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４月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、ただいまから４月定例教育委員会を開催いたします。 

 本日より、水野委員が加わりましたので、協議により委員の議席を指定しておりますの

で、皆様に報告しておきます 

 また、本日の会議録署名委員に御喜田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】 では、３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、３月会議録につきまして何かご質疑等ございませんでしょうか。よろしいです

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】 次に、３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。これ

につきましても、委員の皆様方、何かご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、３月臨時会会議録について承認と
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決しました。 

 

【中山教育長】 では、次に教育長及び教育委員の報告に移ります。 

   

（教育長報告） 

３月 22 日(木) 

３月 23 日(金) 

３月 26 日(月) 

３月 27 日(火) 

３月 28 日(水) 

３月 29 日(木) 

 

３月 30 日(金) 

４月１日(日) 

４月２日(月) 

 

 

４月３日(火) 

４月４日(水) 

４月５日(木) 

 

４月６日(金) 

４月９日(月) 

４月 11 日(水) 

 

４月 13 日(金) 

 

４月 14 日(土) 

定例教育委員会・総合教育会議 

校園長会 

３月市議会定例会本会議（第７日） 

臨時教育委員会 

訓示式（出向職員等） 

東弓削遺跡（由義寺跡）の発掘から八尾の歴史を学ぼう 

辞令式（転出指導主事） 

訓示式（退職者）及び辞令式（八尾市立学校園長等） 

八尾市制施行 70 周年・中核市移行記念式典 

訓示式（八尾市教育委員会事務局職員管理職） 

部長会 

八尾市公立学校教職員採用辞令交付式 

大阪経済法科大学第 48 回入学式 

春の全国交通安全運動 

校園長会及び教頭会 

大阪府市町村教育委員会教育長会議 

市内企業の新入社員を励ます集い 

辞令交付式（生徒指導主事） 

部長会等 

未成年者飲酒防止キャンペーン 

定例教育委員協議会 

大阪府都市教育長協議会４月総会・定例会 

春の地域安全運動「八尾市民のつどい」 

 

【中山教育長】  今回は八尾市において、４月１日に大きな式典がございました。市政

70 周年と中核市移行ということで、教育委員の皆様方にもご参加いただいた次第です。  

教育委員の皆様方から、行事等につきまして、この間の活動状況ありましたらご報告願い

ます。 

  

【木下教育長職務代理者】 ４月１日の八尾市政施行 70 周年の式典に参加させていただ

きました。八尾市 70 年、自分と一緒だなと思いながら見ていました。式典の２部で、八

尾の中学校と高校は、ブラスバンドに力入れているだけのことはあって、すばらしい演奏

を聞かせていただきました。ありがとうございました。 

 

【中山教育長】 ありがとうございました。 
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 委員の皆様方、この間につきましては多くの行事に参加いただいております。皆様と一

緒に参加させていただいたもの、もう一度私からも報告させていただきたいと思います。 

 まず、３月 22 日の第３回の総合教育会議に、木下教育長職務代理者、それから村本委

員とともに出席いたしました。 30 年度の市政運営方針の重点事業等について、これは市

長と協議をいたしました。 

 また、次に４月１日の八尾市政施行 70 周年・中核市移行記念式典は、今木下職務代理

者からご報告ありましたように、あと村本委員、水野委員とともに出席いたしました。特

に、水野委員におかれましては、就任したその日にご出席いただいた形になっております。

ありがとうございました。 

 次に、４月５日、校園長会及び教頭会に木下教育長職務代理者、村本委員、水野委員と

ともに出席いたしました。また引き続き、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、ご質疑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】 それでは、議案審議に入らせていただきます。 

 まず、議案第 16 号「八尾市高安千塚古墳群保存活用審議会規則の一部改正の件」につ

いて審議いたします。提案理由を渞文化財課長より説明願います。 

 

【渞文化財課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 16 号「八尾市高安千塚

古墳群保存活用審議会規則一部改正の件」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２号の規定に基づき、議決を

求めるものでございます。 

 提案の理由ですが、執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴

い、八尾市史跡保存活用審議会の組織、運営、その他審議会について必要な事項を定める

必要がございますため、本件を提出するものでございます。 

 本審議会におきましては、これまで史跡高安千塚古墳群の保存活用について審議してま

いりましたが、平成 30 年２月 13 日に由義寺跡が国史跡となったことで、由義寺の保存活

用について審議していく必要が生じたことに伴い、今後八尾市にございます史跡の総合的

な活用についても審議できるような会議体とするために、改正するものでございます。 

 改正内容といたしましては、名称を八尾市高安千塚古墳群保存活用審議会から八尾市史

跡保存活用審議会に改め、その所掌事務を、文化財保護法に規定する史跡に関することと

いたしました。 

 また、第３条におきましては委員の人数を、第４条は委員の任期について改正し、第５

条の２を追加いたしまして、個別史跡の審議をするために、部会に関する規定を設け、第

６条及び第７条におきまして、設置部会による規定の整備をいたしました。 

 なお、本改正規則の施行日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

 また、今年度は由義寺跡の調査や保存について検討を進める予定をしており、この案件

につきまして議決、ご承認いただければ、６月の教育委員会に審議会委員の委嘱について

の議案を提出したいと考えております。 
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 また、由義寺跡の審議と並行いたしまして、高安千塚古墳群の整備及び心合寺山古墳も

含めた総合的な史跡活用についても諮問してまいりたいと考えております。 

 以上、まことに簡単ではございますが、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いたします。 

 

【中山教育長】 由義寺跡が国史跡に指定され、八尾に３つの国史跡ができたことにより

まして、これまでも高安千塚古墳群保存活用審議会を、全体の史跡を見ていけるような審

議会に変えていかないといけないという話し合いはさせていただいてきました。今回、形

にして提示いただいたわけですが、委員の皆様から質疑等ありましたらよろしくお願いし

ます。よろしいですか。 

 それでは、ご意見がないようですので、採決に入らせていただきます。 

 議案第 16 号につきまして、原案どおり可決することに皆様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 16 号「八尾市高安千塚古

墳群保存活用審議会規則の一部改正の件」については、原案どおり可決いたしました。 

 引き続き、議案第 17 号「八尾市文化財保護審議会委員の委嘱の件」について、審議い

たします。 

 提案理由を、渞課長より説明願います。 

 

【渞文化財課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 17 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７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いたしますため、

八尾市文化財保護審議会条例施行規則第 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す。 

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

をいただくもので、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 30 年５月１日から平成 32 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、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 今の提案理由につきまして、委員の皆様から質疑等ございませんでしょ

うか。 
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【木下教育長職務代理者】 今、議題になっている綿貫委員の任期の話ですが、お一人だ

けがずれている、その事情と、できれば皆が一緒になったほうが事務的にもいいんじゃな

いかなと思いますので、そのあたりのことをお聞かせ願えますでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 綿貫委員につきましては、ほかの委員の方々と異なり、任期途中で入

っていただいております。八尾市の文化財保護審議会に関する規則には、委員の任期は２

カ年とするとございます。そのために、ほかの委員の方々とは少しずれた任期に現在なっ

ておるところでございます。 

 この規則の改正を行わなければ、この綿貫委員につきましては、任期が合わせられませ

んので、今後は規則改正含めて検討させていただきたいと考えております。 

 

【木下教育長職務代理者】 規則の改正というのは難しいこともあるかと思いますが、い

い時期を見てできればよろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、この件につきまして質疑等ございませんでしょうか。 

それでは、ご意見ないようですので採決に移らせていただきます。 

 議案第 17 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 17 号「八尾市文化財保護

審議会委員の委嘱の件」について、原案どおり可決いたしました。 

  

{報告事項} 

 

【中山教育長】 それでは、続きまして次第５、報告事項に移らせていただきます。 

 まず「平成 30 年度教職員人事異動について」、木下教育総務部参事よりご報告願いま

す。 

  

【木下教育総務部参事】 失礼いたします。 

 それでは、平成 29 年度末 30 年度当初の教職員人事異動について、ご報告申し上げます。 

 資料をごらんください。 

 数値的には、昨年度と比べますと児童数、生徒数、園児数、いずれも減少傾向にありま

す。小学校児童数の減少は、昨年度 314 減に対して、本年度は 186 名の減となっておりま

す。 

 中学校では、平成 26 年度から、例年 180 名を超える減少が続いております。また、４

歳児を募集していない園もあることから、園児数も 184 名の減少となっております。 

 首席・指導教諭の配置につきましては、全校配置を目指しておりますけれども、小学校

で１校、中学校で３校、首席については配置には至ってはおりません。一方、指導教諭の

配置が進んでこないことが課題となっており、今後もミドルリーダーの育成に力を入れて
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いきたいと考えております。 

 ２ページ目、裏面をごらんください。 

 人事異動数につきましては、昨年度とおおむね同じような数となっております。管理職

の退職者数が 20 名となっており、管理職選考受験者の確保、候補者の育成について、引

き続き力を注ぎたいと考えております。 

 ３ページ目以降は、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になります。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、最後７ページが幼稚園の年齢分布となっております。 

 管理職の定年退職者は今年度末で 13 名、31 年度末、来年度末で７名の予定となってお

ります。一般教職員の年齢分布ですけれども、これまでと同様つぼ型で、特に小学校と中

学校で顕著にあらわれております。20 代、30 代の教員が、小学校で約 67％、中学校でも

66％、それぞれ３分の２程度となっており、管理職や指導主事の確保が引き続き課題とな

っております。各校に推薦者を多く出すよう働きかけていきたいと考えておりますけれど

も、一方で、再任用校長等の配置や、若手教職員を委員会で勤務させ、また学校に戻す等、

さまざまな対応を考えているところです。 

 以上、平成 29 年度末 30 年度当初の教職員人事異動について報告を終わります。 

 

【中山教育長】 委員の皆様から、質疑いただきたいと思いますが、八尾市の教育振興の

ためにやっぱりこの人材というのは大きいんですけれども、教職員配置が年々、昔はワイ

ングラスを逆さにした形と言っていたんですが、もう完全にそれは崩れてしまった年齢配

置になってしまっているのと、本当にどの学校へ行っても若手がふえていて、学校に入っ

た瞬間に、本当に 20 代、30 代前半の人がいっぱいいてて、昔の学校の雰囲気とは変わっ

てしまっている状況もあります。この報告を聞いてご意見いただけたらと思います。よろ

しくお願いします。 

  

【水野委員】 若い先生が多いということで、かなり保護者より年齢が下の方が教員とな

られるわけですね。なので、例えば家庭訪問や保護者との連携の仕方などについて、一昔

前は見て覚えろとか、感覚だと言っていたんですけれども、今後どうしていくかというこ

とについて、私も保護者としてもいろいろ思うところもありますし、学校を支援させてい

ただいていて、もちろんすばらしい方はたくさんいらっしゃるんですけど、もうすこし何

か教育できるものなのかどうかということも含めて、私自身も考えていきたいと思います。

ありがとうございます。 

 

【中山教育長】 本当に育成という観点で、なぜ家庭訪問するのかの趣旨も含めて、全て

きちんと落としていかなければならないと思います。きのう、たまたま高安に寄せていた

だいたら、首席がそのノウハウを全職員に、こんなふうにするんだよというのをおろして

いるペーパー見せていただきました。学校ごとにいろいろ工夫はしていただいているんで

すが、そのあたり、事務局、ご意見ありましたらお願いします。 

 

【今岡学校教育部長】 今、教育長がおっしゃっていた件ですが、学校の中心になって活
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躍をしていただいている例だったかと思います。首席の配置につきましては、先ほどの木

下参事からの報告にもありました全校配置を目指しているところでございますが、学校の

組織が機能的に動くようにということも考えて、首席の配置について報告があったのであ

ろうと思います。 

 また、教育委員会全体といたしまして、例えば指導課業務での活躍している職員、また

人権教育にたけた職員等々、いろんな場面での活躍を教育委員会内で情報共有しながら、

次の管理職の候補者を選んでいきたいと思っております。 

 また、指導教諭の活用というところで、いろんなジャンルでたけた職員が八尾の財産と

して学校に指導をしていくというシステムも、しっかりつくっていく必要があると感じて

おります。教育委員会全体が、学校の職員を把握しながら、八尾市全体で若い教職員が多

い中、また管理職の退職が続く中、しっかりと対応していきたいと考えております。 

 

【中山教育長】 先ほどの話で、首席とか指導教諭の話が出ているんですが、まずこの首

席の配置できなかった学校、配置していない学校、事情はなぜかというあたりはわかるん

ですかね。それ相応の層がいないんでしょうか、どうですか。 

 

【木下教育総務部参事】 こちらとしても、全校配置を目指して各学校に候補者の推薦を

求めているところではございますけれども、市の選考を経て府の選考等を受ける中で、残

念ながら全校配置には至らなかったという形になっております。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、いかがですか。 

 お願いします。 

 

【木下教育長職務代理者】 この年齢の分布を見ると、本当にもう 40 代以下が圧倒的と

いうことで、学校自体は活気があって、いい面というのも出てきているかと思うんですね。

これは、他市で聞いた話なんですけれども、八尾に当てはまるのかどうかわかりませんけ

れども、二十歳代の人が学校の中心になっていくということで、教材研究等々、今働き方

改革が言われている中で、１人で家ではできないから、学校でグループとして遅くまで残

っていて、教頭先生が帰れと言うが帰らないということで、非常に困っている。あるいは

学校の雰囲気というんですか、今までだったら若い人は先輩の教えを聞いてという雰囲気

があったけれども、今や教える先輩も少ないし、もう学校文化が変わって、年上の人間は

物を言いづらいというような話も聞いています。で、こぼれ落ちるものが出てきていると

いうようなことを、聞いたので、八尾はそういうことはないんだろうか、やはりこの年齢

構成を見ると、なかなか大変だろうなと思うところはあるんです。いかがなものなんでし

ょう、現状は。 

 

【中山教育長】 まず、教材づくりというあたりでは、私たちも懸念しているところなの

で、教育センター、何か教材づくり等々で支援の方策があれば、異動されたばかりで大変

ですが、お願いします。 
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【塚本教育センター所長】 教育センターでは、早速４月６日以降、各種研修を行ってお

りますが、その中でとりわけ初任者、新規採用者への校長連絡協議会ということで、昨日

も研修をしたところであります。その中で、初任者等の困り感が授業づくりであったり、

子どもとの関係、保護者との関係ということで出てきているというところで、そういう支

援を学校全体でやっていただくということを、校長先生にお願いをしているところです。 

 また、各校の学力向上部会等を活用しまして、教材づくりですとかその辺のノウハウを

先輩の先生方に学ぶことや、またそこに管理職も入って、これまで培ってきたノウハウを

引き継いでいただくということで取り組みを進めているところでございます。 

 

【中山教育長】 それも含めて、木下職務代理からご質問のあった、他市で起こっている

ような状況が八尾でも見受けられるのかどうか、木下参事、現場から戻られたばかりなの

で、現状をお話しできたらお願いします。 

 

【木下教育総務部参事】 私は２年間中学校教頭職を勤めておりました。市内各校では、

適切な人事配置、バランスのとれた人事配置を各校で行うことで、 30 代の教職員の層が

少しずつ 40 代に移行している時期になります。教職経験としては 10 年から 15 年程度経

験した層が、小学校でも中学校でも少しずつふえてきている現状があります。その層が首

席や指導教諭であったり、もしくは各学年の中核を担うミドルリーダーとしていろいろな

分掌を担当しているところが八尾では出てきているかと思います。 

 小中とも、組織でもって対応するという形で、教育委員会事務局もそれぞれの管理職も、

学校経営の中に取り入れてやっていただいているかと思いますので、今職務代理がおっし

ゃった懸念が全くないかと言われると、そこは 100 となかなか言いづらい部分はあるかも

しれませんが、少なくとも私が勤務していた八尾中学校ではそういうようなことはなくて、

非常にめり張りのきいた形で、管理職が言わずとも、早く出られるときは出よう、何かあ

ったときはそのかわりチームで一丸となって対応しようという形の土壌ができていたと思

っております。 

 

【中山教育長】 管理職のマネジメントも大きく問われる、そこが本当に大きい部分だと

思うので、しっかり事務局も見ていっていただきたいと思います。 

  

【木下教育長職務代理者】 30 代後半から 40 代、これは教員自身が子育てに大変な時期

なんですね。女性教員はもちろん、今どきは男性教員も一緒に子育てに関与するという形

になって、子育てとこの中間管理職、ミドルリーダーでやっていくということが非常に激

務になっているところもあるんですね。だから、何かそこをうまく支援できないのかどう

かというのは考えるところなんです。長い目で見て、よろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 私たちも、しっかりその課題を認識して進めていかなければならないと

いうことで、よろしくお願いします。 

  あと、その管理職なんですけれども、女性の校長が一時 10 人近くいたのが、また４

人になってしまっていて、そのあたりもまた私たちの課題でもあり、みんなが活躍できる、
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そういう状況をつくっていかなければならないので、それにもまた励んでいきたいなと思

っております。 

 来年もまた、たくさんの校長、教頭が退職する状況なので、そのあたり何か対策等々あ

りますか。もう声をかけるしかないですか。 

  

【木下教育総務部参事】 失礼します。先ほどの報告でもお伝えさせていただきましたが、

昨年度から、再任用の管理職も八尾市では出てきていますので、そのあたりも活用という

か、検討しながら適切な配置を進めてまいりたいと考えております。 

 

【中山教育長】 どうか、よろしくお願いします。 

 委員の皆様、よろしいでしょうか。 

  続きまして「平成 30 年度事業計画について」、式教育政策課長より報告願います。 

 

【式教育政策課長】 それでは、平成 30 年度事業計画につきましてご報告させていただ

きます。 

 お手元配付の資料、定例教育委員会報告資料の平成 30 年度事業計画をご参照願います。 

 教育振興計画にあります４つの基本方針ごとにまとめておりまして、まず１ページ目、

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、小学校への円滑な接続のため、幼保小合同研

修会や小学校一斉体験入学を実施します。 

 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、公立の認定こども園の整備を進めるとともに、教育保育内容の検討を進めてまい

ります。 

 さらに、平成 31 年度、2019 年度の開園に向けて、全ての公立幼稚園と保育所で、さま

ざまな遊びの中で健やかに育つ子どもの育成を目指して研究に取り組み、より質の高い教

育・保育の提供を目指してまいります。 

 次に、２ページ目をお開きください。 

 ２ページ目、基本方針２、学校教育の充実では、学校教育全体を通して、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るとともに、確かな学力、豊かな心、健や

かな体の育成を始め、家庭・地域との連携、教職員の指導力の向上等、効果的な施策展開

を図ります。 

 とりわけ、小学校における高学年を対象とした放課後学習を他学年へも拡大するととも

に、中学校におきましては、定期試験前や長期休業中の補充学習に学習サポーターを活用

するなどし、取り組みの充実を進め、学習習慣の定着と学習意欲の向上を図ってまいりま

す。 

 さらに、この４月に開所いたしました教育センターにおきましては、中核市移行に伴う

教職員研修の権限を活かし、研修内容の充実を図り、教職員の資質・能力向上を図るとと

もに、授業改善等を推進し、八尾のまちを愛する教職員や子どもを育ててまいります。 

 また、八尾市小中一貫教育基本方針に基づき、全ての中学校区でキャリア教育の視点を

活かし、義務教育９年間を見通した一貫した指導を行っていくとともに、さまざまな分野
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の知見も取り入れながら、さらなる本市の教育振興を図るため、義務教育学校の設置や特

別の教育課程を編成して実施する教育課程特例校制度、また特定の学校について他の校区

からの就学を認める特認校制度の検討をしてまいります。 

 なお、基本方針２のうち、小中一貫教育推進事業は新規事業として取り組んでまいりま

す。 

 次に、５ページ目になりますが、基本方針の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、安心してひとしく学ぶことができるよう、多様なニーズに対応

した教育の推進、教育相談及び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の複雑化、多様化に対応するためスクールソーシャル

ワーカーを増員し、教育分野に関する知識に加えて、福祉等の専門的な知識・技術を用い

て、不登校やいじめ等の問題行動の未然防止・早期発見につなげるとともに、教職員等へ

の研修や具体的な事案へのアセスメント等を通して、生徒指導体制の充実を図ってまいり

ます。 

 また、教職員がさまざまな専門性を持つ人材と効果的に連携することにより、児童・保

護者への支援体制を充実し、不登校やいじめ問題への対応力強化を図ります。あわせて、

学校、地域、出張所等の地域拠点の連携により、保護者や地域の力を学校運営に活かすと

ともに、地域全体で子どもの成長を見守る環境づくりを進めてまいります。 

 さらに、安全で良好な教育環境の整備を進めるため、中学校の普通教室等へのエアコン

整備や、施設・設備の機能更新、老朽化対策とともに、学校規模等の適正化に向けた取り

組みを進めます。 

 次に、８ページ、基本方針４、生涯学習とスポーツの基礎を培うでは、地域に受け継が

れてきた歴史的風土や文化財を次の世代に伝えていくため、歴史資産のまち「やお」推進

市民会議での議論等を踏まえ、市民とともに歴史遺産を活かしたたまちづくりに関する構

想をまとめ、歴史学習の場としての活用や、市民協働による調査・保全活動、情報発信等

に取り組んでまいります。 

 とりわけ、続日本紀に記載がある弓削道鏡と称徳天皇ゆかりの由義寺跡は、学識経験者

の指導のもと、整備に向けた調査を行うとともに、保存を図るために公有化に向けて検討

してまいります。あわせて由義寺跡を市民の資産としての認識を高め、多くの方に知って

もらうためにシンポジウム等を開催し、情報発信を地域とともに進めてまいります。 

 また、本市の魅力の一つである国史跡の心合寺山古墳や高安千塚古墳群をより多くの

人々に活用してもらい、地域の活性化につなげていくために、山麓部の史跡の保全を進め、

歴史民俗資料館などの施設との連携を推進してまいります。八尾市第２次生涯学習・スポ

ーツ振興計画に基づき、全ての市民が生涯を通じて自己の人格を磨き、学び続け、そして

学んだことを地域に還元して活躍できるまちづくりを進めます。 

 とりわけ、出張所等の地域拠点との連携を一層強化する中で、市民みずからが地域の課

題を考え、まちづくりに資する人材の育成を図る地区生涯学習事業を進めます。また、地

域において、若者がみずからの強みを活かして、子どもたちがスポーツや学習などさまざ

まな体験ができる機会を創出する活動への支援を進めます。 

 さらに、まちの中の達人が地域で活躍する場の充実を図るため、地域拠点や学校との連
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携をより一層進めてまいります。また、家庭の教育力を高めるため、学校・地域拠点と連

携した学習・啓発を充実してまいります。 

 以上、まことに簡単ではございますが、平成 30 年度の事業計画のご報告とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 いろんな協議を重ねまして、昨年度から皆様に提示する事業計画の資料、

大変わかりやすくなりましたし、八尾市教育委員会がこういう事業をやっているというの

がこの一覧で教育委員の皆様にも知っていただけることができるようになったかと思いま

す。 

 委員の皆様から、今年度この取り組みます事業計画全般にわたりまして、どこからでも

結構ですので、質問等ありましたらお願いいたします。新規事業も入ってきておりますの

で。 

 式課長、さっき新規事業１つ上げてくれていたんですが、そのあたり、原課からも報告

あればお願いします。 

  

【塚本教育センター所長】 小中一貫教育推進事業につきましては、今年度各学校におい

て小中連携をさらに一層進めるということで、校長先生方への研修を初め、担当者の設定

と推進を進めているところでございます。とりわけ、スタートに当たりましてはその理念

と方針では示しておりますけれども、校長先生方、それから教頭先生方、担当者に対して、

それぞれ内容を変えることでよりそれぞれのお立場で推進をしていただけるような研修を

設定しているところでございます。 

 また、各校区においては、各校区の概要であったり、各学校の実情等を共有することで、

９年間のめざす子ども像を共有する、学校教育目標についても整合性を図っていくという

取り組みを今年度から進めているところでございます。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 昨年の 11 月に基本方針を出したのを受けまして、今回この新規事業と

いう形で、ちょうど 30 年度が準備期間ですので、それを支えるような事業になるかと思

いますので、よろしくお願いします。 

 委員の皆様、個別事業でも構いませんので、再確認でも何かありましたらお願いします。 

 

【水野委員】 先ほどの小中一貫の件なんですけれど、基本方針３の、例えば特別支援教

育とか不登校、いじめということに関して、小学校３年生、４年生というのはかなり重要

になってくると思います。その後のハードルというのは多分中学校１年生のこの時期、こ

こからですね、ゴールデンウイーク明けから６月ぐらいというのがまた一つなかなか厳し

い不登校の子がかなりふえていく、これは大阪府全体でも全国全体でもそうなんですけれ

ども、そのことは多分僕は小学校３年生ぐらいの支援の充実ということがあると思うんで

すね。小学校３年生、４年生って割とさっきの教職員の年齢構成を考えてみると、非常に

若い先生が多くて、その辺のところの支援が十分行き渡らないというところがあります。

それは学校、小学校さんの事情でどうしても高と低は力のある人、ベテランの経験豊かな
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ということに当然なることは十分理解しておるんですけれど、そこを何とか９年間の連続

の中で、少しうまくやることによって、将来的ないじめ・不登校がかなり減るということ、

子どもたちが力をつけていける状況を学校がつくっていけるということで、そのあたりぜ

ひ今後推進していただければと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 お願いします。 

 御喜田委員、この幼児教育等々もよろしいですか。 

 ほかの委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 私から一つ、子どもたちのこの教育機会を保障しますという基本方針３なんですけれど

も、事業名としては上がらないんですが、やはり全ての視点で、校園長会でもお話ししま

したけれども、私たち自身が子どもたちの貧困の連鎖をどう断ち切っていくかというのは

念頭に置きながら、事業は推進していきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいた

します。 

 そうしたら事務局、この事業全て大変ですが、みんなで力を合わせて頑張っていきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかに、事務局から何かございますか。よろしいですか。 

 それでは、以上をもちまして、４月定例教育委員会を終了いたします。  

 

 

 

 

 


