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１２月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、12 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】 11 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何か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、 11 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） 

11 月 22 日（金） 

 

 

 

11 月 23 日（土） 

11 月 24 日（日） 

 

定例教育委員会 

臨時教育委員協議会 

令和元年度第２回八尾市総合教育会議 

令和元年度中学生・高校生の税の作文表彰式 

家庭教育を考える市民集会 

第 66 回八尾市文化芸術芸能祭授賞式 

第 31 回八尾市中学校音楽会 

開 催 年 月 日  令和元年１２月２０日（金） 

開 催 時 間  午後２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  
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11 月 26 日（火） 

 

11 月 29 日（金） 

11 月 30 日（土） 

 

 

12 月１日（日） 

 

 

12 月２日（月） 

12 月３日（火） 

12 月４日（水） 

12 月５日（木） 

12 月７日（土） 

 

 

 

12 月９日（月） 

12 月 10 日（火） 

 

12 月 13 日（金） 

12 月 15 日（日） 

12 月 16 日（月） 

12 月 17 日（火） 

 

12 月 20 日（金） 

令和元年度環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくり  プラッ

トフォーム事業 八尾地域意見交換会 

部長会 

八尾中央ライオンズクラブチャーターナイト 45 周年記念式典 

いきいき八尾環境フェスティバル 2019 

第 45 回八尾市小学校音楽会 

第 35 回高安の里マラソン大会 

第 26 回八尾市こども会親善つな引き大会 

八尾市障がい児者問題協議会「クリスマスの集い’19」 

12 月市議会定例会本会議（第１日） 

12 月市議会定例会本会議（第２日） 

12 月市議会定例会本会議（第３日） 

八尾菊花ライオンズ 感謝状贈呈式 

第９回八尾ベースボールクラブカップ 開会式 

令和元年度「もちつき大会」刑部小学校区 

八尾東ロータリークラブ講演会「知って欲しい親なきあとのこと」 

令和元年度ＭＯＡ美術館八尾児童作品展表彰式 

文教常任委員会・予算決算常任委員会（文教分科会） 

ＦＭちゃお「笑顔がええやん」番組収録 

八尾市立桂小学校 公開授業研究会 

定例教育委員協議会 

令和元年度「八尾市小学生中学生英語暗誦大会」 

予算決算常任委員会全体会 

令和元年度第３回社会教育委員会議 

プロバスケットボールチーム・大阪エヴェッサ「チケット贈呈式」 

12 月市議会定例会本会議（第４日） 

 

【中山教育長】 11 月 22 日から後半もかなりの行事がございました。本会議もありまし

て、12 月市議会定例本会議は本日終了いたしました。教育委員会関係の議案も、全て承

認いただきました。 

 

【中山教育長】 委員の皆様から何か、この間の活動についてありましたらご報告お願い

します。 

 

【岩井委員】 11 月 24 日（日）、プリズムホールでありました八尾市中学校音楽会に、

それから 11 月 30 日（土）は小学校の音楽会に参加しました。出演したどの学校も日ごろ

の練習の成果を一生懸命発揮していて、とてもよかったと思います。 

 それから、11 月 30 日（土）には同じプリズムホールの展示室で小学校図工作品展を開

催されていましたので、それも見せていただきました。 

 以上です。 
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【水野委員】 12 月 17 日（火）に、第２回八尾市総合計画審議会第１部会がありました。

５次総計の総括報告書を踏まえて、６次総合計画の素案をつくるということで、施策の３、

子どもの学びの育ちの充実ということで、不登校・いじめ対策が前面に出たものがあり、

私も幾つか意見を述べさせていただきました。前の５次総括報告書には、教員の働き方改

革も載っていましたが、もちろん教員の力量を高めるのは非常に重要なことなので、働き

方改革をしながら同時に力量を高めていくということは特に強調させていただきました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 審議会、大変ですけどよろしくお願いいたします。 

 他にございませんでしょうか。よろしいですか。 

 岩井委員からも、小学校、中学校の音楽会のお話があったんですけれども、教育センタ

ーがこの八尾市教育研究会の窓口をしているもので、これには大きくかかわってくれてた

んですが、所長から何かありましたら。 

 

【塚本教育センター所長】 11 月 24 日に八尾市中学校音楽会が実施されました。各中学

校から学年合唱、またブラスバンド、音楽部等の発表がございました。学年合唱では文化

祭でも取り組んだ曲やそれ以外の曲も披露し、それぞれの力強い歌声を聞かせていただき

ました。 

 また、中にはミュージカル風の演出をしたものもありまして、本当に見ているほうも本

当に楽しい演奏でした。 

 また、吹奏楽では、マーチングも含めた演出もありました。 

 また、11 月 30 日に開催されました小学校音楽会では、音楽部、それから合唱、中には

群読も含まれておりまして、本当に幅広いバラエティーに富んだ発表内容でありました。

保護者の方もたくさん来られておりまして、３部に分かれて実施され、毎回総入れかえ制

で、席を確保できるような工夫もされており、本当に充実した音楽会であったと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 それから、指導課の主催で行われました英語の暗誦大会についても、報

告あればよろしくお願いします。 

 

【仁科指導課長】 小学生中学生英語暗誦大会が 12 月 15 日（日）に開催いたしました。

毎年開催をしているものですけれども、ＮＥＴの配置事業、また各校における日ごろの取

り組みの成果を発表する場となっております。全小学校、中学校から、小学校は６年生、

中学校は１、２年生に当日参加いただきました。小学生については、覚えてきた英語の暗

誦をＮＥＴとともにしていただく、また中学生についてはコミュニケーションの色合いが

より濃い発表をいただいたところです。 

 参加をいただいた保護者、また来賓の方からも、児童生徒の頑張りに高い評価をいただ

いておりますとともに、ＮＥＴと児童生徒との日ごろのかかわり合いの中で発表に結びつ

いているということで、このＮＥＴ配置事業に対する重要性についても評価をいただいた
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ところでございます。 

 

【中山教育長】 12 月 17 日（火）にはプロバスケットボールチームのエヴェッサのチケ

ット贈呈式があったんですが、教育委員の皆様にお知らせいただけたらと思います。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 大阪エヴェッサというプロバスケットボールチームをご存

じだと思うんですけれども、こちらから八尾市内の小学生４、５、６年生約 7,200 人の子

どもたちに対して、無料チケットを寄贈いただきました。実際、子どもたちにプロのバス

ケットボールを間近で見てもらって、その迫力と感動を味わってもらいたいということで、

３年前からスタートしております。今年度３月には八尾市民応援デーといたしまして、試

合を開催する運びとなっております。 

 

【中山教育長】 ほかに事務局、この間の行事で何か報告ありましたらお願いします。 

 また、委員の皆様、この報告につきまして何か質疑ありましたらよろしくお願いします。

よろしいでしょうか。 

 では、なければ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ります。 

 議案第 39 号「八尾市いじめ調査委員会委員の委嘱の件」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 39 号「八尾市いじめ

調査委員会委員の委嘱の件」につきまし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、いじめ防止対策推進法第 28 条第１項に規定するいじめ重大

事態が正起し、事実関係を明確にするための調査を行う必要が生じた場合、八尾市いじめ

問題対策連絡協議会等条例第６条の規定に基づき、調査を担っていただく委員を委嘱する

必要があるため、本案を提出する次第でございます。 

 それでは、お配りしております八尾市いじめ調査委員会委員名簿（案）に基づきまして

ご説明申し上げます。 

 今回、教育、法律、心理等に関し専門の学識経験を有する者として、弁護士、心理学博

士、臨床心理士、スクールソーシャルワーカー各１名の計４名の方を委員会委員としてご

提案するものでございます。 

 なお、空欄になっております１名につきましては、現在調整中でございます。委員が確

定いたしましたら改めてご報告をさせていただきます。 

 任期につきましては、令和元年 12 月 22 日からの２年間の期間でございます。 

 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
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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】 ただいまの提案理由につきまして、委員の皆様、質疑ありましたらよろ

しくお願いします。 

 

【水野委員】 空席というか調整中の方は、区分として教育、法律、心理等に関する専門

の学識経験のうちの、どの部分に当たるんですか。 

 

【森人権教育課長】 当初、弁護士の方につきまして１名を考えておりました。ただ、昨

今各市町村において、調査委員会の委員就任というのが弁護士をはじめとして、学識の

方々への要請というのが多くなってございます。この状況の中、調査委員会の調査が極め

て重責であること、業務が非常に多忙になること、そうしたことからなかなか委員のご推

薦についてはいただけない状況がございます。 

 ただ、我々といたしましては弁護士資格を有する者を中心に、場合によっては別の分野

ということ、既に１名は弁護士入っていただいておりますので、そういったことも視野に

入れながら５人の方の最終推薦という確定を持っていきたいと思っております。 

 

【水野委員】 今のご説明で、要するに他市でこういった委員会が非常に多く、不幸なこ

となんですが、設置されているということで、一部の人に業務が集中しているということ、

また、内容面、調査の内容面に関しても、かなり委員に負担がかかるということ、という

ことですかね。 

 

【森人権教育課長】 本市調査委員会を実際に開催させていただきましたが、回数的には

20 回以上となっています。あわせて、その調査結果をまとめるためにも、いわゆる報告

書づくり、こういったところについても極めて多大な時間を割いていただかないといけな

い。また、その内容が性質上極めて慎重に取り扱うということから、調査を行う方々にと

っても大きな負担になると考えられます。 

 そのようなことから、各職能団体についても、例えば報酬の面でそれにしっかり見合う

ものであるか、その職務の内容を明確に位置づけている市町村、こういったところについ

ては委員派遣にご協力いただけますが、位置づけが弱いところについては委員の推薦をい

ただけないこともあります。本市においても団体からの委員派遣に耐え得る条件整備につ

いても、引き続き検討していかないといけないと考えております。 

 

【水野委員】 結局、そういうことだと思うんです。ただ、何か報酬を上げればいいとい

うことではなくて、内容面もそうですし、例えばほかに誰も入ってこないところでやらざ

るを得ない状況等、そこで数時間、夜中までとなってしまうこともあるんですよね。そう

いう業務の特殊性ということも踏まえて、また独立している人たちなので、自由に発想で

きるという反面、集中的にやらなきゃいけないということも含めて、八尾市だけではなく

て、もう他の教育委員会と連携して、子どものためということでまた引き続き検討をお願

いできたらと思います。よろしくお願いします。 
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【中山教育長】 本当に重責を担っていただくということで、今調整中のところもしっか

りとお話しできて見つかったらいいなと思っているので、事務局よろしくお願いします。 

 あと、この大松美輪さんは所属等に何も書かれていないんですが、所属はどこにもされ

ていないと理解してよろしいか。 

 

【森人権教育課長】 職能団体への所属ということについてはされていないと伺っており

ます。少しご紹介をさせていただきますと、大松美輪さんについては、大阪府教育委員会

でチーフスクールソーシャルワーカーという立ち位置で、各市の教育委員会のいわゆるス

ーパーバイザーという形でのかかわりをしていただいていると伺っております。精神保健

福祉士の資格もお持ちで、あわせて特別支援の関連についても精通されていると伺ってお

りますので、今回委員をご承認いただきましたら、その専門性を十分に発揮していただけ

る方と認識しております。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは、質疑ございませんので、採決に移らせていただきます。 

 議案第 39 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 39 号「八尾市いじめ調査

委員会委員の委嘱の件」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 40 号「八尾市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱・任命の

件」について審議いたします。 

 提案理由を引き続き森課長から説明願います。 

 

【森人権教育課長】 続きまして、議案第 40 号「八尾市いじめ問題対策連絡協議会委員

の委嘱・任命の件」につきましてご報告いたします。 

 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、いじめ防止対策推進法第 14 条第１項に規定されているいじ

めの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、八尾市いじめ問題対策連絡協議会

等条例第１条の規定に基づき、委員を委嘱・任命する必要があるため、本案を提出する次

第でございます。 

 お配りしている資料、八尾市いじめ問題対策連絡協議会委員名簿（案）をごらんくださ

い。 

 本連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携、その他いじめの防止

等のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行うもので、委員

20 人以内をもって組織いたします。 

 八尾市立学校の代表者として八尾市立学校長を２名、関係行政機関の職員を３名、関係

団体を代表する者として７名、学識経験を有する者として２名、市の職員の６名、合計
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20 名の方を本連絡協議会委員としてご提案するものでございます。 

 任期につきましては、令和元年 12 月 22 日からの２年の期間でございます。 

 なお、本協議会の事務局は人権政策課と人権教育課が担っております。 

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。

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】 では、委員の皆様、この件に関しまして質疑ございませんでしょうか。 

 

【村本委員】 年２回開催されているということでお聞きしておりますけども、その内容

につきまして詳しくお教えいただけますか。 

 

【森人権教育課長】 ただいま村本委員ご指摘のとおり、基本年２回の開催を行っていま

す。本年度につきましては、この 10 月 25 日に第１回目をさせていただき、例年でしたら

２月末から３月上旬にかけて第２回目をさせていただいております。 

 この協議会の内容になりますけれども、１回目は八尾市のいじめの現状、例えば認知件

数がどれぐらいであって、いじめの対応がどういったものであるのか、こういった現状に

ついてこの委員の方々にご報告をさせていただきます。その現状を聞いていただいた上で、

各関係団体、関係部局で、いじめ問題についてどういったところについて対応していった

らいいのかということを、それぞれの代表の方々にご意見を頂戴するといったところにな

っています。あわせて、現状の八尾市のいじめの取り組み、こういったものもご紹介させ

ていただいた上で、今後の取り組みについてご意見を頂戴して、施策に反映していくとい

ったものです。 

 ですので、一件一件の個別の何かいじめ事案を検討するという類ではなくて、大きく八

尾市、また八尾市教育委員会がいじめ対策をどう進めていったらいいのかというところに

ついて、ご意見を頂戴する場と考えております。 

 以上です。 

 

【村本委員】 わかりました。ありがとうございました。 

 

【岩井委員】 市の職員としていろいろな課から委員として出てこられているんですけれ

ども、どうしてこのような課になっているのか教えていただけたらと思います。 

 

【森人権教育課長】 市の職員として、まずコミュニティ政策推進課に入っていただいて

おりますが、これは関係団体を代表する者ということで、自治進やまち協、そういったと

ころ、育成協等が直接所管しているというところの関係もございますので、入っていただ

いております。 

 次の健康推進課ですけれども、当初この法律ができた段階では、この健康推進課が自殺

対策を担っていたと。いじめと自殺というところの兼ね合いから、入っていただきました。 

 ただ、昨年度、保健所ができましたので、本来でしたらそのタイミングで保健所職員に

入っていただかないといけなかったんですが、これについては、健康推進課とも調整を行
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っておりますので、来年度、保健所の職員ということも考えております。 

 あと、こども政策課、青少年課につきましては、市長部局で子ども施策に全般的にかか

わっていただいているということから、いじめ問題の部分についてもご参画をいただいて

おります。 

 あと、学校教育部の指導課、教育センターについても同様に学校教育を担っていただい

ている、支援していただいておりますので、ご参画をいただいているという状況です。 

 

【中山教育長】 いかがですか、岩井委員、よろしいですか。 

 

【岩井委員】 わかりました。ありがとうございます。 

 

【中山教育長】 他に質問、ございませんか。よろしいですか。 

 それでは、質疑も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 40 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 40 号「八尾市いじめ問題

対策連絡協議会委員の委嘱・任命の件」について、原案どおり可決いたしました。 

 では、森課長、引き続き、よろしくお願いします。 

 

【森人権教育課長】 １点、ご報告させていただきます。 

 10 月定例会において、アプリを活用したいじめの匿名通告相談のシステム導入にかか

る経費を 12 月議会に上程する旨報告をさせていただきました。 

 しかし、その後の調整の中で、システムの導入にかかわり、それに対応する人的体制の

整備等も必要であることから、予算の上程については一旦見送ることとなりましたので、

ご報告をさせていただきます。 

 なお、今後システムの導入に向け、引き続き検討してまいりたいと考えております。 

 また、子どもを対象にしたいじめの未然防止に係る取り組みについては、現在予算要求

をしている段階ではありますが、引き続き進めてまいりたいと考えております。 

 以上になります。 

 

【中山教育長】 前に教育委員会議でお話ししていた、傍観者教育も含めて、いじめがあ

ったときにアプリを活用してということで、お伝えしていたのですけれど、見送りになっ

たという報告です。 

 水野委員、何かありましたら。 

 

【水野委員】 いじめ予防は世界的にいろんなやり方があって、それだけ世界的な問題な

んですけど、もちろん費用はかかることですけども、八尾の子どもたちにとって何がいい

かということを取捨選択していただいて、また引き続きご検討いただければと思います。 
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 傍観者教育は、本当にその場で子どもたちがいじめにどうかかわるかということなので、

人権教育もつながりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 また引き続き、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 他の委員の皆様、よろしいですか。 

 

{報告事項} 

 

【中山教育長】 続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

 「学校における携帯電話の取扱い等について」、仁科指導課長よりお願いします。 

 

【仁科指導課長】 それでは、「学校における携帯電話の取り扱い等について」のご報告

をさせていただきます。 

 まず、八尾市立学校における携帯電話の取り扱いについての検討経過でございますが、

既にご承知のとおり、平成 31 年３月 27 日に、大阪府より小中学校における携帯電話の取

り扱いに関するガイドラインが示されました。これまでの大阪府における携帯電話の校内

持ち込み禁止の方針を見直し、登下校時に限り、子どもが携帯電話を所持できるよう、持

ち込み禁止の方針を一部解除することとし、携帯電話を子どもに持たせるかどうかは、各

家庭の方針に従って、その目的や必要性から保護者が判断すること。校内では、携帯電話

の電源を切って、児童生徒各自がかばんの中で保管すること等が示されたところです。 

 本市といたしましては、本年６月以降、小中学校長と教育委員会事務局で構成する検討

会議を設置し、ＰＴＡアンケートもとる中で検討を重ねてまいりました。検討会議におけ

る検討の視点といたしましては、本市学校における実情の整理、保護者ニーズの把握、市

統一の対応、家庭における確認事項の大きく４点について整理を行いました。 

 本市の学校実情といたしましては、これまで原則校内への携帯電話の持ち込みは禁止と

なっており、個別に事情のある家庭に対して一部持ち込みを許可する対応をしてきており

ました。 

 一方、各校においてはその申請書式の有無や各学校における携帯電話の保管のあり方が

不統一であったこと、また今後、携帯電話の持ち込みを可能とした場合には、家庭への新

たな経済的負担がかかることが懸念されること、ＳＮＳによるトラブルや携帯依存による

健康被害等においても議論をしたところでございます。 

 また、本市の児童生徒の保護者ニーズの把握といたしましては、まず、各学校において、

今般、府のガイドラインを受けて、新たに保護者からの児童生徒の携帯電話の持ち込みを

許可することの要請を受けた学校はなかったこと、また、ＰＴＡ協議会においてご協力を

いただいたアンケート結果においても、そもそも学校に携帯電話は必要がない、持ち込ん

だ場合の責任の所在が明らかでない、子どもの携帯電話の所持に当たって心配がある、な

どの不安の声も聞かれたところです。 

 そうした検討経過を踏まえて、検討会議として、本市の統一的な取り扱いについての通

知文、八尾市立学校における携帯電話の取り扱いについて、及び保護者宛て案内文、保護

者と児童生徒の確認事項について作成し、本日参考資料でお示しいたすものでございます。 
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 これらの主な内容といたしましては、携帯電話は、学校における教育活動に直接必要の

ないものとして、小中学校ともに原則持ち込みを禁止として対応すること。各学校におい

て、各家庭の個別事情や防災・防犯上の緊急手段としての必要性から、各家庭より申請が

あった場合は例外的に許可すること。許可を受け、校内に持ち込む携帯電話の保管は、保

護者の責任とし、電源を切って児童生徒が各自でかばんの中で管理・保管すること。大阪

府のガイドラインを参考とした携帯電話の取り扱い、家庭におけるルール等についてのル

ールや約束事を記載した同意確認事項等の内容となっております。 

 以上が、八尾市立学校における携帯電話の取り扱いについての説明となりますが、今後

のスケジュールといたしましては、本文案について 12 月中に教育長決裁にて通知文を確

定し、令和２年１月校長会で通知、令和２年２月以降各学校から保護者宛てに文書通知を

する予定としております。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 ただいまの報告につきまして、ご意見ございませんでしょうか。府から

の提示があってから話し合ってきた結果、丁寧に校長会、あるいは保護者の意見であった

り、聞き取ってもらった最終的な結果がこういう形で提示されているんですけれども、い

かがでしょうか。 

 

【岩井委員】 丁寧にＰＴＡにもアンケートをとられて、検討会議も踏まえて、このよう

に八尾の全ての学校が同じ歩調で対応していけるようになったということは非常に評価で

きると思います。 

 その一方で、学校へは原則持ち込み禁止ということであっても、実態としては子どもた

ちのなりたい職業でユーチューバーが上位に上がってきたり、小学校でも友達との遊びの

中で、ユーチューバーごっこがはやっているという話を聞きますと、早い段階、使い始め

たときから情報メディアとのかかわり方、見方、考え方とか光と影の部分などを、家でも

学校でも、待ったなしで教えていくことが必要じゃないかなと考えますので、そのあたり

特に今後はよろしくお願いしたいなと思っています。 

 

【仁科指導課長】 新学習指導要領でも、子どもたちの情報活用能力を全ての教科の基礎

となる力としてつけていくこととしております。現在、情報モラルと合わせて情報機器の

取り扱い、またプログラミングの中で、情報機器になれ親しみながら論理的な思考力もつ

けていくといった教育を進めているところでございます。 

 また、あとこういった教育の推進には家庭や地域との連携が必要なものとなっておりま

すので、引き続き家庭、地域とともにこれらの情報共有についても進めてまいりたいと考

えております。 

 

【中山教育長】 他に意見ございませんでしょうか。 

 この保護者宛てに出すという文章、１月末から２月にかけて出るかと思いますが、同意

確認事項の中の４番、５番当たりについては、まだまだルールの緩い状況にもあると聞い

ているので、ここは、学校がこの取り扱いについてアンケートをやりとりされるときに、



－11－ 

しっかりと確認いただくことをしていかないと、書いてあるだけで流れてしまっては何も

ならないので、そのあたりもまた校長会ではしっかりお知らせいただけたらなと思います。 

 

【仁科指導課長】 今、ご指摘いただきましたように、特にこの使用時間の問題について

はゲーム依存であったり、健康被害というのは今特に言われております。そういった中で、

学習に及ぼす影響であったり、生活の場面での取り扱いということが今課題になっており

ますので、そういった部分については改めて校長会等でも確認しながら、家庭の啓発には

努めてまいりたいと考えています。 

 

【水野委員】 先ほど報告した総合計画審議会でもこんな話になったと思うんですけど、

もちろん学校の先生方が、校長先生初め啓発していくことは大事なんですけど、同時にや

はり保護者から、主体的に出てくる流れをつくるのが大事だと思います。なので、そこの

ところＰＴＡの方々等にもお話をしながら、もちろん学校は環境整備の情報提供はします

けど、夜中にいろんなことが起こっているわけで、家庭とともにという部分というのも大

事じゃないかなと思っています。 

 

【中山教育長】 本当に、家庭と連携しながらやっていかないと、子どもたちいろんなこ

とに巻き込んでしまうので、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。 

 この許可申請書も、かつては学校ごとにつくっていたので、こうして同一のものが八尾

市として使えるようになるというのは大きいかと思いますので、よろしくお願いします。 

 他の委員の皆様、よろしいですか。それでは引き続きよろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 それでは、続きまして、教育長職務代理者の指名についてご報告させて

いただきます。 

 まず、御喜田教育長職代理者におかれましては、２期８年にわたり、教育委員として本

市の教育行政の推進に本当にご尽力を賜りました。ありがとうございます。昨年 12 月に

は、教育長職務代理者に指名させていただきました。幼稚園の副園長ということもあって、

本当に多忙な中、その経験、また、保護者の立場からの貴重なご意見をたくさんいただき

ました。明日付で退任ということになりましたが、ここで改めてみんなを代表して感謝の

意を表したいと思います。いろんなことがあったと思いますが、全部乗り越えていただき

ました。本当にありがとうございました。 

 御喜田委員、一言お願いします。 

 

【御喜田教育長職務代理者】 改めまして、皆様本当にお世話になりました。明日をもっ

て退任させていただきますが、私が携わらせていただいたこの８年間で、本当に世の中は

めまぐるしく変わって、八尾の教育もそれに伴ってすごく変化をしました。この８年間を

思い返すと、私にとってはとてもいい経験ができました。物の見方を変えることができま

したし、皆様の頑張りを見ながら、私もたくさんのエネルギーをいただきました。これか

らは、教育委員の職というのではなく、また違う立場で八尾の教育に携わっていきたいと

思いますし、皆様のことを見守っていかせていただきたいと思います。本当に８年間お世
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話になりました。ありがとうございました。 

 

【中山教育長】 本当にありがとうございました。 

 それでは、次に私より、御喜田教育長職務代理者の後任となります教育長職務代理者を

指名させていただきたいと存じます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第２項の規定に基づきまして、教育

長に事故があるとき、または教育長が欠けたとき、その職務を行う委員を教育長職務代理

者として指名する必要がございます。 22 日付で、村本委員を教育長職務代理者として指

名いたしますので、ご報告いたします。 

 村本委員におかれましては、これまで教育委員会議において、企業経営者としての経験、

またその視点から示唆に富んだご発言をいただき、他の委員の皆様とともに、重要な判断

も下していただきました。今後も引き続き、教育委員会の発展にご尽力賜りますことをお

願い申し上げます。 

 教育長職務代理者につきましては、先ほども申し上げましたとおり、私が万が一欠けた

場合、教育委員会の運営等につきまして、職務を代理していただきますとともに、具体的

な事務執行につきましては、八尾市教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する規

則の規定によりまして、副教育長以下、事務局職員が責任を持って遂行いたしますので、

ともによろしくお願いいたします。 

 この件につきまして、ご質問、ご意見等皆様ありませんでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 それでは、村本委員、一言お願いします。 

 

【村本委員】 教育委員に任命いただきまして３年たったところでございます。それまで

何も教育委員会のことはわからなかったため、まだまだ未熟者です。ただ、御喜田委員が

退任されるということで、任命していただきました限りは、精いっぱい頑張るつもりでご

ざいますので、皆様のご指導とご協力をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

【中山教育長】 改めまして、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 報告は以上ですけれども、この際から委員の皆様から何かございませんでしょうか。よ

ろしいですか。 

 事務局、何かありませんか。よろしいですか。 

 それでは、以上をもちまして、12 月定例教育委員会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 


