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４月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、ただいまから、４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、よろしくお願いします。  

 

【中山教育長】 では、３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、３月定例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、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

  

（教育長報告） 

３月22日（金） 

 

３月24日（日） 

３月25日（月） 

３月26日（火） 

３月28日（木） 

２月29日（金） 

 

定例教育委員会  

校園長会  

八尾大正フットボールクラブ  40周年記念式典 

八尾市史跡保存活用審議会  

出向職員等訓示式  

転出指導主事辞令式 

退職者訓示式及び八尾市立学校園長等辞令式  

部長会  

開 催 年 月 日  平成３１年４月２２日（月） 

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・木下教育総務部次長・万代教育総務部次長・山本総務

人事課長・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・田頭教育総務部参事・松田教育総

務部参事・奥学校教育部参事・黒井指導課長補佐  
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３月31日（日） 

 

４月１日（月） 

 

 

 

４月２日（火） 

４月３日（水） 

４月４日（木） 

 

４月５日（金） 

 

４月８日（月） 

 

４月12日（金） 

４月13日（土） 

４月15日（月） 

 

４月18日（木） 

東山本小学校  春ごと 

みんなの楽校  

八尾市教育委員会事務局職員管理職訓示式  

新規採用校務員辞令式  

八尾市公立学校教職員採用辞令式  

八尾大正フットボールクラブ表敬訪問  

部長会  

義務教育学校 (高安小中学校)入学式  

校園長会・教頭会  

平成31年度市町村教育委員会教育長会議  

部長会  

八尾河内音頭まつり庁内実施本部会議  

第56回新入社員を励ます集い  

生徒指導主事辞令式  

大阪府都市教育長協議会４月役員会・総会・定例会  

龍華図書館100万人来場者記念式典  

定例教育委員協議会  

保健主事辞令交付式  

未成年者飲酒防止街頭キャンペーン  

 

【中山教育長】 ３月末から４月当初にかけて、さまざまな行事等々ございました。４人

の委員の皆様方から、この間の活動について何かありましたらご報告をいただけたらと思

います。  

 

【岩井委員】  ４月２日、久宝寺小学校の入学式に出席いたしました。大変お行儀のよい

１年生で、校長先生のお話にもありましたように、早く学校を大好きになって、友達をい

っぱいつくってほしいなと思いました。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  

 ４月４日には教育委員の皆様方全員に出席いただいて、校園長会、教頭会を開催するこ

とができました。ありがとうございました。校園長、教頭もまた新たな気持ちで今年度頑

張ってくれると思います。  

 ほかに、何かご報告ありませんでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、質疑等々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】 それでは、議案審議に入らせていただきます。  

 議案第16号「平成32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
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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 16号「平成32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

務委任等に関する規則第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。 

 提案の理由でございますが、本年度は八尾市立小学校において全ての教科書について採

択する年となっております。つきましては、平成32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32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グローバル社会に必要な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。  

 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、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。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

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。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、今回の基本方針の変更は前回から大き

くはしておりません。  

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、議案第 16号の提案理由の説明といたしま

す。 

 

【中山教育長】 基本方針の説明が終わりましたが、説明にありましたように本年が小学

校、義務教育学校の前期課程の教科用図書の採択がえ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。  

 これにつきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお出しいただきたいと思います。  

 まず、事務局に私から、新しい学習指導要領を見据えて、この基本方針で、今までずっ
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とやってきた中で、この部分には思いを込めたという部分があったらお願いできますか。  

 

【仁科指導課長】  教科用図書採択の基本方針につきましては、前々回の教科書採択の基

本方針から大きくは変更しておりません。具体的に文言として変更したのは、前回におき

ましては「広く世界に向ける国際感覚を身につけた」という表現がございましたけれども、

１点、グローバル社会といったところが今回の新学習指導要領においても大きな社会の対

応というところで、グローバル社会という文言を追記したといったところが変更点でござ

います。  

 

【中山教育長】 委員の皆様からご意見、質疑よろしくお願いします。  

  

【岩井委員】  私は初めての経験ですので、手順とかスケジュール、それから採択に当た

って特に留意しなければならないようなことがありましたら教えていただきたいと思いま

す。 

 

【仁科指導課長】  手順といたしましては、今回の議案の中で後にございますけども、教

育委員会から選定委員会に諮問をし、併せて、選定委員会で人選された調査員にも研究を

依頼していくといった手順が４月から５月までございます。  

 また、７月初旬に選定委員会において、調査員からの結果を報告いただいた事項も踏ま

えて議論をし、答申が作成され、７月中旬に教育委員会にその答申を提出いただくという

手順になっております。 

 教育委員の先生方にも、並行して教科書を調査研究いただくわけでございますけども、

時期としては６月ぐらいからになると考えております。  

 

【中山教育長】 教育委員の皆様方にも大変見ていただくのにお時間とりますが、しっか

り選定していきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

 ほかに質疑等々ございませんでしょうか。基本方針、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が、教科書採択にかかわっては、適正

かつ公正な採択の確保の徹底は本当に非常に重要なものでありますので、これを損なうこ

とがあってはならないと考えております。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をお知りいただくために、開かれた採択を私たちは

一層進めていかなければなりません。  

 これらのバランスを考えて、今回の採択事務については、選定委員会の委員の皆様が外

部から不当な圧力を受けず、自由な議論ができるように、選定委員会の委員名簿や会議録、

調査員名簿については、教科書採択終了後まで非公開として、採択にかかわる教育委員会

議については、市民に開かれた採択の観点から、公開で行っていきたいと考えております。  

 この点も含めまして、委員の皆様方、議案第 16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。 



－5－ 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。  

 よって、議案第16号「平成32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、原案どおり可決いたしました。  

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

よろしくお願いします。 

 続きまして、議案第 17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まして説明いたしま

したように、この件につきましては、会議は非公開で行います。  

 傍聴の方には申しわけありませんが、一旦ご退場いただきますようよろしくお願いいた

します。  

 議事の都合により、暫時休憩といたします。  

 

（休憩） 

 

（以下、非公開審議）  

 

【中山教育長】 それでは再開いたします。  

 議案第17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、引き続き仁科課長より説明願います。  

 

【仁科指導課長】  議案第17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、

採択準備を進めるため、本案を提出するものでございます。 

 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。  

 初めに、選定委員会メンバー構成についてでございます。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協議会より、

私立学校の校長及び教員につきましては、八尾市校長会、八尾市教育研究会、八尾市小中

学校教育課程研究委員会、八尾市立学校より、また教育委員会事務局からは学校教育部長、

教育センター所長、人権教育課長の３名が、全 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 31年４月22日から平成32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

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
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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、この件につきまして質疑を進めたいと思います。  

 お名前だけでなかなか把握はしにくいかと思いますが、私が見る限り市立学校の校長に

つきましては、小学校、中学校どちらの経験もある者が複数名、それから教員は小学校と

いう形ですが、かなり中学校のこともわかっている者が含まれている状況だと思います。  

 それから、事務局も小学校、中学校みんな把握している状態で、しっかりとやらせてい

ただけるかと見ています。  

 あと、このＰＴＡ協議会から出てくださっている寺地さんは、母親代表ですか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】 母親代表です。 

 

【中山教育長】 小学校籍の方ですか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  寺地文子さんについては、平成３０年度八尾市ＰＴＡ協議

会の母親代表であり、小学校より参画いただいています。  

 

【中山教育長】 母親代表で入っていただくということで、子どもの視点でしっかりと見

ていただけるかと思います。  

 委員の皆様方、いかがでしょうか。前回、小学校、中学校両方の視点で見たほうがいい

んではないかという課題をいただいてたので、今回はその点はクリアしていると思うのと、

義務教育学校の校長も入っていますので、９年間見据えて見ていっていただけるのではな

いかと思っています。  

 よろしくお願いします。  

 

【水野委員】 教科のバランスというのは当然あると思うんですけど、もちろん非常に小

中を見据えてよくわかっている方々だと思うんですけど、今回教科の幅が広いので、私、

道徳だけしか経験してないので、どのような工夫というか、もし何かありましたら。  

 

【中山教育長】 教科ということ、小学校全般的にみんなオールマイティーで指導してい

るんですが、その中でも得意分野はあるかということで、それに関してはここに上がるま

での調査委員さん等々のこともあるかと思うので、その辺事務局で説明していただいたら

と思います。  

 

【仁科指導課長】  調査員を各教育研究会を含めて調整させていただいて、各教科ごとに

３名ほど選任いたしております。その調査員の選定については、指導経験であったり、中

河内の教育課程研究会等での研究発表の実績であったり、そういったところを、人事部門

であったり学校現場の校長先生方と協議した上でご推薦をいただいて選任いたしておりま

す。 
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【中山教育長】 水野委員がご心配いただいている、教科のバランスはどうなのかという

あたりについては。それも担保できるということで理解してよろしいですか。  

  

【黒井指導課長補佐】 選定委員会の八尾市立学校代表の先生方については、指導教諭首

席という立場の方を考えておりますので、一定各学校であったり、市域の中でもそういっ

た研修等で小学校全般に関してかかわっていただいている方なので、その辺もひっくるめ

てきちんと考えてさせていただいております。  

 

【中山教育長】 水野委員、よろしいでしょうか。  

 

【水野委員】  カリキュラムマネジメントというと、教科の枠を超えていくということも

大事ですし、そうやって見渡せる方が入っていただけるということで安心しました。あり

がとうございます。  

 

【今岡学校教育部長】  今、水野委員がおっしゃったとおりでございます。また、黒井補

佐からもあったとおりでございます。特に委員のバランスが非常にいいということもござ

いますし、加えて先ほど教育長からもございました、義務教育学校の校長自身が小中両方

で教諭としての勤務もございますので、そういったところでの視点も非常に有効だと考え

ております。  

 

【中山教育長】 ほかに質疑ございませんでしょうか。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  済みません、確認なんですけど、来年度から教科として英

語が入ると思うんですけど、初めて英語の教科書を選ぶに当たって、そこも少し不安なん

ですけど、その辺もこの先生たちは網羅できているのか教えていただけますか。  

 

【中山教育長】 英語について、お願いします。  

 

【仁科指導課長】  今回、先ほどご紹介させていただきました調査員の中で、本日の名簿

にはございませんけれども、小学校の教科書でありますけども、中学校の教員にも入って

いただいて、調査を、外国語については研究をいただくということを予定いたしておりま

す。そういった中で、小中の連続性であったり、小学校でこれから対応が求められる教科

書内容についてもしっかり調査をしていただけるものと考えております。  

 

【中山教育長】 ほかには。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が、多方面の方々に多角的にご検討い

ただける人選であるということ、それから選定委員の皆様には基本方針に基づいてご審議

いただきたいと思っていますので、事務局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17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】 全委員異議なしと認めます。  

 よって、議案第17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」については、原案どおり可決いたしました。  

 それでは、議事の都合により暫時休憩いたします。  傍聴の方に入室いただくようお願

いします。  

 

（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 18号「平成 32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」について審議いたします。  

 提案理由を仁科課長より説明願います。  

 

【仁科指導課長】  議案第18号「平成32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条第 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 32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、本案の議決を

求めるものでございます。  

 それでは、お手元の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。 

 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新学習指導要領に

示された社会に開かれた教育課程の理念を踏まえ、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ありますように、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グローバル社会に必要な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
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いて検討をお願いしたいと考えております。とりわけ、正確・公正・教育的配慮について、

人権の尊重について、民主的な人間の育成について、確かな学力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

書選定調査員事務運営要綱によるものでございます。  

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、議案概略の説明といたします。よろしくお願

い申し上げます。  

 

【中山教育長】 教科用図書の選定委員会にこういう形で諮問させていただくということ

につきまして、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。  

 

【岩井委員】  この諮問について異議はないんですけれども、諮問して、その答申はどの

ような形で上がってくるんでしょうか。私、初めてですので教えていただきたいと思いま

す。 

 

【仁科指導課長】  諮問については小学校については全ての教科を諮問いたしますので、

その全ての教科において調査と、調査員が調査した事項について選定委員会で確認したも

のがそれぞれの観点の中でどのように評価したのかといったことが、答申文案として示さ

れて上がってくるということになります。それを受けて、教育委員会において改めて調査

審議をしていただくという形になります。  

 

【中山教育長】 この諮問文を受けて、しっかりと調査いただいて、最終この選定委員会

から我々教育委員会に報告をいただけるので、それをもって私たちが再度決めていく流れ

になっています。 

 他の委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 それでは採決に移らせていただきます。  

 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。  

 

【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18号「平成32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、原案どおり可決いたしました。  

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

に、先ほど申しましたように答申をいただき、検討していきたいと思います。  

 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が、平成 32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考えております。また、以降、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議につきましては公開で行うこ
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ととしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。教育委員の皆様にも大変ご苦労

をかけますが、よろしくお願いいたします。  

  それでは、続きまして議案第 19号「八尾市いじめ調査委員会委員の解職及び委嘱につ

いて臨時代理承認の件」について審議いたします。  

 提案理由を、森人権教育課長より説明願います。  

 

【森人権教育課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 19号「八尾市いじめ調

査委員会委員の解職及び委嘱について臨時代理承認の件」につい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３条第２項の規定により、次のとお

り委員会の承認を求めるものでございます。  

 提案理由でございますが、八尾市いじめ調査委員会委員の解職及び委嘱することについ

て、教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項による臨時代理を、平成 31年４

月11日付で実施したため、委員会の承認を求めるため、本案を提出する次第でございます。  

 それでは、お手元資料、八尾市いじめ調査委員会委員名簿をごらんください。  

 表中の備考に記載しております、西林幸三郎委員より、平成 31年４月11日付で、一身上

の都合により委員を辞職したい旨の意向がございました。意向を受け、４月 11日付で教育

長の臨時代理により、同委員の解職を行っております。  

 西林委員の辞職に伴い、平成 31年４月12日付で、小西智子さんに八尾市いじめ調査委員

会委員の委嘱を、教育長の臨時代理により行っております。  

 なお、小西委員の任期につきましては、西林元委員の残任期間である平成 31年４月12日

から平成31年12月21日までとなっております。  

 小西委員についてですが、弁護士であり、現在、八尾市いじめ調査委員会調査補助員と

して、この後ご報告させていただきます、いじめ事案に係る調査を担っていただいており

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。よろしく

ご審議の上、ご承認賜わりますようお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 説明にもありましたように、４月 11日付で一身上の都合でということで

いただきましたので、臨時代理をさせていただいた件について、皆様に審議いただきたい

と思います。  

 何か質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、ないようですので採決に移らせていただきます。  

 議案第19号につきまして、原案どおり承認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】 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19号「八尾市いじめ調査委員会委員の解職及び委嘱について臨時代理承

認の件」については、原案どおり承認と決しました。  
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｛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。  

 「平成31年度教職員人事異動について」、木下教育総務部次長より報告願います。  

 

【木下教育総務部次長】 失礼いたします。それでは、平成30年度末31年度当初の教職員

人事異動について、ご報告申し上げます。  

 資料をごらんください。１ページ目です。  

 数値的には、昨年度と比べますと、ここしばらく同じような傾向ですけれども、児童数、

生徒数、園児数、いずれも減少傾向ということになっております。小学校児童数の減少に

つきましては、本年度は134名減少となっております。中学校については、ここ数年180名

を超える減少がずっと続いているような状況です。また、幼稚園につきましては、公立認

定こども園の開園に伴い多くの園児が転籍し、３園を残して閉園となったことから、幼稚

園の園児数は減少しております。  

 続きまして、１ページ目中段になりますけれども、首席・指導教諭の配置につきまして

報告いたします。  

 全ての学校での配置を目指しておりますけれども、小学校と義務教育学校前期で２校、

中学校と義務教育学校後期で３校、未配置の学校がございます。一方、指導教諭の配置に

つきましても、これも同じような課題がずっと続いておりますが、なかなか全校配置まで

至っていないのが状況です。今後もミドルリーダーの育成等につきまして、力を入れてい

きたいと考えております。  

 資料２ページ目をごらんください。  

 人事異動数につきましては、昨年度とおおむね同じような数となっていますが、学校管

理職の退職者数につきましては14名と、大変たくさんの退職がございました。管理職選考

の受験者の確保であったり、候補者の育成につきまして、力を引き続き入れていきたいと

考えております。  

 その後、３ページ以降につきましては、教員の年齢分布というふうになっております。

３ページが小学校と義務教育学校前期課程の管理職につきまして、裏面の４ページ目が同

じく教諭等につきまして、５ページ目が中学校と義務教育学校の後期課程の管理職、その

裏６ページ目が中学校、義務教育学校後期課程の教諭、最後７ページ目が幼稚園の年齢分

布となっております。  

 管理職の定年退職者は、今年度末は校長のみ５名、来年度末につきましては13名、校長

11名、教頭２名、また任期つきの校長先生１名の満了になる時期になっております。再任

用の管理職につきましても、今年度は７名という形で、大量退職というところが課題の一

つとなっております。  

 一般の教職員の年齢分布につきましては、もうここしばらく同じような傾向が続いてお

りますけれども、いわゆるつぼ型という年齢分布構成になっております。小学校、中学校、

義務教育学校で顕著にあらわれている形になります。20代、30代の教員が、小学校と義務

教育前期で約72％、中学校と義務教育後期課程で69％というふうに、昨年度よりもさらに

若返った形になっております。  
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 そのような中、管理職や指導主事等の確保が引き続き大きな課題となっております。各

校に推薦者を多く出すよう働きかけていってはおりますけれども、一方で、先ほども申し

上げました再任用の管理職等の配置であったり、また若手の教職員を一旦委員会のほうで

勤務していただいて、また管理職以外の職で学校に戻すというような形等で、さまざまな

人事交流等対応を考えているところです。  

 以上、平成 30年度末31年度当初の教職員人事異動についての報告を終わります。  

 

【中山教育長】 皆様からご意見をいただくんですが、幼稚園児が減少と木下次長の説明

があったんですが、これは我々の所管ではなくて、こども未来部所管に移管したことによ

るもので、子どもたちが決して減ってるわけではなくて、就学前の子どもたちはこども未

来部所管の認定こども園にも移行しております、公立私立重ねて移動していますので、よ

ろしくお願いします。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、何か質疑ないでしょうか。  

 

【岩井委員】  管理職の大量退職が続いて、中学校の女性の管理職が１人しかいないとい

うような状況になってるので、もっと増えてほしいなと思っております。  

 それから、先生方の平均年齢が去年よりもまた若返ったということで、学校としても大

変しんどい状況があるんじゃないかなと思いますので、チームをしっかり組んで、学校力

を高めて、教育活動を進めてほしいなと思っております。  

 

【中山教育長】 本当に数年前に比べたら、この教職員のグラフが下にどんと数が増えて、

今までと違うのは、60歳止まりだったのが、どんどん再任用の方が増えているというのも

読めると思うので、状況がかなり変わってきてるということですね。  

 

【木下教育総務部次長】 初任者の数自体はこれから減っていく見込みですけれども、た

だ何年か経験した教諭が地元、他府県等の教員採用試験を受験されて、合格をして、よそ

に移られるということで、こちらで何年か経験してこれから中核になっていただくという

教職員の抜けというのも、昨年度は特に顕著にというか、それまでよりもたくさん見られ

てしまいまして、そのような傾向が今後しばらくは続くのではないかと懸念しているとこ

ろです。  

 

【水野委員】  それはそれでその先生の人生のキャリアプランなので、それをどうこうす

ることはできないかもしれないんですけど、ここまで若い先生が多いと、校長先生のマネ

ジメントというのはもちろん大事だと思うんですけど、若手の先生が主体的に何か自分で

できるようなことを、もちろん忙しいので、そんな余計なことを増やしてとなるかもしれ

ないんですけど、コミットメントというか、自分たちで提案してつくっていけるようなこ

とをしないと、もちろん地元の教育大学とも連携していただいて、そのあたりは私も頑張

らなきゃいけないなと思うんですけど、何か、本当に考えていく必要があるかなと。個々

人の先生方、非常に優秀で、すごく頑張っていると思うんですね。特にこれに対してとい
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うことはないんですけど、感想を一言述べさせていただきました。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 この客観的なデータから見えるものとして、我々が今後、八尾の教育を

魅力あるものにして、他府県なり地元に帰るのではなく、八尾にいたいとなるようにとい

うところは、一つ大事な視点かと思います。先生たち、本当によく頑張っていただいてる

んでね、人事も指導と人事の一体化ということで、客観的なデータとともに、この人たち

をどう八尾に定着させていくかという視点も持っていただけたらと思うので、よろしくお

願いします。  

 ほかにはいかがですか。  

 御喜田委員、どうですか。幼稚園なんかと比べても。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  私もすごい分布図だなと思って見せていただいてたんです

けど、これからの子どもたちが身につける力というところで、問題解決能力だったりとい

ったことが授業の中に多分たくさん取り込まれていくと思うんですね。そう考えると、見

方を変えると若い先生たちというのはそういった教育を受けてきている先生たちだと思う

ので、その先生たちがまた新しい教育をしてくれるんじゃないかなというところと、経験

不足から来る授業の不安感だったりするのは、ミドルリーダーの先生がしっかりメンター

といった形で横についてサポートしながらしていってもらったらいいんじゃないかなと思

ったんですが、学校の中で校長先生がどうマネジメントしていかれるか、若い先生たちが

やりがいを持って働けるような職場になればいいなと思います。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 村本委員、企業経営の立場からご覧になられていかがですかね。この状

況というのは。  

 

【村本委員】  分布の下の部分が、何でこうなったのかなというのが余りぴんとこないん

ですけども、そこら辺、何かあるんでしたら教えていただけたらと思うんですけど。 

 

【木下教育総務部次長】 そうですね、過去にほとんど新規採用職員をとらなかった時期

というのが10年以上続いた時期がありました。その後、今の団塊の世代以上の方々の大量

退職の時代に、毎年 2,000名以上教員をとり続けるという時期に採用された世代が、分布

の30代を中心とする世代という形になっています。その団塊世代の方々の退職も落ちつい

てきているような状況ですので、今後はまた同じように新規の採用者数につきましては、

絞っていかれる、少なくなるというような状況です。今年度は、あさってまで教員採用試

験の申し込みですけれども、大阪の場合。昨年度より 100名募集枠が減っているような状

況です。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 いかがですか。  



－14－ 

【村本委員】  私、企業やってましても、景気の面などいろいろありまして、苦しいとき

こそ頑張らなあかんということがあると思うんでね、こういうことになってしまったとい

うことは決して望まれることではないと思いますが、今後にこの経験を生かしていただけ

ればいいんじゃないかなと思いました。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 若い活力が八尾で活躍していただけるように、私たちも頑張っていきた

いと思うんで、よろしくお願いします。  

 他にご意見ございませんでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、続きまして、「八尾市教科書センター法定展示について」、塚本教育センタ

ー所長より報告願います。  

 

【塚本教育センター所長】  それでは、「八尾市教科書センター法定展示について」ご報

告させていただきます。 

 本件は、平成32年度使用教科書展示会を八尾市教科書センターにおいて開催するもので

ございます。教科書展示会は教科書の発行に関する臨時措置法第５条の規定によりまして、

都道府県教育委員会が開催するもので、本市では、大阪府教科書センター設置要項により、

教育センターに八尾市教科書センターが設置されているところでございます。  

 今年度の教科書展示会は、平成 31年３月15日付文部科学省告示第 41号によりまして、開

始の時期及び期間を６月14日から14日間とすることとなっております。この指示を受けま

して、八尾市教科書センターでは、資料にお示ししておりますとおり、５月 31日金曜日か

ら６月13日木曜日までを法定外展示期間、６月 14日金曜日から７月３日水曜日までを法定

展示期間とし、教科書展示会を開催いたします。  

 なお、法定展示期間におきましては、広く市民の皆様に教科書をごらんいただけるよう、

八尾市立志紀図書館での展示も行ってまいります。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 この件に関しまして、委員の皆様からご質問等ありましたらお願いしま

す。ずっと志紀図書館なんですね。  

 

【塚本教育センター所長】  志紀図書館にお願いをしているところです。  

 

【岩井委員】  広く一般の方にも教科書を見ていただく機会ということなんですけれども、

見ていただいたときのご意見なんかも頂戴しているんでしょうか。そしてまた、それはど

う生かされてるんでしょうか。教えていただきたいと思います。  

 

【塚本教育センター所長】  昨年度も教科書センターで展示をさせていただいた際に、ご

来場いただいた方にアンケートをご記入をいただくという形にしております。その中身に

つきましては、採択委員会にも提供させていただいているという状況でございます。  
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【中山教育長】 一般の方々のご意見ということで、まとめて上げているということで。  

 先ほど、志紀図書館なんですねと確認したのは、教育センターになって初めての教科書

センターとしての機能なんですが、栄町に前身の教育サポートセンターがあったときに、

志紀図書館と栄町という関係があったのが、今度場所が、高安に移ったので、志紀図書館

は動かさなかったのかなと。素朴な質問なんですけど。  

 

【塚本教育センター所長】  市の中央部での開催はできないか検討させていただいている

段階でございます。  

 

【中山教育長】 検討中ということで、受けとめておきたいと思います。  

 委員の皆様、よろしいですか。  

それでは続きまして、平成30年度の八尾市のいじめの状況について、森人権教育課長よ

り報告願います。  

 

【森人権教育課長】 失礼いたします。それでは、平成30年度のいじめの状況と取り組み

について、資料、八尾市におけるいじめの状況と取り組みに沿ってご報告をさせていただ

きます。  

 まず、１ページの（１）、年度別の認知件数をごらんください。  

 昨年度は３月末段階でのいじめ認知件数は、小学校で 57件、中学校で29件となっており

ます。小学校では前年度の認知件数と比べ 14件の増加、中学校では 13件の増加となってお

ります。  

 事務局では、いじめ防止対策推進法第２条のいじめの定義に基づき、各学校が当該行為

の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを積極的にいじめと認知しており、

各学校で丁寧に子どもの様子を見ている結果であると捉えております。 

 事象への対応状況ですが、小学校では 57件中35件、中学校では29件中20件のいじめが解

消しております。小学校の 22件、中学校の９件が収束に向かっている、もしくは継続して

対応している状況です。その中で、いじめ防止対策推進法第28条第１項に規定する、いじ

めが原因で長期間欠席が続いている重大事態が生起しております。これにより、昨年７月

より第三者委員で構成する八尾市いじめ調査委員会において、事実関係を明確にするため

の調査、いじめの防止等のための適切な措置について、調査、審議を行っていただいてい

るところです。  

 なお、調査が終了した段階で、改めてご報告をさせていただきます。 

 次に（２）、いじめの態様別件数についてごらんください。  

 表中の括弧内の数値は、平成29年度の数となっております。いじめの態様としては、小

中学校とも冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われるケースが過半数を

占めており、例年の傾向と同様となっております。「キモイ、消えろ、菌」といった発言

も報告あったと学校より報告を受けております。個人の人権を著しく否定する発言内容で

あり、発言を受けた子どものケアを最優先に、発言に至った子どもたちに指導を行った旨、

報告を受けております。 

 次に多いのが、仲間外れ、集団による無視をされるとなっております。一緒に遊んでい
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る友達を連れていって１人にする、授業中は話しているが、休み時間に話しかけようとし

たらすっと立ち去るといった事象の報告を受けております。日常の子どもたちの言動につ

いて、注意深く見守っていく必要があります。  

 また、インターネットやメールなど、大人が気づきにくい場所でのいじめの報告も受け

ております。オンラインゲームの中での仲間外れや、ＬＩＮＥアプリを使っての会話の中

での悪口等がありました。学校において、携帯電話やパソコンの正しい使用方法について

学ぶ情報モラル教育をさらに推進していく必要があるとともに、各家庭で子どもに携帯電

話等を持たせる際、約束事を決めるなどし、保護者の管理も必要であると考えております。 

 いじめはどの学校でもどの子にも起こり得ることであるという認識のもと、いじめの未

然防止の取り組みを、関係機関とも連携をし、進めていく必要があると考えております。  

 次に、２ページになります。２、平成30年度の主な取り組みについてご報告いたします。 

 まず、いじめ問題対策連絡協議会についてでありますが、第１回は９月11日、第２回を

３月４日に記載内容にて開催させていただいております。  

 （２）、いじめ・不登校対策研究委員会についてでございますが、各学校のいじめ等担

当教員を対象に、いじめや不登校に対する認識を深めるとともに、八尾市の状況等につい

て情報共有等を行っております。実施の経過については記載のとおりです。 

 次に、（３）、教職員研修・市民啓発活動等についてご報告いたします。  

 校園長人権教育研修会では、大阪芸術大学教授の西林幸三郎さんにご講演をいただきま

した。 

 次に、教頭人権教育研修では、関西外国語大学教授の新井肇さんにご講演をいただきま

した。 

 また、人権教育担当者を対象にした人権教育研修講座では、加古川市教育委員会学校支

援カウンセラーの阪中順子さんにご講演をいただきました。八尾市の教職員で初任者を対

象に行う研修では、人権教育課指導主事、指導課指導主事が講演を行っております。 

 次に、市長部局人権政策課がいじめ問題を含んだ人権課題について取り扱った研修・啓

発についてご報告いたします。  

 本市新規採用職員を対象に、八尾市の人権政策についての研修を行っております。また、

南高安地区の市民を対象に、地域で守ろう子どもの人権をテーマに啓発を行いました。  

 次に、亀井小東地区の市民を対象に、「地域ぐるみの子育て～見守ることとかかわるこ

と～」をテーマに啓発を行いました。本年度、八尾市、八尾市教育委員会が実施した主な

研修・啓発活動は以上でございます。  

 最後に（４）、その他として、人権教育課では八尾市いじめ防止基本方針（概要版）を

平成31年度八尾市立小学校に入学する児童の保護者に対して配布をいたしました。また、

各学校においては、いじめに関する調査を実施するとともに、いじめ相談窓口啓発カード

を配布するなどし、相談窓口の啓発に当たっております。  

 報告については以上です。  

 

【中山教育長】 教育委員の皆様に２ページのところの①のいじめ問題対策連絡協議会と、

②のいじめ・不登校対策研究委員会、この２つの構成メンバーの違い等を再度説明いただ

けたらと思います。  
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【森人権教育課長】 まず、八尾市いじめ問題対策連絡協議会でございますが、位置づけ

につきましてはいじめ防止対策推進法第 14条の１項の規定に基づき、設置されるものです。

目的は、関係する機関及び団体の連携、その他いじめの防止を推進するために必要な事項

に関して連絡・調整・協議を図るものです。  

 委員の構成といたしましては、校長会代表、関係機関として八尾警察、子ども家庭セン

ター、法務局、市民代表といたしまして自治振興委員会、まちづくり協議会、青少年育成

連絡協議会、八尾市ＰＴＡ協議会のご代表、あとスクールソーシャルワーカー、弁護士、

行政の関係機関、こういったところがいじめ問題対策連絡協議会となっております。  

 いじめ・不登校対策研究委員会ですが、これについては小中学校の多くは生指担当が参

加をしています。ここで各校の実践の交流であったり、研修といったところを中心に行っ

ております。  

 概要は以上です。  

 

【中山教育長】 教育委員の皆様、今の説明も含めて質問等ありましたらお願いします。  

  

【水野委員】  全体的な話から言うと、世界的には大体３％から７％の子どもとが慢性的

にいじめられているというデータがあります。また、10％から15％がいじめを経験してい

るというデータがありますので、脅かすつもりは毛頭ないわけですけど、多分３％から

７％というところが、慢性的で避けられないんじゃないかというのが一つあります。  

それから、先ほどの若い先生方というところで、学級経営というのがものすごく大事で、

今、未然に気づくという話がありましたけど、朝の表情とか、そういうことがすごく大事

なんだと思います。なので、ベテランの首席の先生、管理職のサポートというのはすごく

大事です。  

 それから、人権の方々が資料の３ページにあるようにいろいろ研修されているんですけ

ど、子どもの人権を守ろうみたいな話、大人もそうなんですけど、人権侵害行為を社会か

らなくしていこうという話につながっていかないと、なかなかいじめだけでやってもとい

う話になるんですよね。ですから、大人も人権侵害をしないようにする、それは大人が子

どもにしたら虐待になるわけですけど、そういうことも含めて、孤立している方々をどう

見守るかとか、保護者等困っている方にどう相談に来ていただくかとか、幼稚園とかで子

育てがしんどい方をどうサポートして、それを引き継ぎするかといったこと、多分全体が

この数値にあらわれてきていると思うんですね。ですから、そういう全体的な話として、

市民の方に理解いただく方向になっていかないと、なかなか学校だけとか学級だけとかそ

の先生だけという問題ではないので、このあたりが非常に大変ということが一つあります。 

 それからもう一つは、いじめに対応するのは非常にしんどいので、そんなに重大じゃな

いんじゃないかという、そういうバイアスが我々には無意識に働いちゃうんですよ。だか

ら、ちょっとでも被害とあったらいじめですっていうのが、親もそうですし、保護者とし

て私もそうですし、子どもにいじめがもしあったとしたらすごくしんどいですし、否定し

たいわけですよね。だから、どう支えていくかという大人の側のことについても、触れさ

せていただきました。  

 以上です。  
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【中山教育長】 貴重なご意見をいただいて、きました。先ほど森課長からも説明ありま

したが、本当に継続中の事案もありまして、私たちしっかり肝に銘じて対応してまいりた

いと思っています。先生方が若返っているというのが、先ほど指導と人事の一体と言った

けれども、こういうところにも本当にあらわれるので、しっかりと教育委員会としてもや

っていきたいと思います。昔は学級経営、集団づくりからと言っていたのが、だんだん集

団づくりという視点がすごく若い先生方には難しくなってきている部分もあって、そのあ

たりも大きな課題として捉えている部分もありますので、しっかりとやっていきたいと思

います。  

 他の委員の皆様、いかがですか。よろしいですか。  

事務局、他に何か報告ありますでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、ないようですので、以上をもちまして、４月定例教育委員会を終了いたしま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


