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２月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、２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、村本委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 それでは、定例教育委員会会議録の承認について審議いたします。１月

定例教育委員会会議録について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】 全委員異議なしと認めます。よって、１月定例会会議録について承認と

決しました。 

 

【中山教育長】 続きまして、教育長及び教育委員の報告に移ります。 

  

  

（教育長報告） 

１月 22 日(月) 

１月 23 日(火) 

１月 24 日(水) 

１月 25 日(木) 

１月 26 日(金) 

１月 29 日(月) 

１月 30 日(火) 

 

定例教育委員会 

オープンスクール視察(高安小・中学校) 

「八尾の小さな巨匠展」(支援教育作品展)開会式典 

2018 新春のつどい(八尾市女性団体連合会等主催) 

給食献立コンテスト最優秀賞献立試食(高安西小学校) 

大阪府都市教育委員会研修会 

第２回中河内地区人事協議会 

平成 29 年度第５回行財政改革推進本部会議 

開 催 年 月 日  平成３０年２月２２日（木） 

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 

木 下 教育長職務代理者  

御喜田 委員 

村 本 委員 

出 席 職 員 

 

吉川教育次長・鶴田教育総務部長・田中生涯学習担当部長・靍原学

校教育部長・馬場教育総務部次長兼教育政策課長・万代教育総務部

次長・西崎教育総務部次長兼八尾図書館長・亀甲学校教育部次長・

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・式学

務給食課長・菊池指導課長・山本教育サポートセンター所長・森人

権教育課長 
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１月 31 日(水) 

２月１日(木) 

２月２日(金) 

２月３日(土) 

 

 

２月８日(木) 

 

２月９日(金) 

２月 13 日(火) 

２月 14 日(水) 

２月 15 日(木) 

 

２月 18 日(日) 

２月 21 日(水) 

竹渕小学校公開授業・講演 

桂小学校公開授業・研究協議・全体会 

桂中学校公開授業・研究授業・全体会 

第２回ボッチャオープン大会 

第 43 回八尾市小学校音楽会 

八尾天満宮節分祭追儺式 

臨時教育委員会 

平成 29 年度中河内ブロック教育委員会連絡協議会研修会 

食育推進講演会 

平成 29 年度第６回行財政改革推進本部会議 

平成 29 年度市町村教育委員会教育長・学校教育指導主管部課長会 

定例教育委員協議会 

安中保育所建替工事竣工内覧会 

危機管理対策本部会議 

小学校一斉授業見学(八尾小学校) 

 

【中山教育長】 前回に引き続きまして、この間も教育委員の皆様方には多くの行事に参

加いただいております。この後、個別に参加いただいた件についてはご報告いただけたら

と思いますが、皆様と一緒に参加させていただいたものにつき、改めて報告したいと思い

ます。 

 まず、１月 23 日のお昼過ぎから、高安小学校及び高安中学校のオープンスクール、そ

れから次に１月 29 日午後２時より、大阪府都市教育委員会研修会が大阪市内で開催され

ました。そして、研修会では「特別の教科道徳の全面実施に向けて、今しなければならな

いこと」をテーマに、兵庫教育大学大学院の谷田教授より、検定教科書への対応や指導方

法の工夫、評価のあり方など、詳しく解説がなされました。府内の教育長、教育委員とと

もに特別の教科「道徳」についての理解をさらに深めさせていただきました。 

 次に、１月 31 日には竹渕小学校において、２月１日には桂小学校においてそれぞれの

公開授業等を視察いたしまして、２月２日には桂中学校においても公開授業等を視察いた

しました。いずれの学校訪問も、八尾の子どもたちの元気な姿を見ることができました。

子どもたちの成長を肌身で感じるよい機会となりましたことを、ご報告いたします。 

 ２月８日の午後には、柏原市で開催されました中河内ブロック教育委員研修会にも参加

させていただきました。研修では、亀の瀬の地すべり対策事業や、関連して旧の関西本線

のトンネルを見せていただくなど、近現代の防災取り組みと近代の交通史に触れるほか、

聖徳太子の棺と言われる夾紵（きょうちょ）棺を見せていただくなど、大変意義深いもの

になりました。 

 次に、２月 15 日の定例教育委員会終了後、お昼を挟みまして午後から、このほど建て

かえ工事が完了いたしました安中保育所を皆様と内覧させていただきました。本施設は、

平成 30 年度は保育所として活用されまして、平成 31 年度には市立の認定こども園として

リニューアルされるとの説明でしたが、この真新しい建物に多くの子どもたちの笑顔が弾

む日が楽しみになりました。 
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【中山教育長】 この間、木下教育委長職務代理者、御喜田委員、村本委員につきまして

は、いずれも寒い中ではありましたが、たくさん行事にご参加いただき、本当にありがと

うございました。 

 では、皆様から、この件も含みましてこの間の活動状況や感想についてご報告をいただ

けたらと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 まず、木下職務代理、お願いしていいですか。 

 

【木下教育長職務代理者】 今、教育長からご報告がありましたように、ほかの委員の方

とご一緒に幾つか行事に参加させていただきました。１月 23 日のオープンスクール視察

で、高安小・中学校へ行きました。それから学校関係では１月 31 日竹渕小学校、２月１

日桂小学校、２月２日桂中学校ということで、授業見学させていただきました。八尾の

小・中学校が頑張っている姿を見ていて、うれしかったです。 

 それと、１月 24 日、八尾の小さな巨匠展を見にいきました。毎年、いろんな形で工夫

をされて、子どもたちのおもしろい作品というか豊かな作品というか、それを見せていた

だくことができました。 

 それから、１月 29 日に都市教育委員会研修会へ行きました。今一番の課題が道徳の評

価なのかと思って、いろんな形での評価の問題が出ているのを八尾も考えないといけない

と思いました。 

 後は、２月８日、中河内ブロック教育委員会連絡協議会研修会へ行きました。 

 ２月 15 日、安中保育所建替工事の内覧に行きました。立派な施設ができているので、

有効活用ができたらいいなと思いました。 

 以上です。 

 

【御喜田委員】  私も幾つか参加させていただきました。まず１月 23 日ですが、高安

小・中学校のオープンスクールの視察に行ってきました。施設一体型の小・中学校という

ことで、中学校の先生が小学校の授業をされていたり、先生方がいろいろ工夫されている

様子を見ることができました。 

 その次に、２月８日、 29 年度中河内ブロック教育委員会連絡協議会の研修会に参加し

てきました。亀の瀬の地すべりの大きな被害が出たことと、あとそれに対する対策をどの

ようにされていたかということも見学できました。あと、トンネルだとか聖徳太子の棺か

もしれないという夾紵棺も見学し、また柏原市や東大阪市の教育委員の方々といろいろな

意見交換もできて、充実した時間を過ごすことができました。 

 ２月 15 日は、安中の保育所建替工事の内覧に行ってきました。すばらしい施設で、こ

れからまたほかの４施設も認定こども園として新しくつくられていくのだろうなと思って、

見学してきました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ありがとうございました。 

村本委員、お願いします。 
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【村本委員】 私も、１月 29 日、大阪府都市教育委員会研修会に参加しました。新しく

始まる道徳について、いろいろ課題もあるようですが、スタートしてこれからいろいろ改

善されていくのではないかと思いました。 

 それから、１月 31 日の竹渕小学校の公開授業に参加しました。パソコン教室で総合的

な学習の時間として、プログラミング教育を実施されておりまして、４年生１組 34 名と

いうことで、音響式信号をつくろうということで２人がペアになって課題に取り組んでお

られました。 

 それから続きまして、２月１日の公開授業ということで、八尾市桂小学校の公開授業を

視察しました。私は初めてだったんですけれども、プレハブ校舎で授業をされている状態

を見させていただきました。 

 私はプログラミング学習に興味があったものですから、６年生がそれを行っていました

ので、そちらを中心に見学したんですけども、６年生が８名ということで、２人がペアに

なって４組に分かれてプログラミングに取り組んでいました。完成したときの児童の満足

気な顔が印象的でした。 

 それから、２月８日、中河内ブロック教育委員会連絡協議会研修会で柏原に行ってきま

した。皆様からもお話がありましたように、亀の瀬の地すべりを見学して、亀の瀬で偶然

見つかった昔のトンネル、私も大変興味深く見学させていただきました。 

 その後の柏原市立歴史資料館の夾紵棺ですね、大変丁寧なつくりになっていることから、

高貴な人の棺だと、また聖徳太子の棺ではないかというような、歴史のロマンある説明を

受けて大変感動を受けました。 

 その後、懇親会で和やかな気分を味わわせていただきました。 

 それから２月 15 日は、安中保育所に行ってきました。31 年度からこども園ということ

で、屋上のプール等、なかなかすばらしい設備と思いました。 

 以上、私の報告とさせていただきます。 

 

【中山教育長】 皆様、本当に視察等々ありがとうございました。 

 昨日、八尾市内の小学校で一斉の授業見学会が行われたんですが、教育委員の皆様に改

めて状況等々含めて、事務局より説明をお願いします。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】 昨日、市立の全 28 小学校で開催されました、

この４月に入学予定の児童を対象としました小学校の一斉授業見学・体験について報告を

させていただきます。私自身は用和小学校と美園小学校に、見学に行かせていただきまし

た。 

 また、今回の実施に際しまして、市議会議員の皆さんにもお知らせをさせていただき、

10 名弱の議員の方々にそれぞれ学校にお越しいただきました。当日の参加状況につきま

しては、入学予定者の約８割の児童が参加されたということでございます。 

 当日の様子としまして、同じ就学前の施設に通っている児童はしゃべったりしている様

子が見られました。また、お母さんのそばでくっついている児童もおられました。学校の

先生については、教室の中に入ってくださいと児童に声かけをされる中で、時に手をつな

いで誘導されている様子が見られました。 
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 授業の進め方については、各学校で違いはありますけれども、私が見学させていただい

た小学校では、国語の授業ということで、まず、１年生のお子さんが先生の指導のもと、

本読みを行っていましたが、その間は就学前の児童については教室の後ろで見学をされて

いました。その後、就学前の児童たちが、実際に１年生の椅子に座わり、横には１年生が

寄り添う中で授業が進められていました。また、授業の後半では、就学前の児童が、実際

に１年生のランドセルを背負ったり、帽子をかぶったりという場面もありました。就学前

の児童がうまくランドセル背負えない時には、１年生が手伝ってあげたり、また帽子をか

ぶせてあげる様子が見られるなど、今回、一斉で実施するのは初めてでありましたが、実

施して良かったと思っております。また、今後、改善もしながら進めていきたいと思って

おります。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 今まで八尾は学校ごと、小学校ごとに行っていたのを、公私ともに就学

前施設と調整した中で、全国的にも本当に画期的な取り組みで、一斉の授業体験日をつく

ろうということで今回実施に至ったわけで、すごく先進的ないい事例になると思っていま

す。 

御喜田委員、いかがですか。 

 

【御喜田委員】 一斉に同じ日にしていただいて、本当によかったと思います。初めての

ことだったので、保護者の方からの問い合わせが多くて、私たちの園からは大正北だった

り、大正小学校には体験という形で子どもたちを連れていったんですけど、今年から保護

者が連れていくということで、先生これはどうなったのということで問い合わせもあった

んですが、今年から新１年生は全ての小学校で体験が一斉に行われることになったので、

連れていってくださいということでお知らせしたら、わかりましたということでした。そ

の中で、何名かはやっぱり、お兄ちゃん、お姉ちゃんが行っているから先生もう行きませ

ん、どうしたらいいですかという問い合わせもあったんですけど、私としては、お母さん

も子どもさんも知っているかもしれないけど、小学校に行く準備として、小学校側が受け

入れをしてくれているところに行かなかったとしたら、多分子どもさんはみんながお話し

しているときに、私は行かなかったということで、少し出おくれた感じを感じるんじゃな

いかということで、知っていてもせっかくそういう機会があるんだから行ってくださいね

ということで、お知らせしたら、ほぼ 100％行ってくださいました。 

  

【中山教育長】 馬場次長、お願いします。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】 昨日、読売新聞の記者の方が美園小学校で取材

され、校長先生が応対をされていました。 

 

【中山教育長】 この行事につきまして、ほかにございませんでしょうか。 

では、次に進ませていただきます。 
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{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。 

 まず、議案３号「八尾市教育センター条例施行規則制定の件」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】 ただいま議題となりました議案第３号「八尾市教育

センター条例施行規則制定の件」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。 

 提案理由といたしましては、平成 29 年 12 月市議会定例会におきまして、八尾市教育セ

ンター条例が議決されましたことを受け、本年４月１日からの施行に向け、関係規則を整

備する必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 お手元の、八尾市教育センター条例施行規則案をごらん願います。 

 第１条におきましては、目的といたしまして八尾市教育センター条例の施行について必

要な事項を定めることを目的とする旨を規定しております。 

 次に、第２条におきましては、組織といたしまして、総務、研究・研修、相談・支援の

３つの係を置く旨を規定しております。 

 次に、第３条におきましては、職員としてただいま申し上げました３つの係の係長、所

長補佐、主査、その他必要な職員を置く旨を、第４条におきましては職務について規定し

ております。 

 次に、第５条におきましては、事務分掌として総務係については予算、施設管理、文書

管理等に関することを、研究・研修係については教職員研修、教育に関する調査研究、情

報収集・提供、情報教育等に関することを、相談・支援係につきましては、教育相談、就

学相談、不登校児童生徒への支援、特別支援教育等に関することを規定しております。 

 次に、第６条におきましては、所長の専決事項を規定し、第７条、第８条におきまして

は、センターの研究機能を推進するために、研究協力員、研究拠点校を指定する旨を規定

しております。 

 次に、第９条におきましては、センターの休業日を、第 10 条におきましては委任につ

いて規定しております。 

 なお、附則におきまして、この規則の施行期日を平成 30 年４月１日と規定するととも

に、八尾市立教育サポートセンター条例施行規則の廃止を規定するものでございます。 

 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ございました。教育サポートセンター条例の

施行規則の廃止とともに、この八尾市教育センターの条例施行規則ということで、新旧対

照表を一番最後につけてもらっていますので、それを見ていただくのが一番わかりやすい

かと思います。それも含めまして、委員の皆様のほう、質疑よろしくお願いいたします。 

 お願いします。 
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【木下教育長職務代理者】 新旧対照表を見ると、２条のところで係を３つに区分してき

ちんと設定されるということが見てとれるのですが、こういう形にすることによって、以

前の教育サポートセンターのときにもされていたとは思うんですが、新たに教育センター

で充実できること等々ですね、教えていただけるとありがたいです。 

 

【山本教育サポートセンター長】 現教育サポートセンターにおきましては、教育サポー

ト係のもと、全ての事務分掌を行っておりましたが、今回センターとして機能拡大を図り、

センター業務を滞りなく行うために大きく３つの係分掌に分けさせていただきました。こ

の中で、特に総務係を置いたことで、センターの予算でありますとか文書管理、庶務など

中核市移行に伴い増加する業務に対応することで、センターの管理運営がスムーズになる

ものと考えております。 

 

【中山教育長】 後の２係もお願いします。 

 

【山本教育サポートセンター長】 また、後の２係、裏面の比較表で申し上げますと、事

務分掌第５条の研究・研修係の第３号に、教職員の資質向上に係る指導、助言及び援助に

関することを改めて明記させていただきまして、学校園の校内授業研に指導主事を派遣し

各学校園での研究についてしっかり支援していくということを書かせていただいておりま

す。 

 あわせて、第４号で幼児教育に関することを明記することで、認定こども園も見据えて、

しっかり教育センターが教育内容にかかわっていくということを、書かせていただいてお

ります。 

 あわせてもう１点、相談・支援係の第３号に、特別支援教育に関することを明記させて

いただくことによりまして、新たな教育センターでしっかり特別支援教育の充実を図りた

いと考えております。 

 

【中山教育長】  

 今、指導課との一元化等々の話も出ていたんですが、この際に学校教育部の中では後で

第７号にも出てくるんですが、指導課業務と教育センター業務の事務分掌を再度見直して

くれたという形になっております。 

 ほかにご質問ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、質疑がないようですので、本件について採決をとらせていただきます。 

 この議案第３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】 ありがとうございます。 

 全委員異議なしと認めます。よって、議案３号「八尾市教育センター条例施行規則制定

の件」について、原案どおり可決いたしました。 
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 続きまして、議案第４号「八尾市公民館設置及び管理条例施行規則の廃止の件」、議案

第５号「八尾市学習等供用施設条例施行規則の廃止の件」、議案第６号「八尾市生涯学習

センター学習プラザ管理運営規則の一部改正の件」について、３件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】 ただいま議案となりました議案第４号「八尾市公民館設置

及び管理条例施行規則の廃止の件」、及び議案第５号「八尾市学習等供用施設条例施行規

則の廃止の件」、並びに議案第６号「八尾市生涯学習センター学習プラザ管理運営規則の

一部改正の件」について、３件を一括してご説明申し上げます。 

 本３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、議案第４号及び第５号については、八尾市公民館設置及

び管理条例及び八尾市学習等共用施設条例の廃止に伴い、関連規則を廃止する必要がある

ので、本案を提出する次第であり、また議案第６号については、生涯学習センター学習プ

ラザ運営審議会の所掌事務に関する規定整備を行うにつき、規則の一部を改正する必要が

あるので、本案を提出する次第でございます。 

 議案第６号の改正内容でありますが、恐れ入りますが新旧対照表をごらん願います。 

 改正の内容といたしましては、第 15 条の次に第 15 条の２として、審議会の所掌事務に

関する１条を追加するものであり、追加事項といたしましては、１号として「条例第１条

及び社会教育法第 20 条の目的の実現に資するための施策に関すること」、２号として

「その他学習プラザに係る事業運営等において、必要と認められる事項に関すること」を

追加し、また第 16 条中の「条例第 14 条に規定する」を削るものであります。 

 なお、本３規則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。 

 以上、甚だ簡単な雑多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】 ただいま説明がございましたが、委員の皆様、何か質疑ありましたらお

願いいたします。 

一括して審議しましたのは、４号、５号の廃止に伴って６号が追加で所掌事務の中に入

ってきたという捉えでいいかと思いますが、よろしくお願いします。 

 協議会でも、大分議論いただいたんですが、この条立て等々は市のルールにのっとって

やっていただいているので、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

 それでは、採決に移らせていただきます。 

 議案第４号、第５号、第６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】  それでは、第４号「八尾市公民館設置及び管理条例施行規則の廃止の
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件」、第５号「八尾市学習等供用施設条例施行規則の廃止の件」、第６号「八尾市生涯学

習センター学習プラザ管理運営規則の一部改正の件」について、原案どおり可決いたしま

した。 

 次に、議案第７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７

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、ご説明いたします。 

 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、八尾市公民館設置及び管理条例の廃止及び八尾市教育委員会事務局

の事務分掌の見直しに伴い、規則の規定を一部改正する必要があるものです。 

 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新旧対照表をごらん

願います。 

 まず、このたびの八尾市公民館設置及び管理条例の廃止に伴い、公民館を廃止するもの

の、公民館の目的の実現に資するための事業については、引き続き推進していくことから、

規則第４条教育総務部生涯学習スポーツ課地域生涯学習係の項第 10 号として、「社会教

育法第 20 条の目的の実現に資するための事業の推進に関すること」を加え、次に、同条

教育総務部文化財課文化財係において、史跡は文化財に包括されるとの解釈のもと、文言

の整理を行い、第 10 号中「及び文化財」を削るものでございます。 

 次に、教育センターにおける事務分掌と指導課の事務分掌見直し、指導課から教育セン

ターに幼児教育に関することについて事務移管を行い、あわせて指導課における事務の明

確化を行うにつき、同条学校教育部指導課指導係の項を改めるものでございます。 

 最後に、公民館の廃止に伴い、館長の役職についても廃止されることから、第４条の２

を削るものでございます。 

 なお、施行日につきましては、平成 30 年４月１日とするものでございます。 

 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】 提案理由の説明がありましたが、委員の皆様、この件に関しまして、先

ほどの教育センターの規則とあわせまして、整理をしたということで見ていただけたらと

思いますので、よろしくお願いします。 

 菊池課長、指導係のこの順番の入れかえ等について、若干説明お願いします。 

 

【菊池指導課長】 それでは、新旧対照表をごらんください。 

 順番の入れかえ等につきましては、より業務内容がわかりやすいようにということで整

理をさせていただきました。（１）から（９）に関しましては、主に学校教育の内容に関

することについて、（10）から（15）については、手続であったり庶務関係についてでま
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とめております。 

 また、（16）から（20）については、既にこども未来部のほうに事務委任しております

幼稚園関係というふうにまとめさせていただいております。 

 

【中山教育長】 今の説明も含めて見ていただけたらと思いますので、質疑等よろしくお

願いします。 

 渞課長、もう一度この文言整理について説明いただけたらと思います。 

 

【渞文化財課長】 史跡は本来、文化財の中に含まれるということで整理をさせていただ

きました。それと、今回、八尾市史跡保存活用審議会という審議会を立ち上げさせていた

だきまして、主に史跡の整備を行っていきたいということでございますので、その文言に

合わせた形で史跡とさせていただきました。 

 文化財につきましては、その上の２号に文化財の保存調査及び活用という項目がござい

ますので、こちらで整理を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】 ありがとうございます。 

 もう一つ、生涯学習スポーツ課は先ほどの規則の一部改正と連動した部分がありますが、

南課長、何か補足説明ありますか。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 地域生涯学習係におきましては、先ほどの公民館条例の廃

止に伴いまして、八尾市として公民館の趣旨が条例規則上はなくなるんですけども、こう

いった形でやはり地域の生涯学習を推進するということも含めまして、公民館の趣旨を引

き続き市としては、教育委員会としてはしっかり持っていくということで、こういう文言

をつけさせていただいております。 

 また、第４条２で各公民館の館長を削るということにつきましては、公民館が廃止され

ますので兼務の館長職を廃止する必要があるので、削除という形をとらせてもらいました。 

 

【中山教育長】 この３館にわたっての事務分掌の見直しということで、よろしいでしょ

うか。 

 

【木下教育長職務代理者】 指導課指導係の項目の整理をされたということですが、教育

センターの業務とかかわって、特に重点的にここは整理しというところ、あるいは幼児教

育の問題にかかわって整理しましたというようなところを、重点的にもう一度ご説明をお

願いいたします。 

 

【菊池指導課長】 先ほど八尾市教育センターの条例施行規則の制定の件でもありました

ように、幼児教育については次年度以降教育センターで担っていくということで、幼児教

育の内容については教育センターに全て移管するということになっております。 

 旧では、学校教育の指導助言に関することという文言を表記しておりますが、この学校

教育の指導助言の中身について、より具体的にわかりやすくということで整理のほうをさ
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せていただいております。新たに記載した項目が、（２）の教育課程に関すること、それ

から（５）生徒指導及び進路指導に関すること、それから（６）の学校行事に関すること、

この項目につきましては、より明確化することで学校教育の内容についての指導助言に指

導課で当たっていきたいと考えております。 

 

【中山教育長】 いかがでしょうか。教育センターについて、よろしいですか。 

 

【山本教育サポートセンター長】 先ほども少しお話しさせていただきましたけれども、

比較表のほうで申し上げますと、研究研修係の第３号のところ、これが今指導課長も申し

上げましたように、教育課程にかかわる部分についての指導助言は指導課で、そして教育

内容にかかわっての指導助言というところ、また校内研究にかかわる部分については教育

センターで担ってまいりたいと考えております。 

 

【中山教育長】  

 職務代理、いかがですか。 

 

【木下教育長職務代理者】 教育の指導助言に関するところを区分けするのはなかなか難

しいことだろうと思いますが、教育課程に関する制度的なことと、内容的なことで分ける

ということですが、制度と内容は深く結びついていますので、ぜひ連携をとりながら進め

ていただけたらと思います。 

 

【中山教育長】 

 事務局も心して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

それでは、採決に移らせていただきます。 

 議案第７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７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」につきまして、原案どおり可決いたしました。 

 続きまして、議案第８号「八尾市教育委員会公印規則の一部改正の件」について審議い

たします。 

 提案理由を高橋総務人事課長より説明願います。 

 

【高橋総務人事課長】 それではただいま議題となりました議案第８号「八尾市教育委員

会公印規則の一部改正の件」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。 

 提案の理由でございますが、八尾市教育センター条例等の平成 30 年４月１日施行に向
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け、八尾市教育委員会公印規則の規定を整備する必要があるため、本案を提出する次第で

ございます。 

 それでは、八尾市教育委員会公印規則の一部改正新旧対照表をごらん願います。 

 内容といたしましては、まず第２条の公印の種類におきまして、八尾市教育センター条

例の施行に伴い、第２号において教育長副印を新調するとともに、現行規則第５号の教育

サポートセンター所長印を廃止するものでございます。 

 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の施行に伴い、第３号に

おいて教育長職務代理者印を新調するものでございます。 

 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の施行に伴い、第４号にお

いて副教育長印を新調するものでございます。 

 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、現行規則第５号から第

19 号までの各公民館印及び同館長印を廃止するものでございます。 

 八尾市学習等共用施設条例を廃止する条例の施行に伴い、現行規則の第 20 号の志紀文

化センター印及び第 21 号の同所長印を廃止するものでございます。 

 その他、所要の整備といたしまして、現行規則第１号の教育委員会副印を市長部局の例

に合わせて廃止するとともに、現行規則第 22 号及び第 23 号の八尾市立図書館印及び同館

長印を廃止するものでございます。 

 次に、別表において、現行のイ－１から４の教育委員会副印を廃止し、新たにイ－１か

ら２として、教育長印及び教育長副印を規定し、新調する教育長副印の保管者については

教育センター所長とするとともに、ウにおいて教育長職務代理者印を、エにおいて副教育

長印を新たに規定し、それらの保管者を総務人事課長とするほか、教育サポートセンター

所長印のほうから八尾市立図書館長印の項までを削除するものでございます。 

 最後に、お手元の改正規則案をごらんください。 

 改正規則の２ページにございます同表ひな形中においても、これまでの説明に基づきま

して記載のとおり改正をするものでございます。 

 なお、この規則につきましては、先に述べました条例及び規則の施行日と同様、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、まことに簡単でございますが、提案の理由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お願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、ご意見いただけたらと思うんですが、今回教育センターの

立ち上げもありまして、もう一度再度事務局内の公印を見直そうということで、こうして

今回議案に上げていただきました。質疑等あったらと思うんですが、まず図書館は大丈夫

ですね。 

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】 法的に必要かどうかということも含めまして、

調査いたしましたところ、求められているものはございません。 

 また、大半の場合、現在におきましても公印省略ということで運用しております。そう

いったことも含めまして、問題ないと考えております。 
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【中山教育長】 サポートセンターはサポートセンター条例も廃止する中で、今回立ち上

げの教育センターですが、機能も大きくなることで教育長副印を持っていただくというこ

とで整理したんですが、現所長、どうですか、この件については。 

 

【山本教育サポートセンター長】 ただいま図書館長も申しておりましたように、基本的

に公印省略でいけるものについてはこの機会にその形でいこうと思っております。ただ、

医療機関への紹介状でありますとか、それから大学への依頼文でありますとか、そもそも

教育長名で出しておるものもたくさんございますので、そういうあたりも整理がついたも

のと考えております。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 新たにつくる２つの印ですね、教育長職務代理者の印とそれから副教育長の印について、

説明いただけたら思います。 

 

【高橋総務人事課長】 ご説明させていただきたいと思います。今般、制定・公布させて

いただいております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では、

教育長が欠けたとき、教育長職務代理者が事務をなされますが、その際に公文書を発する

というときに、この職務代理者印を使うという形で考えておるところでございます。 

 それからもう一つの、副教育長印につきましては、先ほどの職務代理の際にですね、事

務委任を副教育長にされまして、その副教育長の名義で文書を出すときに使用すると、こ

ういう形で考えておるところでございます。 

 

【中山教育長】 ということも踏まえまして、委員の皆様、質疑等々よろしくお願いいた

します。 

  

【木下教育長職務代理者】 今までの感覚からわかりにくいのが、この副教育長印なんで

すが、これを持つというか、置かれる場所というか、押されるのはどういう場合なんでし

ょうか。 

 

【中山教育長】 もう一度、お願いします。 

 

【高橋総務人事課長】 教育長職務代理者になっていただいております部分で関連して申

し上げますと、まず教育長に欠けるという状態になりました際には、事前に指名されてお

ります木下委員が教育長職務代理者としまして文書を発せられる場合は、その職務代理者

印を使っていただくことになるかと思います。ただ、全ての事務を教育長職務代理者にし

ていただくのも大変難しいというのが実態だと思いますので、その際には副教育長に事務

を委任されるという事態が考えられるところでございます。その委任された事務で副教育

長が文書を発する場合は副教育長印を使うという形で考えておるところでございます。 

 

【木下教育長職務代理者】 では、教育長副印を使うケースというのはどういうケースで
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しょうか。 

教育センターはセンター長印ではなく公文書を発せられるんですか、それともこれは教

育長副印でいかれるんですか。 

 

【高橋総務人事課長】 教育長の副印は、これは教育長の名義で日常的に文書を出す際に、

教育センターと本庁とは離れておりますので、教育長印押印のためこちらへ来るというの

はなかなか事務も難しいところでございますので、今般教育長副印をつくらせていただき

まして、公文書については教育長の副印をもって発出するとの規定をするものでございま

す。 

 

【木下教育長職務代理者】 よくわかりました。教育長副印を置く場所は教育センターだ

けですか。ほかはないんでしょうか。 

 

【高橋総務人事課長】 これまでは教育委員会副印というものもあったんですけれども、

これは市長部局の例に倣いまして、全て廃止をさせていただく案になってございます。新

たにできます教育長副印というのは、これは今回初めてのケースになりまして、教育セン

ターのみを今のところ想定しているところでございます。 

 

【中山教育長】 教育長副印を新たに規定することになるんですが、教育長の副印であっ

ても、きちんと決裁をした上でつかせていますので、そのあたりは確認しておきたいと思

います。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

 他の委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは、採決に移らせていただきます。 

 議案第８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８号「八尾市教育委員会公印

規則の一部改正の件」について、原案どおり可決いたしました。 

 では続きまして、議案第９号「八尾市指定文化財決定の件」について審議いたします。 

 提案理由を渞文化財課長より説明願います。 

 

【渞文化財課長】 それでは、議案第９号「八尾市指定文化財決定の件」についてご説明

いたします。 

 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、委員会の議決をお願いするものです。 

 それでは、提案理由についてご説明いたします。 

 今年度は八尾市黒谷３丁目 59 に所在します宗教法人意満寺が所有します木造毘沙門天

立像１躯と、八尾市本町３丁目５－５に所在します宗教法人慈願寺が所蔵いたします書跡

資料教行信証抜書、蓮如筆、六字名号、蓮如筆、蓮如和歌の以上４幅、並びに同慈願寺が



－15－ 

所蔵の絵画資料、絹本著色実如像、証如裏書、絹本著色証如像、絹本著色教如像、宣如裏

書、絹本著色阿弥陀如来立像、方便法身尊像、絹本著色阿弥陀如来立像、方便法身尊像、

以上５幅について市指定文化財とすることについて、八尾市文化財保護審議会に諮問し、

答申を受けたものでございます。 

 意満寺の木造毘沙門天立像は、平安時代後期、 11 世紀の作で、信貴山朝護孫子寺に伝

わる本尊と同様の形状ですが、その中でも全国で最高級の作例であり、信貴山信仰の成立

を考える上で貴重であると評価されました。 

 次に、慈願寺が所蔵します教行信証抜書、蓮如筆２幅ですが、宗祖親鸞の著書である教

行信証の一部を蓮如が書いた双幅で、蓮如が久宝寺を訪れた 1470 年ごろに書かれたもの

と考えられます。 

 今回の指定に当たり、平成 13 年度に指定いたしました慈願寺文書のうち、六字名号１

幅と蓮如和歌１幅は同じく蓮如筆の書跡であることから、これらとあわせて慈願寺所蔵書

跡として指定するものです。 

 最後に、同じく慈願寺が所有いたします絵画資料ですが、今回は本山から授与された歴

代宗主の絵像３幅と、阿弥陀如来立像２幅を、平成 13 年度に指定いたしました慈願寺所

蔵絵画資料に追加指定するものでございます。宗主の絵像は、本願寺第９代から 11 代の

像で、本願寺との関係や真宗の東西分裂期の関係を示すものとなっております。 

 また、阿弥陀如来像につきましては、1535 年と 1540 年に第 10 代の証如が授与したも

ので、丸顔に大きな螺髪と口を小さく表現する当時の表現方法がよくあらわれたものであ

り、貴重な作例となっております。 

 以上、この３件につきまして八尾市文化財保護審議会より市指定文化財として適当であ

るとの旨の答申をいただきましたので、議案と提出させていただくものでございます。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】 今、説明がありましたが、渞課長も舌をかみそうなぐらいでしたので、

私も繰り返しては、なかなか難しいですが、八尾市はありがたいことにこうして、次から

次からに新しい文化財が出てきているので、審議会もこれを文化財候補として上げていた

だけることになったので、議決をいただけたらと思います。委員の皆様、感想でも結構で

すので、いかがでしょうか。 

 この毘沙門天立像というのは、大変珍しいものなのでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 毘沙門天はもともと四天王のひとりである多聞天なんですけれども、

単独で祀られると毘沙門天という名前になります。京都の鞍馬寺にも毘沙門天があるんで

すが、このタイプとはまた異なっておりまして、こちらの毘沙門天は信貴山型と申しまし

て、手に宝刀とそれからもう一つの手に宝棒を持つという形になっております。先ほど申

しました鞍馬寺のタイプは、手に矛を持って左手を額の上に手をあてて眺める姿で、京都

の守り神のような毘沙門天ですが、それとはまた違うものでございます。意満寺の毘沙門

天像につきましては奈良国立博物館で鑑定をしていただきまして、現在のところ恐らく日

本でも最古級の信貴山型であるという評価をいただいております。 
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【中山教育長】 まずは市指定ということなんですけど、もっと大きな指定になっていく

かもしれないという可能性があるということですね。 

 村本委員、どうですか。 

 

【村本委員】 教えていただきたいんですけれども、用語の解説のところにあります代用

檀像ですか、これについて詳しく説明をお願いできたらと思うんですが。 

 

【渞文化財課長】 この代用檀像は、白檀のかわりにカヤやサクラを使用したということ

です。本来白檀という木でつくるものなんですけれども、日本にはありませんので、当時

そのかわりとして色がよく似たカヤとかサクラ材を使ってつくったということでございま

す。なかでもサクラ材を使うのは大変少ないと聞いております。 

 

【村本委員】 今回指定された像は、何でつくってあるんですか。 

 

【渞文化財課長】 こちらはサクラ材でつくられております。 

 

【村本委員】 サクラ、ああ、そうですか。わかりました、ありがとうございます。 

 

【中山教育長】 ほかには。よろしいですか。 

 

【御喜田委員】 こういった文化財には詳しくないんですが、市民が見学に行くことはで

きるんですか。 

 

【渞文化財課長】 今どちらのお寺につきましても、公開されておりません。特に慈願寺

の場合、大変数が多くございまして、今回市史編さんの事業で入らせていただきまして、

初めて全体像がわかってきているような状況です。ですから、今すぐの公開というのは難

しいと思いますが、また歴史民俗資料館で機会があればお借りしまして、展示をしていき

たいと考えております。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。 

 それでは、採決をとらせていただきます。 

議案第９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９号「八尾市指定文化財決

定の件」について、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】 続きまして報告事項に移らせていただきます。 

 事務局、報告事項ありましたらよろしくお願いします。 

 渞課長、お願いします。 

 

【渞文化財課長】 それでは、ご報告させていただきたいと思います。 

 昨年 11 月 17 日に国の文化審議会において史跡指定の答申がありました由義寺跡ですが、

２月 13 日に文部科学省で告示がありまして、正式の国の史跡となったことをご報告させ

ていただきます。 

 史跡指定の範囲は、発見された塔基壇とその周囲の寺院の境内地として１万 498.46 平

米となっております。本県、本市の３件目の史跡となりましたこの由義寺と貴重な歴史遺

産として多くの市民の方に親しまれるように、今後保存や活用を図っていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 八尾市にとって大変喜ばしい報告ですね。ありがとうございます。 

 ほかに報告等々ございませんか。 

 それでは、ないようですので、２月定例教育委員会を終了いたします。  

 

 


