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１１月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、11 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、よろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 では、10 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、この件につきまし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、 10 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、 10 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。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、 10 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１１月２２日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  市役所本館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・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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（教育長報告） 

10 月 21 日（月） 

10 月 24 日（木） 

 

10 月 25 日（金） 

10 月 27 日（日） 

10 月 28 日（月） 

10 月 29 日（火） 

10 月 30 日（水） 

10 月 31 日（木） 

11 月２日（土） 

 

11 月３日（日） 

11 月５日（火） 

 

 

11 月６日（水） 

11 月７日（木） 

11 月８日（金） 

 

11 月９日（土） 

 

 

11 月 10 日（日） 

 

11 月 11 日（月） 

11 月 14 日（木） 

11 月 15 日（金） 

 

 

11 月 16 日（土） 

11 月 17 日（日） 

11 月 18 日（月） 

11 月 19 日（火） 

定例教育委員会 

予算決算常任委員会全体会（決算議案採決） 

令和元年度近畿都市教育長協議会研究協議会（１日目） 

令和元年度近畿都市教育長協議会研究協議会（２日目） 

第 29 回八尾国際交流野遊祭オープニングセレモニー 

９月市議会定例会本会議（第５日） 

菊花ライオンズクラブ目録贈呈式（図書） 

第 27 回大阪府小学校生活科・総合的な学習研究協議会研究大会 

令和元年度大阪府都市教育長協議会秋季研修会 

第 46 回山畑区文化祭 

令和元年度じんけん文化祭 

令和元年文化の日表彰式典 

令和元年度「少年を守る日」･「家庭の日」の駅前街頭啓発運動 

スタントマン交通安全教室（成法中学校） 

八尾市ＰＴＡ協議会役員との懇談会 

中河内地区教育委員会研修会 

令和元年度文化の日の表彰式（大阪府教育庁） 

わだちの会主催  増田太郎トーク＆コンサート（曙川南中学校交

流） 

「いきいき八尾環境フェスティバル 2019」式典 

八尾をきれいにする絵画コンクール表彰式 

令和元年度「ふれあいフェスティバル」 

第７回「伝えよう！家族のきずな いのちのつながり」 

心のキャッチボール作品表彰式 

令和元年度第 73 回大阪府総合体育大会優勝報告会 

友好都市上海市嘉定区青少年交流団教育長表敬訪問・歓迎会 

定例教育委員協議会 

令和元年度英語教育フォーラム 

令和元年度大阪府都市教育長協議会予算要望説明会 

第 38 回民族文化フェスティバル「ウリカラゲモイム」 

東山本小学校創立 50 周年記念式典 

大正地区秋の勉強会 

全日本ブラシ工業協同組合 

園児のブラッシング指導用歯ブラシ寄贈式（西郡そよ風こども園） 

 

【中山教育長】 10 月の 21 日から 11 月 19 日まで、いろいろな行事に出席させていただ

きました。この件につきましてご質問等ありましたら聞いていただけたらと思います。何

かございませんでしょうか。 
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【中山教育長】  私が参加できなかったものも含めて、委員の皆様からご報告等ありま

したらよろしくお願いします。 

 

【村本委員】 では、報告させていただきます。 

 10 月 28 日ですけれども、上本町にありますホテルアウィーナ大阪で開催されました令

和元年度大阪府市町村教育委員会研修会に、岩井委員と参加してまいりました。長野総合

法律事務所の弁護士、峯本耕治氏により「スクールロイヤーから見た学校教育の現状と課

題 ―法的・危機管理視点・ＳＳＷ視点からのアセスメント・プランニングチーム対応・

機関連携の不可欠さ―」と題した講演がありました。時流に合った講演内容で、興味深く

拝聴いたしました。 

 それともう一点、11 月 15 日ですが、八尾のプリズムホールで行われました令和元年度

英語教育フォーラムに参加してまいりました。 

 以上、報告させていただきます。 

 

【中山教育長】  28 日の研修会、私は参加できなかったんですけれども、スクールロイ

ヤーの視点からのお話ということで、大変有意義なものであったかと思います。 

 委員の皆様、他に報告ございませんでしょうか。 

 

【岩井委員】 今、村本委員がおっしゃっていました 10 月 28 日の研修会に私も一緒に参

加させていただきました。いじめ問題、学校事故や虐待など、今、大阪の学校で生起して

いる危機管理上のさまざまな事案を取り上げながら、そのときに学校が抱える課題の解決

に向けてのポイントや予防の取り組みなどをお話ししていただきました。今の現場のスク

ールロイヤーに対するニーズの高さがよくわかるお話でした。 

 それから、 11 月３日、文化の日の表彰式典なんですけれども、ほかの委員の皆様方と

ご一緒させていただきました。そのとき、表彰されました小学４年と２年の大上さん兄弟

なんですけれども、大阪城で外国人観光客のガイドボランティアをしておられるというこ

とでしたので、改めてネットでその様子を見せていただいたんですけれども、本当に物怖

じせず、２人でかけ合いもしながら立派にガイドをしておられて、すごいなと思いました。

ガイドをしてもらっていた外国の方に、２人のガイドぶりについて尋ねたら、日本人から

聞いた英語の中でこの２人が一番うまかったと言って褒めておられました。 

 小学生も英語のやりとりで頑張っているなと思ったんですけども、11 月 15 日、プリズ

ムホールの大ホールで行われました大阪府教育庁主催の英語教育フォーラムにも村本委員

とご一緒させていただきました。この日は、高安小中学校の８年生の英語の公開授業を見

せていただいたんですけれども、日本語で説明することがなく、全て英語で授業が進めら

れておりました。即興でやりとりすることができる生徒の育成を目指してということで、

既習事項を活用しながら、自分の将来つきたい職業と、その理由について生徒が英語でし

っかりと話していまして、やりとりの力がどの子にもついているなと感じました。ピアニ

スト、ドクター、サッカーの選手、ラグビーの選手、ラーメン屋さんや自衛隊員など、将

来の夢を英語で語る生徒たちの姿というのは非常に頼もしく感じました。キャリア教育と

結びつけながら英語の指導をしておられるのはすごいなと思いましたし、私の時代もあん
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なふうにやりとりしながら授業を受けていたら、もっと英語が話せるようになっていたか

もしれない、職業も変わっていたかもしれないなと思いました。 

 来年度から、小学校英語科も本格実施となりますし、八尾では小中一貫教育も始まって

いますので、小中学校の授業連携をしっかりととりながら、さらに実際に英語でやりとり

できる力をつけていってほしいなと思いました。 

 それから、自主的な参加なんですけども、 11 月５日に成法中学校でスタントマンの交

通安全教室が行われるということを知りましたので、それにも参加させていただきました。 

 それから、11 月 16 日なんですけども、八尾図書館でありました「現代語で楽しむ万葉

集－令和のきらめき」という講演会に参加させていただきました。講師が梅花女子大の先

生だったんですけども、万葉集がどのような本なのか、それからつくられた目的は何なの

か、時代背景も含めて非常におもしろくお話ししてくださいましたので、もっと本を読ん

で調べてみたいなと思いました。市民の興味を上手にキャッチされた講演会だったようで、

たくさんの方が来ておられました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】  11 月３日の文化の日表彰式典は、全委員、ご参加いただきましてあり

がとうございました。 

 それから、 11 月６日、中河内ブロックの都市教育委員会の研修会ですが、本市と東大

阪市、柏原市の３市の教育委員が一堂に会しての研修ということで、今回は八尾市が担当

でしたので、認定こども園に行っていただきまして、これまでの経過、現在どう進めてい

るかといったお話を聞きました。柏原市も東大阪市も、こんなふうにやっていけたらいい

なというご感想をいただきました。 

 御喜田教育長職務代理者、水野委員、よろしいですか。ご一緒していただきましたが。 

 ほかに、よろしいでしょうか。 

 それでは、ないようですので議案審議に入らせていただきます。 

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】 まず、議案第 37 号「八尾市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則の一部改正について臨時代理承認の件」について審議いたします。 

 提案理由を木下教育総務部次長より説明願います。 

 

【木下教育総務部次長】 それでは、議案第 37 号「八尾市立学校の府費負担教職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について臨時代理承認の件」につきまして

ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、教育委員会議において議決を受けるべきところではありましたが、

改正手続のいとまがなかったため、教育長に対する事務委任に関する規則第３条第２項の

規定に基づき、教育長が臨時に代理をしましたので、委員会の承認を求めるものでありま

す。 

 提案の理由ですけれども、早出・遅出勤務に係る手続について、障害のある職員につい
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ての特例が追加されたことに伴い、大阪府教育委員会より令和元年 10 月 18 日付で、「市

町村立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（準則）の一部改正

について」の通知があり、急を要したため、同日付で臨時代理を行いましたので、その承

認を求めるものであります。 

 改正内容につきましては、資料新旧対照表をごらんください。 

 第４条の３としまして、通常の始業または終業時刻を変更し、早く来て早く帰る、遅く

来て遅く帰ることができる早出遅出制度について、障害のある職員についての特例として、

身体障害者で身体障害者手帳の交付を受けている職員、知的障害者で療育手帳の交付を受

けている職員及び関係機関にて知的障害があると判断された職員、精神障害者で精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けている職員等について、障害の特性に応じた安定的な勤務の

ために、校長が必要と認めた職員は、公務の運営に支障がない場合に限り、希望をすれば、

早出・遅出勤務が可能となります。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 この件につきまして、委員の皆様、質疑ございませんでしょうか。 

 勤務時間の７時間 45 分というのはそのままで、早出できる、遅出できるということに

変わるということでございます。 

  

【水野委員】 そのことに対してということではないんですけど、働き方改革もあります

し、温かい職場づくりということをより一層強めていただけるようにお願いいたします。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、よろしいですか。 

 今回は府費負担教職員で、障害のある教職員ということでなんですけれども、尾谷部長、

市長部局はどうなっているかご説明いただけますか。 

 

【尾谷教育総務部長】 もともとは健常者、障害者にかかわらず、時差出勤制度を制度と

して整えてございますので、一定事由がある場合については、それを事前に申請をして認

めていくということを進めております。 

 

【中山教育長】 市長部局の職員については、もう既に制度があるということで、今回は、

八尾市立学校の府費負担教職員に限っての規則の一部改正ということです。 

 質疑、ほかにございませんか。よろしいですか。 

 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 37 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。 

 

【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 37 号「八尾市立学校の府
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費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について臨時代理承認の

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 38 号「損害賠償に関する和解専決処分承認に係る市議会議案提出

について臨時代理承認の件」について審議いたします。 

 提案理由を塚本教育センター所長より説明願います。 

 

【塚本教育センター所長】 議案第 38 号「損害賠償に関する和解専決処分承認に係る市

議会議案提出について臨時代理承認の件」について説明申し上げます。 

 市議会への議案提出につきましては、本来であれば教育委員会議において議決を求める

べきものですが、急を要し会議開催のいとまがなかったため、教育長に対する事務委任に

関する規則第３条第２項の規定に基づき、教育長が臨時に代理をいたしましたので、委員

会の承認を求めるものでございます。 

 内容につきましては、公用軽自動車による交通事故に係る損害賠償に関する和解であり、

特に緊急を要したため、地方自治法第 179 条第１項の規定に基づき、令和元年 11 月７日

で市長専決処分を行いましたので、直後の令和元年 12 月市議会定例会に同条第３項の規

定による市議会の承認議案を提出するに当たり、市議会の開会告示日である 11 月 15 日ま

でに教育委員会開会のいとまがなく急を要したため、教育長による臨時代理を行いました

ので、その承認をお願い申し上げるものでございます。 

 事故の概要でございますが、令和元年８月１日午前８時 10 分ごろ、八尾市山本町南四

丁目 12 番 17 号先府道の跨道橋上において、本市教育センター職員が、同日午前９時 30

分から教育センターで実施される教職員研修の講師との待ち合わせのために、公用軽自動

車で東から西へ走行中、前方不注意により、信号待ちによる渋滞で停車していた相手方車

両に追突し、相手方が外傷性頸部症候群の負傷をするとともに、相手方車両に損害が生じ

たものでございます。 

 和解の主な内容でございますが、本市は、本件和解の相手方、✻✻✻✻✻✻✻✻✻、✻

✻ ✻✻に対し、本件事故に係る人身損害賠償として、合計 13 万 6,260 円の支払いの義

務があることを認め、既払い金 10 万 2,060 円を除き、金３万 4,200 円を相手方指定の口

座に支払うとともに、本件事故に係る物的損害賠償として、合計 54 万 9,640 円を支払い、

今後本件事故に関しては、双方とも裁判上または裁判外において一切異議及び請求の申し

立てをしないことを誓約するものでございます。 

 なお、本件和解金額相当分につきましては、本市が加入しております社団法人全国市有

物件災害共済会から全額補填を受けるものでございます。 

 以上が、議案第 38 号「損害賠償に関する和解専決処分承認に係る市議会議案提出につ

いて臨時代理承認の件」につきましての説明でございます。 

 かねてより、交通事故の防止につきましては注意喚起をしているところでございますが、

今回このような事故をひき起こし、ご迷惑とご心配をおかけいたしましたことに対して深

くおわび申し上げます。 

 当該職員に対しましては、私より口頭による厳重注意を行った上で、今後、市で実施さ

れる運転講習会の受講等も活用しながら、引き続き安全運転の指導をしてまいるところで

ございます。 
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 よろしくご審査の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

【中山教育長】  今の説明にもありましたように、 12 月議会に議案を提出するに当たり

まして、私が臨時代理を行いましたので、その承認を求めるところでございます。 

 この件に関しまして、何か質疑等ありましたらお願いします。 

 

【水野委員】 講師を迎えに行くということで、若干早い時間帯の車の移動中の事故とい

う報告でした。私もいろいろ研修をさせていただくんですけど、自身で研修会場まで来て

くださいというところも実際ございます。通常５分ぐらいで行くところを、迷ってしまい

倍以上の時間がかかるということもあるんですが、教育センターの場所の特徴もあるんで

すが、講師が自分で行くことで職員の負担を減らすということも考えていただけるのでは

ないかと思います。もちろん、研修の始まる時間帯や研修時間の確保も非常に大事だと思

うんですけど、こういう事故があったことで、必ずしも講師の先生が自分でということに

はならないと思いますけど、またご検討いただければ幸いです。 

 

【中山教育長】 そのあたりはどうですかね。今回も、講師の先生を迎えに行って事故が

起こってるということで。 

 

【塚本教育センター所長】 講師の先生方、さまざまな場所からお越しいただくというと

ころで、本庁付近で研修を実施する場合と、センターで行う場合、また学校へ出向いてい

ただいてということで、さまざまな場所を設定させていただいております。その中で、一

定の講師謝金をお渡ししておりますけれども、特に開催場所によって金額に変更はない形

になっておりますので、今後また職員の負担軽減と謝金についても検討してまいりたいと

考えております。 

 

【中山教育長】 水野委員、今おっしゃったように、他市では、講師の方に直接おいでい

ただくという手だてをとっておられるところもあるということなんですね。 

 

【水野委員】 はい。ですので、もう歩きが無理で、自己負担でタクシーということも当

然あるわけですね。ただ、なかなか馴染みのない場所でという、講師側の思いはあります

が、こういう事故等が起きるのであれば、多分納得いただける部分もあるように思います。 

 

【塚本教育センター所長】 講師謝金につきましては、交通費を込みという形になってお

りますけれども、本庁での研修、出張ということを前提になっている部分がございますの

で、今回の事案も鑑みまして、講師の先生の安全な移動と職員の負担軽減というところで、

庁内でもまた要望してまいりたいと考えております。 

 

【中山教育長】 よろしくお願いします。 

 他の委員の皆様、この件につきまして。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。 



－8－ 

 議案第 38 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。 

 

【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 38 号「損害賠

償に関する和解専決処分承認に係る市議会議案提出について臨時代理承認の件」について

は、原案どおり可決いたしました。今後は、 12 月議会で承認いただくという形になって

いくと思いますので、よろしくお願いします。 

  

{報告事項} 

 

【中山教育長】 報告事項に移らせていただきますが、事務局から何かありませんか。  

教育委員の皆様、何かございませんでしょうか。 

 なければ、以上をもちまして、11 月の定例教育委員会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


