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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御喜田委員を指名しますので、よろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 では、８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、何かこの件について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、何かこの件について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。 

  

  

開 催 年 月 日  令和元年９月２０日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  市役所本館６階 大会議室  

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・山﨑学校

教育部次長・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・西村教育政

策課長補佐 
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（教育長報告） 

８月 22 日(木) 

 

８月 23 日(金) 

８月 24 日(土) 

８月 27 日(火) 

８月 29 日(木) 

９月２日(月) 

９月４日(水) 

９月６日(金) 

 

９月７日(土) 

 

９月８日(日) 

９月９日(月) 

９月 10 日(火) 

９月 13 日(金) 

９月 14 日(土) 

９月 18 日(水) 

定例教育委員会 

八尾市障がい児者問題協議会「夏の夕べ」 

令和元年度大阪府都市教育長協議会夏季研修会及び役員会・定例会 

特定非営利活動法人「輝」設立記念式典 

教育フォーラム 2019 

近畿都市教育長協議会令和元年度第２回役員会 

辞令式（出向職員等） 

部長会 

９月市議会定例会本会議（１日目） 

八尾市学校給食献立コンテスト表彰式 

ボーイスカウトかわち地区わくわくアウトドア 

八尾市理科作品展 

第 42 回八尾河内音頭まつりセレモニー 

９月市議会定例会本会議（２日目） 

９月市議会定例会本会議（３日目） 

定例教育委員協議会 

八尾河内音頭サッカー大会式典 

文教常任委員会 

予算決算常任委員会文教分科会 

 

【中山教育長】 ８月 27 日に教育フォーラムもありましたので、後ほどまたこの感想等

も聞かせていただけたらと思います。夏休み、長かったんですが、大きな事故は報告を受

けずに今回は子どもたち元気に２学期を迎えてくれています。 

私もメッセージを出させていただいたんですけれども、この長期の休みから学期始まり

というときの、子どもたちが学校に行きにくい状況等々については、教育委員会もしっか

りと学校と連携していきたいと思っております。 

 何か、教育長報告についてございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

【中山教育長】 委員の皆様からありましたら、ご発言いただけたらと思いますのでよろ

しくお願いします。 

  

【岩井委員】 ８月 27 日、教育フォーラムに参加させていただきました。前半はこども

園、小学校、中学校の発表だったんですけども、どれも子どもたちの生き生きとした笑顔

がすばらしい発表で、先生方の熱心なご指導もあって、八尾の子どもたちの頑張っている

成長の姿がしっかりと伝わってきて、とてもよい発表だったと思います。 

 それから、被爆ヴァイオリンとピアノの演奏という、非常に貴重な機会にも出会いまし

て、参加してよかったです。 

 それから、後半、八尾市の小中一貫教育では、小中学校の連続性を大切にして、先生同

士もしっかりとつながって、授業改善の研究をさらに前進させていただきたいと思いまし
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た。今後の学校の広がりを期待したいと思います。 

 それから、９月７日土曜日に、今年の３月に刊行されました『新版八尾市史 民俗編』

を読む会の第１回目が、市史編纂室で開催されましたので、それに参加しました。市史編

纂委員で、民俗部会長をされている滋賀県立大学の市川秀之教授が、「文献から見た八尾

の民俗」と題して、昭和 30 年代の八尾の写真を映写しながら当時の八尾の暮らしの様子

を非常にわかりやすく説明してくださいました。私は、八尾生まれ八尾育ちで、昭和 30

年代は祖父母も健在でしたので、映し出されましたプロカメラマンの田中幸太郎さんの写

真が非常に懐かしくて、お逮夜市ですとか、大信寺や常光寺の盆踊りとか、恩智のイチゴ

の朝取りの様子とか、それから夏祭り、それから畑にあった肥溜めなど、写真が映るたび

に、ああ、そうだった、こうだったなと、忘れかけていた子どものころの記憶がどんどん

よみがえってきて、本当に懐かしく心地よい時間を過ごさせていただきました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 どうもありがとうございます。 

 他の委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 岩井委員が市史編纂の読む会を聞きにいっていただいた９月７日なんですけれども、こ

の日、八尾市の理科作品展がありまして、八尾市の全小中学校、それから義務教育学校の

子どもたちの作品の代表されるものが展示されるということで、前日事務局も審査に行っ

ていただきましたが、すばらしい作品が多くて、なかなか審査も難しかったと聞いており

ます。 

事務局から、この作品展の報告をお願いします。 

 

【塚本教育センター所長】 ９月７日、８日とプリズムホールの会議室で理科作品展が開

催されまして、各学校で作成された理科の作品を展示していただきました。先ほどおっし

ゃっていただいたとおり、力作ぞろい、また本当に理科に対するこだわりといいますか、

子どもたちがその作品展に向けて１年間照準を当てて取り組んできたという作品がたくさ

ん並んでおりまして、理科部会の審査、また事務局の審査も本当に困難をきわめたという

状況でございました。 

 教育長、また市長にもお越しいただいて、作品を見ていただきました。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 本当に、いろんな場面で八尾市の子どもたちが一生懸命頑張ってくれて

いる姿が見れて、本当にいい機会だったなと思いました。 

 他に、報告等々なければ、次に移らせていただいてよろしいでしょうか。 

 

{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。 

 議案の審議に入ります前に、本日審議いたします議案第 32 号の「令和元年度八尾市教

育委員会の人事に関する臨時代理承認の件」につきましては、人事案件であることから、
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本案件にかかわる審議は非公開としたいと思いますが、委員の皆様いかがでしょうか。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、議案第 32 号につきましては非公

開で審議することといたします。 

 議事の進行の都合上、この案件につきましては、他の議案の審議及び報告等が終了した

後に行いたいと考えております。よろしくお願いします。 

 それでは、議案第 33 号「八尾市立幼稚園保育料等に関する条例施行規則等の一部改正

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 33 号「八尾市立幼稚園保育料等に関する条例施

行規則等の一部改正について」、ご説明申し上げます。 

 市立幼稚園保育料につきましては、 10 月１日から予定されております保育料の無償化

に伴い、八尾市立幼稚園保育料等に関する条例の一部改正について、６月の臨時教育委

員会及び市議会にて議決をいただいたところであり、今回、関連する規則を改正する必要

がございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、参考資料をもとにご説明をさせていただきますのでごらんください。 

 まず、１といたしまして保育料無償化の対応状況につきましては、保育料条例の改正を

受けまして条例施行規則等についても改正をいたします。 10 月から実施される無償化の

内容については、記載のとおりとなってございます。 

 次に、２として規則改正の内容でございますが、保育の必要性の認定を受けた者、いわ

ゆる新２号の預かり保育に関する規定の整理、保育料が無償化されることに伴う保育料の

算定・減免規定などの削除、合わせて関連の規則の改正を行うものでございます。 

 また、３として特に預かり保育に関する部分についてご説明させていただきます。預か

り保育の無償化の対象者は、保育の必要性の認定を受けた者となり、これは就労等の要件、

認可保育所の利用と同等の要件を受けることとなります。ちなみに、申請数につきまして

は現在３園で合計して 15 件となっており、うち認定が 14 件、１件が保留という状況でご

ざいます。 

 預かり保育に係る無償化の範囲は、利用日数に応じて最大月額１万 1,300 円、450 円×

利用日数までの範囲となります。公立幼稚園につきましては８月分、夏休みの預かり以外

については上限を上回ることはございません。８月分については、利用日数及び利用時間

によって無償化の上限を上回る可能性があり、上回った場合は実費徴収をさせていただく

こととなります。 

 なお、保育の必要性がない場合は従来のとおりとなっております。 

 最後に施行期日でございますが、改正法と同様に令和元年 10 月１日施行とするもので

ございます。 

 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。 
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【中山教育長】 提案理由の説明がありましたが、委員の皆様、この件について質疑よろ

しくお願いします。 

 

【岩井委員】 私、幼稚園の現状がよくわかってないので教えていただきたいんですけど

も、市立幼稚園の保育料やその減免とか、預かり保育については教育委員会からこども未

来部に事務委任されているということは承知しておりますけども、実際、今行われている

市立幼稚園３園の預かり保育の状況、例えば曜日ですとか時間ですとか、長期休業中、特

に８月は何日ぐらい、どういう時間帯で預かり保育されているのでしょうか。こども園と

は違うと思いますので、今年の状況でも教えていただけたらありがたいと思います。 

 令和２年度までほぼ同様の形で実施になるという解釈でいいんでしょうか。 

 

【式教育政策課長】 預かり保育の状況でございますけども、実施しております曜日は月、

火、木、金となっております。時間につきましては、幼稚園の保育終了後から午後３時

30 分までの１時間半となっております。通常、保育料につきましては１回 300 円となっ

ておりまして、持ち物としては弁当と水筒、その他ということになっています。 

 夏季の預かり保育なんですけれども、実施の期間といたしましては８月 19 日から 31 日

までの期間、水、土、日及び登園日を除く日が対象となっておりまして、本年度で言いま

すと、夏季は８日間となっています。 

 時間及び保育料等につきましては、いわゆる１日保育という部分と、午前保育という部

分がございまして、夏季の１日保育というのは午前９時 30 分から午後２時 30 分まで、午

前のみの預かりは午前９時 30 分から午前 11 時 30 分までとなっています。 

 

【中山教育長】 委員が、人数がもしわかっていたらと言ってくださっていましたが、今

年度の分、まだ出てないですかね。そうしたら調べて、また報告いただく形で、委員、よ

ろしいですか。 

 あと、令和２年度まで続きますかという質問についてはいかがですか。 

 

【式教育政策課長】 預かり保育につきましては、令和２年度の閉園まで同じ状況でござ

います。 

 

【岩井委員】 今、夏季休業中ですけれども、今年８日だったということですが、先ほど

の説明で、市立幼稚園では預かり保育が８月分以外上限を上回ることはないとおっしゃっ

たと思いますが、１日 800 円で、８日でしたら、6,400 円。そうしたら８月以外上回るこ

とはないとおっしゃっていましたが、８月も上回ることはないんじゃないかなって思いま

す。 

 

【式教育政策課長】 先ほどのご説明させていただいたように、預かり保育について、月

額の上限が１万 1,300 円となっておりまして、ただその中で 450 円×利用日数という上限

もあります。通常の月の預かり保育は 300 円ですので、幾ら利用日数を重ねたとしても、

450 円を上回ることはないので、無償化の対象の範囲におさまりますが、夏季の場合の１
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日利用で１日 800 円という場合は、450 円を上回りますので、その部分利用日数に応じて

ということが、実費を負担していただく可能性があると。ただ、午前保育の場合は 300 円

になりますので、午前と午後１日の利用の組み合わせによっては、午前保育で 450 円を上

回ってない部分で吸収されて、結果として１日保育を利用しても無償化の範囲におさまる、

実費徴収ではないという場合もございます。それは利用形態、組み合わせによります。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、よろしいですか。 

  

【御喜田教育長職務代理者】 私もそれに伴っての質問なんですけど、預かり保育を利用

するときに、何か選定とかありますか。保護者が就労しているから預かり保育を利用する

とか、それ以外に今日はお友達とゆっくり園で遊んでほしいから預かり保育を利用すると

か、そういうことを教えてもらえますか。 

 

【式教育政策課長】 預かり保育を利用する場合の条件のようなものがあるのかどうかと

いうことだと思うんですけども、市立幼稚園では幼児の健全な育成と居場所づくりを支援

することを目的として実施としております。通常保育終了後に保護者の希望により、預か

り保育を実施しているという状況ですので、特にこのような条件を満たさなければ預かり

保育を利用してはいけないということはございません。 

 ただ、今回無償化の対象になりますのは、保育の必要性があるという方になっておりま

すので、いわゆる新２号というところで、保育の必要性の認定を受けられた方につきまし

ては、預かり保育についても無償化の対象になるということでございます。 

 

【御喜田教育長職務代理者】 今回、15 件の方がエントリーされて 14 件が認められて、

保留が１件ということなんですけど、この新２号になりたいというのは、月ごとにエント

リーができると思うので、預かり保育を利用しやすい、保護者の方が働きやすいという環

境というのがこの幼児教育無償化ということにも伴ってくると思うので、その辺また保護

者の方にもしっかり周知していってほしいなと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 また、周知も事務局よろしくお願いします。 

 ほかに、よろしいですか。 

 今、御喜田委員からもありましたように、保育の必要性の認定ということで、 14 件現

在認定ということですが、他のお子さんも必要に応じて預かり保育は常に受けられるとい

うことでご理解いただけたらと思います。 

 他によろしいでしょうか。 

 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 33 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。 
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【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 33 号「八尾市立幼稚園保

育料等に関する条例施行規則等の一部改正の件について」、原案どおり可決いたしました。

ありがとうございます。 

 

{報告事項} 

 

【中山教育長】 それでは、報告事項に移りたいと思いますが、事務局、何か報告事項あ

りますか。よろしいですか。 

 委員の皆様から何か報告事項、ございますか。よろしいですか。 

 それでは、ないようですので、冒頭にお諮りしましたとおり、議案第 32 号「令和元年

度八尾市教育委員会の人事に関する臨時代理承認の件」につきましては、非公開で行いま

すので、議事の都合により、ここで暫時休憩いたします。 

 傍聴の皆様方、ここでご退場ということでよろしくお願いします。ありがとうございま

した。 

 

（傍聴者退場） 

 

(以下、非公開審議) 

 


