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３月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、３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藤井委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

 また、本日はこども未来部長に委任している事務に関する議事が予定されておりますの

で、新堂こども未来部長、伊東青少課長及び石田こども未来部参事兼ねて放課後児童育成

室長にも出席いただいております。 

 

【中山教育長】 では、２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。 

 皆様、この件につい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、２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、２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、この件につい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、２月定例会会議録につい

て承認と決しました。 

 

開 催 年 月 日  令和２年３月１９日（木） 

開 催 時 間  午後２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 

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・新堂こども

みらい部長・伊東青少年課長・石田こども未来部参事 
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【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） 

２月 21 日（金） 

２月 25 日（火） 

 

２月 26 日（水） 

２月 27 日（木） 

 

１月 28 日（火） 

 

 

２月３日（火） 

 

３月４日（水） 

３月９日（月） 

 

３月 10 日（火） 

３月 11 日（水） 

３月 13 日（金） 

３月 16 日（月） 

３月 18 日（水） 

３月 19 日（木） 

定例教育委員会 

３月市議会定例会本会議（第２日） 

第５回八尾市危機管理対策本部会議 

３月市議会定例会本会議（第３日） 

３月市議会定例会本会議（第４日） 

予算決算常任委員会全体会 

臨時校長会 

３月市議会定例会本会議（第５日） 

第６回八尾市危機管理対策本部会議 

部長会 

令和元年度第２回人権施策推進本部会議 

ランドセルカバー寄附贈呈式 

文教常任委員会・予算決算常任委員会文教分科会 

第７回八尾市危機管理対策本部会議 

第８回八尾市危機管理対策本部会議 

第２回八尾市立スポーツ施設運営審議会 

定例教育委員協議会 

予算決算常任委員会総務分科会（歳入） 

第２回八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会 

予算決算常任委員会全体会 

 

【中山教育長】 本日、幼稚園３園の卒園式も無事に終わりまして、この間、中学校、小

学校、幼稚園と全て無事に、規模は縮小しましたが、無事に卒業、卒園式を行うことがで

きましたので、ご報告申し上げます。本当によかったです。 

 私の報告ですが、３月市議会定例本会議の予定がかなり入っております。本日は午前中、

予算決算常任委員会の全体会がございました。また、詳細を見ていただけたらと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 委員の皆様から、この間の活動状況、感想等ありましたらお知らせいた

だけますか。この間は、学校も休校ということで、卒業式も本来ならご出席いただくとこ

ろが、今回はございませんでした。よろしいでしょうか。 

 それでは、ないようですので、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、議案審議に入らせていただきます。 
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 議案の審議に入ります前に、議案第５号、第６号及び議案第７号につきましては、人事

案件であることから、本案件にかかわる審議は非公開で行いたいと思います。委員の皆様、

よろしいでしょうか。 

 

【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５号、６号、７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事項が終了し

た後に行いますのでご了承ください。よろしくお願いいたします。 

 早速ですが、まず議案第８号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件」につ

いて審議いたしますので、提案理由を南生涯学習スポーツ課長より説明願います。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第８号「八尾市放課後児童室条例施行規則

の一部改正の件」につきまして、ご説明させていただきます。 

 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２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。 

 提案の理由といたしましては、入室児童の増加に伴う児童室の整備等に伴い、児童室の

名称、位置及び定員について変更するに当たり、規則の一部を改正する必要があるので、

本案を提出するものでございます。 

 それでは、お手元の八尾市放課後児童室条例施行規則の一部を改正する規則、新旧対照

表をご参照願います。 

 改正内容につきましては、別表第１、第２条関係において、亀井地区第５放課後児童室、

定員 40 名、亀井地区第６放課後児童室、定員 40 名の２つの放課後児童室を新たに設けて

おります。 

 この規則の施行につきましては、令和２年４月１日から施行いたすものでございます。 

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

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

【中山教育長】 委員の皆様の質疑を聞く前に、伊東課長、何かありましたら。 

 

【伊東青少年課長】  亀井の放課後児童室の今回の規則改正でございますけれども、第

５、第６の放課後児童室の開設ということになってございまして、既に第３、第４につき

ましては、小学校内の特別教室を使わせていただいて、今開設させていただいております

けれども、このたび第５、第６含めまして第３、第４、第５、第６ということで、新しい

プレハブを運動場の中につくらせていただいておるところでございます。 

 これによりまして、第３から第６の児童室で 160 名の定員が確保できるということで、

合計亀井地区の放課後児童室では 300 名の定員が確保できるという形での放課後児童室に

なってございます。現在、最大で昨年度 250 名、２月１日現在で 200 名程度の亀井地区で

の放課後児童室になっておりますので、300 名の定員になりますとしばらくこの定員で基
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準を満たした状態で、亀井地区で十分放課後を過ごしていただけるのではないかと考えて

おる次第でございます。よろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 亀井小学校は、児童数が今増加傾向で、放課後児童室も需要が大変多く

なっているということで、今回の議案となりました。 

 委員の皆様から、何か質疑ありましたらよろしくお願いします。 

  

【岩井委員】 各校で状況は多少違うと思うんですけれども、少子化で児童数が減ってき

ているのに、放課後児童室は希望する子どもさんが年々増加してきているということです

けれども、そのあたりで今回、亀井小学校放課後児童室は、かなりの定員増だと思うんで

すけれども、その背景をもう少し詳しく教えていただけますか。 

 

【伊東青少年課長】  定員増の理由ですけれども、亀井小学校区を初め、八尾小学校区、

久宝寺小学校区等も増えてございます。一つの傾向としましては、小学校１年生の新入生

の場合でしたら、預けたいという保護者のニーズが、50％を超えております。これは認定

こども園等の預け率等で見ましても、60％位になってきておりますので、このあたりに近

づいてきているかなと思います。やはり小学校に上がっても、保護者が共働きであったり

シングル世帯だったり、いろいろありますけれども、放課後児童室へのニーズが高まって

おるということと、既に入っておられる方につきましては、高学年の小学校４年生、５年

生、６年生が数年前でしたら４年生ぐらいになると退室される方が多かったんですけれど

も、保護者が働いている中で、子どもさんを１人で家におらせるのはどうかということで、

保護者の方が安全と安心等に配慮されるということもありまして、小学校４年生、５年生、

６年生でかなり入室率が上がっております。特に６年生につきましては、10％程度になっ

てきており、放課後児童室のニーズが増えておるということ、これが２つ目の理由でござ

います。 

 ３つ目といたしましては、八尾市内全体が上がっているというわけではなくて、やはり

校区の中でそれぞれ特色がありまして、一番顕著なのがこの亀井小学校区、八尾小学校や

近鉄八尾駅、ＪＲ久宝寺駅の近くにある校区につきましては、転居して来られる方も増え

ておりますので、児童数、共働きの世帯も増えており、ニーズが高まっているという背景

があるのかなと思っております。 

 ですので、しばらくここ数年の、次の５年間のこどもいきいき未来計画、新しい計画の

中でも、放課後児童室の入室希望数というのは毎年八尾市全体で 200 名ずつ増えていくよ

うな計画の立て方をさせていただいているところでございます。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 岩井委員、よろしいですか。 

  藤井委員、保護者の立場でいかがですか。藤井委員のお子さんも行っておられるんで

すね。 

 

【藤井委員】 次女が放課後児童室を使わせていただいておりまして、物すごく楽しいよ
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うで、喜んで行かせていただいていますが、今４年生で長くお世話になっています。 

 今年度の４月からは幼稚園の一室を利用して見ていただいていましたが、道を挟んでの

行き来は車の往来があり、先生方が大変な思いをされていたようですけれども、今回の亀

井地区に関しては、校庭内にプレハブ建てられたということなので、聞かせていただいて

いて安心しました。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、いかがですか。よろしいですか。 

 本当にご苦労かけていますけれども、教育委員会もともにやっていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 では、質疑ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第８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８号「八尾市放課後児童室

条例施行規則の一部改正の件」について、原案どおり可決いたしました。 

 それでは、引き続き議案第９号「八尾市いじめ調査委員会委員の追加委嘱の件」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９号「八尾市いじめ調

査委員会委員の追加委嘱の件」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

事態が生起し、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のうち、12

月定例教育委員会時に空席であった委員を追加で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、スクールソーシャ

ルワーカー１名を委員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２年３月 19 日から２年の期間でございます。 

 以上、まことに簡単でございますが、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】 前に一度委嘱の件は、議案提案がありましたが、追加の委員の方が見つ

かったということで、再度の提案になっていますが、何かありましたらお願いします。 
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【水野委員】 いじめ重大事態の調査委員会ということで、全国で多くの重大案件が出て

いるわけですけども、非常に大きな役割を担っていただく先生方だと思います。 

 今回、新しく委員になられた橋本めぐみ先生ですが、精神保健福祉士と書いてあって、

スクールソーシャルワーカーでいらっしゃいますけど、どういった実務経験がおありなの

か教えてください。 

 

【森人権教育課長】 資格といたしましては、名簿にあります精神保健福祉士、これとあ

わせて公認心理士、教員免許をお持ちでございます。これまでの経験といたしましては、

児童相談所での勤務経験であったりとか、大阪府内の公立高校でのスクールソーシャルワ

ーカー、また市役所において子育て支援にかかわる相談等を長く経験されているとお伺い

しております。 

 

【水野委員】 ありがとうございます。ソーシャルワーカーでもあり、ご家庭の支援にも

詳しく、また公認心理士さんでもいらっしゃるので、聞き取り調査等で力を発揮していた

だけるのではないかと思います。 

 

【中山教育長】 水野委員からもありましたように、本当に全国的に重大事案が増えてい

て、なかなか人材が見つからない状況の中で、今回こうして務めていただけるということ

に本当に感謝したいと思います。 

 他の委員の皆様、よろしいですか。 

 それでは、本件の採決に移らせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、議案第９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か。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、第９号「八尾市いじめ調査委員会委員の追加委嘱の件」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】 続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

 「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための全市立学校及び幼稚園の一斉臨時休

業について」、仁科指導課長より報告願います。 

 

【仁科指導課長】 それでは、「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための全市立

学校及び幼稚園の一斉臨時休業について」ご報告いたします。 

本市では、令和２年２月 27 日に、国からの要請を受け、新型コロナウイルス感染症感

染拡大を防止するため、令和２年３月２日から令和２年３月 24 日まで、全市立学校を臨

時休校することについて決定をいたしました。 

 教育委員会といたしましては、決定後の２月 28 日午前９時から校園長会を招集し、全
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校園長に対し、休校期間中の児童生徒の学習支援や健康観察等の対応について、放課後児

童室への教員応援、教室の提供について、ひとり親家庭や共働き家庭で休みがとれない保

護者のお子様のための居場所の確保について、また今後の状況に柔軟に対応していくこと

等について通知をいたしました。 

 各学校園では、当該通知を受け、 28 日の午後以降、順次、児童生徒・保護者に対し、

今後の休校期間の過ごし方や学習について、その他必要な内容について説明し、学習教材

の提供や荷物の持ち帰りなどを指示するなどの対応を図っていただきました。 

 あわせて、放課後児童室においても、 28 日付で、入室児童の保護者に対し、３月２日

から３月 24 日については８時から 17 時で、延長の場合は 18 時まで開室していくことに

ついてのお知らせ文について、児童を通じて送付したところです。 

 ３月２日以降の臨時休校期間の開始後の状況ですが、各学校では、児童生徒の健康観察

や学習教材を準備・提供について順次進め、児童生徒宅へのポスティングや健康観察・安

全確認を進めるとともに、放課後児童室に入室されていない小学３年生以下の児童への緊

急の居場所の確保事業についても進めていただいております。 

 このたびの感染症対応に伴う居場所確保事業の児童の利用状況ですが、放課後児童室に

ついては、申し込み定員の４割程度で推移しており、放課後児童室に入室していない児童

であって１人でお留守番ができない児童の利用については、市全体で３月 19 日時点では

13 名となっております。これまでの受け入れ状況やその利用の推移から勘案いたします

と、保護者の皆様には、このたびの新型コロナウイルス感染症拡大防止策についての趣旨

をご理解いただき、家庭での保育についてご協力をいただけているものと考えております。 

 また、卒業式・入学式についてでありますが、保護者の皆様や児童生徒にとって、また

園児にとってかけがえのない行事であることを踏まえ、予定どおり実施することとしてお

り、これまで、３月 12 日に中学校、３月 17 に小学校、本日３月 19 日に本日幼稚園で、

卒業式・卒園式が実施され、卒業生・卒園生と保護者のみの参加となりましたが、滞りな

く実施されたとの報告を受けているところです。 

 直近の状況でございますが、令和２年３月 17 日付で各学校に対し、春季休業期間中の

教育活動等についての通知文を発出し、令和２年３月 25 日から令和２年４月７日までは

春季休業期間中とはなりますが、原則として、これまでの臨時休校期間における学校対応

を継続していくこと。一方、部活動については、臨時休校期間中は中止としてまいりまし

たが、春季休業期間中については、運動部は屋外活動のみの練習とし、体育館活動は不可

とすることなど、また練習時間も 90 分以内とすることなど、より限定的な条件のもとで

実施を可能としたところです。 

 最後に、今後についてでありますが、全校一斉の児童生徒の登校日は、令和２年４月８

日の始業式とし、現在、新学期について、通常再開に向けて調整中でございますが、さま

ざまな留意点や対応が必要なことも想定され、国及び府の動向も注視しつつ、本年３月中

の学校に向けての通知を目指して現在調整しているところでございます。 

 今後、事情の変更が生じることがございましたら、速やかに情報提供させていただきま

すので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 
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【中山教育長】 臨時休校に至ったことから今日までの流れの概略を説明いただいたんで

すが、委員の皆様もこの間いろいろと、ＱＡも見ていただき、様子もお知りいただきまし

たが、何か質問等ありましたらお願いします。 

 一応、４月８日、学校の新年度がスタートということなんですけれども、今、仁科課長

から報告がありましたように、国の通知、府の通知や専門家チームの発言であったりも勘

案して、徐々に平常に戻していく形にはなっていこうかと思っていますが、状況が変わり

次第、ＱＡもほぼ毎日に近い状態で点検し更新させていただいて、保護者の方には見てい

ただけるようにはしている状況ですけれども、いかがでしょうか。 

 ４月から再開したときに保護者の皆様が一番気になるのは、給食だと思うんですけれど

も、今はまだ予定というだけですね。 

 

【大木学務給食課長】 現在も予定どおり進めるように、まずは準備を行っております。 

 

【中山教育長】 コロナ云々ではなくて、予定どおりできるようには準備を整えてるとい

うことで、よろしくお願いします。 

 また、急遽どうなるかはそのときにお知らせしたいと思いますが。いかがですか。私た

ち執行部はこれがベストの発信かと思ってしているところがあるんですが、何か委員さん

の立場で見ておられたときに、ここの部分はもう少しお知らせしたほうがいいのではない

かとかいうことがありましたらお願いします。 

 

【水野委員】 13 名の児童生徒が登校して、人数的には少ないんですけど、対応をして

いただいたということがとてもよかったと思います。 

 それから、部活動は外でというのは、 90 分以内ということも含めて、換気の面とか衛

生面ということですね。ですから種目によっては、なかなか難しいというところはあるん

ですけど、そこは指導を徹底していただくということですね。確認です。 

 

【仁科指導課長】 部活動につきましては、国の通知においては臨時休校期間中と同様に

自粛していくことが望ましいという通知が、３月 17 日付で発出がされました。 

 一方で、大阪府からは、いわゆるクラスターというものの発生リスクを下げるための３

原則ということで、換気をしっかりしていく、人の密度を下げていく、また近距離での会

話や発声を控えていく、そしてまた体育館等を利用する場合については、徹底した消毒を

していくというようなさまざまな条件が設定された中で、今回部活動については一定やっ

ていけるところはやっていきましょうという通知が、参考として示されたところです。 

 本市においても、どのような形で子どもたちに部活動の場が提供できるのかといったこ

とを検討させていただきました。その中で、今委員ご指摘のように、体育館においては換

気の徹底であったり、子どもたちの接触するプレーであったり、また１つの体育館を複数

の種目で同日の中で活用していくことが実際の活用の場としてあるという、いろんな状況

を鑑みて、今回体育館での部活動というのは難しいだろうということで、場所については

一定そこで制約をかけさせていただきました。 

 一方で、屋外種目ですと、そういう感染リスクというのは相当下げていけるというとこ
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ろで、ただあくまでも限定的な活動というところを大前提に置きつつ、今現在、部活動の

ガイドラインでは、平日２時間以内ということが通常の利用時間になっておりますので、

そこよりも１つ段階を厳しくさせていただいて、準備や片づけも含めて 90 分以内という

ことで、今回八尾市としては方針を立てさせていただいたというところになっております。

卓球やバドミントンや、なかなか通常であれば風のないところで屋内種目としてやってい

るような種目については、屋外での体力づくりであったり、できる中での活動になってく

るのかなと思いますけども、子どもたちにまずは運動できる場を提供してあげたいという

ところで、今回の措置になっているところでございます。 

 

【水野委員】 この間、ずっと自宅にいるわけですから、４月明けてから思わぬ怪我等を

したりということもあるかと思いますので、ストレッチとか軽い運動、ストレス発散も含

めて、中学校の部活動を行っていただけるのだったら保護者としてはすごくありがたいで

す。 

 

【中山教育長】 先ほどもありましたように、国と府と専門家チームの発信等を勘案して、

八尾市の方策を出していくということで、今後も続けていきたいと思っています。 

 本当に子どもたちも保護者の方々も、大変な期間だったと思います。 

 報告事項は以上ですけれども、事務局、よろしいですか。委員の皆様もよろしいですか。 

 それでは、最後に議案第５号、第６号及び議案第７号「令和２年度八尾市教育委員会の

人事に関する件」について審議を行いますが、本案件は冒頭にお諮りしたとおり、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。 

 傍聴の皆様方は、ご退場いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

（傍聴者退場） 

 

(以下、非公開審議) 

 

【中山教育長】 それでは、議事を再開いたします。 

議案第５号「令和２年度八尾市教育委員会の人事に関する件」について審議いたします。

提案理由を山本総務人事課長より説明願います。 

 

【山本総務人事課長】それでは、議案第５号「令和２年度八尾市教育委員会の人事に関す

る件」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４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。  

提案の理由でございますが、令和２年４月１日付八尾市教育委員会事務局行政職の人事

について、配置換え等を行う必要がありますので、本案を提出するものでございます。  

それでは、別添の資料をご覧ください。 

 

(以下、資料に基づき説明) 
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【中山教育長】行政職の配置はかなり厳しいと伺っていますが、いかがですか。 

 

【山本総務人事課長】現在、人事交流を含め、他部局とも協議中ではございますが、教育

委員会事務局行政職の配置は、かなり厳しい状況でございます。本市全体でも、行政職の

新規採用者はございますが、退職者が見込みを上回っており、欠員がでる状況にございま

す。行政職の配置につきましては、これまで同様、教育職の配置を踏まえ、適材適所の配

置に努めてまいります。 

 

【村本教育長職務代理者】本議案は、課長級以上の議決ということですが、諸課題を踏ま

え、適切な配置と職員の人材育成に努めていただくようお願いします。 

 

【山本総務人事課長】職員配置につきましては、適材適所の配置に努めるとともに、さら

に、人材育成に努め、組織力の向上を図ってまいります。 

 

【中山教育長】ほかに質疑はございませんか。ないようでしたら、採決に移らせていただ

いてよろしいですか。議案第５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

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５号「令和２年度八尾市教

育委員会の人事に関する件」について、原案どおり可決いたしました。 

 

【中山教育長】  それでは、次に、議案第６号「令和２年度八尾市教育委員会の人事に関

する件」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６号「令和２年度八尾市教育委員会の人事に

関する件」につい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４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。  

提案の理由でございますが、令和２年度八尾市教育委員会事務局人事について、配置換

え等を行う必要がありますので、本案を提出するものでございます。 

それでは、別添の資料をご覧ください。 

 

(以下、資料に基づき説明) 

 

【水野委員】配置について、どのようなことを配慮したのですか。 

 

【木下教育総務部次長】勤務歴や個々の特長を生かした配置をしております。学校現場の

管理職員の大量退職が続いており、今年度も多くの入れ替わり等があります。適材適所
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の配置となるよう検討しました。 

 

【岩井委員】教諭での異動もあるようですが、どのような意図からですか。 

 

【木下教育総務部次長】教育委員会事務局の職員については、経験年数の少ない者も多く、

例えば１～２校の教員経験で指導主事として勤務している者もおります。そんな中で、再

度学校現場で教諭等として経験を積みたいと考える職員もおり、教諭での人事異動となっ

ています。これまでもそのような異動はありました。 

 

【岩井委員】わかりました。 

 

【中山教育長】ほかに質疑はございませんか。ないようでしたら、採決に移らせていただ

いてよろしいですか。議案第６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

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６号「令和２年度八尾市

教育委員会の人事に関する件」について原案どおり可決しました。 

 

【中山教育長】 続きまして、議案第７号「令和２年度八尾市教育委員会の人事に関する

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７号「令和２年度八尾市教育委員会の人事に

関する件」につい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４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。  

提案の理由でございますが、令和 2 年度八尾市立幼稚園長人事について、配置換え等を

行う必要がありますので、本案を提出するものでございます。 

それでは、別添の資料をご覧ください。 

 

(以下、資料に基づき説明) 

 

【藤井委員】 来年度で公立幼稚園は廃園となるのですね。 

 

【木下教育総務部次長】 はい、次年度が幼稚園として存続する最後の年度となります。

いずれの園についても、子どもたちや保護者が安心して園生活を送っていただけるよう

な体制整備を考えて人事配置を行いました。 

 

【村本教育長職務代理者】 兼務園長の配置となるようですが、園運営に支障はありませ
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んか。 

 

【木下教育総務部次長】 引き続き副園長を配置いたします。これまでの経験を活かした

園運営が見込めるとともに、幼小連携も推進されると考えております。 

 

【中山教育長】幼児教育の充実、認定こども園への移行を念頭に置いた人事配置となって

おります。ほかに質疑はございませんか。ないようでしたら、採決に移らせていただいて

よろしいですか。議案第７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７号「令和２年度八尾市

教育委員会の人事に関する件」について原案どおり可決しました。 

以上をもちまして、本日の議事はすべて終了しました。それでは、３月定例教育委員会を

終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


