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２月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、２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、よろしくお願いします。 

 なお、本日、藤井委員からは欠席届が出ております。 

 

【中山教育長】 それでは、１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、この会議録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、１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） 

１月 22 日（水） 

 

１月 24 日（金） 

１月 26 日（日） 

１月 27 日（月） 
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１月 28 日（火） 

 

１月 30 日（木） 

 

２月３日（月） 

２月４日（火） 

 

 

２月６日（木） 

２月９日（日） 

２月 10 日（月） 

２月 13 日（木） 

 

２月 14 日（金） 

 

２月 15 日（土） 

２月 16 日（日） 

 

２月 17 日（月） 

２月 18 日（火） 

２月 19 日（水） 

 

２月 20 日（木） 

２月 21 日（金） 

くらし学習館フェスティバル 

八尾市献立コンテスト最優秀賞受賞献立給食試食会(高安西小学校) 

八尾美会員展 

令和元年度大阪府都市教育委員会研修会 

八尾天満宮節分祭追儺式 

部長会 

第２回八尾市危機管理対策本部会議 

近畿都市教育長協議会令和元年度第３回役員会 

臨時教育委員会 

南高安コミセンまつり 

令和元年度第２回中河内地区人事協議会 

中河内地区教育長連絡会 

令和元年度八尾市防災会議 

第３回八尾市危機管理対策本部会議 

定例教育委員協議会 

第８回市民大学 

人権学習発表会(日曜参観) 桂小学校 

第１回教育セミナー「つながりの力」 

八尾ラグビースクール表敬訪問 

大阪府市町村教育長・学校教育指導主管部課長会議 

令和元年度第３回八尾市総合教育会議 

第４回八尾市危機管理対策本部会議 

令和元年度家庭教育支援セミナー 

３月市議会定例会本会議（第１日） 

 

【中山教育長】 前回の教育委員会の後、八尾の小さな巨匠展に皆様も一緒に行っていた

だきました。その後、多くの行事があり、２月９日の日曜日に南高安コミセンまつりに出

席しましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止ということで、他のコミセンまつりに

ついては、今年度は中止になりました。 

 

【中山教育長】 何か、委員の皆様からご報告あればよろしくお願いします。 

 お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 １月 30 日の木曜日、14 時より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都市教育委員会研修会に出席してまいりました。 

 会長挨拶に続いて、大阪大学名誉教授の三宮真智子氏による、「メタ認知で学力向上を

目指す」と題した講演がありました。メタ認知は、初めて聞く言葉で、大変理解すること

が難しい概念でしたが、メタ認知の概念を身につけると、記憶力の向上だけでなく、主体

的・対話的で深い学びにつながること、また学校教育だけでなく、私たち社会人の活動に

も有効であると話されていました。 
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 以上、簡単ですが報告させていただきます。 

 

【中山教育長】 ほかにありましたらお願いします。 

 

【岩井委員】 １月 22 日の水曜日、教育長からもありましたけれども、定例教育委員会

の後、委員の皆様と一緒に八尾の小さな巨匠展のオープニングに参加させていただきまし

た。どの作品も工夫が凝らされていて、丁寧に時間をかけてつくったであろう、一人一人

の子どもたちの頑張っている姿が浮かんできて、大変心を打たれました。多くの指導にか

かわってくださった先生方、関係者の皆様にお礼を申し上げたいと思います。 

 それから、全国学校給食週間中の１月 28 日の火曜日ですけれども、教育長と一緒に八

尾市の学校給食献立コンテストで、最優秀献立に選ばれた給食を試食させていただきに、

高安西小学校に行かせていただきました。その前に、市役所の１階ロビーで八尾市の学校

給食大会展示会を見せていただきました。そこでも献立コンテスト入賞者全員分の献立が

ポスターで紹介されていまして、どれも最優秀賞になってもおかしくない、本当によく考

えられた心温まる優しい献立が並んでおりました。 

 高安西小学校では、６年生と一緒に最優秀賞の松倉さんの考えた給食を試食させていた

だきました。旬の野菜の小松菜やれんこん、それからブロッコリーなどがうまく取り入れ

られていて、しかも友達みんなが喜んで残さず食べられるようにカレー味にするなど、い

ろいろ工夫された献立で、少し大盛りだなと思いましたが、完食してしまうほどおいしか

ったです。 

 それから、１月 30 日の木曜日、先ほど村本教育長職務代理者もおっしゃっていました

が、大阪府都市教育委員会研修会に参加いたしました。来年度から、小学校は新学習指導

要領の完全実施となりますので、その準備はもう万全に学校も教育委員会も進めていただ

いておりますけれども、主体的・対話的で深い学びの実現という視点から、学びの質を高

めていかなければならないということを再認識いたしました。 

 それから、昨日ですけれども、生涯学習スポーツ課主催の家庭教育支援セミナーに参加

いたしました。内容は、「これからの時代を見据えた家庭教育支援の在り方～すべての親

子が笑顔になれる地域をめざして～」と題しまして、一般社団法人家庭教育支援センター

ペアレンツキャンプの代表理事で、大東市の教育委員でもあり、文部科学省の委員等も務

められた水野達朗先生のお話でした。これからの行政においては、家庭で何か問題が起こ

ってしまってからよりも、先に家庭教育の支援をして、家庭が抱えている問題の予防に予

算面でも力を入れたほうが、学校や地域の教育力がアップするというお話を聞きまして、

非常に納得いたしました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ２月 19 日水曜日に、全教育委員の皆様とともに令和元年度第３回八尾

市総合教育会議に出席しまして、第１回、第２回に引き続き、いじめをテーマに話し合い

をさせていただきました。 

 ほかに何かご報告ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、次に進ませていただきます。 
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{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４号「八尾市指定文化財の指定の件」について審議いたします。提案理由を渞文

化財課長より説明願います。 

 

【渞文化財課長】 それでは、議案第４号「八尾市指定文化財の指定の件」について、ご

説明申し上げます。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第 10 号の規定に

より、委員会の議決をお願いするものでございます。 

 それでは、提案理由についてご説明いたします。 

 今年度は、八尾市が所蔵いたします考古資料「中田遺跡刑部土坑出土土器群」を指定す

ることについて、八尾市文化財保護審議会に諮問いたしました。「中田遺跡刑部土坑出土

土器群」は、昭和 53 年(1978 年)に刑部小学校の東南角で電線の埋設工事に伴う調査で発

見された古墳時代初めの土器で、総数は 63 点を数えます。これらには、現在の岡山県を

中心とする吉備地方で製作された土器とともに、吉備地方と中河内の土器の製作技術をあ

わせ持つ、「庄内式甕(がめ)」の最も古い形が含まれておりました。 

 庄内式甕は、古墳時代初頭に現在の八尾市域と奈良県の桜井市域付近で主につくられ、

その後、「布留(ふる)式甕」に変化し、全国で土器の画一化が進みます。 

 刑部土坑出土土器群は、吉備地方との交流によって、新たな土器が成立したことを理解

できるとともに、古墳時代の始まりに中河内地域が果たした役割を考える上で重要な資料

であることから、八尾市文化財保護審議会より市指定文化財として適当である旨の答申を

いただきましたので、議案として提出するものでございます。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 資料にありますように、図１の中田遺跡のこの場所ですけれども、刑部

小学校の東南に位置するところにあって、こういった庄内式土器が出てきたということで

す。この庄内は、東北の庄内というイメージを持っていましたが、大阪の豊中の庄内とい

うことです。委員の皆様、質疑等ございましたらお願いします。 

  

【水野委員】 もう少し庄内式土器の歴史について教えていただけますか。 

 

【渞文化財課長】 この土器がつくられた時期は、奈良県桜井市にあります箸墓古墳がつ

くられる直前ぐらいの時期です。箸墓古墳というのは、定型化した前方後円墳の最初のも

のであろうと言われているんですけれども、前方後円墳がつくられ、古墳の形体が統一化

されていく、まさに大和朝廷が形成される時代に用いられていた土器と考えられています。 

 当時は、現在の奈良県桜井市と八尾市域が先進地域のひとつでございまして、そこで作

られた庄内式土器が全国に運ばれ、使用されていることがわかっています。その後、庄内

式土器は、布留式土器に発展し、全国的に普及していくことになります。 

このように庄内式土器は、古墳時代を考えるうえで重要な土器ですが、この庄内式土器
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の祖型が、刑部土坑出土土器群に含まれており、吉備地方、今の岡山県を中心とする地域

ですけれども、多数の吉備の土器と一緒に出土しており、当時の中河内と吉備との間に交

流があって、こうした土器が生まれたということが分かる、そういう資料でございます。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。 

 

【水野委員】 わかりました。 

 

【中山教育長】指定文化財として、八尾市文化財保護審議会に諮問し、答申をいただきま

したが、先生方からは、貴重な価値ある土器群であると言っていただきました。本当に、

八尾がすごい場所であったということを証明するものだと思います。 

 

【村本教育長職務代理者】  今、教育長がおっしゃったように、非常に貴重なものと思

いますが、展示や公開の予定はありますしょうか。 

 

【渞文化財課長】 土器は現在、埋蔵文化財調査センターと歴史民俗資料館の２箇所に分

けて置いてあるんですが、これをまとめて、歴史民俗資料館で保存するとともに、４月

25 日から５月の末まで展示をさせていただこうと考えております。 

 

【村本教育長職務代理者】 ありがとうございました。 

 

【中山教育長】 ほかに質疑ございませんでしょうか。 

 岩井委員、刑部小学校にも勤務なさっていて、その真裏だったんですけれども、いかが

ですか。 

 

【岩井委員】 刑部小学校の東南にあり、頻繁に家庭訪問するときに通っていた道ですの

で、こんなに歴史のあるものが発見されたんだなと思って、改めてびっくりしているとこ

ろです。本当に皆様に見ていただいて、八尾のすばらしさを知っていただきたいなと思い

ます。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 それでは、質疑ほかになければ、この議案第４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４号「八尾市指定文化財の

指定の件」について、原案どおり可決いたしました。 
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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。 

 「令和元年度八尾市立学校におけるいじめの状況調査（４〜12 月）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】 人権教育課より、いじめ認知といじめの状況についてご報告をさせ

ていただきます。 

 いじめ調査委員会の提言等において、いじめを早期発見、早期対応を行う上で、各学校

がいじめを積極的に認知することが重要であると指摘を受けております。これらを踏まえ、

いじめの認知にかかわり、各学校へ周知した事項と、それを踏まえたいじめの認知状況等

についてご報告をさせていただきます。 

 資料の、いじめ認知といじめの状況についてをごらんください。 

 １、いじめの認知の方向性については、冒頭申し上げた趣旨を示しております。 

 ２、いじめ認知の基準をごらんください。 

 これまで、各学校におけるいじめ認知は、最終各学校長の判断で行っておりましたが、

これに加え、いじめ認知の観点をより明確に示すことで、積極的な認知につなげてまいり

たいと考えております。１点目に、子どもや保護者からの直接的ないじめの訴え、２点目

に、学校生活アンケートによる子どもからのいじめの訴え、３点目として、その他、子ど

も間のトラブルや不審な言動。これら３点については、いじめとして認知し対応する旨、

10 月に全校長に周知しております。 

 また、その中の学校生活アンケートについても、今年度一部見直しをしております。こ

れまで、学校生活アンケートは各学校において全児童生徒を対象に各学期に１回、年間３

回実施を必須とし、学校長の判断により追加で実施しておりますが、その中で、従来無記

名式で行っていたものを記名式にすること、設問項目になかった、いじめ被害について問

う設問を設けることで、個別の子どものいじめ被害をより明確に把握し、早期解消に努め

てまいりたいと考えております。 

 学校では、学校生活アンケートでいじめ被害を訴えた児童生徒に対しては、アンケート

実施後、速やかに個別の聞き取りを行い、早期対応を進めております。 

 学校生活アンケートによる子どもの訴えを、原則全ていじめとして認知することにより、

いじめの認知件数は大幅に増加しますが、認知件数の増加をマイナスと受けとめず、いじ

め認知がいじめ解消のスタートであり、各学校が子どもの思いを丁寧に聞き取り、対応し

ている結果であると捉えております。 

 次に、３、令和元年度４月から 12 月のいじめ認知件数をごらんください。 

 小学校・義務教育学校前期課程の認知件数は 1,469 件、中学校・義務教育学校後期課程

の認知件数は 175 件となっており、全体では 1,644 件となっております。1,644 件のいじ

め事案の多くは、学校の対応により解消、もしくは解消に向かっておりますが、一部事案

では継続して対応すべき事案もございます。これらの事案については、外部専門家の助言

も踏まえながら、学校と連携し対応を進めております。また、いじめ対応支援チームにお

いて協議し、対応について助言を得て対応を継続しているケースもございます。 
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 今後、教育委員会では管理職・教職員のいじめ問題への対応力向上を目的に、外部講師

を活用した研修を実施するとともに、全ての学校の校内研修に指導主事を派遣し、全教職

員の資質向上を図ってまいります。 

 また、スクールカウンセラーについては、引き続き全中学校区に配置するとともに、緊

急時については別途派遣する形で、スクールソーシャルワーカーについては、令和２年度

６名配置を予定するなどし、学校が専門家の助言を得やすい環境づくりを行ってまいりま

す。 

 いじめ防止の取り組みについては、子どもがいじめを自分ごととして捉え、主体的にい

じめを防ぐことができるよう、外部人材も活用しながら学習の場を設定するとともに、教

材の提供等を積極的に行うことで、全ての学校でいじめ防止の学習が進み、いじめのない

安全安心な学校づくりに努めてまいりたいと考えています。 

 これらの取り組みに加えて、新たに設置される、いじめからこどもを守る課との連携を

通じて、八尾からいじめをなくすための取り組みを進めてまいります。 

 今後も引き続き、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 我々は、調査委員会の報告書の提言を受けまして、積極的ないじめ認知

ということで、しっかりと学校長に周知して、今までは、解決した、あるいはこれはいじ

めではないと学校長が判断したものは上がってこなかったんですが、それも含めて全部上

げていただくという形に変えたという認識でよろしいですか。 

 

【森人権教育課長】 ご指摘のとおりです。 

 

【中山教育長】 何か委員の皆様、ご意見ありましたらお願いします。 

  

【水野委員】 提言の報告書を受けて、積極的認知ということで、文部科学省のホームペ

ージでもしっかり明記されていますので、国の方針に従ってやっていると私は理解をして

おります。 

 今、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの話もありましたが、スクー

ルロイヤーの活用状況についても、教えていただけますか。 

 

【森人権教育課長】 スクールロイヤーについては、毎月１回定例で相談する場を設けて

います。緊急時には、別途対応するという状況で、この相談というのは、いじめ問題も当

然含まれておりますが、その他いわゆる学校運営にかかわる事項等についても、幅広く助

言をいただいているというのが現状でございます。 

 あと、あわせて今年度から設置いたしました八尾市いじめ対応支援チーム、こちらにも

弁護士の先生入っていただいておりますので、いじめ問題についてはそこでも助言をいた

だいています。 
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【水野委員】 いじめ防止対策推進法をどうやってしっかり守っていくかということが非

常に大事ですので、弁護士の先生にもいろいろと八尾市にかかわっていただければ非常に

ありがたいことだと思っております。 

 また、いじめ支援対応チームでも、ケース会議を中心に定期的に行っておられると理解

しておりますが、いじめからこどもを守る課というのができますから、より連携を深めて

いただいて、子どものために前に進んでいただければと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、いかがでしょうか。 

  

【村本教育長職務代理者】 いじめの認知件数の表で、令和元年度の数字が極端に増えて

おりますけれども、これは個別に対応するとなると、仕事量、先生方の負担も増えると思

いますが、そのあたりどうお考えなのか聞かせていただけましたら。 

 

【森人権教育課長】 負担量として増えるのか、それとも維持なのかというところについ

ては難しいところは若干ございますが、学校生活において日日、子どもの変化、これはい

じめに限らずですけれども、しっかり見ていくということについては、さまざまな教育活

動を展開する上では、一番根底になる部分と思っております。 

 実際、アンケートを実施することで、例えば集計業務であったりとか、分析業務であっ

たりとか、また先ほど申し上げました個別の面談をするというふうなことについては、単

に仕事量という部分で言えば増えるのかもしれませんが、１年間、場合によっては小学校

であれば６年間、中学校であれば３年間で子どもの実態を丁寧に把握することは、トータ

ル的にはいろんな意味での大きな課題を防いでいくことにつながっていくとも考えており

ます。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。 

 水野委員が言ってくださったように、本当に八尾からいじめがなくなるようにみんなで

チームを組んで取り組んでいくということで、今後もまたご意見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。 

 報告はこの１件と聞いておりましたが、新型コロナウイルスの感染症に関連する教育委

員会の対応等々について、委員の皆様にお伝えしておきます。 

 

【今岡学校教育部長】 それでは、新型コロナウイルス感染症についての対応状況につい

てご報告させていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、既に感染経路が特定できない感染が始まっ

ていると言われておりまして、対応についても感染拡大を前提とした重症化や死亡する事

例を防ぐための新たな段階に入ったとされています。 

 その一方で、改めて各学校に対しては、新型コロナウイルス感染症対策として、通常の

風邪や季節性のインフルエンザ対策と同様に、せきエチケットや手洗いなどの実施が重要

であり、正しい知識に基づいて冷静に行動すること、また対応することの徹底をお願いし
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ており、アルコール消毒、マスクをつけることなどとあわせて、家庭の啓発も含めて感染

症予防に取り組んでいただいておるところでございます。 

 その上で、万一本市におきまして児童、生徒、教職員、保護者に新型コロナウイルス感

染症の発症があった場合、児童、生徒等の安全を第一に、学校の休校を決定し、各学校に

通知していくこととしておりますが、休校期間等の詳細につきましては、発症状況等を鑑

みて、本市の危機管理対策本部会議や保健所と連携して判断していくことが必要だと考え

ております。 

 また、市主催行事及び大阪府主催行事につきましては、２月 20 日から３月 20 日までの

間は原則中止することが決定しておりますが、２月 20 日付で各学校行事について、各学

校園で実施する場合、行き先の状況等について十分情報収集をし、保護者に説明の上、理

解を得ること。一般の方が来場されるオープンスクールや校内フェスティバルなどは、３

月 20 日までは原則中止とすることを各学校に通知しております。 

 最後に、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、今後変更が生

じる場合もありますが、市長部局とも連携いたしまして、危機管理意識を高く持って対応

してまいりたいと思っております。 

 

【中山教育長】 今日、初めて 10 歳未満のお子さんに感染が出たという報道もあって、

保護者の方々の心配は一手にそっちに向くかと思いますが、万全を期して学校教育は、推

進すべきところは推進する、またやめるべきところはやめていくという形で進めてまいり

たいと考えています。につい 

 生涯学習についても、これに伴って何か報告ありましたらお願いします。 

 

【田中生涯学習担当部長】  今、学校教育部長から説明がありましたけれども、２月 18

日の大阪府の方針、それを受けての２月 19 日八尾市の方針ということで、市主催の行事

については原則中止または延期をするという流れの中で、私どもの所管する行事も、市長

部局の行事もそうですけれども、いわゆる不特定多数の方が参加される行事につきまして

は、原則中止とさせていただいているという状況です。 

 あと、各種団体が主催する行事等もございますが、そちらにつきましては今、市はこう

いう対応をさせていただいていますということを説明させてもらいながら、最終判断は各

団体にしていただいているという状況です。 

 

【中山教育長】 それに伴いまして、委員の皆様にお知らせしていた３月 20 日のゆげで

逢えたらというイベントも、中止させていただくことになりました。 

 ともかく、早く終息することを祈るばかりですが、万全を期して対応していきたいと思

いますので、また今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上ですが、事務局何かありますか。よろしいですか。 

 委員の皆様、何かございますか。よろしいですか。 

 それではないようですので、以上をもちまして、２月定例教育委員会を終了いたします。 

 

 


