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５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水野委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、本日、御喜田委員からは欠席届が出ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】 早速ですが、議案審議に入らせていただきます。 

 議案第 18 号「平成 31 年度使用八尾市立学校教科用図書の採択についての基本方針の決

定の件」について審議いたします。 

 それでは、採択についての基本方針を仁科指導課長より説明願います。 

 

【仁科指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 18 号「平成 31 年度使用

八尾市立学校教科用図書の採択についての基本方針の決定の件」につき、教育長に対する

事務委任に関する規則第２条第９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。 

 提案理由でございますが、本年度は八尾市立中学校において、特別の教科道徳の教科書

採択の年になっております。つきましては、平成 31 年度使用八尾市立学校教科用図書の

採択に当たり、教科書が教育を行う上で、主たる教材として極めて重要な役割を果たして

いることに鑑み、八尾市教育委員会の権限と責任において主体的に採択業務を行うため、

本案を提出するものでございます。 

 それでは、お手元の平成 31 年度使用八尾市立学校教科用図書の採択についての基本方

針(案)に基づきまして、ご説明申し上げます。 

 八尾市では、将来さまざまな課題に直面した場合に、柔軟性を持ちながらもたくましく

対応し、社会人として自立して生きていくことができるとともに、豊かな職業観・勤労観

を持ち、主体的に生きる力や広く世界に目を向ける国際感覚を身につけた、未来を切り開

く、チャレンジする子どもの育成を目指し、八尾市教育振興計画を策定しております。 
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 教科用図書の採択に当たっては、この八尾市教育振興計画の理念を踏まえた、教科書が

教育を行う上で、主たる教材として極めて重要な役割を果たしていることに鑑み、教育委

員会の権限と責任において主体的に採択業務を行う必要があると考えております。したが

いまして、次の３点を基本方針とさせていただきたいと考えております。 

 １、八尾市教育振興計画は、「未来を切り拓くチャレンジする『八尾っ子』」の育成に

向け、８つの目指す子ども像を定めており、その実現に向けて多角的な観点から綿密な調

査研究を行い、教科書を採択すること。 

 ２、可能な限り市民に開かれた採択業務を目指すこと。ただし、選定委員会の委員名簿

及び選定委員会の討議内容、調査員名簿の公開については、公正かつ適正な意思決定に支

障が生じないよう採択事務終了後とする。 

 ３、外部からの不当な働きかけによって、公正かつ適正な意思決定に支障が生じないよ

うに配慮すること。 

 以上３点を、基本方針として設定させていただきました。前々回の教科書採択の折に、

八尾市教育振興計画の理念を踏まえ、より明確な方針となるよう文言を修正しております

ので、今回の基本方針の変更はいたしておりません。 

 以上、まことに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。

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】 ただいま基本方針の説明が仁科課長からありましたが、説明にありまし

たように、本年が中学校において、特別の教科道徳の教科書採択ということですので、教

育委員会として、その権限と責任において採択してまいりたいと考えております。 

 教育委員の皆様、忌憚ないご質問、ご意見等ありましたらここでお出しいただけたらと

思いますので、よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

 昨年も小学校の採択のときに、この基本方針については話し合いを重ねましたが、前々

回、教科用図書を採択するときに、この八尾市の教育振興計画に照らし合わせて文言等々

変わった部分もございます。支障がなければ、このままいかせていただきたいと思います

がいかがでしょうか。よろしいですか。 

 そうしたら、ないようですので採決に移らせていただきます。何度も申し上げますが、

教科書採択にかかわりましては、適正かつ公正な採択の確保の徹底は非常に重要なもので

あります。これはそういうことを損なうことがあってはならない、しかし情報公開という

ことで、市民の皆様にも採択がどのように行われているかはしっかりとお知りいただくた

めに、開かれた採択を一層進めていかなければならないと考えております。 

 これらのバランスを考えて、今回の採択事務については、皆様が外部から不当な圧力を

受けずに、自由な議論ができるように、選定してまいりたいと考えております。 

 この点も含めまして、この議案第 18 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。よろしいですか。 

 

【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、議案第 18 号「平成 31
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年度使用八尾市立学校教科用図書の採択についての基本方針の決定の件」については、原

案どおり可決といたします。 

 それでは、この基本方針に基づき、教科書採択を進めていただくものといたしますので

よろしくお願いいたします。 

 それでは、次に議案第 19 号「八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の委

嘱又は任命の件」について審議を行いますが、先ほどの基本方針に基づき、会議は非公開

として行います。 

 傍聴の皆様方、次の議案になりましたら、公開になりますので、一旦ご退場いただきま

すようよろしくお願いします。 

 議事の進行の都合により、暫時休憩といたします。 

 

（休憩） 

 

(以下、非公開審議) 

 

【中山教育長】 それでは、議事を再開いたします。 

 次に、議案第 19 号「八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の委嘱又は任

命の件」について、審議いたします。 

 提案理由を、仁科指導課長より説明願います。 

 

【仁科指導課長】 議案第 19 号「八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の

委嘱又は任命」の件につき、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第７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。 

 提案理由でございますが、八尾市立学校において使用する教科用図書を調査、審議する

につき、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則第２条に基づき、八尾市立義

務教育諸学校教科用図書選定委員会委員を委嘱または任命し、適切な教科書採択に向け、

採択事務を進めるため、本案を提出するものでございます。 

 それでは、お手元の八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員名簿(案)に基づ

き、ご説明申し上げます。 

 選定委員会の構成及び氏名につきましては、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委

員会規則に基づき、選考しております。市内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者につ

きましては、八尾市ＰＴＡ協議会代表の大前沙希氏を、市立学校の校長及び教員につきま

しては、八尾市校長会より小林一夫校長、八尾市教育研究会より鍵田修也校長、八尾市

小・中学校教育課程研究委員会より小柴直之校長、八尾市立南高安中学校より田中利佳教

諭、八尾市立上之島中学校より大谷優子教諭を、また、教育委員会事務局からは今岡誠司

学校教育部長、山本寿子学校教育部次長、塚本妙一教育センター所長、森英世人権教育課

長の４名が参加し、全員で 10 名を委嘱及び任命するものでございます。 

 任期につきましては、平成 30 年５月 10 日から平成 31 年３月 31 日までの期間でござい

ます。 

 選定委員会委員氏名、調査員氏名、議事録の公開につきましては、教科書採択終了後で
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ございます。議事録の整理等に時間を要しますが、遅くとも９月ごろには公開できるよう

準備を整える必要があると考えております。 

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、提案理由の説明といたします。 

 

【中山教育長】 それでは、皆様から質疑等よろしくお願いいたします。 

 田中利佳さんと大谷優子さんについては、中学校の教諭ということですが、教育委員の

皆様には、なぜこの方たちが選ばれたのか、ご説明があればと思うのでお願いします。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会のこのたびの人選につきましては、道徳教育推進教師の経

験年数でありましたり、校内授業研、校内研修会等を取り仕切るなど、校内における道徳

の推進において中核的な役割を果たしておられるということから、この２名の任命につい

て今回推薦させていただいているところでございます。 

 

【中山教育長】 お二人とも、道徳教育推進教師ということですか。 

 

【仁科指導課長】 はい。 

 

【中山教育長】 わかりました。いかがでしょうか。 

 

【木下教育長職務代理者】 今のお二人のことじゃないんですが、ほかの、例えば八尾市

ＰＴＡ協議会の大前さんは中学校のＰＴＡの代表として来られているのか等々ですね、

小・中どちらかを教えていただけますか。 

 

【中山教育長】 そうしたら備考欄に書いていただけるかと思うんで、在籍がどちらか、

10 名それぞれ言っていただけたら。 

 

【仁科指導課長】 大前沙希氏につきましては、ＰＴＡの役員からの選出になっておりま

すけども、現在、小学校のお子様がおられるということで、小学校の代表という形になり

ます。 

 小林一夫校長については、中学校の在籍になっております。 

 鍵田修也校長については、小学校の在籍になっております。 

 小柴直之校長については、中学校の在籍になっているところでございます。 

 また、今回の教育委員会事務局の職員につきましては、それぞれ小学校、中学校の在籍

の経験を持ち合わせている者が教育委員会事務局の代表としても入っているという形にな

っております。 

 

【中山教育長】 小も中も経験した者も入っているので。ほかにはいかがですか。 

 

【木下教育長職務代理者】 八尾市小・中学校教育課程研究委員会から中学校の方が選ば

れているんですが、ここは道徳、教育課程の研究会の道徳部会か何かではないんですか。 
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【仁科指導課長】 あくまで小中学校教育課程研究委員会の代表という形の方でございま

す。 

 

【中山教育長】  44 人の校長先生でいろんな会議体の長を決めておられて、その中でこ

の桂中学校の小柴校長が長になっておられるということです。 

 いかがでしょうか。何よりこの中学校のお二人は、学校で道徳教育の推進に寄与してお

られる方を選んだということで理解していいわけですね。 

 

【仁科指導課長】  そうですね、 15 人道徳推進教師、各中学校配置されておりますけれ

ども、その中でもとりわけ経験年数であったり、校内での役割であったりということで中

心的な人材ということで、今回推薦させていただいたところです。 

 

【水野委員】 田中先生、大谷先生、実際やっておられて、現場の意見を反映させていた

だける期待を持っています。 

 

【中山教育長】 そうですか、ぜひともその方たちの声が出るような選定委員会になるよ

うにお願いします。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。ないようですので採決に移らせていただきます。 

 多方面の方々に、多角的な検討をいただくのが一番いいかと思いますので、この人選で

それをお願いします。選定委員の皆様には、先ほど議決した基本方針に基づいて、その中

で審議していただくようによろしくお願いいたします。 

 それでは、採決に移らせていただきます。 

 議案第 19 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】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、議案第 19 号「八尾市立

義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の委嘱又は任命の件」につきましては、原案ど

おり可決といたします。 

 では、議事の都合により、暫時休憩いたします。 

 

(休憩) 

 

(以下、公開審議) 

 

【中山教育長】 それでは、議事を再開いたします。 

 次に、議案第 20 号「平成 31 年度使用八尾市立学校教科用図書の選定について諮問する

件」について、公開にて審議いたします。 

 提案理由を仁科指導課長より説明願います。 
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【仁科指導課長】 それでは、議案第 20 号「平成 31 年度使用八尾市立学校教科用図書の

選定について諮問する件」につき、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条 15 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 31 年度使用八尾市立学校教科用図書の選定について、

八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会に諮問する必要があるため、本案議決を求

めるものでございます。 

 それでは、お手元の平成 31 年度使用八尾市立学校教科用図書の選定について（諮問）

をごらんください。 

 教科書採択の流れにつきましては、先の協議会でもご説明いたしましたが、先ほど議案

第 18 号で議決いただきました基本方針にのっとり、議案第 20 号で決定いたしました選定

委員会へ諮問し、答申をいただく流れとなっておりますので、諮問文の内容についてご説

明いたします。 

 まず、検討の観点についてでございますが、教科書は、主たる教材として児童生徒の教

育に極めて重要な役割を果たしていることに鑑み、その採択に当たっては、学習指導要領

に示されたねらいを踏まえ、本市において最も適した教科書は何かという観点に立って、

教科書内容の綿密な調査研究を行い、これに基づき、採択権者がより一層の自覚と責任を

持って採択に当たることが重要であると考えております。 

 本市の教育につきましては、教育振興計画にもお示ししておりますとおり、日本国憲法

や教育基本法等の教育関係法令及び人権教育にかかわる各基本方針や指針等の理念に基づ

き、人権を尊重して互いに認め合い、ともに生きる 21 世紀の社会を担い、心豊かにたく

ましく生きるための資質や能力を備えた、人権と共生の 21 世紀を担う人間の育成を目指

しております。 

 そのためには、将来さまざまな課題に直面した場合に、柔軟性を持ちながらもたくまし

く対応し、社会人として自立していくことができるとともに、豊かな職業観・勤労観を持

ち、主体的に生きる力や広く世界に目を向ける国際感覚を身につけた、未来を切り開きチ

ャレンジする子どもの育成に向け、８つの目指す子ども像を定めており、その実現に向け

た教育活動が極めて重要であると考えております。 

 以上のような観点を踏まえながら、次のような事項に留意し、適切な教科書の選定につ

いて検討をお願いしたいと考えております。とりわけ、１、正確・公正・教育的配慮につ

いて。２、人権の尊重について。３、民主的な人間の育成について。４、豊かな人間性の

育成についてを留意事項とし、答申の作成をお願いしたいと考えております。 

 最後に、運営についてでございますが、教科書にかかわる関係法令に基づくとともに、

八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則及び八尾市立義務教育諸学校教科用図

書選定委員会委員事務運営要綱、平成 31 年度使用八尾市立学校教科用図書の採択につい

ての基本方針によるものであります。 

 以上、まことに簡単な説明でございますが、議案概略の説明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】 教育委員の皆様、このただいまの提案理由につきまして、質疑等々よろ

しくお願いいたします。 
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 昨年度の小学校の教科用図書の諮問のときにも話をしたんですが、昨年度からこの

（４）の豊かな人間性の育成についてというところを明記して諮問していこうということ

になりましたが、そのあたりも含めていかがですか。 

 

【水野委員】 その説明を見ると自己決定ですよね、人生の主人公として、自分で決定し

ていくということと、共感性みたいな話ですよね。育もうということと、両方をねらって

いくということで、自己決定に重きを置いてしまうと、自分が自分がって話になるんです

けどね、共感にとか思いやりになると、何か人様がっていう話になってしまうので、過剰

適応って心理学の言葉があるんですけど、余り合わせ過ぎるというのも実はすごくしんど

くなる。今、そういう子結構多いんですよね、割と空気を読んでという。だからそういう

ところも含めて、このバランスというのはすごい大事だなとお話を伺っていて、すごく思

いました。 

 

【中山教育長】 そうですね、よく私たちも生きていくためのバランス感覚っていうのは

教育委員会のほかの会議でも口にすることなんですけれども、とっても大事なことなので。 

よろしいですか。 

それでは、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 20 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】 それでは全委員異議なしと認めます。よって議案第 20 号「平成 31 年度

使用八尾市立学校教科用図書の選定について諮問する件」については、原案どおり可決と

いたします。 

 なお、選定委員会に対しまして、この諮問をさせていただきまして、ご検討いただいた

後に答申をいただきたいと考えております。どうかよろしくお願いいたします。 

 以上で、教科書採択に関する案件の審議は全て終了いたしました。平成 31 年度使用八

尾市立学校教科用図書の採択事務につきましては、選定委員会には、基本方針に基づき調

査委員を置き、十分な調査研究を行っていただきたいと思っております。 

 また、以後、選定委員会に関するものを除き、採択にかかわる教育委員会会議につきま

しては公開で行うこととしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、議事の都合により、暫時休憩いたします。 

 

(休憩) 

 

【中山教育長】 それでは、議事を再開いたします。 

 次に、議案第 21 号「八尾市立幼稚園保育料等に関する条例の一部改正について市議会

議案提出に係る臨時代理の件」について、審議いたします。 

 提案理由を式教育政策課長より説明願います。 
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【式教育政策課長】 それでは、議案第 21 号「八尾市立幼稚園保育料等に関する条例の

一部改正について市議会議案提出に係る臨時代理の件」についてご説明申し上げます。 

 本件は、子ども子育て支援法施行令の一部を改正する政令が平成 30 年３月 30 日に公

布・告示され、早急に八尾市立幼稚園保育料等に関する条例の一部を改正する市議会議案

を提出する必要があるため、教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定

に基づき提出するものです。 

 それでは資料をごらんください。 

 今回の政令改正におきまして、特定教育・保育施設等の利用者負担におきまして、国の

定める額が市民税所得割７万 7,100 円以下世帯のＤ階層について、利用者負担上限を１万

4,100 円から１万 100 円に減額されました。本市の現行の保育料はこの負担上限以下の

8,200 円となっておりますが、今回の国の減額に合わせまして、他の階層と同程度の減額

率となる国基準の７割程度の額にしたいと考えておりまして、本市の保育料を 7,100 円に

定めるものでございます。 

 最後に、本市教育委員会におきまして、教育長が本保育料条例の改正について臨時に代

理し、市議会議案の提出に向けて手続を進めた後、平成 30 年度４月１日保育料からその

改正内容を適用させるため遡及適用するという内容で考えてございます。 

 以上、甚だ簡単なご説明でありますが、よろしくご審議賜りますようよろしくお願いい

たします。 

 

【中山教育長】 この条例の一部改正について、市議会に議案提出するのに、日程的なこ

ともありまして、臨時代理をご承認いただけたらと思うんですが、よろしいでしょうか。 

 内容についてでも手続上のことについてでも構いませんので、質疑ありましたらよろし

くお願いします。 

 

【木下教育長職務代理者】 確認ですが、改正の趣旨というのは、国の法律が変わりまし

た、その範囲内に八尾市は入っていますが、下がった分の割合でここも下げさせていただ

きますということですね。計算上はこういう額に、大体妥当するということでよろしいん

ですね。 

 

【式教育政策課長】 はい、そういうことでよろしいです。 

 

【中山教育長】 国に基づいて、今までも低かったですけれども、それに合わせてさらに

同じ比率にしていこうということですね。 

 

【式教育政策課長】 内容といたしましては、資料の中で「特定教育・保育施設等の利用

者負担月額の独自軽減策について」、右肩に議案参考資料と書かせていただいているこの

資料が一番わかりやすいかと思います。この中のＤ階層、市民税所得割 77,100 円以下世

帯というところの額ですね、先ほどと説明が若干重複しますけれども、 29 年度までは１

万 4,100 円でした。30 年度が１万 100 円になります。現行の保育料が 8,200 円です。旧

の利用者負担上限額と比べて、この現行保育料である 8,200 円というのは、割合で言いま
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すと 58.2％という割合になっておりまして、これが 30 年度の引き下げられた利用者負担

上限額１万 100 円で比較しますと 81.1％となってしまうと。これを中段のところに選択

肢１、２、３、４と書かせていただいている中の、選択肢２という形で、これはほかのＥ

階層であるとかＦ階層というところが 70％前後の上限額との比率となってございますの

で、それと同じような考え方のもとに 7,100 円という形にさせていただきますと、割合で

言いますと 70.3％となってございます。今回、そういう形で改正を提案していきたいと

いうことでございます。 

 

【中山教育長】 いかがでしょうか。 

 それでは、この案件につきまして採決に移らせていただきます。 

 議案第 21 号につきまして、原案どおり可決することにご異議ありませんでしょうか。 

 

【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 21 号「八尾市立幼稚園保

育料等に関する条例の一部改正について市議会議案提出に係る臨時代理の件」については、

原案どおり可決いたしました。 

 また、この経過につきましては、ご報告もさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 教育委員の皆様方、ほかに何かございませんでしょうか。事務局よろしいですか。 

 ないようですので、以上をもちまして、５月臨時教育委員会を終了いたします。 

 

 


