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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は村本委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 まず、８月７日臨時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、何か質疑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、８月７日臨時会会議録に

ついて承認と決しました。  

 

【中山教育長】 続きまして、８月 16日臨時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、何か質疑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、８月 16日臨時会会議録について承

認と決しました。  

 

【中山教育長】 次に、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、何かこの件に質疑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。 
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【中山教育長】 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】 それでは、次に教育長及び教育委員の報告に移ります。  

 

（教育長報告）  

８月22日（水） 

８月23日（木） 

８月26日（日） 

８月28日（火）  

 

８月30日（木） 

８月31日（金） 

 

９月４日（火） 

９月７日（金） 

９月９日（日） 

９月10日（月） 

９月11日（火） 

９月13日（木） 

９月14日（金） 

 

９月15日（土） 

９月17日（月） 

９月19日（水） 

定例教育委員会  

八尾市文化会館バックステージ・ツアー視察  

八尾市総合防災訓練  

八尾市教育フォーラム 2018 

八尾市学校給食献立コンテスト表彰式  

夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会  

大阪府立八尾翠翔高等学校２年生の史跡由義寺跡調査視察  

大阪府都市教育長協議会  役員会・夏季研修会 

部長会  

９月市議会定例会本会議（第１日）  

久宝寺寺内町第10回「燈路まつり」開催セレモニー  

９月市議会定例会本会議（第２日）  

９月市議会定例会本会議（第３日）  

定例教育委員協議会  

文教常任委員会  

予算決算常任委員会 文教分科会  

八尾河内音頭サッカー大会式典  

ジュニエコ（ジュニアエコノミーカレッジ）八尾っ子株式会社視察  

校長会  

 

【中山教育長】 私の報告にもございますが、８月28日には、木下教育長職務代理者、村

本委員とともに、八尾市教育フォーラム 2018に出席いたしました。今年は市政 70周年も記

念したフォーラムということで、久宝寺小学校児童によるキッズダンスを皮切りに、市内

中学生によるビブリオバトル、ジュニアエコノミーカレッジの実践報告、学校給食コンテ

ストの表彰式、幼稚園の実践報告など、本当に盛りだくさんの内容でございましたが、市

長や副議長を初め、多くの市民の皆様の前で、八尾市の子どもたちの輝く姿を見せていた

だくいい機会となりました。  

 また、８月 30日には、全国43会場で開催される夏季巡回のラジオ体操・みんなの体操会

が高安小中学校のグラウンドで開催されましたが、こちらは早朝にもかかわらず、村本委

員を始め、多くの方々にご臨席いただきまして、ラジオ体操にも参加していただき、収録

現場を温かく見守っていく形になりました。  

 当日の午前６時30分よりＮＨＫラジオ第１で全国に生放送されましたが、健康づくりの

ためのラジオ体操の効果を市民に周知するとともに、八尾市を全国発信するいい機会にな

ったと思います。当日、ラジオ放送を聞いておられた方からも、子どもたちの元気な声が



－3－ 

流れていてとてもよかったとのご意見をいただいております。  

これらの件につきましてのご感想とともに、委員の皆様から活動についてご報告いただ

ければと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。  

 木下職務代理者、フォーラム、いかがでしたか。  

 

【木下教育長職務代理者】  今年は記念のフォーラムという形にもなっていて、最初の久

宝寺小学校の子どもたちのダンスをなど非常に元気に活動してくれたのがよかったなと思

います。 

 それと、ビブリオバトルについて、図書館の方が非常に丁寧な指導をしてくださってい

て、図書館と学校との連携もできているのが伺えて、よかったです。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  

 村本委員、いかがですか。  

 

【村本委員】  私はＮＨＫの公開ラジオ体操の収録に参加させていただきましたので、そ

のお話を少しさせていただきたいと思います。  

 先ほど、教育長から６時半からというお話がありましたけども、集合は５時 50分という

ことで、非常に早いなと思って行きましたけれども、着きましたらもう 800名というたく

さんの方が集まっておられまして、６時からは田中市長の挨拶、それから多胡肇さんから

体操の指導を皆様受けまして、６時半からラジオ体操の公開収録が始まりました。元気よ

く無事に収録ができたということで、終わって皆様ほっとされている顔が印象的でした。  

 早朝から体を動かして、私も１日すがすがしい気持ちで、体が軽くなった感じがしまし

た。大変よかったと思います。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 もう一つ、先ほどの教育フォーラムの中で、ジュニアエコノミーカレッ

ジ、これは、商工会議所の青年部が中心となった事業で、子どもたちが模擬株式会社を設

立し、事業計画書の作成から納税までを行うプログラムですが、それについて子どもたち

が発表してくれました。今年も９月９日の八尾河内音頭まつりで実践販売を行うことにな

っていたんですけれど、八尾河内音頭まつりが中止になってしまったので、急遽９月 17日

に買い物広場で行われ状況となりました。私たちも事務局も行ったんですけれども、子ど

もたち生き生き活動していました。事務局、このジュニアエコノミーカレッジついて何か

補足ありますか。 

 

【仁科指導課長】  この９月17日につきましては、私も当日行かせていただきまして、子

どもたちがいろんな店舗で販売をいたしておりました。当日は、大人は口出し無用という

ことで、エプロンをつけた大人が周りで見守る中で、子どもたちが販売活動を行うという

状況でございました。単に販売量を競うだけではなくて、子どもたちの接客であったり、

また売り切れ、販売が芳しくないときの広報であったりと、さまざまな観点で評価が行わ

れるということでございます。これからいろいろと、グランプリを決めていくということ
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でございますけれども、こういう形で子どもたちが教育フォーラムでもテーマとなりまし

た知識を活用する力というものがどのようなものなのかということを、我々としてはさま

ざまなこういった事業提案いただく中で、企業、地域、家庭と連携して取り組みを進めて

いきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 事務局、八尾翠翔高校の２年生が、由義寺の史跡調査に参加された件も、

委員の皆様にお知らせいただけますか。 

 

【渞文化財課長】  八尾翠翔高校の２年生の歴史を学ぶ生徒 40名を対象といたしまして、

由義寺跡の発掘調査に参加していただきました。二日間、 20名ずつという形で、スコップ

を持って掘っていただいたんですが、当日は非常に暑く大変だったと思うんですけれども、

楽しそうにやっていたのが印象的でした。  

 それと、掘るだけではなく、土器や瓦の洗いをやったんですけれども、 1,200年前のも

のだよというお話をしながら、我々も一緒に洗っていたのですが、大きな破片なら喜び、

小さな破片ならがっかりするなど表情が豊かで、歴史に触れるよい機会になったと思って

おります。   

我々は、今、歴史に関する情報を発信しているので、子どもたち、あるいは高校生たち

にまた参加していただいて、八尾市の歴史を見ていただきたいと思っております。  

 今回の様子は、１０月号の『市政だより』の表紙に取り上げていただいておりますので、

ぜひ、そちらもごらんいただければと思います。よろしくお願いします。  

 

【中山教育長】 最後にもう一つだけお知りおきいただきたいのが、３回目になる八尾河

内音頭サッカー大会です。式典に行ったときにチーム数が増えていて大変驚きましたが、

この件も補足願います。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  ９月 15日の土曜日と 16日の２日間、福万寺の市民運動広

場で、八尾市内にあります総合型地域スポーツクラブでありますＮＰＯ法人八尾大正スポ

ーツクラブが主催となって、 10歳以下の子どもたちによるサッカーの大会が開催され、近

畿の各府県のチームが参加されたのですが、八尾のことを十分いろんな子どもたちに知っ

てもらいたいということで、八尾の伝統文化である河内音頭を実際にサッカーの試合の合

間の式典で子どもたちが河内音頭を踊ってもらう、踊ってもらうにおいても実際に河内音

頭の保存会の音頭取りさんに来てもらったり、また、子どもの音頭取りさん３名の小学校

の女の子たちが音頭をとりながら、その周りを 36チーム、保護者等を含めて約 1,000人ぐ

らいの方々が河内音頭を踊って、八尾の文化を知ってもらった上でサッカーで友情を深め

てもらうという取り組みをされておられます。今回３回目ということで、今後いろんな行

政も支援しながら、河内の伝統文化を全国に発信するいい手法かなと思っておりますので、

支援していきたいと思っています。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 以上の報告について、何か質疑ございませんでしょうか。よろしいです
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か。 

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】 では、議案第36号「八尾市立幼稚園保育料等に関する条例施行規則の一

部改正の件」について審議いたします。  

 提案理由を式教育政策課長より説明願います。 

 

【式教育政策課長】 それでは、議案第36号「八尾市立幼稚園保育料等に関する条例施行

規則の一部改正の件」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及び内閣府令が平成 30年８

月31日に公布されたところであり、それに伴い、八尾市立幼稚園保育料等に関する条例施

行規則の一部を改正する必要があるため、本件議案を提出するものです。  

 今回の改正の経緯、背景としては、税制上婚姻を前提とする寡婦と未婚のひとり親の取

り扱いに差があり、各種福祉サービスにかかる負担金等の額が異なり、未婚のひとり親に

不利な取り扱いとなっているところがあることから、国において法整備されたところであ

ります。  

 一方で、保育料においては全市区町村の２割強が、独自に寡婦控除のみなし適用を実施

し、負担軽減措置を行っているところです。  

 主な改正内容でありますが、未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例等を規定し、未婚の

ひとり親について公立幼稚園の保育料算定について、地方税法上の寡婦控除を適用し算定

するものです。本市においては、既に寡婦控除のみなし適用を以前から保育料減免の対象

として導入していることもあり、本年度算定分について影響はありません。また、公立幼

稚園において、該当する対象者は現在のところなく、仮に保護者の申請漏れがあった場合

等の措置として、平成 30年９月１日からの適用できるよう措置するものです。  

 以上、甚だ簡単な説明でありますが、よろしくご審議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、何かございませんでしょうか。本市幼稚園に関して、該当

する方は今はいないということですね。 

 それでは、採決に移らせていただいてよろしいですか。  

 議案第36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 36号「八尾市立

幼稚園保育料等に関する条例施行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。  

 引き続き、議案第 37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」について審議いたします。提案理由を南生涯学習スポーツ課長より説明願います。  
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【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 37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。  

 提案の理由でございますが、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、八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の任期が満了するに伴

い、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４名、家庭教育の向上に資する活動を行う者として１名、学識経験者として１名、公募

市民委員１名の合計９名でございます。委員構成につきましては、新任委員が３名、再任

の委員が６名であり、新任委員といたしましては、清水千尋氏、泊里淳子氏、礒谷裕通氏

の３名でございます。  

 任期につきましては、平成 30年10月１日から2020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】 委員の皆様、何か質疑ございませんでしょうか。  

 

【木下教育長職務代理者】  公募市民委員の方についてお尋ねします。市民委員を公募さ

れたということで、この公募状況に関して教えてください。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今回の公募市民委員といたしましては、市民の日ごろ生涯

学習に取り組んでおられる実際の方々のご意見をいただきたいということで、広く公募を

させていただいております。公募の期間といたしましては、本年の７月 20日から８月27日

までのおおむね40日間を期間といたしまして、応募する際にはテーマとして「これからの

生涯学習センターの役割」ということで、作文を提案いただいております。  

 今回、応募の定員は２名を当初予定しておりましたが、実際にはこの礒谷さん１名の応

募でありました。この方につきましては、この方自身が日ごろから生涯学習センターでさ

まざま講座を受講されていたり、また個人的にも民間のいろんなカルチャースクールのほ

うでの学習も積極的にされておられるということを提案の中で書かれておられますし、日

ごろ生涯学習センターを活用しておるということで、課題が見えていたりとか、また広く

昨今の生涯学習にかかわる全国的な流れとかそういったことも提案の中に書かれておられ

ますので、広く生涯学習に関する知識、それと日ごろの活動内容、それと生涯学習センタ

ー自体をよく見ておられるということも作文の中にございましたので、この方が公募市民

としては適任ではないかということで、一定候補として今回上げさせていただいたという

ところでございます。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、ほかに質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。  
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 それでは採決に移らせていただきます。議案第 37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37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」

について、原案どおり可決いたしました。 

  

 

{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。  

事務局から何かありませんか。よろしいですか。委員の皆様何かございませんか。  

  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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


