、その事務を着実に遂行できる環境を整備するとと

もに、現八尾市立教育サポートセンターにおいて取り組んでおります、教育に関する研

修・研究業務や相談業務のさらなる拡充を図り、本市の教育振興の中核を担う教育機関と

して、旧八尾市立高安中学校の施設の一部を整備し、平成 30年度から八尾市教育センター

として使用開始するに当たり、必要な事項を定めた新たな条例を制定する必要があること

から、本案を提案申し上げるものでございます。  

 それでは、お手元配付の八尾市教育センター条例に沿ってご説明申し上げます。  
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 第１条では、本市における教育の振興を図り、新しい時代を生き抜く子どもの育成に資

するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 30条の規定に基づき、本市に八尾

市教育センターを設置する旨を規定しております。  

 第２条では、名称を八尾市教育センターとし、位置については八尾市水越２丁目 117番

地と定めるものです。  

 第３条では、事業として、教育関係職員の研修に関すること、教育に関する専門的・技

術的事項の調査・研究に関すること、保護者及び学校園からの教育に関する相談及びその

解決に向けた支援に関すること、その他第１条に規定する目的を達成するために必要な事

業を行うことと定めております。 

 第４条は、所長以下の必要な職員の配置に関する規定、第５条は、本条例の施行につい

て必要な事項を教育委員会規則で定める旨の委任規定でございます。   

 また、附則第１項において、本条例の施行期日を平成 30年４月１日と定めるとともに、

第２項で八尾市立教育サポートセンター条例の廃止を規定いたしております。  

 以上、甚だ簡単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。何と

ぞ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。  

 

【中山教育長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様、この件につきま

してご質疑ありませんでしょうか。よろしいですか。  

 お願いします、職務代理。  

 

【木下教育長職務代理者】  確認ですが、これは八尾市立教育サポートセンターを教育セ

ンターに変えていくことだと理解してよろしいんですね。その上で、若干以前と文言が変

わっているかなと思いますが、いかがでしょうか。  

 

【中山教育長】 協議の内容と変わっていることについて、ご説明願います。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  より教育センターの様子がわかりよいようにという

ところで、幾つか文言をふやさせていただいております。まず第１条のところに、「本市

における教育の振興を図り」の後に、「新しい時代を生き抜く子どもの育成に資するた

め」というところで、このセンターを設置して教育の振興、八尾市の教育の中核を担う施

設として教育の振興を図っていく中で、新しい時代を生き抜く子どもの育成に努めたいと

いう思いをより鮮明にさせていただきました。  

 もう一つは、第３条の第３項、「教育に関する相談」の前に、「保護者及び学校園から

の」というところを足すことで、より教育に関する相談が具体的に見えるようにというこ

とで、条項をふやさせていただきました。  

 

【中山教育長】 いかがですか。ここに保護者及び学校園からのと限定する形で入ること

になりますが、この件について１つ確認していいですか。この学校園というのは、もちろ

ん小学校、中学校、それから教育センター条例そのものが平成 30年ということなので、園

という部分には、幼稚園はもちろん、認定こども園も含めて相談をこれからしていくとい
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う把握でよろしいですね。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  現在も、八尾市立教育サポートセンターで就学前の

お子さんのご相談ということで、主には就学相談が多いんですけれども、そういうご心配

のあるお子さんの相談をお受けしておりますので、これは教育センターになりましても変

わらず同じようにご相談をお受けしていこうと考えております。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。協議の中で木下職務代理が、聞いていただいて、

私もそうだなと思ったんですが、市民が見たときに、保護者でもない、学校園でもない、

でも教育の相談をしたいというときにどうしたらいいのかという素朴な疑問が湧いたとき

に、どう返していくのかという部分、木下職務代理は心配してくださっていたんですが、

その部分を補足願えますか。  

  

【山本教育サポートセンター所長】  現在も市民の皆様からの教育にかかわるいろいろな

ご相談はお受けしておりますので、センターになる部分で大きく変わるところはないと考

えております。  

 ただ、条例にこのように書かせていただきましたのは、特にその中でもこの保護者及び

学校園からの相談というところをセンターの中に大きく位置づけておきたいということで、

書かせていただいております。  

 

【中山教育長】 もし、市民の皆さんから情報入ったときにそれを、センターは聞きませ

んと言わないということをしっかりと言っていきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 この条例については皆様のご意見いただきましたので、こういう形で進ませていただき

ます。よろしいでしょうか。  

 ほかにご意見ないようですので、採決に入らせていただきます。 

 この議案第 41号につき、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 41号「八尾市教育センター

条例制定について市議会議案提出の件」について、原案どおり可決いたしました。  

 次に、議案第42号「八尾市公民館設置及び管理条例廃止について市議会議案提出の件」

及び議案第43号「八尾市学習等供用施設条例廃止について市議会議案提出の件」について、

一括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 42号「八尾市

公民館設置及び管理条例廃止について市議会議案提出の件」及び議案第 43号「八尾市学習

等供用施設条例廃止について市議会議案提出の件」の２件につきまして、一括してご説明
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させていただきます。  

 本２件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第 17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。  

 提案理由といたしましては、公民館及び学習等供用施設を廃止するにつき、条例を廃止

する必要があるので、本案を提出する次第であります。  

 なお、本２条例の施行日につきましては、いずれも平成 30年４月１日といたします。  

 また、八尾市公民館設置及び管理条例を廃止する条例の施行に伴いまして、八尾市公民

館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期に関する条例については、廃止すること

とし、また特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例については、別表

中の「八尾市公民館運営審議会委員」を削除するよう、一部を改正いたします。  

 なお、２条例の廃止に伴う関連規則の整備についても進めてまいる予定であります。  

 また、今回、公民館及び学習等供用施設に関する条例を廃止することとなりますが、公

民館及び学習等供用施設の機能や趣旨については、引き続き市民の生涯学習活動を支援す

る各種事業の中で充実させてまいります。  

 また、今後関連規則において、社会教育法第 20条に規定する目的の実現に資するための

施策の推進に関連する事項を明記する予定であります。  

 以上、甚だ簡単雑駁な説明ではございますが、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】 ただいまの提案理由の説明につきまして、委員の皆様、ご質疑よろしく

お願いします。  

 １つ、先に確認していいですか。この時期になぜこの議案がということを説明願えます

か。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今回、この公民館及び学習等共用施設条例の廃止につきま

しては、現在市内の各出張所の機能再編に伴いまして、出張所、コミセンの機能充実がな

されております。その中で、出張所、コミセンの役割、６つの中の１つに、生涯学習とい

う機能がございます。それに伴いまして、教育委員会といたしましても各出張所、コミセ

ンで行います生涯学習の施策をしっかりと充実してまいるため、今回関連する条例、公民

館等の条例等を見直し、整理をさせていただくということで考えております。  

 

【中山教育長】 いかがでしょうか。  

 

【木下教育長職務代理者】  公民館というものについてですが、地域の活動の拠点として

公民館がつくられてきて、地域の社会教育を担ってきたかと思いますが、そこで行われて

いた全てのことがほかの施設なりでされていく形になっていて、公民館はもう不要になっ

ているから、法令もという形になっているんでしょうか。社会教育の全体像的なところを、

教えていただけたらありがたいです。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  昭和25年に八尾市で公民館を設置する条例が施行されまし
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て、以後順次市内では公民館というのを整備してきたわけでありますけれども、以後平成

５年に生涯学習センターが整備された段階のときに、これまで担ってきた各公民館で取り

組んできた講座、学習につきましては、引き続きコミセン講座という形でコミセンの活動

の中で引き続き進めていくということで方針を打ち出しております。今回、これまでの公

民館で行ってきた事業も含めまして、コミセン活動事業として講座、年に何百回と各コミ

センでやっていただいているんですけども、そういったことで公民館の趣旨、その目的と

いうものは市内全体のコミセンの中で引き続き継承されながら取り組まれておるという状

況にはなっております。よって、今回は公民館、現在まだ位置づけのある公民館を廃止す

る予定であります。しかし、市民の生涯学習、社会教育活動が何らかの影響を受けるとい

うことではありません。今は公民館条例による規定があるコミセン、公民館機能を担って

いるものの公民館条例の規定のないコミセンと、そういった点の課題点もあります。今回、

公民館の条例を廃止することによって、一定の法的な体制の整備、整理を図るということ

で考えております。  

 

【中山教育長】 いかがですか。  

 

【木下教育長職務代理者】  今まで公民館でいろいろとされていたことは、既にもうコミ

センで生涯学習としてやっていっているということで、公民館は廃止するという理解でよ

ろしいですか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  はい。 

 

【中山教育長】 公民館長の規定であるとか、所要の整備の部分は、いつ改正となります

か。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今回の公民館等学習等供用施設の条例、廃止する条例が議

会で議決されましたら、条例の施行日が４月１日と考えておりますので、それよりも早い

段階、なるべく早い段階で関連する規則の改正につきましてもこの教育委員会議の中でご

議論いただいて、議決いただけたらと考えております。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。公民館という言葉に長年なじんでこられたご高齢

の方々からすると、なぜ公民館がなくなるのかという素朴な疑問が出てくるかと思います

ので。 

 村本委員、いかがですか。  

 

【村本委員】  私も公民館という言葉はよく小さいときから聞いていましたけれども、最

近私が住んでいるところでも、あまり公民館という話は出てこなくなってしまっています。

なので、当初考えられた公民館でいろいろなことをやっていこうということがもう変わっ

てきたのは時代の流れで当然のことかと思います。  
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【中山教育長】 御喜田委員、よろしいですか。  

 それでは、ご質疑ないようですので、採決に移らせていただきます。議案第42号及び議

案第43号につきましては、一括して採決いたします。議案第42号及び議案第43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 42号「八尾市公民館設置及

び管理条例廃止について市議会議案提出の件」及び議案第 43号「八尾市学習等供用施設条

例廃止について市議会議案提出の件」について、原案どおり可決いたしました。  

 次に、議案第44号「八尾市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正の件」及び議案第

45号「八尾市教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する規則制定の件」について

一括審議いたします。  

 提案理由を、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、ただいま議題となりました議案第 44

号「八尾市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正の件」について、ご説明させていた

だきます。  

 本件は、八尾市教育委員会事務局事務分掌規則を一部改正するにつき、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。  

 提案の理由ですが、教育委員会事務局の役職を市民にわかりやすい呼称とするため、

「教育次長」を「副教育長」に名称変更し、あわせて、教育長の補佐機能や事務局機能の

強化を図るため、職責の明確化を図るため、八尾市教育委員会事務局事務分掌規則の規定

を一部改正するものでございます。 

 資料、八尾市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則をごらん願います。  

 規則第２条第１項中及び第３条の見出し及び同条第１項中の「教育次長」を「教育長」

に、第３条の２、ただし書き中の「教育長」を「副教育長」に改めるものです。  

 また、附則第２項において、教育長に対する事務委任等に関する規則を一部改正し、第

６条中「一部を」の次に「副教育長」を加え、附則第３項において、八尾市教育委員会表

彰規則を一部改正し、第７条第２項中「教育次長」を「副教育長」に改めるものでござい

ます。 

 なお、施行につきましては、平成 30年４月１日より施行いたすものでございます。  

 引き続きまして、議案第45号「八尾市教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関す

る規則制定の件」について、ご説明させていただきます。 

 本件は、八尾市教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する規則を制定するにつ

き、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。  

 提案の理由ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13条第２項の規定に基

づき、教育長職務代理者が行う事務を、同法第 25条第４項の規定により八尾市教育委員会
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事務局の副教育長に委任することについて必要な事項を定めるにつき、本規則を制定する

ものでございます。 

 資料、八尾市教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する規則をご参照願います。 

 第１条で趣旨を、第２条で、職務代理者は教育長に委任された事務を副教育長に委任で

きる旨を、第３条で、職務代理者は必要があると認めるときは、受任者に対し委任した事

務について報告を求め、または指示を行うことができる旨を規定するものでございます。 

 なお、施行につきましては、こちらも平成30年４月１日より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、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 この44号と45号につきましては、審議も一括で行いますが、議決に関し

ましては個別に行っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  

 まず、ご質疑等ありましたらよろしくお願いします。  

 

【御喜田委員】 議案44号について質問ですが、教育次長を副教育長に名称を変更すると

いうことで、この規則が改正されると思いますが、名称の変更だけと捉えていいんでしょ

うか。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  今回の改正につきましては、新教育委員会制度

移行に伴います教育長の責任と権限の高まりに対応するための教育長の補佐機能の強化、

また本市の中核市移行等を契機としたさらなる教育振興への対応など、教育行政全般の取

り組み強化に対応するために事務局機能を強化する観点から職責を明確にするものです。  

 今、お話がありましたように、部長級の職員である教育次長の名称について、次長級と

区別しがたいこともあり、対外的にも教育長を補佐する役職であるということを明確化す

るということで、今回改正をさせていただきたいと思っております。  

 なお、副教育長については、引き続き部長級ということは変わりございません。  

 

【中山教育長】 他市の状況について、もしわかるようでしたら委員の皆様に説明してい

ただけますか。 

 

【仁科教育政策課長補佐】 補足して説明させていただきます。  

 他市では、副教育長という名称で設置をされている自治体が４県 11市あり、いずれの自

治体におきましても、共通してある職務の事項は、教育長の職務の補佐、所属職員の指揮

監督で、一般職の常勤の職員であるといったところについては、今回我々がご提案させて

いただいているところと同様のものと考えております。  

 またあわせて、さきに馬場次長からご説明させていただいたように、市長部局との業務

上の調整であったり、また教育長を補佐していくという中での総合的な調整というのを、

個別の専決事項として明記しているといった事例もございましたので、副教育長の名称、

また職責を考えさせていただく上でも参考にさせていただいているところでございます。  
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【中山教育長】 御喜田委員、よろしいでしょうか。  

 それでいくと、事務分担の第３条の２の部分だけが、教育長が副教育長に変わり、名称

変更だけではない部分となりますので、そこを補足説明お願いします。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  事務分掌規則の第３条の２で、教育長から副教

育長への改正を考えております。副教育長が教育委員会事務局内の組織及び人事労務管理

の統括、部相互にまたがる事項の協議、調整、連絡事項等の総括、さらには、市長部局と

の業務上の調整についての総括が、職責として位置づけられるということに伴いまして、

規定を整理する考えでございます。  

 

【中山教育長】 今までも教育次長という職でやっていただいていたのを、ここで明記す

る形になったという理解でいいですね。  

 

【木下教育長職務代理者】  今、教育長が確認されたことですけれども、職務自体は教育

次長としてされてきたことと、副教育長という名のもとでされることと、変更はないので

しょうか。専決事項のところだけが変わりますか。６条は今まででしたら事項の一部を部

長、課長その他の職員に専決させることができるとなっていましたが、事項の一部の後ろ

に副教育長が入りますね。それは職務上の変化なのでしょうか。それとも今までもされて

いたことを、こう明記したということなのでしょうか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  これまで説明させていただきました事務局機能

の強化、あるいは教育長の補佐ということで、職責の明確化をさせていただきたいと考え

ております。ご指摘の部分については、専決事項について今後他市の事例も見ながら年度

内に規定を整備したいと考えております。教育次長の職責と大きく変わるものではありま

せんが、若干増える部分もあると考えております。  

 

【中山教育長】 専決規程は、この規則が成立した後にもう一度教育委員の皆様にも見て

いただいて、しっかりと専決事項を決めていくということでいいですね。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  専決につきましては補佐機能を強化するという

考えでございます。具体的な事項につきましては、市長部局の専決事項等との調整や、他

市の事例も参考にしながら、年度内に整理をさせていただきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 いかがでしょうか、村本委員、この件に関しては。初めて聞いていただ

いてどのような印象を受けましたでしょうか。  

 

【村本委員】  今度の名称のほうがわかりやすいと思います。  

 

【中山教育長】 事務局も多分市民の皆様にもよりわかっていただける職になり、職責も
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果たせるんじゃないかという思いで提案があったかと思いますので、今のご発言がとって

もありがたいお言葉です。  

 木下職務代理、この 44号はよろしいですか。45号もあわせて見ていただけたらと。  

 

【木下教育長職務代理者】  今、おっしゃられたのは、私もそう思いまして、教育次長と

いう名称がなかなか難しい名称だったので、副教育長としての教育委員会の事務システム

を、新しい教育委員会制度のもとで整理されるのはよいことだと思っています。  

 

【中山教育長】 この45号につきましては、教育長の職にある者が万が一欠けたとき、あ

らかじめ教育長が指名する教育長職務代理者が事務に関して副教育長に委任できるという

ことを事前に明確化する規則となりますので、現時点のメンバーでいけば私が欠けたとき

に木下教育長職務代理者が副教育長に事務委任できることが明確化される規則になります。

これに関してもよろしいでしょうか。  

 それでは、この両議案につきまして個別に採決していきたいと思います。  

 まず、議案第44号についてお諮りいたします。  

 議案第44号「八尾市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正の件」について、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 44号につきましては、原案

どおり可決いたしました。  

 次に、議案第45号についてお諮りいたします。  

 議案第45号「八尾市教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する規則制定の件」

につき、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45号について、原案どおり

可決いたしました。  

 以上で本日の議事は全て終わりますが、委員の皆様、また事務局から何かございません

でしょうか。 

 ないようですので、11月臨時教育委員会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 


