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１月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、１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水野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】  それでは、 12 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、これにつきまして、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】  それでは、全委員異議なしと認めます。よって、 12 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） 

12 月 20 日(金) 

 

12 月 27 日(金) 

12 月 29 日(日) 

1 月６日（月） 

 

1 月７日（火） 

 

教育委員任命式 

定例教育委員会 

仕事納め式 

令和元年度歳末夜警詰所激励訪問 

仕事始め式 

年賀交礼会 

部長会 

令和元年度第１回八尾市ＩＴ推進本部会議 

開 催 年 月 日  令和２年１月２２日（水） 

開 催 時 間  午前８時４５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 

村 本 教育長職務代理者  

水 野 委員 

岩 井 委員 

藤 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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1 月８日（水） 

1 月９日（木） 

1 月 10 日（金） 

1 月 11 日（土） 

1 月 13 日（月） 

1 月 14 日（火） 

1 月 15 日（水） 

 

1 月 18 日（土） 

1 月 21 日（火） 

令和元年度教育委員会表彰 

令和元年度中核市教育長会第２回総会・第２回研修会 

大阪府都市教育長協議会役員会・1 月定例会 

令和２年消防出初め式 

第 67 回八尾市成人式 

公益財団法人八尾体育振興会新春の集い 

定例教育委員協議会 

八尾市障がい児者問題協議会「作品展」 

八尾市総合防災訓練 

令和元年度いじめに係る研修会(八尾市教育委員会事務局職員対象) 

 

【中山教育長】 藤井奈緒委員の教育委員任命式が 12 月 20 日金曜日にありました。 

 委員の皆様から、この間の活動についてご報告がありましたら、ともに出席したものも

ありますけれども、改めてご報告いただいて結構ですのでよろしくお願いします。 

  

【水野委員】 １月 14 日火曜日に、市役所８階の委員会室で第３回八尾市総合計画審議

会第１部会が行われました。八尾市第６次総合計画（行政素案）基本計画ということで参

加させていただきました。 

 基本的には、子育て、いじめ、不登校に関して、ご家庭の経済的な課題などで、専門家

を配置してほしいということ、繰り返し述べさせていただいたつもりです。また、学校教

育分野以外の取り組みにおいて、学校教育、家庭教育という順番になっているところを、

やはり子どもを育てるということで、家庭を最初に持ってくるようお願いしますというこ

とを述べさせていただきました。あとは、虐待のところで、余りに単純化された記述もあ

りましたので、指摘させていただきました。３月に、また全体会があって、総合計画（行

政素案）に対する答申内容を取りまとめていくと思いますが、今後また、折に触れて機会

があれば発言したいと思います。 

 以上です。 

 

【岩井委員】 総合体育館で行われました１月６日月曜日の年賀交礼会と１月 13 日月曜

日の第 67 回八尾市成人式に、ほかの委員とご一緒させていただきました。 

 成人式は、私の教え子たちもおりまして、懐かしい思いで参加させていただきました。

新成人の誓いで、代表の２人が夢や目標をしっかりともって、グローバルに頑張っていこ

うと決意宣言をしている姿が、とてもまぶしくて頼もしく感じました。 

 式の中での子ども河内太鼓は、迫力があって大変よかったと思います。成人式をあのよ

うに多方面から、いろいろ配慮して開催してくださったたくさんの市の職員の方々や関係

の方々のお力添いに心から感謝いたします。ありがとうございました。 

 それから、昨日、水野委員が講師をしてくださいました、教育委員会内のいじめに係る

研修会に参加させていただきました。その中で、いじめ対策として、当たり前のように集

団づくりや、心の通い合う人間関係、学級のきずな等々、集団生活を強調する傾向が一般

的に見られますが、それも大事ですけれども、いじめ対策の理念として、強調すべきは、
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集団ではなくって個人の尊厳であるというお話があったところが、とりわけ心に響きまし

た。そのことをしっかりと踏まえて、教育委員会も学校も、今後対策を進めていかなけれ

ばならないと思っております。 

 以上です。 

 

【村本教育長職務代理者】 私も岩井委員と同じく、年賀交礼会、成人式と昨日の水野委

員が講師の研修会に参加させていただきました。 

 成人式については、これまで参加した中で一番整然と行われたという印象を受けました。 

 以上です。 

 

【藤井委員】 私も成人式に参加させていただきまして、自分のときと比較しながら見て

いたのですけれども、成人になられた皆様も、本当にお話もよく聞いていらっしゃるなと

思いました。あと、先ほどお話がありました、子ども河内太鼓のときは、本当に会場全体

が集中していて、すごいという空気に包まれて本当にいい雰囲気で行われたなと思いまし

た。ご準備等すごく大変だったでしょうが、その分すばらしい式になったと思います。ど

うもありがとうございました。 

 

【中山教育長】 岩井委員からもありましたように、昨日は、教育委員会事務局全員を対

象に、水野委員に講師をお願いし、いじめに係る研修会を開催いたしました。私たちも心

を引き締めて取り組んでまいりたいと思っています。 

 ただいまの私及び委員の皆様の報告について、何かございませんでしょうか。 

 

【村本教育長職務代理者】 追加でございますが、昨晩、八尾市体育連盟の新年懇親会が

ございまして、中山教育長の代理として参加させていただきました。 

 以上です。 

 

{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１号「執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について市議会議案提

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】 議案第１号「執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について

市議会議案提出の件」について、ご説明申し上げます。 

 これまでから、八尾市の教育の方向性を示すため、八尾市教育振興計画を策定し、本計

画に基づき取り組みの推進を図っているところでありますが、令和２年度末をもって、こ

の計画期間が満了することを受けて、現在、次期計画策定に向けて取り組みを進めている

ところです。 

 これまでの計画が学齢期を中心とした計画であることに対し、人生 100 年時代を見据え
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た全ての世代を対象とする計画へ、改めていきたいと考えております。 

 八尾市の教育全般にわたった計画とするため、八尾市生涯学習スポーツ振興計画と八尾

市図書館サービス計画を統合し、より八尾市の教育全般にわたった計画とするため、その

名称を八尾市教育振興基本計画と変更したいと考えております。 

 計画名称の変更等に伴い、執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例案を

市議会に提出する必要があるため、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第６号

の規定に基づき提出するものです。 

 それでは、新旧対照表をごらんください。執行機関の附属機関に関する条例については、 

八尾市教育振興計画審議会の名称を、八尾市教育振興基本計画審議会に改め、八尾市生涯

学習スポーツ振興計画審議会を削除するもので、裏面の特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例については、八尾市教育振興計画審議会委員の名称を、八尾

市教育振興基本計画審議会委員に改め、八尾市生涯学習スポーツ振興計画審議会委員を削

除するものです。 

 なお、施行日につきましては、令和２年４月１日施行とするものです。 

 また、市議会のご審査をいただき、議決をいただいたのちに、それぞれの審議会規則に

ついての改正、廃止を行う必要がありますのでよろしくお願いいたします。 

 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いたします。 

 

【中山教育長】 式課長から説明がございましたが、八尾市は教育振興計画を策定してい

ますが、現在の教育振興計画は、どちらかというと学校教育に重きを置いて書かれており、

教育振興計画とは別に生涯学習・スポーツ振興計画、それから八尾市図書館サービス計画

を立てていたのですが、基本計画として一本化しようということになりました。それに伴

いまして、それぞれにもっていた附属機関、審議会を一本化するということで、議会に上

程していくということになります。 

 これに関しまして、委員の皆様何かございませんか。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１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１号「執行機関の附属機関

に関する条例の一部改正について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。 

 引き続きまして、議案第２号「組立体操の実施における安全確保のための指示事項等の

見直しの件」について、審議いたします。 

 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】 それではただいま議題となりました、議案第２号「組立体操の実施に

おける安全確保のための指示事項等の見直しの件」について、ご説明申し上げます。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 15 項の規定により、委員会に議決
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を求めるものです。 

 まず、これまでの経過についてでありますが、本市におきましては、平成 27 年度の本

市中学校における 10 段ピラミッドが崩れ、生徒が負傷するという組立体操事故の発生以

降、安全な運動会、体育大会の実施に向けて、毎年度、組立体操の実施における安全確保

のための指示事項等について、本市の学校に対して文書通知を発出し、組立体操について

は、立体ピラミッド５段、タワー３段の高さ制限を徹底するとともに、各学校には指導計

画や安全計画の作成だけではなく、教職員の配置や人数を明確にした安全指導、安全対策

を含む組立体操の実施計画、練習計画を別途作成し、教職員全員に周知徹底するとともに、

児童生徒、保護者にもあらかじめ周知して、その安全・安心の指導について徹底を図って

まいりました。 

 令和元年６月 11 日付で、大阪府から市町村教育委員会に対して通知があり、府立学校

に対しては、両足が地面に接地していない児童生徒の上に乗る技は、原則禁止とする旨の

通知がありましたので、所管の学校に対し運動会、体育大会等においては、児童生徒等の

発達段階に応じた、安全への特段な配慮及び事故防止対策について改めて確認の上、事故

の未然防止に取り組んでいただきますとともに、組立体操については、実施の有無も含め

内容の再検討について指導をしたところです。 

 その一方で、本市においては、今年度については、昨年４月のこれまでの指示事項をも

とに体育大会、運動会の準備も進めてきましたことから、年度途中における見直しはせず、

取り組んでまいりましたが、本年度の組立体操の練習時において、２校の中学校でピラミ

ッド、タワーの練習時及び生徒の移動時に、計３件の骨折事故が生起いたしました。 

 そのうちの１件については、計画通りの補助体勢をとっていたものの、タワーの一番上

の生徒が落下して、骨折をするという事案が発生いたしました。 

 平成 27 年度の事故発生以降、タワーにおける落下事故は初めてのケースであり、各学

校において、組立体操の補助体制、指導体制等について、安全を最優先に計画、実行して

いても防ぎ切れない事故があるものとして、本事案の発生については、重く受けとめたと

ころです。 

 教育委員会事務局として、このたび改めて校長会への意見照会も含め、市内学校におけ

る組立体操の実施上の課題について照会をさせていただきました。 

 その中で、けがのリスク、児童生徒の体力の低下、教員の指導力の継承、学校における

働き方改革の実行、地域・保護者ニーズの多様化をはじめ、組立体操の実施の見直しや中

止の判断に当たっては、学校長のマネジメント上の支援を必要としている学校が存在して

いることについて改めて把握し、今般それらの課題を重く受けとめ、指示事項の見直しに

ついてご提案をするものでございます。 

 それでは、議案参考資料２、令和２年度組立体操の実施における安全確保のための指示

事項の見直し案、新旧対照表をごらんください。 

 主な改正事項についてでありますが、（１）組立体操の実施に当たっての項において、

④両足が地面に接地していない児童生徒の上に乗る技については、禁止とすることとし、

大阪府通知で示された基準を、本市の実情に合わせて文言として挿入し、合わせて文中に

おける文言の整理として、各号に記載のありました、「組立体操の実施に当たっては」の

文言を削除するとともに、（１）①の組立体操の実施の是非については、削除の上、今後
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学校に対し発出する予定の通知文に移行させていくこととしております。 

 次に（３）安全指導、安全対策の徹底についての項目のうち、これまで④に「立体ピラ

ミッドは５段、タワーは３段」と段数の上限を規定しておりましたが、その規定を削ると

ともに、その後の各号を繰り上げるとともに、あわせてピラミッド、タワーに関連する規

定について、整理をしたものです。 

 また、⑤の補助態勢の規定として、両足が地面に接地していない状態で上に乗る児童・

生徒と同数以上の補助を配置し、補助員に対しては、効果的な補助の位置や補助の技術な

ど補助に関する指導を行うことと規定し、⑦の規定において、校長は教育委員会からの通

知や市教委主催の講習会での内容を周知するとともに、の次に、「自校の演技種目（技）

に応じた校内研修を実施し、」の文言を追加して、より安全指導、安全対策に万全を尽く

すこととしております。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、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】  27 年度から八尾市教育委員会においては、ずっと学校とも連携しなが

ら、いろんな面で組立体操については、話し合いを重ねてきたところですけれども、仁科

課長から報告がありましたように、昨年度、どんなに学校が配慮し、どんなに子どもたち

と話し合いやっていても、やはり不慮の事故は起こるということで、ここはしっかりと禁

止事項も定めていかなければならないのではないかということで。 

 教育委員の皆様からも、この間、協議会等々でご意見はいただいておりましたが、最終

決めさせていただくのに、忌憚ないご意見をいただけたらと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 府教育庁が府立高に発出している通知文につきましては、私たちが、今回盛り込んだ形

になっておりますので、府教育庁と同じ形の提示になるということでお知りおきください。 

 何かご意見ありましたら、よろしくお願いします。 

 

【岩井委員】 私も学校現場におりましたので、年々、子どもたちの体力が昔と比べます

と低下してきており、ちょっとしたことでも、けがをするということを感じていました。 

 平成 27 年の組立での事故を受けて、八尾の学校では組立はもちろんのこと、運動会、

体育大会そのものが、果たして子どもたちの発達段階や体力に応じた安全・安心を最優先

に考慮されたものになっているだろうかと、原点に戻って議論を尽くして出直そうという

立ちどまりがあったと認識しています。 

 そして、その経緯の中で、教育委員会からも、組立体操の実施における安全確保のため

の指示事項等という指示も出されましたので、学校はそれ以後、運動会、体育大会につい

ては、安全・安心が確保された中での実施、事故ゼロということを第一に考えて、組立体

操の実施の是非も含めて議論を重ねて、見直しを続けてこられたと思っています。 

 そこで質問なのですけれども、この間、組立体操から同じような教育的成果が得られる、

違う種目に変更されている学校も多いように思うのですけれども、今年度現在で、組立体

操をしておられる学校はどれくらいあるのでしょうか。 

 また、その後、骨折などの大きな事故は起こっていないのか等、事故の状況なども教え
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ていただけたればと思います。 

 

【中山教育長】 事務局、小学校、中学校、義務教育学校等々全て含めて報告願います。 

 

【仁科指導課長】 組立体操の今年度の実施校なんですけれども、中学校 15 校中 12 校に

なっております。小学校については、28 校中７校の実施となっております。 

 組立体操を実施していない学校については、ダンス活動であったり、集団での演技であ

ったりと、それぞれの教育目的に応じて競技をしていただいております。 

 この間の組立体操における事故の状況ですけれども、平成 27 年度の事故発生以降、平

成 28 年度は１件、平成 29 年度は６件、平成 30 年度はゼロ件となっております。 28 年度、

29 年度の骨折の状況ですけれども、競技中ではなく、移動時であったり、偶発的な中で

起こったものであり、今回、タワーやピラミッドについて、安全指導補助態勢のある中で、

骨折事故というのは、これまではなかったということで、そういった事故については、今

年度が初めてのケースとなっております。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、よろしいですか。 

 

【村本教育長職務代理者】 忌憚のない意見ということでございましたので、私もすこし

思っていることをお話させていただきたいと思います。 

 基本的には、新しいこの指導事項というのは、私は大変残念だと思っております。随分

昔になりますけれども、私の子どもが小学生だったころ、運動会で組立体操を見させても

らいまして、大変私は感動いたしました。私だけではなく、子どもたちも非常に達成感で

満足した顔をしていまして、自分の子どもがよく成長したなと、親として大変誇らしかっ

たことを思い出します。 

 それで、昨年の秋ですけれども、孫の運動会に行きました。孫は八尾市の児童ではあり

ませんが、新しい指導事項にのっとった内容で、組立体操がされていたように思います。

随分、地味になったなという印象を受けました。 

 もちろん、安全に最大の配慮が必要だというのは、よく理解しております。ですが、一

方で子どもたちにもっと大きな達成感、自信をつけさせるためにも、もう少し何とかなら

ないものかなとも思っております。 

 今年はオリンピック、パラリンピックが開催されます。世界大会を見ていましても、記

録はどんどん伸びていっているわけですが、日本の子どもの体力が、先ほどもありました

が、落ちているということは大きな問題ではないかなと思います。子どもの体力をつけさ

せる、それともちろん補助の問題もありますし、安全には配慮しながら、もうすこし何と

かならないものかなというのが私の率直な感想でございます。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 村本委員、教育委員として、あえて忌憚のない意見を言って下さったと

理解しています。 

 確かに、学校長も地域の方々から、村本委員と同じようなご意見を多々いただいていま
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す。先ほど仁科課長が、校長のマネジメントの支援という言葉を使ったのですけれども、

保護者や地域の方々が、児童、生徒が小学６年生になったらこれができる、中学３年生に

なったらこれができるという思いを持っておられるので、そこは校長が悩んでいる部分か

と思います。 

 これについて、指導課長、どうですか。 

 

【仁科指導課長】 今おっしゃっていただいた、地域の方々の学校に対する期待というも

のが、これまでも、また今もあることは事実だと考えております。 

 体育大会の意義として、まず、児童生徒が達成感や連帯感を味わうことができる場であ

るとともに、これまでの取り組みの成果を、地域や保護者にしっかり示していく、それが

体育大会の意義であると考えております。 

 その中で、とりわけ組立体操が、児童生徒の体力の向上につながり、また、所属感や連

帯感、一体感、さまざまな自己肯定感を含めて、その指導に応じて効果があったことは、

事実だと考えておりますし、この間、各校長に意見を照会さしていただいた折にも、組立

体操の意義については、多く意見をいただいたところでございます。 

 ただ、一方で先に申し上げたような、見直しに至る課題というのも同時に示されたとこ

ろでございまして、体力の課題、また組立体操のピラミッドやタワーのけがのリスク、ま

た、そのリスクを低減させるための補助体制であったり、練習時間の確保といったことが、

児童生徒が減少し、教員に教育課程における授業改善等の負担がかかる中での、教職員の

働き方改革もあり、さまざまな支援が必要な状況になっているといった課題があることも、

事実でございます。 

 その中で、そういった地域の期待やこれまでの学校の伝統、生徒のいわゆる目標に照ら

したときに、校長自身が判断をするということが、なかなか難しいのだという声をいただ

いたところでございます。 

 その中で教育委員会が平成 27 年度に出しました報告書には、さまざまな事故が予見さ

れるような状況にあったときに、教育委員会としての管理責任をどう果たしていくのかと

いうことについては、不断の見直しが必要だということで、指摘を受けております。そう

いった中において、今回教育委員会としての見直しを、方針として示していく必要がある

ということで、ご提案をさしていただいているというところでございます。 

 

【中山教育長】 藤井委員、保護者の立場からいかがですか。 

 

【藤井委員】  例えば、保護者、おじいちゃん、おばあちゃん世代であったり、地域の

方々の組立体操への思いやご期待もすごくあると思いますけれども、実際それをしている

子どもたち自身が、どれくらい組立体操というものに憧れを持っているのか、どうしても

それをやりたいと思っているのだろうかということを統計等を取られたことはないのかも

しれないですけれども、それこそ昔は 10 段であるとか、大変見映えのする技を目の前で

どんどん上級生が繰り広げて、自分たちもあの学年になったら、それをするんだといった

憧れの気持ちが強かったと思います。ただ、私の子どもの小学校では、組立体操に替わる

ものとして集団行動等もされているのですけれども、そういう組立体操に替わるものをこ
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こ数年見ていた子どもたちには、我々が抱いていた組立体操への憧れみたいなものは、薄

れていきつつあるのかなというのは、聞いてみたいと思いました。 

 

【仁科指導課長】 今、まさに委員がおっしゃったとおりなのかなと思います。当然、組

立体操を、上級生がやっている状況を見ている下級生の子どもたちにとっては、それが目

標像となっておりますので、自分たちがその段階になったときには、達成できるように自

分たちも力をつけていきたいという思いを持って取り組んでいると考えておりますし、そ

うではない状況を見てきたときには、ダンス活動であったり、集団の演技を見て、そのこ

とを目標像にしていると思っております。 

 いずれにいたしましても、教員が体育大会での意義であったり、各競技でのねらいであ

ったり目的であったり、そういったことを児童生徒に提示をして、どういった力をつけて

いくことを目標にしているのかということを、児童生徒も、また教員、地域、保護者も含

めて共有し、行事に取り組んでいくということが必要な状況になっていると考えておりま

す。 

 

【水野委員】 私も子どもの運動会に参加したことがあります。これは、実施時期の問題

ですけれども、八尾市内では、少数の小学校が６月に行なって、ほとんどが９月の末とい

うことで、気候変動による気温差がある中で、外的要因が違い過ぎるのではないかという

ところがあって、９月末に、２コマ 50 分 50 分の練習は非常にきついだろうなと、見てい

て思います。 

 もちろん、６月に運動会、体育大会をやることに対するリスクというか、まだ学級がし

っかりと定めてないところで、なかなか難しい部分があって、本当は、秋に盛り上がり、

そのまま卒業に向かっていくというのは、本当にいいとは思うのですけれども。また、時

間も１日ではなくて、半日にするような議論も出てきておりますので、総合的に他の行事

とのバランスも考えていただければと思います。それから、子どもたちは安全面から木登

り等の外遊びが基本的にできないですよね、今。奨励もできない状況ですし。そうなると、

体幹もどうしても鍛えられなくなります。そこで、体幹を鍛えられるような代替競技があ

るのかわかりませんけれども、自発的な動機づけをもって行うから、体力はついてくるの

だろうと思います。そこで、知的好奇心もつきます。 

 夏休みも、 40 度近くの中で、どこかに遊びに行くというのは、いろんな意味でリスク

があるので、そういう環境変化も踏まえていただき、地域の方々が学校に参画するシステ

ムも使っていただいて、何か新しい方向性が見えてくると、とてもいいのではないかと思

います。 

 以上です。 

 

【仁科指導課長】 運動会、体育大会の実施時期についてなのですけれども、現状は、八

尾小学校だけが春の実施になっていて、残りは、委員がおっしゃったように秋実施となっ

ております。 

 この時期の実施の見直しについては、熱中症対策が盛んに叫ばれておりますので、プロ

グラムの精選であったり、練習時間の見直し、さまざまな外的要因に伴う制約条件の中で
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の見直しを、お願いをしているところなのですけれども、現状はなかなか進んでいないと

いう状況になっております。 

 ただ、ご指摘のように、暑さ指数が 31 を超えると、運動自体を禁止する、そのことが

徹底されている中で、どのように練習時間を確保し、当初のねらいであったり、目的であ

ったものを達成するのかということも事実としてあると思います。 

 そういった中では、体育大会、運動会そのもののあり方といったことについても、議論

が必要になってきている、そういった時期であるということについては、認識をいたして

おります。 

 合わせて体力の向上ということで、先ほど村本委員からもありましたが、全国的に体力

の低下が著しくなってきているという結果が、先日、全国運動能力体力の調査結果からも

示されたところです。 

 その要因は、いわゆるテレビゲームであったり、ネット、そういったスクリーンタイム

が上っているということと、あと部活動であったり、そういう日ごろ運動をしていない子

どもに対して、どのような動機づけができているのかといったところが弱い自治体、学校

の取り組みが、顕著にその結果にあらわれているということも示されたところです。 

 そういったところも、我々としては分析を重ねまして、同時に対策もとっていかなけれ

ばならないという認識も持っておりますので、今いただいた意見も参考にしながら、安

全・安心に運動会、体育大会、そして体力づくりも進めていきたいと考えております。 

 

【中山教育長】 今、仁科課長からもありましたが、運動会、体育大会の意義そのものを、

みんなで、話し合っていかなければならない時期に来ているということと、学校教育その

ものが何を果たすべきか、そのあたりも全ての面において、考え直さなければならない過

渡期にきていますので、今後話し合いを重ねていきたいと思っております。 

 今回、忌憚ないご意見をいただいたのですが、村本委員いかがですか。 

 

【村本教育長職務代理者】 とにかく体力を。これからの日本を担ってもらう子どもたち

なので。肉体的にももちろんそうですし、精神的にも子どもが強くなるように、いろいろ

とご配慮をお願いしたいなと思います。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様いかがですか、よろしいですか。 

。 

【岩井委員】 これまで学校は、運動会、体育大会について時期的なことも含めて、見直

しを続けてこられていて、今もその最中だと思いますので、今回出された指示と見直しを

きっかけにして、もう一度、安全・安心が確保された運動会、体育大会のあり方を教育課

程にかかわることですので、学校主体でしっかりと議論していただきたいと思っています。 

 そして、その際は、学校内はもちろんですけれども、児童生徒、保護者、地域の方々の

理解を得ることも大切ですので、みんなを巻き込んで議論が進められるよう校長先生は、

マネジメント力をしっかりと発揮していただいて、安全・安心が確保された運動会、体育

大会を実施していただけるよう願っております。 
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【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、質疑もないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第２号につき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２号「組立体操の実施にお

ける安全確保のための指示事項等の見直しの件」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、報告事項に移らせていただきます。森人権教育課長、よろし

くお願いします。 

 

【森人権教育課長】 八尾市いじめ再調査委員会の状況についてご報告をさせていただき

ます。 

 本市小学校で生起した、いじめ事案にかかわって、教育委員会設置の八尾市いじめ調査

委員会による調査が終了した後、被害保護者の意向を受け、令和元年７月 18 日より、市

長設置の八尾市いじめ再調査委員会による調査が進められてきました。事案に係る再調査

が終了し、令和２年１月 20 日に再調査委員会より、市長へ再調査報告書が答申されたと

のことです。 

 市長への答申の後、同日に再調査委員会事務局の人権政策課より、教育委員会事務局に

対して報告書の提示がありましたので、教育委員の皆様にも配付資料のとおり報告書をお

渡しさせていただきます。 

 現在、事務局において、再調査報告書の内容について確認を進めているところですが、

記載事項として、再調査委員会調査により、被害児童は４年生５月頃から、複数の児童か

ら主として言葉のいじめを受けており、２学期にも継続していたこと。また、２月 14 日

の公園でのいじめと暴力の実態が明らかになっております。 

 また、学校や教育委員会の課題として、学校の初期対応に大きな問題があり、結果、解

決を困難にしたこと。学校、教育委員会のいじめの認識、理解が不足していたこと。いじ

め防止対策推進法等の知識と理解が欠けており、外部、専門家と協働する姿勢に欠けてい

たこと。教員の子どもと保護者への理解不足等について、示されております。 

 とりわけ、学校が行った初期対応は不十分であり、いじめ防止対策推進法に違反する対

応であることも示されております。 

 今後、事務局では、再調査報告書で示された内容について、詳細に把握するとともに、

対応の問題や提言の内容について、教育委員会においても協議していただきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 今、報告にありましたように、１月 20 日に市長が、答申を受けられて、
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同日の夜に、私たちの手元に事務局から届いたという形で、委員の皆様にも、本日お渡し

し、読み込んでいただきました。これに関しましては、しっかりと検討を重ね、対処も考

えていきたいと思っています。 

 現在も、当該児童が不登校の状態にありますので、支援のあり方も含めて、しっかりと

やっていきたいと考えております。当該児童が何より学校に来れていないということが、

私たちにとっては、一番の大きな課題でありますので、そのあたりも対応していきたいと

思いますので、ご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 他に報告事項は聞いておりませんが、事務局、何かありますか。 

委員の皆様から何かございませんか、よろしいですか。 

 なければ、以上をもちまして、１月定例教育委員会を終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


