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１月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、１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しますので、よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】  まず、12 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、質疑ございますでしょうか。 

 

【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、 12 月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、 12 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、この件につきまして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、 12 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３１年１月２２日（火） 

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 

御喜田 教育長職務代理者  

村 本 委員 

水 野 委員 

岩 井 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・万代教育総務部次長・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・仁科指導課長・塚本教育センター所長・森人権教育課長・山本

教育総務部参事・木下教育総務部参事 
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（教育長報告） 

12 月 21 日（金） 

 

12 月 28 日（金） 

 

 

12 月 29 日（土） 

１月４日（金） 

１月６日（日） 

１月７日（月） 

１月８日（火） 

１月 10 日（木） 

１月 13 日（日） 

１月 14 日（月） 

 

１月 15 日（火） 

 

１月 16 日（水） 

１月 17 日（木） 

１月 18 日（金） 

１月 20 日（日） 

定例教育委員会 

志紀地区福祉委員会クリスマス会 

辞令交付式 

平成 30 年職員表彰式 

仕事納め式 

平成 30 年度歳末夜警詰所激励訪問 

仕事始め式 

年賀交礼会 

部長会 

平成 31 年八尾地区保護司会新年交礼会 

平成 30 年度中核市教育長会第２回総会・第２回研修会 

東山本地区とんどやき 

平成 31 年消防出初式 

第 66 回八尾市成人式 

定例教育委員協議会 

公益財団法人八尾体育振興会新春の集い 

平成 30 年度教職員人事対策連絡協議会 

災害時情報伝達・行動確認訓練 

八尾市こども交通安全キャラバン隊出発式 

第 20 回少年少女柔道八尾大会 

 

【中山教育長】 まず、私の報告ですが、八尾市では、いろんな地域活動が盛んになって

いまして、行かせていただくたびに市民の皆様が元気なことがよくわかりました。歳末夜

警も、かなりの数の詰所をつくっておられて、本当に八尾の市民の方が自分たちで守ると

いう姿勢を見させていただくことができました。 

それと、私が把握しております教育委員の皆様の活動につきましては、１月６日の日曜

日に年賀交礼会がありまして、市役所本館に急遽場所が変わったんですけれども、御喜田

教育長職務代理者、岩井委員ともに参加していただきました。ありがとうございました。 

 また、１月 14 日の祝日には成人式が、これも場所を変えまして大阪経済法科大学で開

催されました。村本委員、水野委員、岩井委員とともに私も参加させていただきました。

本当にご参加ありがとうございました。 

 では、この件も含めまして、委員の皆様からご感想をいただけたらと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  

【御喜田教育長職務代理者】 今、教育長からもお話があったように、１月６日の日曜日

に、岩井委員とともに年賀交礼会に出席させていただきました。今まで行われていたウイ

ングではなく、今回急遽市役所で年賀交礼会が行われるということだったんですが、大き

なトラブルもなく、事務局の方々の適切な対応でとてもスムーズな交礼会だったと思いま

す。ありがとうございました。 
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【水野委員】 今、教育長からご紹介ありましたが、成人式に参加させていただきました。

場所が急遽変わったということで、本当に大変な警備を市役所の職員の方、教育委員会の

方、やられていて、全てのごみ箱、郵便ポストにも全部カバーがかかっていて、あと消防

車も待機するなど、本当に頭の下がる思いでした。 

 会場に行きましたら、何人か知っている先生にお会いしまして、聞いてみたら、卒業生

から招待されているということで、成人式に中学校の学級担任が招待されるというのはす

ごくいいなと思って、先生もうれしそうで、式典後に何かあるんですかと尋ねると、いや、

式典だけですとは言っておられたんですけど、そういうことをすごく大切にしていきたい

なと思いました。どうもありがとうございました。 

 

【村本委員】 私は、成人式に出席させていただきました。去年、皆様から、今年は非常

におとなしかったという話を聞かされたんですけれども、今年更に静かで、私たちは正面

の右側に席があって、目の前の３分の１ぐらいは見渡せたんですけれども、市長及び来賓

の方々のお話を本当に真剣に聞いているなという印象を受けました。 

 それと、急遽場所が変わったんですけれども、そうとは思えないぐらいスムーズに進行

がされていまして、市の皆様も大変頑張っていただいたなというのが、今年の成人式の私

の印象でございます。 

 以上です。 

 

【岩井委員】 年賀交礼会と成人式に初めて参加させていただきました。今回の新成人に

は、私から小学校の卒業証書を渡した教え子たちもおりまして、８年ぶりの再会となりま

した。新成人の誓いで、代表者２人の方が、おとなとしての自覚と責任を持って、これか

らしっかりと精進していきたいと、堂々とスピーチしておられる姿が、見ていてとてもま

ぶしくて、大きな成長が感じられて、とてもうれしく思いました。 

 また、テレビのインタビューでも新成人が、成人式が中止にならなくてよかったと言っ

ていたんですけれども、成人式をあそこまで安全管理に配慮して開催してくださった関係

者の方々、本当にご苦労があったと思いますが、そのご尽力に本当に感謝いたします。あ

りがとうございました。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、どうもありがとうございました。 

 ただいまの報告について、何か質疑等もございませんでしょうか。よろしいですか。 

 ないようですので、議案審議に進ませていただきます。 

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】 まず、議案第１号「平成 30 年度八尾市教育委員会の人事に関する臨時

代理承認の件」について審議いたします。 

 提案理由を、山本教育総務部参事より説明願います。 

 

【山本教育総務部参事】 それでは、議案第１号「平成 30 年度八尾市教育委員会の人事
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に関する臨時代理承認の件」についてご説明申し上げます。 

 本件は、平成 30 年度八尾市教育委員会事務局職員に係る人事異動について、教育長に

対する事務委任等に関する規則第３条第２号の規定に基づき、平成 30 年 12 月 28 日付で

臨時代理を実施したため、委員会の承認を求めるものでございます。 

 それでは、別添資料をご参照ください。 

 人事異動の通知書を配付しております。先月 14 日の臨時教育委員会におきましてもご

承認賜りましたが、高橋前教育総務部次長は、平成 30 年度公立小中義務教育学校校長選

考に合格され、府籍の校長に就任されましたので、市籍を 12 月 31 日付で退職発令を行っ

ております。 

 また、総務人事課長の後任には、平成 31 年１月１日付で尾谷教育総務部長を事務取扱

で発令しております。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

【中山教育長】 質疑等ございませんでしょうか。初めて八尾市の市籍から府の特別選考

を受けていただいて、府籍で校長になって頑張るという形をとらせていただきました。府

の教育長、教育委員会も、行政職からは８年ぶりの特別選考ということですごく注目して

くださっています。高橋元次長も、本当に頑張りたいという気持ちを持って行ってくださ

ったので、今まで指導主事が府籍から市籍へという行き来はしていたんですけれども、行

政職の方々も今後これがきっかけとなって市籍から府籍へ、また市籍へというような行き

来ができればいいなと考えています。尾谷部長が、この３カ月間、事務取扱をしなければ

ならなくなりまして、業務が過多になるんですが、またどうかよろしくお願いします。参

事も、かなり事務量が増えるかと思いますが、お願いします。 

 みんなで高橋元次長を応援していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、質疑がないようですので採決に移らせていただきます。議案第１号につきま

して、原案どおり承認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１号「平成 30 年度八尾市

教育委員会の人事に関する臨時代理承認の件」について、原案どおり承認といたしました。 

 次に、議案第２号「八尾市教育職員の給料等の額の特例に関する条例施行規則制定の

件」について審議いたします。 

 提案理由を木下教育総務部参事より説明願います。 

 

【木下教育総務部参事】 失礼いたします。それでは、議案第２号「八尾市教育職員の給

料等の額の特例に関する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２号の規定によ

り、委員会の議決をお願いするものです。 

 提案の理由ですが、さきの 12 月議会にて成立した八尾市教育職員の給料等の額の特例
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に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるため、本案を提出するものです。 

 それでは、お手元の規則案をごらんください。 

 まず、第１条におきましては規則の趣旨を、第２条におきましては用語の定義を、第３

条におきましては教育委員会規則で定める教育職員、つまりこの条例の対象となる職員を、

第４条から第９条にかけては、給料等の額を算出する場合の給料表、職務の級及び号給、

手当等の規定について、それぞれ定めることとするものです。 

 では、改めて第３条をごらんください。 

 ここで定める教育職員とは、主に教育委員会事務局で勤務する指導主事や主査等の職員

を指しています。 

 次のページに移りまして、第４条から第６条にかけては、給与表について、大阪府教育

職員の給料表を適用することについて定めております。職務の級に応じて、２級から４級

まで分類し、基準となる標準的な職務内容についても、最後のページに別表として定めて

おります。 

 第７条、第８条では、さまざまな手当等について定めており、 14 種類の手当と指導主

事に対する管理職手当については、４つの区分を設けています。 

 第９条では、補足として給料等の額の算出については、府の条例や大阪府の教育職員に

適用される条例や規則等の例により、算出すると定めています。 

 このように、本規則は大阪府教育委員会の指導主事の例を参考に、八尾市の実情を踏ま

えて定めております。 

 なお、本規則の施行日につきましては、平成 31 年４月１日としております。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、提案理由とさせていただきますので、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】  12 月議会で、八尾市教育職員の給料等の額の特例に関する条例の制定

について原案が可決されまして、それに伴うものでございます。何か、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。 

 木下参事、これで教育職員の給料が明確になるわけですが、何か補足等はありますか。 

 

【木下教育総務部参事】  11 月の教育委員会でもお話しさせていただきました、対象に

なる教育職員については 40 名程度になるかと思います。最初の議案にありました高橋校

長と逆で、市に割愛している学校籍の者が対象になるかと思います。 

 以上です。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。委員の皆様、よろしいでしょうか 

 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、議案第２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２号「八尾市教育職員の給
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料等の額の特例に関する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。 

 では、続きまして、議案第３号「八尾市教育委員会表彰規則等の一部改正等の件」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、ただいま議題となりました議案第３号「八尾市教育委員

会表彰規則等の一部改正等の件」についてご説明させていただきます。 

 本件は、八尾市教育委員会表彰規則等の一部を改正する等につき、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。 

 提案の理由についてでございますが、市立義務教育学校の設置、市立特別支援学校の閉

校、市立認定こども園の設置または市立保育所もしくは市立幼稚園の閉所（園）に伴い、

関係規則の一部を改正する等の必要があるものでございます。 

 それでは、資料①、改廃が必要な規則をごらんください。 

 今回、一部改正が必要な規則は 18 規則、廃止が必要な規則は４規則となってございま

す。 

 改正内容としましては、改正規則及び資料②の新旧対照表のとおりでございますが、主

な改正等の内容といたしましては、まず、市立義務教育学校の設置に伴う改正につきまし

て、学校種として「義務教育学校」を追加するものや、副校長の規定を追加するものなど

がございます。 

 次に、市立特別支援学校の閉校に伴う改正等といたしましては、「特別支援学校」を削

るものや、「特別支援学校」に関係する規則を廃止するものがございます。 

 次に、市立認定こども園の設置または市立保育所もしくは市立幼稚園の閉所（園）に伴

う改正等といたしましては、「学校園」を「学校」に改めるもの、「幼稚園」を削るもの、

「幼稚園」に関係する規則を廃止するものなどがございます。 

 次に、施行時期につきましては、平成 31 年４月１日から施行いたすものでございます

が、市立保育所及び市立幼稚園につきましては、平成 30 年度末で閉園となるものと、平

成 32 年度末で閉園となるものがあるため、改正規則の附則のただし書きにより、第１条、

第７条、第 10 条から第 12 条まで、第 14 条、第 15 条、第 19 条、第 21 条及び第 22 条第

２号から第４号までの規定は、平成 33 年４月１日から施行いたすものです。 

 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、ご承認賜わりますようよ

ろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 今、式課長からもありましたが、ここに改廃が 22 件ということで、一

覧で上げてもらっています。一度に皆様にこれを見ていただくということで、大変なんで

すけれども、何か質疑等ありましたらよろしくお願いします。 

  

【岩井委員】 第 12 条の八尾市教育委員会所管職員名称規則の一部改正について質問さ

せていただきたいと思います。その中の第２条にあります職員の名称なんですけれども、

１号の事務職員の名称に、これまでなかった心理士というのが新たに加わっておりますけ

れども、その背景や意図などについて教えていただきたいと思います。 
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【式教育政策課長】 今、ご質問いただきました心理士についてでございますが、これま

でもいわゆる心理士という役割を果たす職員が在籍をしてございます。ただ、今回の改正

に合わせまして、改めてこれまでの主事、指導主事に加えて心理士という職員の名称で位

置づけていくということでございます。 

 

【中山教育長】 この件について、心理士である水野委員、いかがですか。 

 

【水野委員】 八尾は、虐待、不登校やいじめについて、心理士の先生、教育センターを

初め、大変活躍いただいていると見ております。また、公認心理士という国家資格で合格

者が出まして、来年４月からスタートするわけで、心理士も皆様に認めていただけるよう

に頑張らなきゃいけないということもありますけど、こうやって職員の中に規定を盛り込

んでいただいたということは非常に画期的でもあります。なので、非常に私個人としては

喜ばしいことだと思っています。 

 

【中山教育長】 岩井委員、どうですか、いかがですか。 

 

【岩井委員】 これから、心理士が活躍されていくことを願っております。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 ほかに、他の件でも結構ですので質疑ありましたらお願いします。 

 

【御喜田教育長職務代理者】  幼稚園が閉園される等ということで、「学校園」を「学

校」という形に、「園」という文言を消されているという説明を受けたんですが、青少年

会館条例施行のところでは、現行では「学校園（保育所含む）」となっているのが、改正

案のところで、「学校園」という形で、「園」がまだ残っているんですね。そこのところ

詳しく説明していただけたらと思います。 

 

【式教育政策課長】 ただいま委員からご質問いただきました、青少年会館条例施行規則

でございますが、ご説明させていただきましたように、今後市立の幼稚園としては閉じて

いくというところで、その部分につきましては「園」というものを取りまして「学校園」

を「学校」と変えさせていただくのが基本になると思っております。 

 ただ、この青少年会館条例施行規則につきましては、この第５条第２項第１号で言いま

す学校園の中に、認定こども園も含まれますため、園というものを、ここについては残し

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。ほかに何かありませんか。表記の仕方等々で変

わっている部分もあるんですが、大丈夫ですか。 

 

【御喜田教育長職務代理者】 表記の仕方で説明していただきたいんですけど、幼稚園審

議会規則で、現行では市立小学校及び中学校の校長となっているのが、改正案では市立小
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学校、中学校、または義務教育学校と、「及び」から「または」になっているんですね。

そこのところ説明をお願いします。 

 

【式教育政策課長】 「及び」と「または」の使い分けなんですけれども、こういった法

令の中で「及び」とか「または」という場合に、「及び」というのは英語で言いますとい

わゆるａｎｄに当たり、両方含みますという意味になります。「または」というのは英語

で言うとｏｒで、どちらか１つ選択するという意味になってございます。幼稚園審議会規

則の中で、市立小学校及び中学校の校長とありましたものを、市立小学校、中学校または

義務教育学校の校長という形で表記をさせていただいています。これは義務教育学校とい

う新しい校種が出てきたことに伴いまして、つけ加えるものなんですけれども、ここのも

ともと「及び」となっていたところですね、これまで幼稚園審議会の委員は次の各号に掲

げる者のうちから委嘱、任命するとなっていて、その中で小学校と中学校の両方の校長の

中から選ぶことができるという意味合いでとらえておりました。今回、義務教育学校をつ

け加えるにあたり、小学校、中学校または義務教育学校ということで、義務教育学校とい

うのは前期課程、後期課程となりますので、小学校、中学校と義務教育学校が並列になる

ことというのは基本的にございません。ですので、小、中学校と義務教育学校というのを

比べてみたときには、どちらか選択になるということで、ここでは「または」という用語

を使わせていただいているというところでございます。 

 

【中山教育長】 これは教育委員会でつくって、政策法務課もチェックしていただいてい

て、点検はともにしていただいた形になったと判断していいんですね。 

 

【式教育政策課長】 我々でもしっかり見ておりますし、法務を担当している部門にも念

のためにチェックをお願いしているところでございます。 

 

【中山教育長】 これだけの数をするのは本当に、教育政策課大変だったと思うんですが、

地道にこうして一つ一つチェックかけてくれました。ありがとうございます。 

 村本委員、水野委員、何かありましたら。よろしいですか。 

 質疑がないようですので、採決に移らせていただいてよろしいでしょうか。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】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第３号「八尾市教育委員会表

彰規則等の一部改正等の件」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】 報告事項は聞いていないんですが、事務局、何かありませんか。 

 委員の皆様、何かございませんでしょうか。よろしいですか。 
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 ないようですので、以上をもちまして１月定例教育委員会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


