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１２月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、12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】 まず、11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。委員

の皆様方、この件につきまして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、 11月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、11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、何かご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、 11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、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

 

 

 

開 催 年 月 日  平成３０年１２月２１日（金）  

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 

水 野 委員 

出 席 職 員  

 

吉川副教育長・尾谷教育総務部長・田中生涯学習担当部長・今岡学

校教育部長・高橋教育総務部次長兼総務人事課長・山本学校教育部

次長・式教育政策課長・南生涯学習スポーツ課長・谷八尾図書館

長・渞文化財課長・大木学務給食課長・仁科指導課長・塚本教育セ

ンター所長・森人権教育課長・黒井指導課長補佐  
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（教育長報告）  

11月22日（木）  

11月23日（金）  

11月24日（土）  

11月25日（日）  

 

11月26日（月）  

11月29日（木）  

11月30日（金）  

12月２日（日）  

 

 

12月３日（月）  

12月４日（火）  

 

12月５日（水）  

 

12月６日（木）  

12月７日（金）  

12月８日（土）  

 

12月９日（日）  

12月11日（火）  

12月12日（水）  

12月14日（金）  

 

12月15日（土）  

 

12月16日（日）  

12月17日（月）  

12月19日（水）  

12月20日（木） 

定例教育委員会  

第30回「八尾市中学校音楽祭」  

平成30年度「ＭＯＡ美術館八尾児童作品展表彰式」  

第25回八尾市こども会親善つな引き大会  

第65回八尾市文化芸術芸能祭授賞式  

八尾菊花ライオンズ感謝状贈呈式  

12月市議会定例会本会議（第１日）  

12月市議会定例会本会議（第２日） 

第34回高安の里マラソン大会開会式  

八尾市立長池小学校創立 50周年記念式典  

八尾市障がい児者問題協議会「クリスマスの集い ’18」 

12月市議会定例会本会議（第３日）  

部長会  

第２回八尾市自殺対策推進会議  

大阪エヴェッサホームゲームチケット贈呈式  

教育（教材）年賀葉書贈呈式  

文教常任委員会・予算決算常任委員会（文教分科会）  

第２回八尾市史跡保存活用審議会  

第８回八尾ベースボールクラブカップ開会式  

まちとつながりとハッピーの会  

第44回八尾市小学生音楽会  

12月市議会定例会本会議（第４日）  

予算決算常任委員会（文教分科会）  

臨時教育委員会・定例教育委員協議会  

予算決算常任委員会全体会  

刑部小学校区放課後子ども教室運営委員会「クリスマスコンサー

ト」 

平成30年度「八尾市小学生中学生英語暗誦大会」  

曙川南土地区画整理事業にともなう八尾市町名地番改正審議会  

平成30年度第３回社会教育委員会議  

12月市議会定例会本会議（第５日）  

教育委員会委員任命式  

 

【中山教育長】 私が把握しております教育委員の皆様の活動については、今からお話し

したいと思いますので、感想等をいただけたらと思っております。 

 まず、水野委員には 11月13日に引き続きまして、27日に総合計画の審議会の部会に、教

育委員会を代表して参加いただいております。水野委員から何かありましたら、お願いし

ます。 

 



－3－ 

【水野委員】  教育関係ではなくて文化や観光などについてでしたが、八尾市の様々な施

策に対する評価とその評価について話し合いました。 

 

【中山教育長】 大変ですけれども、どうかよろしくお願いいたします。  

 ほかの委員の皆様、この間の活動状況等ありましたらお願いします。  

 また、私や今発表いただきました水野委員に質問等ありましたら、ご発言いただけたら

と思いますがよろしいでしょうか。  

 それでは、質疑もないようですので、次に進ませていただきます。  

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】 では、議案第49号「八尾市立学校園の管理運営に関する規則の一部改正

の件」について審議いたします。  

 提案理由を、高橋教育総務部次長兼ねて総務人事課長より説明願います。  

 

【高橋教育総務部次長兼総務人事課長】  それでは、議案第49号「八尾市立学校園の管理

運営に関する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、八尾市立学校におきまして、次期学習指導要領の完全実施に伴う教育課程全体

の見直し、授業時数確保のための改善方策の具体化、そして台風やインフルエンザ等の休

校に伴う授業時数の欠時への対応等を図るため、夏季休業期間を短縮するにつき、八尾市

立学校園の管理運営に関する規則を改正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２条第２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。  

 お手元の新旧対照表をご覧ください。  

 まず、第２条第１項でございますが、当項各号において規定しております学期及び休業

日を中学校とその他に分けて規定するものです。  

 次に、第11条におきまして、伝染病を感染症に改めるなど、所要の整備を実施するほか、

附則におきまして八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正を実施するものでございま

す。 

 なお、本規則は平成 31年４月１日から施行するものでありますが、第３条の２、第３項

の改正規定、第10条の見出しを削る改正規定及び見出しを含みます第11条の改正規定は公

布の日から施行するものです。  

 最後に、平成33年度より小学校及び中学校の夏季休業期間について、７月 21日から８月

24日としてまいりたいと考えており、その規定の整備については平成 32年度中の対応とし

てまいりたいと考えております。  

 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いたします。  

 

【中山教育長】 学管規則の一部改正ということで提案理由がありましたが、委員の皆様

方、ご意見ありましたらよろしくお願いします。  

 もう少し詳しく、この中学校だけ学期を変えるということについて説明願えますか。  
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【仁科指導課長】  今回の改正につきましては、中学校の休業期間の短縮に伴い、学期を

変更するものでございまして、小学校の学期の改正については小学校の休業期間を見直す

時点でとり行っていきたいと考えているところでございます。 31年度から義務教育学校が

設置され、１つの学校で取り扱いが施設一体型の中で異なるということになるわけでござ

いますが、義務教育学校の前期課程につきましては、他の 27の小学校と管理運営事項や教

育課程にについて同一の取り扱いにしていくという考えのもと、学期においても他の小学

校と同一の取り扱いが望ましいということで、今回の対応を考えているところでございま

す。 

 

【中山教育長】 高橋次長の説明にもありましたが、 33年度からは小学校、中学校ともに

という、ここはなぜ33年度なのかというところ、もう一度説明お願いします。  

 

【仁科指導課長】  １点目は現在次期学習指導要領への対応の完全実施に向けて、平成 32

年度までについては小学校の校長先生方との教育課程の研究部会の中で、一定の移行期間

の対応について考えているというところと、現在小学校については普通教室にまだエアコ

ンが整備がされていないということでございますが、平成 31年度中のできる限り早い時期

への対応を、今現在教育委員会としてとっておるところでございまして、そういった部分

におきまして、中学校と同一の時期に小学校の対応が図れないというところでございます。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、いかがでしょうか。10条の削除も含めて、この下線全部が

改正していく形になるので、どこからでも結構ですのでご意見いただけたらと思います。  

  

【木下教育長職務代理者】  学期の最後の日を小中できるだけ揃えたいというところはあ

ると思うんですが、そろえられない理由というか、それは小学校のエアコンの問題が大き

いんでしょうか。  

 

【仁科指導課長】  小中、最終的には合わせていくことが望ましいという考え方には立っ

ております。その中で、今回中学校の休業日の変更に伴う学期変更をしたわけでございま

すけども、もう一点、さまざまな調査事項というのが教育委員会の事務局ではございまし

て、他の27の小学校と同様の取り扱いの中で調査回答をしていくという要素もございます。  

 

【中山教育長】 義務教育学校の前期課程を小学校とともに扱っていくということで、ま

ずは中学校と義務教育学校の後期課程という形で考えていくということですね。これは表

記が今の変更では中学校の学期となっているんですが、中学校、義務教育学校後期課程

等々のこの表記はいつまた改正するのか、説明いただけますか。  

 

【仁科指導課長】  現在、義務教育学校の設置に向けて条例については既に整備が済んで

おります。義務教育学校の条例整備に伴った関係規則というのが種々あるわけでございま

すけれども、現在その関係規定の整備について、各課と連携とって取り扱いを、調整をし

ているところでございます。来年１月の定例教育委員会に議案の提案ができるよう、所要
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の事務を進めているところでございます。  

 

【中山教育長】 となると、なぜこれを12月に提案したのかというのも説明が必要になっ

てくるかと思うので、お願いします。  

 

【仁科指導課長】  現在、各学校においては当該年度の総括と来年度に向けての学校計画

を立てているところでございます。そういった部分におきましては、年内に学校に周知を

したいというところがございまして、本日議決をいただくことができましたら、校長会の

ほうで本日中には我々から通知をしてまいりたいと考えているところでございます。  

 

【木下教育長職務代理者】  確認なんですけれども、例えば生徒とか保護者にとっては、

学期がいつになるか、余り日常的には意識されてないことだと思うんですね。終業式が終

わればそうだし、始業式があれば次の学期だなと思うんですけれど、だけど中学校は７月

31日で終わるわけですよね。こうなってきたときに、何か保護者や子どもへの影響があり

ますか。それとも、それほど心配することはないんでしょうか。そのあたりはいかがでし

ょう 

 

【仁科指導課長】  今回の改正に伴って、保護者への通知文についても予定をしておるん

ですけども、今、職務代理からのご指摘のように、保護者にとっては児童、生徒に対して

授業が行われない日というのがいつなのかといったことが最大の関心事であって、また逆

に行う日において給食の提供がどうなるのかといったところが不安要素かと思いますので、

その点について、保護者にもお知らせ文等で周知していくことが必要とは考えております。  

 

【今岡学校教育部長】 今、職務代理のご指摘のとおり、保護者、子どもにとっては始業

式、終業式というのが一番捉え方としてはあるところでございます。大きな影響は、今の

ところ考えておりません。ただ、先ほど指導課長からもありました事務処理上のことは若

干出てまいります。それも、ほぼ保護者への影響ないとは思うのですが、仮にそういうこ

とが出てきた場合にも、ご説明差し上げることでクリアできると思いますので、大きな影

響というのは感覚的なずれ以外はないように感じております。  

 

【水野委員】  ということは、文書で通知をするということですね、保護者に。となると、

影響がほとんどないものを通知するということで、また心配が。  

 

【今岡学校教育部長】 そこも再度検討した上で、一番混乱のない形で進めていければと

思っております。  

 

【中山教育長】 水野委員が心配してくださっているのは、もう学校が今年の始業式は８

月何日って言ったらそれでいけるのではという思いでいてくださるということで受けとめ

たいと思います。いかがですかね。  

 あと、府下の状況どうなっているのか、わかれば教えてください。  
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【仁科指導課長】  平成30年度の時点で、小学校においては大阪府下で 53.7％、中学校で

は65.9％の自治体において、夏季休業が短縮されているという状況でございます。  

 また、短縮をしている自治体の７割強がほぼ最後の１週間、 25日から２学期をスタート

させているという状況でございます。  

 

【中山教育長】 今回は25日ではないんですけれども、小学校と同時にするときには、そ

の可能性もあると考えていいんですか。  

 

【仁科指導課長】  本日、規則の規定の整備といたしましては、31年度中の対応というこ

とでございますけども、方向性として平成 33年度からは25日を始業式で取り扱っていくと

いうことについても、本日委員の先生方にご承認いただきたいとは考えております。  

 

【中山教育長】 もう一つ、さっき指導課長から、給食等々のことが出ていたんですけれ

ども、そこは気になるところで、学務給食課長、その辺はまた調整をお願いしていいです

か。 

  

【大木学務給食課長】  中学校給食につきましても、既に始業式が始まるということで給

食も早めるということで準備を進めております。  

 また、33年度ですか、小学校については今後も協議しながら進めてまいりたいと思いま

す。 

 

【中山教育長】 連動しているので、どうかよろしくお願いします。よろしいですか。  

 そしたら、質疑も尽きたようですので、採決に移らせていただきます。  

 議案第49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49号「八尾市立学校園の管

理運営に関する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。  

 

{報告事項} 

 

【中山教育長】 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきますが、ここで、教

育長職務代理者の指名についてご報告させていただきますが、その前にまず木下教育長職

務代理者におかれましては、２期８年間にわたりまして、教育委員として本当に豊富な経

験と高い識見のもと、本市の教育行政の推進にご尽力をいただきました。  

 私ごとになりますが、東山本小学校の校長をしているときに、東中学校の卒業式で初め

て木下委員とお会いして、本当に気さくに話しかけてくださって、始まる前の少しの時間

でしたが、お話しさせていただいて、そのときの印象が私にはずっとついて回っていて、

すばらしい方が教育委員になってくださったなと思っていました。  
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 早いもので、８年がたってしまって、昨年 10月には教育長職務代理者に指名させていた

だきましたが、学識経験者として、また、教育委員会の本当に先輩として、多くのアドバ

イスをいただきました。学校訪問なども本当にたくさん行っていただきまして、八尾の先

生方の実態もじかに見ていただくことができました。  

 本日付で退任ということでありますので、ここで本当に感謝の気持ちも込めまして、あ

りがとうございますとお伝えしたいと思います。本当にありがとうございました。  

 木下委員、一言お願いできたらと思います。 

 

【木下教育長職務代理者】  どうも皆様、きょうがたまたま期日の日なんですよ。だから

こういう席に立って皆様のお顔を見て、８年間本当にありがとうございました。もう皆様

にいろいろ助けてもらうばっかりでね、中山教育長に関しては、最後の校長のときから、

教育部長をして、教育長として帰ってこられて、ずっとつき合っているんですよね。長い

長いおつき合いになっています。ますます八尾の教育の発展を願っておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。  

 本当に長い間、ありがとうございました。教育委員の皆様、ありがとうございました。

教育長、ありがとうございました。  

 

【中山教育長】 本当に長きにわたり、ありがとうございました。  

 では、ここで私より、木下教育長職務代理者の後任となります教育長職務代理者を指名

しましたので、ご報告したいと思います。  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13条第２項の規定に基づきまして、教育長

に事故があるとき、または教育長が欠けたとき、その職務を行う委員を教育長職務代理者

として指名する必要がございます。明日付で、御喜田委員を教育長職務代理者として指名

いたしましたので、ここにご報告申し上げます。 

 御喜田委員におかれましては、これまで教育委員会議において、保護者としての立場で

のご発言いただきまして、木下委員を初めとした諸先輩の委員の皆様とともに、重要な判

断も下していただいたことに本当に敬意を表する次第です。これまでの功績に感謝を申し

上げますとともに、今後も引き続き、教育委員会の発展に尽力いただけますことをお願い

申し上げまして、教育長職務代理者についてお願い申し上げます。 

 万が一私が欠けるようなことになった場合には、私の職務を代理していただきますとと

もに、実際に具体的な事務執行につきましては、昨年 11月に定めました八尾市教育委員会

教育長職務代理者の事務の委任に関する規則の規定によりまして、副教育長以下、事務局

職員が責任を持ってそれを遂行するという形になるものでございますので、よろしくお願

いいたします。  

 この件についてご意見等ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、御喜田委員、一言よろしくお願いします。  

 

【御喜田委員】 今、教育長から指名をいただきました御喜田です。とうとうこの日がや

ってきたなと思って、どきどきしているんですけど、先輩の木下職務代理が本当にすばら

しい方だったので、その後を私が引き継いでいいのかどうかというのも本当に悩んだんで
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すが、職務代理という、すごく身の引き締まる肩書をいただくことになりましたので、本

当にこれから皆様とともにいろいろ協力していきながら、支えていただきながら頑張りた

いと思いますので、またよろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 よろしくお願いします。  

 報告事項は、この件のほかは聞いていないんですけれども、教育委員の皆様、よろしい

でしょうか。事務局から何かありませんか。  

それではないようですので、以上をもちまして12月定例教育委員会を終了いたします。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


