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２月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、２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岩井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】 では、１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、この件について何か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、１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、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

 

 

（教育長報告） 

１月22日（火） 

１月23日（水） 

 

１月25日（金） 

 

１月26日（土） 

 

１月27日（日） 

定例教育委員会  

「八尾の小さな巨匠展」（特別支援教育作品展）開会式典  

八尾市立桂小学校公開授業研究会  

交通安全キャラバン隊見送り  

平成30年度第４回行財政改革推進本部会議  

西郡のまちづくり協議会新年の集い  

八尾商工会議所青年部創立 30周年記念式典  

第33回八尾市綱引競技選手権大会  

開 催 年 月 日  平成３１年２月２２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 

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・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  
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１月28日（月） 

 

１月29日（火） 

１月30日（水） 

 

１月31日（木） 

２月１日（金） 

２月３日（日） 

２月４日（月） 

 

２月５日（火） 

 

 

２月８日（金） 

２月９日（土） 

 

２月10日（日） 

２月13日（水） 

 

２月15日（金） 

２月16日（土） 

 

２月18日（月） 

各派代表者会議  

平成30年度中河内地区教育長連絡会  

八尾市献立コンテスト最優秀賞受賞献立給食試食（八尾小学校）  

八尾市文化財保護審議会  

第２回中河内地区人事協議会  

平成30年度大阪府都市教育委員会研修会  

大阪府都市教育長協議会２月役員会  

八尾天満宮節分祭追儺式  

部長会  

平成30年度第２回八尾市人権施策推進本部会議  

臨時教育委員会議  

近畿都市教育長協議会平成 30年度第３回役員会 

平成30年度中河内ブロック都市教育委員会研修会  

文教常任委員会所管事務調査  

八尾市立特別支援学校「閉校式典」  

チャレンジする「八尾っ子」講演会  

第43回近畿夜間中学校連合作品展  

刑部小学校「ふれあい給食サービス小学 3年生との交流会」  

八尾市食育推進講演会  

定例教育委員協議会  

第９回八尾市小学生なわとび名人検定・第７回小学生チャレンジな

わとび学年別認定会  

平成30年度市町村教育委員会教育長・学校教育指導主管部課長会議  

 

【中山教育長】 ２月９日の土曜日に八尾市立特別支援学校の閉校式典が行われたわけで

すが、長い歴史の中で 46年間、重度重複の子どもたちの教育ということで、やってきてい

ただいたんですが、小学部の子どもたちもいなくなり、入学停止の措置もとる中で、最後

の中学３年生の生徒が今年の春に卒業ということで、閉校式典が開催されました。たくさ

んの今までかかわってくださった方々が来られて、私は１部のみだったんですけれども、

その後の会議では皆様思い出話や、ここに至るまでの思いを語っていただいたと聞いてお

ります。  

 

【中山教育長】 それでは、委員の皆様には本当にこの間多くの行事に参加いただいてお

りますので、まず、皆様と一緒に参加させていただいたものについて報告させていただき

たいと思います。  

 １月31日に、アウィーナ大阪で開催されました大阪府都市教育委員会研修会に、岩井委

員とともに出席いたしました。研修会では、鳴門教育大学理事・副学長で、中央教育審議

会初等中等教育分科会、学校における働き方改革特別部会の委員でもある佐古秀一氏、こ

の方が「学校の働き方改革とこれからの学校づくり」という演題で講演してくださいまし

た。 
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 岩井委員、これはいかがでしたか。  

 

【岩井委員】  八尾の中でも本当に課題となっている内容でしたので、大変参考になりま

して、充実した研修会だったと思います。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す。  

 私は近畿都市教育長協議会の役員会への出席と重なってしまったので、途中からの参加

となりましたが、２月５日に開催されました中河内ブロックの都市教育委員会研修会に、

吉川副教育長とともに、村本委員、岩井委員にも出席いただきました。研修会では、東大

阪市の花園ラグビー場の視察や、東大阪市の小中一貫教育の取り組みについての説明があ

りましたが、村本委員、この研修、いかがでしたか。  

 

【村本委員】  ただいま教育長からお話がありましたように、私も参加させていただきま

した。この２月５日の午後からですけども、花園ラグビー場に集合しまして、施設の見学

をさせていただきました。すばらしい緑の芝生のグラウンド、加えて貴賓室ですか、一番

上の眺めのいいところを案内いただきまして、普通でしたら入れないところからの眺めの

すばらしさで、本当にここでゲームをやっているところを見てみたいなと強く感じました。  

 それと、ラグビーミュージアムも見学させていただきました。そこではバーチャルリア

リティーのヘッドギアをつけまして、本当に選手になったような感じでグラウンドを走り

回り、迫力のある映像を見させていただきました。もうあの設備を見ていると、秋にあり

ますワールドカップが本当に楽しみになってきまして、私もぜひ見たいなと思ったんです

けども、何かもう既に切符の予約がもう完全にいっぱいで、もうとても今からでは無理だ

というようなことで、日ごろ余りラグビーに興味はなかったんですけども、そんな者でも

見たくなるぐらいですから、日本中では物すごい数の人が見たいと思われてるんだなとい

うことで、この秋のワールドカップを楽しみにしたいと思います。  

 大変勉強になりましたし、楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 ありがとうございました。  

 続きまして、教育委員の皆様に個別に参加していただいた件について、聞かせていただ

けたらと思っております。  

 まず、１月 23日に、東京都千代田区の文部科学省で開催されました市町村教育委員研究

協議会に水野委員にご出席いただきましたので、この件につきましてお願いします。  

 

【水野委員】  １月23日と、少し前なんですけど、参加させていただきました。教育委員

の研修会ということで、教育委員としての職務というか役割について、文部科学省から説

明があり、また行政説明、働き方改革、新学習指導要領について、教育委員としてどのよ

うにかかわったらいいかというお話でした。  

 午後は私、いじめ問題の分科会に出ました。やはり教育委員の目線ということで、教育

委員会議に参加しながら、また視察等でどうこのいじめの予防について対応していったら

いいかということの話し合いでした。私としては新たな視点というか、教育委員会のメン



－4－ 

バーとしてどういうふうにサポートしていったらいいかということをいろいろ考えさせら

れました。日本全国から集まってきて、その土地土地の学校文化の違いについてもいろい

ろお聞きして、非常に新鮮でした。どうも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す。  

 次に、２月 19日に、長池小学校で開催されましたビブリオバトルに岩井委員にご出席い

ただいたと聞いているんですけれども、いかがでしたでしょうか。  

 

【岩井委員】  長池小学校では、読書活動の一環として３年間続けて取り組んでおられる

というビブリオバトル、６年生の校内の決勝大会に参加させていただきました。本を読ん

で、考えたり思ったりしたことを表現し、みんなで共有し合いたいという思いから始まっ

た知的書評合戦のビブリオバトルなんですけども、小学校で実際に見せていただくのは今

回が初めてでした。その内容は、本当にレベルが高くてすばらしいもので、八尾図書館の

方も見にきてくださっていたんですけども、小学校６年生でもこんなにレベルの高いビブ

リオバトルができるのかと感激しておられました。  

 このようなすばらしい読書活動の取り組みは、長池小学校の中でも今後継続してやって

いってほしいと思いましたし、外にも発信して広めて、八尾で本好きの子どもたちをもっ

と増やしてほしいなと思いました。  

 ほかにも、１月23日に桂小学校、２月１日に桂中学校の「公開授業研究会」に行かせて

いただきました。小学校も中学校も学校一丸となって授業改革に一生懸命取り組んでおら

れました。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  

 去年の教育フォーラムの中で、中学生のビブリオバトルについて若干の報告をしたとこ

ろなんですが、小学校でもこうして広がっていく取り組みを今後していきたいなと皆様お

っしゃっているんで、頑張っていきたいなと思います。八尾図書館もご協力いただいてあ

りがとうございました。 

 個別に行っていただいた分、ほかに何かありましたらお知らせいただけたらと思います

が、よろしいでしょうか。  

 委員の皆様同士で、質疑等もありましたら。よろしいですか。  

 それでは、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】 それでは、議案審議に入らせていただきます。  

 まず、議案第５号「八尾市立小学校普通教室等空調設備整備工事の工事請負契約締結の

市議会議案提出の件」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５号「八尾市立小学校普通教室等空調設備整備工
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事の工事請負契約締結の市議会議案提出の件」について、ご説明申し上げます。  

 平成30年12月４日付で公募を開始いたしました八尾市立小学校普通教室等空調設備整備

事業については、４グループより参加表明及び提案書等の提出があり、八尾市立小学校普

通教室等空調設備整備事業者選定委員会において、プレゼンテーション審査等、慎重に選

定を実施した結果、株式会社九電工関西支店を代表企業とするグループを最優秀提案者と

して選定いたしました。 

 それでは、恐れ入りますが議案参考資料、八尾市立小学校普通教室等空調設備整備工事

の概要をごらんください。  

 契約の目的は八尾市立小学校普通教室等空調設備整備工事でございまして、契約の種類

は工事請負契約、契約の方法は随意契約でございます。契約の金額は13億7,916万円で、

契約の相手方は代表企業が株式会社九電工関西支店、構成企業は株式会社汎設計と株式会

社エネ・グリーン大阪支社でございます。工事場所は八尾市本町１丁目地内ほかで、仮契

約年月日は平成31年２月20日でございます。  

 なお、工事内容は設計、施工、工事監理となっており、空調設備を整備する小学校は八

尾市立八尾小学校ほか22校となっております。 

 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申し上げます。  

 

【中山教育長】 昨年の猛暑を受けまして、一挙に小学校にも普通教室等に空調をつけて

いこうということで、市長の英断もあり、また議員の皆様の議決もあり、こうして進むこ

とになりました。その件に関しまして、業者選定がこういう形で請負のほうが決まってい

くということで、今回これをまた３月市議会に議案として提出していきますので、ここで

教育委員の皆様にご議論いただくことになります。  

 この件につきまして、どんなことでも構いませんので、質疑よろしくお願いいたします。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  今、説明の中で、エントリーした会社が４グループあった

ということなんですが、このグループに決まった理由を教えていただけますか。  

 

【式教育政策課長】 今回、最優秀提案者に選定されまして、仮契約をさせていただきま

した株式会社九電工関西支店を代表企業とするグループでございますけども、提案の内容

の中で、いわゆる供用開始ということで、空調が各学校で実質的に使えるようになる日が

いつなのかという部分につきましては、今年の８月 20日ということで、今年の夏休み期間

中には空調が使える形で工事をするという提案でございました。  

 ちなみに、熱源の方式としては、いわゆるＧＨＰと申しまして、ガスを熱源とする方式

での提案となってございます。その他の部分につきましても、他の参加グループも、さま

ざま考えてご提案をいただいておるんですけども、結果的にはこの株式会社九電工関西支

店を代表企業とするグループが 200点満点中、 182.18点を獲得して最優秀提案者となった

というところでございます。  

 

【中山教育長】 プレゼンのもとに厳正な審査が行われた結果、今の得点をとられたと聞

いています。よろしいですか。  
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【水野委員】  エアコンというと電気のイメージなんですけど、ガスの提案のメリットに

ついてご説明いただけますでしょうか。  

 

【式教育政策課長】 空調設備については、大きく言いますとガスと電気、２つの方式が

あろうかと思います。ガスにつきましては、いわゆるガスエンジンを回す形で整備をする

ということになりまして、室外機と室内機があるんですけども、その室外機部分が違って

くるのかなというところでございます。室内機につきましては、機能等も含めまして電気

のものと変わりはございませんので、機能的な部分でガスと電気で差があるのかというと

ころにつきましては、そう大きな差があるわけではないのかなと思っております。  

 ただ、ガスにつきましてはいわゆるランニングコストの部分で、一定のメリットがある

という提案でございましたし、電気の場合ですと、キュービクルといいまして、電気設備

の改修が必要になる学校も出てくるというところがございます。ただ、ガスの場合ですと

一からつけることになりますので、キュービクルという部分の改修というのは必要なくな

ってくるので、そういった部分でも結果的にスケジュールに寄与する部分はあったのかな

と思います。  

 

【中山教育長】 学校のキュービクル、容量もあって、そこを電気だとかなり改修しない

といけない学校がある中で、ガス方式の場合はガス方式なりのメリットがあるということ

で理解していいんですね。  

 

【式教育政策課長】 はい。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  今、水野委員の質問にもあったと思うんですけど、私も空

調って聞くと電気って思うんですけど、今回、ガスによって動く空調を入れるということ

なんですけど、実際どこか使われているところがあって、そこではどういうメリットがあ

るとか、もしあるのであれば教えてもらいたいなと思います。  

 

【式教育政策課長】 教育関係の施設で言いますと、教育センターの建物でガス方式によ

る空調設備が導入されております。その部分につきましては、非常に安定して稼働してお

りまして、空調の機能について非常に良好な状態だとお聞きしているところでございます。  

 

【中山教育長】 実際に今使っているところもあるということで。  

 

【岩井委員】  小学校の普通教室等と、「等」がついてるんですけれども、今回の工事は

普通教室以外にもあるんでしょうか。また、その設置教室の総数はどれぐらいになるのか

教えていただきたいと思います。  

 

【式教育政策課長】 普通教室等としておりますのは、いわゆる現状普通教室として利用

している教室だけではなく、いわゆる普通教室規格ということで、おおよそ８メートル・

８メートルの部屋につきまして、少人数教室として利用していたり、今後児童数の変動等
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によりましては、普通教室として活用するというようなことも考えられますので、今回

「等」としておりますのは、いわゆる普通教室規格の部屋について空調設備を整備してい

こうというものでございます。  

 教室数につきましては、525教室を整備する予定としております。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。  

  

【村本委員】  大変すばらしいことだと思うんですけども、当初の予定より工期というか、

使えるようになるのが随分早くなったように思うんですけども、先ほどガスを使ってキュ

ービクルの工事が省けそうだというようなこともありましたけども、それ以外にも何か、

早くできるようになった要因があれば教えていただけたらと思うんですけど。  

 

【式教育政策課長】 工期、供用開始の日につきましては、先ほど申し上げましたように

８月中には使えるようになるというご提案でございます。ここの部分につきましては、従

来の方式では、さまざまな手続を経る必要もございますので、相当年数がかかるというと

ころで、今回設計施工一括発注という方式で、公募をさせていただいたところでございま

す。そういった中では、企業の技術力であるとかノウハウであるとか、そういったところ

を活用していただいて、工期につきましてもできるだけ早い段階で実施していただけるよ

うな提案を求めていたところでございます。  

 今回の最優秀提案の中では、発注等を一括してやることによって納期を早めたりとか、

工事につきましても夏休み期間中のみならず、授業中の期間、平日等もやっていくような

方式でご提案をされております。その中で、例えば平日夜間であるとか、土日であるとか

いった部分も活用しながら工事を進めていくという中で、ご提案をされているというとこ

ろで、工期の短縮を図られているところもございますし、工事の進め方につきましても、

初期の工事でより効率的に進められるような部分を抽出いたしまして、それを後の工事に

も反映させるといったような形で、会議、打ち合わせ等を重ねてスピードを速めるという

ような形での実施方法を考えておられますので、そういった提案努力の部分でも、スピー

ドが速まっているというところに寄与している部分があるのかなと考えております。 

 

【中山教育長】 設計施工一括という方式をとったということもありますし、土日も平日

も頑張ってやっていただけるというあたりで、８月 20日を目途にということが提案された

ということですが、学校現場もいろんな状況があり、児童もいる中での工事になるので、

このあたりは学校の協力がなければできないことです。教育委員会といたしましても先に

進めるというあたりで、学校長にはしっかりと協力してほしいということは伝えていかな

ければならないなと思っています。  

 岩井委員、いかがですかね。  

 

【岩井委員】  現場におりましたら、自分の学校がもうできるだけ早くつけてほしいなと

いうのが本音だと思うんですけども、そのあたりもスピードを速めるというようなことで、

いろいろ工夫とかも考えていただいているようですので、学校としてもできるだけ協力し
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ていただけるんじゃないかなと思っております。  

 

【中山教育長】 ほかに、よろしいですか。  

 

【村本委員】  先ほどから説明を聞かせていただきまして、工期短縮の実現にあたり、本

当にご苦労だったと思います。８月 20日から使えるということで本当に早くなったなと思

ってるんですけども、難しいでしょうが、一日も早く、今後もさらに縮める努力ができる

なら縮めていただけたらと思います。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 そうですね、一日も早くどの学校にもということで、またみんなに頑張

っていただけるようよろしくお願いします。  

 ほか、よろしいですか。  

 それでは、質疑がないようですので本件の採決に移らせていただきます。  

 この議案第５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】 ありがとうございます。  

 全委員異議なしと認めます。よって、議案第５号「八尾市立小学校普通教室等空調設備

整備工事の工事請負契約締結の市議会議案提出の件」について、原案どおり可決いたしま

した。 

 次に、議案第６号「土地の取得の市議会議案提出の件」について審議いたしますので、

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６号「土地の取得の市議

会議案提出の件」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  

 本件は、土地を取得するにつきまして、八尾市公有財産及び物品条例第５条の規定に基

づき市議会に議案を提出するにつきまして、教育長の事務委任等に関する規則第２条第６

号の規定により、教育委員会の議決をお願いするものでございます。  

 内容といたしましては、昨年２月に国史跡に指定されました由義寺跡を恒久的に保存・

活用するに当たり、本件土地を取得するものでございます。  

 取得する土地は、東部大阪都市計画事業曙川南土地区画整理事業地内の保留地で、街区

番号Ｃの１、画地番号２、地積 416.29平方メートル及び同街区、画地番号５、地積

7,566.31平方メートルでございます。  

 取得額は10億1,379万200円で、取得の相手方は、八尾市曙川南土地区画整理組合でござ

います。  

 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。  
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【中山教育長】 ありがとうございます。  

 昨年この時期に国史跡の指定を受けまして、１年がたったんですが、今回市が土地を取

得する形でということでの提案なんですけれども、これについて何かご質問ございません

でしょうか。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  またすごい金額でね、土地を買われるということなんです

けど、この土地を買った後の活用方法等教えていただけますか。  

 

【渞文化財課長】  今後の活用につきましては、八尾市史跡保存活用審議会の指導のもと、

活用についての考え方を明確にしてまいりまして、確実な継承を図るための『保存活用計

画』の策定を予定しております。  

 その後、具体的な整備の指針となる整備構想を策定するということになって、若干時間

がかかるかなとは考えておりますが、その具体的な整備像につきましては、発掘調査を踏

まえまして検討するとともに、市民の意見も取り入れて、児童、生徒が八尾市の歴史を学

び、また市民が憩えるような場所にしていきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 10億を超えるこの取得価格なんですが、国史跡になったということで、

一挙にこの10億を払ってしまうという形ではない点、説明お願いできますか。  

 

【渞文化財課長】  こういう土地の買上げにつきましては、史跡ということで法律に基づ

いて土地の所有者に課せられる義務への代償として行われるものでございます。買い上げ

の規模に応じて、直接買い上げと、先行取得方式の２つがございます。今回は買い上げの

規模が大きいことから、先行取得方式を行いまして、まず地方債を発行して土地を取得す

るということになります。  

 償還につきましては、10年間で償還を行うということで、最初の２年間は利子のみを、

その後８年間で元利等を償還していくのですが、それらに対して80％が補助されるという

ものになっております。取得にかかる予算を平準化しまして、一時に大きな財政負担が地

方公共団体にかからないということになっております。  

 以上でございます。  

 

【中山教育長】 ほかに質疑ございませんか。 

  

【村本委員】 今回のこの土地の取得に、 80％ですか、国が国史跡ということで負担して

いただけるということですけども、これからいろんな計画を進めていかれて上物が建って

くると思うんですけども、この上物については国史跡ということで、国の何か補助はある

のでしょうか。  

 

【渞文化財課長】  今後は発掘調査を行って現地の状況を確認し、整備をしていくという

ことになりますけど、その整備の計画策定あるいは整備工事につきましても、５割の補助

がございます。そういうものを活用しまして整備をしてまいります。  
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【中山教育長】 いかがですか。  

 

【村本委員】 今回、こういう提案がなされまして、私、遠回りして前を通ってきました

けども、仮のフェンスで囲ってあって、随分広くて、これはすばらしいものができるんじ

ゃないかなと期待しています。ぜひ頑張っていただきたいと思います。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。いかがでしょうか。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。  

 この議案第６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６号「土地の取得の市議会

議案提出の件」について、原案どおり可決いたしました。  

 続きまして、議案第７号「八尾市指定文化財の決定の件」について審議いたしますので、

提案理由を引き続き渞課長、説明願いします。 

 

【渞文化財課長】  それでは、議案第７号「八尾市指定文化財の決定の件」についてご説

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 10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。  

 それでは、提案理由についてご説明いたします。今年度は、八尾市太子堂３丁目３番 16

号に所在します宗教法人大聖勝軍寺が所有いたします絵画、絹本着色焔摩天像１幅と、同

じく大聖勝軍寺が所有いたします絵画、絹本着色子島荒神像１幅について、市指定文化財

とすることについて、八尾市文化財保護審議会に諮問いたしました。  

 絹本着色焔摩天像は、室町時代中期、15世紀前半の作で、菩薩相の焔摩天が左手に人の

頭がついたつえを持ち、水牛の背に座る姿を描いたもので、京都、醍醐寺にも類似した焔

摩天像が伝わっています。焔摩天は仏教を守護する十二天の一尊で、立像で描かれること

が多いのですが、本図は珍しく背景を伴った坐像であり、また、色彩等が良好に残ってい

ることなど、貴重な作品として評価されました。  

 次に、絹本着色子島荒神像ですが、本図は明治 34年に植松の松林寺からもたらされたも

ので、室町時代後期、十五、六世紀に描かれたものです。荒神は、日本独自の神仏習合の

所産として生まれたもので、仏教や寺院を守護する３つの荒神が知られ、その一つである

子島荒神は、平安時代に子島寺の僧、真興が悟り得たもので、唐風の装の一面四臂の姿で

密教の法具等を持っています。  

 子島荒神の絵画は、室町時代から描かれるようになりますが、本図はその数少ない作例

として、美術史的にも重要であるとの評価を得ました。  

 以上２件について、八尾市文化財保護審議会より市指定文化財として適当である旨の答

申をいただきましたので、議案として提出するものでございます。よろしくご審議の上、
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ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 市指定の文化財候補として、２点こうして上がってきたんですが、委員

の皆様、ご意見どうかよろしくお願いします。  

  

【村本委員】  新たに２点が指定文化財に指定されたということで、すばらしいことやと

思うんですけども、公開予定はあるんでしょうか。  

 

【渞文化財課長】  各お寺はこういう文化財を持っておられるんですが、公開されている

ところは少ないです。大聖勝軍寺におきましても、公開されていることはございませんの

で、市の指定を受けました後には、八尾市立歴史民俗資料館等で公開する機会をつくって

いきたいと考えております。  

 

【岩井委員】  ２つとも室町時代の非常に貴重な絵画ということなんですけれども、これ

はどのようにして発見されたのか、お聞きしたいと思います。  

 

【渞文化財課長】  八尾市では、平成22年度から市史編さん事業を行っており、市内の寺

社等につきまして、悉皆調査を行わせていただいております。そういう中で、新たにこう

いう仏像絵画等が発見されてるということでございます。まだ市史編さん事業は続いてお

りますので、今後もこのような発見があると考えております。  

 

【中山教育長】 市史編さんを今いろいろやっている最中で見つかったということで、ま

だまだ八尾では出てくる可能性もあるということですかね。 

 

【渞文化財課長】  先生方も、八尾市はすごいなということをおっしゃっております。こ

ういうものが知られずに残っていることから、まだまだ、出てくる可能性はあると思って

おります。  

 

【中山教育長】 いかがですか。  

 

【水野委員】  公開はこれから先ということなんですけど、こういうものが市の指定文化

財になったということの周知は、ホームページ等でされるんですか。 

 

【渞文化財課長】  毎年、『市政だより』には必ず掲載せさせていただいております。ま

たホームページあるいは八尾市の文化財情報システム等で周知をさせていただいておりま

す。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。ほかに何かご審議ございませんか。  

 それでは、ないようですので本件の採決に移らせていただきます。  

 議案第７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。  
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【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７号「八尾市指

定文化財の決定の件」について、原案どおり可決いたしました。  

 引き続きまして、議案第８号「八尾市運動部活動の在り方に関する方針の決定の件」に

ついて審議いたしますので、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】  ただいま議題となりました、議案第８号「八尾市運動部活動の在り方

に関する方針の決定の件」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 15号の規定によ

り、委員会の議決を求めるものです。  

 提案の理由ですが、生徒の健全な成長の確保と教員の負担軽減を図るため、運動部活動

の適切かつより効果的なあり方の方針を策定するにつき、本案を提出する次第です。  

 それでは、議案参考資料、八尾市運動部活動のあり方に関する方針案をごらんください。 

 本方針は、５ページの構成となっており、策定の趣旨、適切な運営のための体制整備、

合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取り組み、学校単位で参加する大会に

ついて、適切な休養日等の設定の項目と参考資料としての熱中症予防運動指針によって構

成されております。  

 まず、１ページの本方針策定の趣旨についてでありますが、運動部活動は学習意欲の向

上や、責任感、連帯感の涵養等に資する重要な活動として教育的側面での意義も高く、多

くの生徒の心身における成長と豊かな学校生活の実現に大きな役割を果たし、さまざまな

成果をもたらしてきました。  

 その一方で、運動部活動における適切な休養を伴わない行き過ぎた活動は、生徒の心身

のバランスのとれた発達を妨げるという問題があるとともに、教員においても、部活動が

超時間勤務の要員の一つになっております。  

 このたび、平成30年３月に、スポーツ庁が運動部活動のあり方に関する総合的なガイド

ラインを策定し、平成 30年９月に、大阪府においても運動部のあり方に関する方針が出さ

れ、運動部活動の活動時間及び休養日の設定、その他適切な運動部活動の取り組みに関す

る運動部活動のあり方に関する方針を策定するよう示されたことから、八尾市教育委員会

においても方針を策定するものです。  

 今後、本方針を踏まえ、全ての中学校において、運動部活動の練習方法、練習時間のあ

り方や休息の取り方等の検証をし、科学的トレーニングの積極的な導入等により、短時間

で効果の得られる合理的でかつ効率的・効果的な指導を実施し、運動部活動を持続可能な

ものとすることにより、生徒が生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する資質・能

力を育むことができるよう期待するものです。  

 ２ページをごらんください。  

 適切な運営のための体制整備の項目では、学校は本方針にのっとり、毎年度、学校の運

動部活動に係る活動方針を策定すること。顧問は、年間の活動計画を策定すること。また、

毎月の活動計画及び活動実績を作成すること。校長は、学校の部活動に係る活動方針、及

び部活動ごとの年間の活動計画を保護者会等で周知するとともに、ホームページ等に掲載
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することを示しております。  

 あわせて、指導・運営体制の構築として、校長は、教員の長時間勤務の解消等の観点か

ら、業務改善及び勤務管理等を行い、適宜、活動内容の指導、是正を行うことを示してお

ります。  

 次に、合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取り組みの項目では、２ペー

ジから３ページにかけて、生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメントの根

絶について、競技種目の特性等を踏まえた科学的トレーニングの積極的な導入により、休

養を適切にとりつつ、短時間で効果が得られる指導を行うことについて、熱中症事故の防

止への対応等についてを示しております。  

 次に、学校単位で参加する大会の項目では、大会への参加が生徒や運動部顧問の過度な

負担とならないよう、公式戦の参加回数について示しております。  

 次に、適切な休養日の設定では、３ページから４ページにかけて、生徒にとって望まし

いスポーツ環境を構築するという観点から、休養日と活動時間について示しており、まず、

休養日については、学期中は、週当たり２日以上の休養日を設定すること。なお、休養日

については、平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日は少なくとも１日以上の休養日に

設定すること。公式戦への参加やそれに向けた練習等で活動した場合の休養日を、他の日

に振りかえること。長期休業期間の活動については、先ほどの休養日の設定に準じた取り

扱いを行うとともに、８月中旬や年末年始には、ある程度まとまった休養日を設け、生徒

に十分な休養を与えること、としております。 

 また、活動時間については、平日の放課後の活動時間は２時間程度とすること。学校の

休業日、学期中の週末を含む活動は３時間程度とすることとしております。これは、国及

び大阪府とほぼ同様の規定となっております。 

 本方針案の内容説明については以上となりますが、委員の皆様にご審議いただき、ご承

認いただいた際には、校長会を通じて２月下旬に学校現場に周知し、平成 31年４月より全

中学校において本ガイドラインに基づき部活動を実施する予定でございます。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 今、提案があったんですけれども、ここで審議して議決した中で、今度

は校長会に示して、学校長はこれをもとにそれぞれ学校独自で方針策定していくという流

れとなっています。  

 審議いただく前に、私から確認の意味も込めて委員の皆様に知っておいてほしいんです

が、この方針自体は事務局だけで検討したものではなくて、学校現場も入っているんです

よね。そこのところ、説明をお願いします。  

 

【仁科指導課長】  八尾市の運動部活動の運営の適正化に向けて、校長会の参画を得て検

討会議を設置してまいりました。平成 30年11月からこの１月末にかけて、３回の検討会議

を経て方針案を検討してきたものでございます。  

 

【中山教育長】 ということで、学校からの意見も取り入れて、ここに至っているという

ことで、委員の皆様にご審議いただくんですけども、どんなことでも結構ですので、もう
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ページも区切りませんので、聞いていただけたらと思います。  

 

【水野委員】  部活動の問題は、マスコミ等でもさまざま指摘を受けているということも

あります。それからあと、ここにもありますように、気候変動ということで、さっきのエ

アコンのことも関係しますが、夏が非常に暑くて、もう本当に健康被害を心配するという

ことで、もう 20年ぐらい前とは全く状況が違っています。なので、大きな流れとしては、

この方向というのは文科省等の答申を見ても、あるべき姿に近づいていくんじゃないかと

思います。  

 ただ、もう一つはトレーニングの効果ということで、今、仁科課長に説明いただきまし

たけど、科学的なスポーツのあり方ということを、部活動の顧問の先生、なかなか専門外

というところも多少はあるということは理解してるんですけど、がむしゃらに頑張るとか、

何かひたすらに努力していくということではない指導方法を何か八尾の先生方みんなで考

えていくような機会に、これを利用できるといいんじゃないかとお話を聞いて思いました。  

 

【仁科指導課長】  今、ご指摘いただきましたジュニア期におけるスポーツ活動の時間に

ついて、そういう医科学的な観点からも今回検討を進めてまいりました。日本体育協会が

示している中では、休養日を最低１週間に１日から２日を設ける、また週当たりの上限時

間を16時間未満としていくということが望ましいということで示されておりまして、こう

いった部活動の時間の考え方、また科学的なトレーニング等について、八尾市の中学校体

育連盟の各種目の主任等とも共有しながら進めてまいりたいと考えております。  

 

【中山教育長】 今の休養日のことで、私も保護者の方々から若干ご意見いただいたのは、

体を休めなければならないということはよくわかるんだけれども、子どもたちが一生懸命

それに打ち込んでいるのを、休養日をつくることでそこがまた全然違う形での時間になっ

てしまうことが心配だというようなお声をいただいている部分と、学校の中の先生方の中

にも、これは子どもたちの生徒指導とつながるので、休みをとらせたくないというか、そ

こまで言うと言い過ぎになりますが、そういう思いの方々もいらっしゃる中で、今回こう

いう形をとっていくので、我々としては休養日をただ単に設けるだけではなくて、休養日

の意義とか、どういう風に子どもたちがまた活用していくかということまでも念頭に入れ

て指導していかないと、今日は部活動が休みというだけではいけないとすごく思っている

ので、そのあたりは事務局も学校への指導も含めて行っていく必要があるかと思っていま

す。 

  

【水野委員】  済みません、立て続けで申しわけないです。今、教育長言われたこと、す

ごく大事なことで、先ほど長池小のビブリオバトルや文化財の公開の話もありましたけど、

何か家庭教育の充実ということ、それからあと子どもたちにいろいろ考えてもらうという

ね、１月23日文部科学省に行ったときも、これからのあるべき子ども像というのを主体的

に学んで、自分で考える、振り返るということはすごく大事なので、社会に出てからもた

だひたすら働くという、もう時代ではなくなっているので、自分でマネジメントをしっか

りして、何かもう一つ打ち込むというようなことも含めて、学校の先生方もそういうこと
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で学級経営とか生徒指導、また先生自身もそういう時間を持つということでの相乗効果み

たいなことがあれば、一段学校教育ステップアップしていくんじゃないかと思います。一

保護者として、本当に学校にお任せになっていた部分があって、子どもが部活行くってい

うのも何かうれしいというところもあるわけですよね。そうではなくて、家族で何かして

みようみたいなことも含めて、考えていかなきゃいけないということはあるのかなと思い

ます。 

 ですから、どう取り組んでいくかということも、話として保護者の方におろしていって

いただけると、すっと入っていくんじゃないかと思います。これは勉強もそうだと思いま

すね。思索の時間というか、自分で考えて、ただひたすら暗記をして、ボールペンのイン

クがなくなるまで書くという時代ではなくなってきてるということも、文科省の行政説明

を聞いても強く思いましたので、またよろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 この点あたりはいかがですか、事務局。  

 

【仁科指導課長】  今回の方針を策定し、施行するに当たって、保護者、そしてまた地

域のほうにも説明をしてまいりたいと考えております。当然、こういった行き過ぎたスポ

ーツ活動ということがスポーツ障害やバーンアウトにつながるということとあわせて、地

域、家庭における体験的な活動、またその他の学習活動が子どもたちにとっての学びにつ

ながるし、生きる力をつくっていってもらうと、そういう力を学校教育、社会教育も含め

て連携して対応していくことが必要であると伝えてまいりたいと考えてます。  

 

【中山教育長】 よろしくお願いします。  

 ほかの委員の皆様、いかがですか。  

  

【岩井委員】  私も学校現場におりましたので、運動部活動の意識改革というのは必要だ

というのも強く感じているんですけども、その意識改革も、平成 24年に大阪市立桜宮高校

の男子バスケット部の生徒が、指導者から体罰を受けてみずから命を絶ってしまったとい

うことがあったんですけども、そのときに、部活動というのは本来生徒の自主的、自発的

な参加による生徒ファーストの活動であるはずなのに、いつの間にか指導者ファーストに

なってしまっていて、その中で行き過ぎた指導、例えば殴る、蹴るなどの行為などもそう

だけども、休みの日も全くなくて、来る日も来る日も長い時間の練習に明け暮れて、もう

疲れてしまって全くほかのことにも目を向ける余地がないほどの過度な練習などもあって、

それが行き過ぎた指導ということで、指摘されていたということがあると思うんですけれ

ども、その中で、桜宮高校の事案があって、国としても動いて、運動部活動での指導のガ

イドラインというのが出されて、学校でも運動部活動について見直そうというような動き

になっていたと思うんですね。そのガイドラインには、今回出されている方針のベースに

なるものはほとんど示されていましたので、学校でもそういう事案があったということを

受けて、自分の学校ではどうなのかということで、振り返って、少しでも改善を図ろうと

いうことで進めてきたと思うんですね。その流れに乗って、この方針が国からも出されて

いると思いますので、今回こういう風に、八尾として方針をしっかりと出していただけた
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ら、学校としても部活動のさまざまな課題に対しての改革が一層進むんじゃないかなと思

っております。  

 今回、休養日の数値とかもしっかりと出していただいて、八尾としてやっていただけた

ら、学校個々ではなくて全体で進むことができますので、本当に今まで学校として一歩踏

み出せなかったところが、より踏み出しやすくなったんじゃないかなと思っております。  

 その中で、質問なんですけども、２ページの指導運営にかかる体制の構築のアのところ

で、校長は生徒や教員の数を踏まえ、適正な数の運動部を設置するとあるんですけども、

少子化が進んで、１校当たりの先生の数も減ってますし、専門的に教えられる先生もおら

れないという中で、運動部の数を減らさないといけない学校も出てくるかと思うんですけ

ども、そのあたりで教育委員会として、何かもし支援策というようなものですかね、考え

ておられるなら教えていただきたいと思います。  

 

【仁科指導課長】  今、岩井委員からお話がありましたように、生徒数が減って、野球部

であったりサッカー部であったりといったところの集団で競技を行う種目において、維持

が難しくなってるという学校もございます。一定そういった中で、一つの見通しを持って

各学校長においては、クラブ活動の数の再編についても今検討をいただいているところで

ございます。  

 教育委員会としての支援策として、国にも部活動指導員制度というのを示しているとこ

ろもあります。人材の確保であったり、報酬の面であったりと課題も指摘されている部分

もございまして、研究をしてまいりたいと考えております。  

 

【中山教育長】 委員会の中でもまだ研究の段階なんですけど、他市では市全体で幾つか

クラブをつくって、子どもたちが課業が終わったら別の学校に行くというシステムをとっ

ておられる学校もあるんですが、なかなかそこに至るには八尾は難しい部分もあって、う

ちの学校は野球部がないからどこどこ中学校の野球部に行くとか、そういうことができて

広がっていくといいんですが、実現するにはまだまだたくさん課題がある中で、やってお

られる市がどういう形でできているのかは、今調べている最中ですね。  

 岩井委員、そのあたりも心配してくださっているかと思うんですけれども、どうですか

ね。 

 

【仁科指導課長】  他市で、学校の共同のクラブ運営というのをやっているところの事例

では、子どもたちの移動の手段の安全性の確保をどのようにしていくのかといった部分で、

八尾市においてその制度を導入していくときには一定の課題があるのかなとは考えており

ます。ただ、中学校体育連盟等については、共同の学校による部活動でも対外試合に出れ

るとか、そういったところの規約の改正も一方で進められているところもありますので、

あわせて研究してまいりたいと思います。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。  

 今回、運動部がこうして出てくるんですが、文化部についてはどう事務局として考えて

いるのかを、教育委員の皆様に示していただけますか。 
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【仁科指導課長】  この30年12月に、文化庁がガイドラインを出しておりまして、今、大

阪府が、検討の素案を作成している段階です。それぞれの内容を見させていただいている

中においては、運動部の考え方の休養日と活動時間等の考え方について、ほぼ同じ内容と

なっておりますので、今回この運動部活動の方針を固めて、３月にその内容に準じた文化

部のガイドラインについても改めてご提案をさせてもらいたいと考えています。  

 

【中山教育長】 ということなんですが。  

  

【岩井委員】  部活動の問題というのは本当に学校だけでやれるものではありませんし、

保護者も地域の方も、学校の先生も意識改革が大事だと思っております。それに、教育委

員会の支援も必要だと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  

 ほか、よろしいでしょうか。  

 それでは、質疑がないようですので本件の採決に移らせていただきます。  

 議案第８号につきまして、原案どおり可決させていただいてよろしいでしょうか。  

 

【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８号「八尾市運動部活動の

在り方に関する方針の決定の件」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。 

 その他、何か報告事項、事務局からありますでしょうか。 

 

【仁科指導課長】  教育課程特例校の指定の件について、ご報告をさせていただきたいと

思います。  

 平成31年２月12日付で、大阪府教育長より八尾市教育委員会に対して文部科学省初等中

等教育局教育課程課より、桂中学校、桂小学校、北山本小学校について、教育課程特例校

に指定した旨の通知がありましたので、ご報告をさせていただきます。  

 なお、今後各学校に周知するとともに、さらなる特色ある学校づくりを進めてまいりま

す。 

 以上です。  

 

【中山教育長】 文部科学省から桂中学校、桂小学校、北山本小学校において教育課程特

例校に指定したという旨の通知が参りましたので、今後一丸となって進めていきたいと思

います。よろしくお願いします。  

 この件について、委員の皆様、よろしいですか。  
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 ほかに、事務局から何か報告ありますでしょうか。よろしいですか。  

 委員の皆様、何かこの際ありますでしょうか。よろしいですか。  

 ないようですので、以上をもちまして２月定例教育委員会を終了します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


