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４月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、４月定例教育委員会を開催いたします。  

 なお、本日の委員会ですが、新型コロナウイルス感染拡大の現状に鑑みまして、密閉、

密集、密接、３密での開催を避けるために、平時の委員会とは異なりまして、一部出席者

の入退室を途中行いますことを事前にお知らせしておきます。  

 それから、本日の会議録署名委員には岩井委員を指名しますので、よろしくお願いいた

します。  

 なお、本日、水野委員からは欠席届が出ております。  

 極力短時間で終了できるよう、効率よく進めたいと思いますので、どうかよろしくお願

いいたします。  

 

【中山教育長】 では、３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、この件に関しまして何か質疑ございますでしょうか。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、３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） 

３月19日（木）  

３月23日（月）  

３月24日（火）  

定例教育委員会  

令和元年度第２回市史編纂委員会  

第９回八尾市危機管理対策本部会議  

開 催 年 月 日  令和２年４月２２日（水）  

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 

村 本 教育長職務代理者  

岩 井 委員 

藤 井 委員 

出 席 職 員  

 

新堂副教育長兼教育総務部長・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・式教育政策課長・松田生涯学習スポ

ーツ課長・渞文化財課長・仁科指導課長・山下教育センター所長・

黒井人権教育課長・吉川こどもみらい部長・阪本青少年課長・石田

こども未来部参事  
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３月26日（木）  

 

３月30日（月）  

 

３月31日（火） 

 

４月１日（水） 

 

 

４月３日（金） 

４月７日（火） 

４月８日（水） 

４月13日（月） 

４月15日（水） 

４月16日（木） 

４月21日（火） 

３月市議会定例会本会議（第６日）  

第８回八尾市史跡保存活用審議会  

優秀教職員表彰式  

辞令交付式（指導主事等）  

辞令交付式（退職者等）  

部長会  

辞令交付式（社会教育指導員）  

部長会  

第10回八尾市危機管理対策本部会議  

臨時校園長会  

第11回八尾市危機管理対策本部会議  

部長会  

第12回八尾市危機管理対策本部会議  

定例教育委員協議会 

第13回八尾市危機管理対策本部会議  

令和２年度第１回行財政改革推進本部会議  

第14回八尾市危機管理対策本部会議  

 

【中山教育長】 新型コロナウイルス感染拡大の影響で例年に比べてかなり外に出る機会

は少なくなりました。  

 

【中山教育長】 委員の皆様から、この間の活動状況について何かありましたら。よろし

いですか。それでは、質疑等もないようですので、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。  

 まず、議案第10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10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、子育て部分休暇、不妊治療休暇についての制度が新たに設け

られたことに伴い、大阪府教育委員会より令和２年３月 30日付、通知があり、急を要した
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ため、３月31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、新旧対照表をごらんください。  

 第６条中の第17条に子育て部分休暇を、第 18条に不妊治療休暇をそれぞれ新たに記載し

ております。その関係の条文のずれ等を修正しております。  

 子育て部分休暇は、これまでありました育児部分休業と同様で、取得対象が拡大され、

小学校１年生から３年生までの子を養育する場合に取得できます。１日２時間以内となっ

ています。無給であり、取得した場合、その時間分の減額となります。  

 不妊治療休暇についても、新たに設けられた制度となり、これにつきましては１会計年

度につき６日以内で取得が可能です。無給の休暇であり、取得分は給与等減額となります

が、医師等の診断書があれば、有給の病気休暇の取得も可能となっています。  

 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】 なお、国からの通知が27日付で、31日付で臨時代理させていただきまし

て、４月１日からの施行でしたので、このような形になりました。  

 この件につきまして、何か質疑ございますでしょうか。よろしいでしょうか。  

 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。議案第 10号につき原案ど

おり承認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10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、原案どおり承認と決しました。  

 

【中山教育長】 次に、議案第11号「八尾市教育振興計画審議会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。提案理由を式教育政策課長より説明願いま

す。 

 

【式教育政策課長】 それでは、議案第11号「八尾市教育振興計画審議会規則の一部改正

について臨時代理承認の件」について、ご説明申し上げます。  

 １月の教育委員会議においてご議決いただきました、執行機関の附属機関に関する条例

の一部改正の件につきまして、３月市議会定例会において可決がなされました。１月の教

育委員会議に提案時にもご説明させていただいておりますとおり、次期八尾市教育振興計

画につきましては、人生 100年時代を見据えた、全ての世代を対象とする計画へと改めて

いくため、その名称を八尾市教育振興基本計画へと変更しております。  

 この条例可決に伴い、八尾市教育振興計画審議会規則を改正し、令和２年４月１日に施

行する必要がありますが、施行日までに教育委員会議を招集するいとまがないため、教育

長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項の規定に基づき、教育長をして臨時に代

理したため、委員会の承認を求めるものでございます。  
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 それでは資料、新旧対照表をごらんください。  

 まず、題名でございますが、「八尾市教育振興計画審議会規則」から「八尾市教育振興

基本計画審議会規則」へと改め、第１条、第２条第１号、同条第２号中「振興計画」を

「振興基本計画」へと改めたものであります。  

 また、第３条として、委嘱委員を 15人から20人へと改めたものです。  

 以上、甚だ簡単な説明でありますが、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 今説明がありましたように、臨時代理させていただきましたが、委嘱委

員が15人から20人になったという部分について説明しておいてください。  

 

【式教育政策課長】 もともと規定の中で15人という形で、委員の上限を定めておりまし

たけれども、先ほどご説明申し上げましたとおり、人生 100年時代を見据えた計画とする

に当たりまして、現行の八尾市教育振興計画と、これまでは別にありました生涯学習・

スポーツ振興計画と図書館サービス計画を統合する計画とする予定ですので、これまでそ

れらの審議会等で加わっていただいていた部分を、この審議会委員の中に取り込むという

形で増員させ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】 質疑ございませんか。よろしいでしょうか。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。議案第 11号につき原案どおり承認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 11号「八尾市教育振興計画

審議会規則の一部改正について臨時代理承認の件」について、原案どおり承認と決しまし

た。 

  

【中山教育長】 次に、議案第12号「八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会規則の廃

止について臨時代理承認の件」について、審議いたします。提案理由を松田生涯学習スポ

ーツ課長より説明願います。  

 

【松田生涯学習スポーツ課長】  それでは、議案第12号「八尾市生涯学習・スポーツ振興

計画審議会規則の廃止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。  

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項の規定に基づき、教育長

が臨時代理を行ったことに伴い、委員会のご承認を求めるものでございます。  

 提案の理由でございますが、執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について、令

和２年３月市議会定例会において議決されたことに伴い、八尾市生涯学習・スポーツ振興

計画審議会規則を令和２年４月１日付にて廃止する必要が生じたものですが、同規則の施

行日までに教育委員会議を招集するいとまがございませんでした。そのため、教育長に対

する事務委任等に関する規則第３条第２項の規定に基づき、教育長をして臨時代理をした
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ことに伴い、委員会のご承認を求めるものでございます。  

 なお、同規則の廃止により、次期八尾市生涯学習・スポーツ振興計画につきましては、

新たに教育全般にわたる計画として策定いたします八尾市教育振興基本計画に統合を図っ

てまいります。  

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

【中山教育長】 内容が11号と連動していますので、臨時代理させていただきました。質

疑ございませんか。ないようですので採決に移らせていただきます。議案第 12号につき原

案どおり承認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 12号「八尾市生涯学習・ス

ポーツ振興計画審議会規則の廃止について臨時代理承認の件」について、原案どおり承認

と決しました。  

 

【中山教育長】 次に、議案第13号「八尾市放課後児童室条例施行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。本件は、こども未来部長に委任している

事務に関する議事となりますので、吉川こども未来部長、阪本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入っていただきます。それでは、松田課長より説

明願います。  

 

【松田生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第13号「八尾市放課後児童室条例施行規

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。  

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項の規定に基づき、教育長

が臨時代理を行ったことに伴い、委員会のご承認を求めるものでございます。  

 提案の理由でございますが、感染症拡大防止対策等を実施するに当たり、放課後児童室

を利用する保護者に対し家庭保育の協力を求め、その対策等をより効果的なものとするた

め、放課後児童室の保育料について、協力の要請により児童室を欠席した日数分を日割り

で還付することといたしました。  

 これを受け、早急に保育料の還付に係る作業を進める必要が生じたため、八尾市放課後

児童室条例施行規則の一部改正について、教育長に対する事務委任等に関する規則第３条

第２項の規定に基づき、教育長をして臨時代理をしたことに伴い、委員会のご承認を求め

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

をご参照ください。  

 改正内容につきましては、別表第３、第８条関係（２）の項において、「臨時休室等に

より保育を実施しなかった日数」の次に「及び感染症拡大防止等を目的とした市の要請に

基づき欠席した日数」を加えるものでございます。  
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 この規則の施行につきましては、国の小学校臨時休校の要請に基づき、本市より家庭保

育の協力を求めることとなった令和２年３月２日から適用するものでございます。  

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

【中山教育長】 事務委任しておりますので、こども未来部に実際の業務をしていただい

ていますが、委員の皆様から、この件につきまして何か質疑ありましたらお願いします。  

 

【岩井委員】  ３月２日から子どもたちの利用の人数がどのように変わってきているのか

教えていただけますか。 

 

【石田こども未来部参事】 ３月２日に一斉休校になりまして、児童室は午前中から開室

を行っている状況でございます。各ご家庭には、できる限りの家庭保育の協力を依頼をさ

せていただきまして、当初 40％程度の利用率でございました。そこから１ヵ月ほどの間に

少しずつ利用率が上がってきまして、３月末で 50％程度利用率になっておりました。その

後、４月に１年生が入ってこられまして、その利用が若干増えましたので56％ぐらいまで

上がっておりました。その後、４月７日に緊急事態宣言が発令されまして、そこからは一

旦基本的には休室となりましたが、ただ、社会的なインフラを止めるわけにはいかないと

いうことで、保育の必要な方には保育をしているという状況で、現在、20％以下の利用率

となっております。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。20％以下の利用率ということです。  

 他に質疑ございませんでしょうか。  

 こども未来部から、補足等ありましたらご説明いただいたらと思います。  

 

【吉川こども未来部長】 特にございません。 

 

【中山教育長】 事務作業、本当に大変だと思いますがよろしくお願いします。他に質疑

ございませんか。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。議案第 13号

につき原案どおり承認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 13号「八尾市放課後児童室

条例施行規則の一部改正について臨時代理承認の件」について、原案どおり承認と決しま

した。 

 

【中山教育長】 次に、議案第14号「八尾市文化財保護審議会委員の委嘱の件」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。  
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【渞文化財課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第 14号「八尾市文化財審議

会委員の委嘱の件」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７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。  

 提案の理由でございますが、今月末で綿貫友子委員の委嘱期間が満了するため、八尾市

文化財保護条例施行規則第 12条の規程に基づき、改めて本市文化財保護審議会委員を委嘱

するために、本案を提出するものでございます。  

 文化財保護審議会は、文化財の保護・活用に関しまして、教育委員会の諮問に応じて意

見をいただくもので、文化財に関する知識や経験を有する方を選定させていただいており

ます。綿貫氏は中世史がご専門で、流通史や経済史に造詣が深いことから引き続き委嘱を

お願いしたいと考えております。  

 なお、任期につきましては、令和２年５月１日から令和４年４月 30日までの２ヵ年でご

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】 委員の皆様、何か質疑ございませんでしょうか。  

 

【岩井委員】 異議はないんですけれども、今回、委嘱される委員の任期と他の方の任期

が異なっていることから、毎年のように委嘱の議案が上がってくるので、もう少し事務的

にスムーズにできないものでしょうか。もし、考えておられることがあったら教えていた

だきたいと思います。  

 

【渞文化財課長】  名簿にございますように、委員の任期は２つに分かれております。大

方の委員につきましては、令和元年９月１日から令和 3年8月3１日までになっております。

しかし、本審議会の会議の期間としては５月から翌年３月までですので、むしろ綿貫先生

が本来の形になっておりますので、次回、その他の先生方に委嘱する時期になりましたら、

そのことを踏まえて事前に、文化財保護条例施行規則の改正を行い、任期を合わせていき

たいと考えております。 

 

【中山教育長】 この綿貫先生の任期が違うのは、今まで何度も審議しているところなの

で、規則も改正して、統一していく方向でよろしいでしょうか。  

 

【岩井委員】 お願いします。  

 

【中山教育長】 ほかに質疑ございませんか。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。  

 議案第14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。 
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【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第14号「八尾市文化財審議会

委員の委嘱の件」について、原案どおり可決いたしました。  

  

【中山教育長】 次に、議案第15号「令和３年度使用八尾市立学校教科用図書の採択につ

いての基本方針の決定の件」について審議いたします。それでは、採択についての基本方

針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、議案の概略について説明をさせていただきます。  

 議案第15号「令和３年度使用八尾市立学校教科用図書の採択についての基本方針の決定

の件」につき、教育長に対する事務委任に関する規則第２条第９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、本年度は八尾市立中学校において、全ての教科書について採

択する年になっております。つきましては、令和３年度使用八尾市立学校教科用図書の採

択に当たり、教科書が教育を行う上で、主たる教材として極めて重要な役割を果たしてい

ることに鑑み、八尾市教育委員会の権限と責任において主体的に採択業務を行うため、本

案を提出するものでございます。  

 それでは、お手元の令和３年度使用八尾市立学校教科用図書の採択についての基本方針

に基づきまして、ご説明を申し上げます。  

 教科用図書の採択に当たっては、教育基本法、学校教育法及び新学習指導要領で示す目

標や、本市の教育の基本理念とめざす子ども像を踏まえ、次の６点を八尾市立学校教科用

図書採択の基本方針とさせていただきたいと考えております。  

（１）心身の発達過程にある児童生徒のための図書であることに鑑み、記述内容が正確

かつ公正なものであり、主体的な学習意欲を高め、本市児童生徒の発達段階に即したもの

となっていること。  

 （２）日本国憲法に保障されている基本的人権を尊重する立場が貫かれていること。  

 （３）互いに協力して問題解決に当たるような平和で民主的な国家及び社会の形成者の

育成を目指しているものであること。  

 （４）本市教育の特色や子どもたちの実態に即し、基礎・基本を確実に身につけ、自ら

課題を見つけ、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力など、確か

な学力の醸成に資するものとなっていること。  

 （５）可能な限り市民に開かれた採択業務を目指すこと。ただし、選定委員会の委員名

簿及び選定委員会の討議内容、調査員名簿の公開については、公正かつ適正な意思決定に

支障が生じないよう、採択事務終了後とする。  

 （６）外部からの不当な働きかけによって、公正かつ適正な意思決定に支障が生じない

ように配慮すること。  

 以上、６点の基本方針として設定させていただきました。  

 甚だ簡単な説明ではございますが、議案第 15号の提案理由の説明とさせていただきます。 

 

【中山教育長】 本年は中学校と義務教育学校後期課程の教科用図書の採択がえというこ
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とですので、教育委員会としてその権限と責任において採択してまいりたいと考えており

ます。 

 皆様からご質問、ご意見等出していただけたらと思いますので、よろしくお願いします。

協議会等々の話し合いで、本市の子どもたちを見据えてという部分、ご指摘もいただいて

いましたので、基本方針を今回出させていただいておりますが、いかがでしょうか。  

 

【岩井委員】  基本方針については、異議ないんですけれども、私自身、この採択に慣れ

ておりませんので、この採択にかかわっての手順やスケジュール、それから留意しておか

なければならないことがありましたら、教えていただきたいと思います。  

 

【仁科指導課長】  手順につきましては、教科用図書の採択方式というものが大阪府で示

されたものがございます。今後、各調査員による研究、学校においての教科書巡回がござ

います。 

 ５月の中旬にまず選定委員会を開催いただく予定としております。選定委員会は大きく

３回予定をしておりますけれども、後に審議いただきます委員で構成された選定委員会で、

７月初旬をめどに答申をまとめていただきたいと考えております。それを受けまして、

我々教育委員会としては別途、各教育委員の先生方に教科書研究をしていただくわけです

けれども、８月の初旬に全ての中学校の教科書を採択していくということを目指していく

スケジュール感になっております。  

 今回、教科書ですけれども、全ての教科の中で合計 145冊の教科書を研究していただく

形になっておりまして、非常に多くの教科書を見て、検討いただく形になっておりますけ

ど、今お示しさせていただきました基本方針、また選定委員会での議論をもとに教科書を

採択していく形になるかと考えています。  

 

【中山教育長】 岩井委員、よろしいでしょうか。  

 他に委員の皆様、質疑等ありましたら。よろしいですか。  

 教科書採択にかかわっては、適正かつ公正な採択の確保の徹底は非常に重要なものであ

り、これを損なうことがあってはならないと考えます。しかし、情報公開ということで、

市民の皆様にも採択がどのように行われているかをお知りいただくため、開かれた採択を

一層進めなければならないと考えております。これらのバランスも考えまして、公開の採

択事務につきましては、選定委員会の委員の皆様が外部からの不当な圧力を受けず、自由

な議論ができるようにということも観点に入れながら、この基本方針を含め、採択してま

いりたいと思っております。  

 この点も含めまして、委員の皆様、議案第 15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。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、議案第 15号「令和３年度使用八尾

市立学校教科用図書の採択についての基本方針の決定の件」について、原案どおり可決い
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たしました。それでは、この基本方針に基づきまして、教科書採択を進めていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。  

 次に、議案第 16号「八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の委嘱又は任

命の件」について審議を行いますが、先ほどの基本方針に基づき、会議は非公開で行いま

す。引き続き、提案理由を仁科課長より説明願います。  

 

（以下、非公開審議）  

 

【仁科指導課長】  それでは、議案第16号「八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員

会委員の委嘱又は任命」の件につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。  

 提案理由でございますが、八尾市立学校において使用する教科用図書を調査、審議する

につき、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則第２条に基づき、八尾市立義

務教育諸学校教科用図書選定委員会委員を委嘱又は任命し、適切な教科書採択に向け、採

択事務を進めるため、本案を提出するものでございます。  

 それでは、お手元の八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員名簿に基づき、

ご説明を申し上げます。 

 初めに、選定委員会メンバーの構成についてでございますが、選定委員会の構成及び名

前につきましては、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則に基づき選考いた

しております。  

 市内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者につきましては、八尾市ＰＴＡ協議会より、

八尾市立学校の校長及び教員につきましては、八尾市校長会、八尾市教育研究会、八尾市

小中学校教育課程研究委員会、八尾市立中学校、義務教育学校から３名、また教育委員会

事務局からは、学校教育部長、教育センター所長、人権教育課長の３名が参加し、全員で

10名を委嘱及び任命するものでございます。  

 任期につきましては、令和２年４月 22日から令和３年３月31日までの期間でございます。  

 選定委員会委員名、調査員名、議事録の公開につきましては、教科書採択終了後でござ

います。議事録の整理等に時間を要しますが、遅くとも９月ごろには公開できるよう準備

を整える必要があると考えております。  

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

 

【中山教育長】 八尾市教育委員会といたしましては、何年か前の採択事務のときから、

小学校、中学校両方の籍にある者を委員の中に必ず入れるという方針で来ております。今

回も、校長が主になりますが、皆様小学校、中学校両方の経験であったり、必ず両方の籍

にある者が入るようには設置いただいています。教員として出てくださっている方は、そ

れぞれに中学校籍の方ですが、この方々について事務局、説明いただけますか。 

 

【仁科指導課長】  両名ともに首席の位置づけにある教員となっております。辻教諭につ

きましては、国語が専攻となっておりまして、森山教諭につきましては保健体育が専攻と

なっております。 
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【中山教育長】 委員の皆様、何かこの件で質疑ありませんでしょうか。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。  

 議案第16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16号「八尾市立義務教育諸

学校教科用図書選定委員会委員の委嘱又は任命」について、原案どおり可決いたしました。  

 それでは、公開審議に戻ります。 

 

（以下、公開審議）  

 

【中山教育長】 次に、議案第17号「令和３年度使用八尾市立学校教科用図書の選定につ

いて諮問する件」について、提案理由を仁科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 17号「令和３年度使用八

尾市立学校教科用図書の選定について諮問する件」について、提案理由の説明をさせてい

ただきます。  

 提案理由といたしましては、令和３年度使用八尾市立学校教科用図書の選定について、

八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会に諮問する必要があるため、本案の議決を

求めるものでございます。  

 それでは、お手元の令和３年度使用八尾市立学校教科用図書の選定について（諮問）を

ご覧ください。  

 教科書採択の手順につきましては、先ほど議案第 15号で議決いただきました基本方針に

則り、議案第 16号で決定いたしました選定委員会に諮問し、答申をいただくという流れと

なっておりますので、諮問文の内容について説明をさせていただきます。  

 まず、検討の観点と留意事項についてですが、教科書は、主たる教材として児童生徒の

教育に極めて重要な役割を果たしていることに鑑み、その採択に当たっては、教育基本法、

学校教育法及び新学習指導要領で示す目標や、本市の教育の基本理念とめざす子ども像を

踏まえ、本市において最も適した教科書は何かという観点に立って教科書内容の綿密な調

査研究を行い、これに基づき、採択権者がより一層の自覚と責任を持って採択に当たるこ

とが重要であると考えております。 

 以上のような観点を踏まえながら、次のような事項に留意し、適切な教科書の選定につ

いて検討をお願いするものである。  

 （１）正確・公正・教育的配慮について。心身の発達過程にある児童生徒のための図書

であることに鑑み、記述内容が正確かつ公正なものであり、主体的な学習意欲を高め、本

市児童生徒の発達段階に即したものとなっているか。  

 （２）人権の尊重について。日本国憲法に保障されている基本的人権を尊重する立場が

貫かれているか。これを侵害するような考え方や差別や偏見を生み出すおそれのある記述

等はないか。  
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 （３）民主的な人間の育成について。互いに協力して問題解決に当たるような、平和で

民主的な国家及び社会の形成者の育成を目指しているか。これに反するような考え方や記

述はないか。  

 （４）「確かな学力」の育成について。本市教育の特色や子どもたちの実態に即し、基

礎・基本を確実に身につけ、みずから課題を見つけ、主体的に判断し、行動し、よりよく

問題を解決する資質や能力など、「確かな学力」の醸成に資するものとなっているか。  

 ２、運営について。教科書にかかわる関係法令に基づくとともに、八尾市立義務教育諸

学校教科用図書選定委員会規則、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定調査員事務・運

営要綱及び令和３年度使用八尾市立学校教科用図書の採択についての基本方針によるもの

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、議案の説明とさせていただきます。  

 

【中山教育長】 私たち教育委員会で最終的に決めるんですけれども、その前に先ほどの

選定委員の皆様に諮問し、答申をいただいて、それに基づいて我々は審議していくという

ことになります。  

 この諮問文につきまして、何かご質問ありませんか。よろしいですか。  

 

【岩井委員】  質問ではないんですけれども、感想を言わせていただきたいなと思ってお

ります。  

 教育委員の活動でも報告させていただいているんですけれども、新学習指導要領につい

ての研修会に、これまで何度か参加させていただきました。その中で、新学習指導要領で

は育成を目指す資質・能力はこれまでと大きく変わるものではないけれども、主体的・対

話的で深い学びの実現という視点から授業改善を行って、学びの質を高めていくことが強

く求められていることを学ばせていただきました。  

 私自身、そのようなこともしっかり踏まえまして、教育委員の一人として、八尾の子ど

もたちがこれからの変化の激しい社会をたくましく生き抜いていける、その基盤となる学

力の育成に最も適している教科書がどれなのかということで、公平な目で責任を持って調

査研究していかなければならないなと思って、気を引き締めているところです。  

 また、私は学校現場にいたことありますので、その経験から少し言わせていただきたい

んですけれども、この教科書採択に係る調査研究の業務は、４年に１度回ってくるもので

すけれども、回ってきた年は先生方も、それから学校全体の仕事量としてもかなり増えま

すし、負担も少なくないものだと私は思っております。そして、今年度はその上に新型コ

ロナウイルスの感染防止対策で学校現場も教育委員会もその対応で日々非常に落ちつかな

い、忙しい状況が続く中ですので、採択委員会の委員、それから調査員初め、さまざまな

立場から教科書採択にかかわってくださる方々、たくさんおられると思うんですけども、

教育委員会の担当も含めまして、これまでの採択のとき以上にご苦労をおかけするんじゃ

ないかと思っております。本当に、大変だろうなという気持ちとともに、こんなときでも

それぞれの役割を快く引き受けてくださった皆様に、本当に感謝とお礼を申し上げたいと

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。  
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【中山教育長】 本当に気持ちを引き締めて、採択の業務に当たっていきたいと思います

ので、事務局もどうかよろしくお願いいたします。  

 他にご意見ございませんでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、採決に移らせていただきます。この議案第 17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 17号「令和３年度使用八尾

市立学校教科用図書の選定について諮問する件」について、原案どおり可決いたしました。 

 この選定委員会に対しまして、諮問をさせていただき、ご検討いただいた後に答申をい

ただき、報告させていただく段取りとなりますので、よろしくお願いいたします。  

以上で、教科書採択に関する案件の審議は全ていたしましたが、令和３年度使用八尾市

立学校教科用図書の採択事務につきましては、選定委員会には基本方針に基づき、調査委

員を置き、十分な調査研究を行っていただきたいと考えております。また、以降、選定委

員会に関するものを除き、採択にかかわる教育委員会議につきましては公開で行うことと

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。教育委員の皆様にも大変ご苦労をか

けますが、よろしくお願いいたします。  

 

{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。  

 まず、「令和２年度教職員人事異動について」、木下次長より報告させていただきます。  

 では、お願いします。 

 

【木下教育総務部次長】 それでは、令和元年度末２年度当初の教職員人事異動について、

ご報告申し上げます。  

 資料をご覧ください。 

 まず１ページ目です。昨年度と比べますと、児童数、生徒数、園児数いずれも減少傾向

が続いております。幼稚園につきましては、全ての園が５歳児のみとなる関係もあり、こ

ども園への移行で、さらに少人数という形となっております。  

 （３）の首席・指導教諭ですが、首席につきましては全校配置を目指しておりますが、

小学校・義務教育学校前期課程で、３校配置に至ってはおりません。一方、指導教諭につ

きましては、大阪府教育庁の配置方針の変更等がございまして、教科・領域・教育内容と

いった項目ごとに人材を確保するという形に、全校配置から方針が少し変わっております

ので、人数としてはそう多く伸びていない状況になっております。今後も、ミドルリーダ

ーの育成に力を入れていきたいと考えております。  

 続いて２ページ目をごらんください。  

 人事異動数につきましては、昨年度より少し減少している形になっています。学校園管

理職の退職者数が兼務園長１名を含め７名となっております。管理職選考の受験者の確保
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や候補者の育成について、引き続き力を注ぎたいと考えております。  

 続きまして、３ページ目から７ページ目までは、教員の年齢分布となっております。重

なるところになりますけれども、管理職の退職者は今年度、令和元年度末、６名の校長と

兼務園長１名になりました。来年度、令和２年度末の予定者は校長が 11名、教頭が２名、

合計13名と、任期付校長の任期満了が１名となっておりますので、また管理職の確保とい

うのが大きな課題となっております。  

 一般教職員の年齢分布は、これまで同様、つぼ型になっておりまして、 20代、 30代の教

員が約70％という数値となっております。再任用校長の配置、若手教職員の委員会での指

導主事登用、その後また教諭で学校現場に戻ってもらう等、さまざまな対応を考えている

ところです。  

 以上、令和元年度末２年度当初の教職員人事異動についての報告を終わります。  

 

【中山教育長】 最大の課題は、木下次長が申しましたように、管理職の次年度の確保が

本当に難しい時期に来ております。表を見ていただいたらわかると思いますが、中学校に

おきましては、今60歳の校長が７名いらっしゃるということで、 15校のうち７名が退職と

いうことで、半数が変わるという状況になります。何か質疑等ありましたらお願いします。 

 

【岩井委員】 管理職のお話ではないのですが、新規採用者数が今年度も、やや少なくな

ってきたというものの、小中学校合わせると 51名もいるということなんですけども、この

先生方は新型コロナウイルスの感染防止の対策の真っただ中で、始業式もされないまま教

師生活をスタートされているということで、変則的なことがずっと続いていて、例年の新

規採用者の先生以上に何かと緊張感が強いんじゃないかなと思っています。そのことが気

になりまして、この先生方が順調にこれからの八尾の教育をしっかりと支える教師に育っ

てくれるように、教育委員会としても丁寧に見守っていってほしいなと願っております。  

 

【中山教育長】 先生方が今、学校で子どもたちの家庭学習への配慮等々でご苦労いただ

いているんですけれども、まだ本当に先が見えないので、教職員の人事と指導は一体とな

って取り組んでいかなければならないと思いますので、よろしくお願いします。よろしい

でしょうか。  

  

【中山教育長】 次に、「令和２年度事業計画について」、式課長より報告願います。  

 

【式教育政策課長】 それでは、令和２年度事業計画につきましてご報告をさせていただ

きますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響等により、今後、事業実施やその内容、

規模、スケジュール等が変更になる可能性がございますので、ご了承ください。  

 お手元配付の資料、令和２年度事業計画をご参照願います。  

 本資料は、教育振興計画にあります４つの基本方針ごとにまとめさせていただいており

ます。まず、１ページ目、基本方針１、幼児教育の充実では、就学前施設において子ども

たちが心身ともに健やかに育っていくことができるよう、より質の高い幼児教育・保育を

推進します。  
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 とりわけ、公立認定こども園において、研究・研修に取り組み、その成果を市内全域の

就学前施設や小中学校、義務教育学校へと発信することで連携・交流を図り、就学前の子

どもたちの健やかな育ちを支える質の高い教育・保育を推進いたします。  

 次に、２ページ、基本方針２、学校教育の充実では、学校教育全体を通して、心の教育、

人権尊重の教育を推進し、確かな学力・豊かな心・健やかな体の育成、家庭・地域との連

携、教職員の指導力の向上等、効果的な施策展開を図るとともに、新学習指導要領の円滑

な全面実施に向けた教育課程の編成・実施並びに学力向上、外国語教育の充実を図ります。  

 とりわけ、いじめ問題に対しては、市長部局と教育委員会が連携し、いじめから子ども

を守る八尾づくりを進めます。  

 また、全ての子どもがいじめを自分ごととして捉え、主体的に行動できるよう取り組み

を進めるほか、いじめ対応支援チームにより、事象発生時の学校・教育委員会の対応力の

強化、さまざまな理由により不登校となった児童生徒へのフォローと早期復帰に向けたオ

ール八尾市による仕組みの充実に向けた取り組みを進めていきます。 

 また、小中一貫教育を全中学校区で推進し、高安小中学校や桂中学校区における特色あ

る学校づくりを進めるとともに、プログラミング教育の推進により、これからの時代に必

要な資質・能力を身につけさせます。  

 さらに、中学校での全員給食の実現に向けた取り組みの推進、学校における業務改善や

教員の働き方改革に必要な環境整備を図ります。  

 次に、６ページ、基本方針３、子どもたちの教育機会の保障では、全ての児童生徒が安

全に、安心してひとしく学ぶことができるよう、多様なニーズに対応した教育の推進、教

育相談及び教育支援体制の充実、学びと育ちの経済的支援、教育環境の整備の取り組みを

進めます。  

 とりわけ、八尾市教育振興計画後期計画が令和２年度で期間終了となることから、生涯

学習・スポーツ振興計画と図書館サービス計画の趣旨を包含するなど、現行計画を継承・

発展させた、教育全体の基本計画である八尾市教育振興基本計画を策定します。  

 また、子どもや家庭を取り巻く環境の複雑化・多様化に対応するためスクールソーシャ

ルワーカーの配置を充実し、いじめ・不登校等の未然防止、早期発見、早期対応、早期解

決につなげるとともに、生徒指導体制の充実を図ります。  

 さらに、桂小学校の改築を進めるほか、全ての子どもの育ちにとって望ましい就学環境

のあり方についての検討を進め、安全で良好な教育環境の整備を進めます。  

 教育振興基本計画の策定については、現行計画の総括を踏まえ、審議会開催に向けて、

行政素案の検討を進めているところで、審議会の委員についても、市民委員を２名程度公

募する予定をしております。  

 今後の予定としましては、教育委員協議会で行政素案についてご意見を頂戴しつつ、審

議会の意見聴取を経てパブリックコメントを実施し、教育委員会議に議案上程して、採決

をお願いしたいと考えております。  

 次に、９ページ、基本方針４、生涯学習とスポーツの基礎を培うでは、（仮称）八尾市

文化財保存活用地域計画の策定を進めるとともに、文化財の調査・保全活動、情報発信、

普及啓発に取り組みます。  

 とりわけ、郡川西塚古墳は、史跡高安千塚古墳群と密接に関係する古墳として追加指定
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を目指すとともに、その他山麓にある古墳の保存活用を推進します。  

 また、歴史資産の魅力を効果的に伝えるため、他の自治体等と連携した情報発信の検討

を進めます。  

 次に、つながりの豊かなコミュニティがあるまちの実現を図るため、地域で若者を含め

市民が自主的に地域課題の解決に向けた生涯学習に取り組むとともに、みずからの学習成

果を生かして地域社会で活躍できる環境づくりが進展する取り組みを進めます。また、図

書館において、市民の学習意欲にこたえる空間づくりを進めます。  

 次に、活き活きと活気にあふれる健康都市八尾の実現を図るため、市民が日常生活の中

で気軽に楽しくスポーツ・レクリエーションに取り組むとともに、高まるスポーツニーズ

に即した施設の充実を目指していきます。さらに、子どもたちが世界レベルのプロスポー

ツを間近に味わう機会の充実と、大人になっても本市でスポーツを楽しみたいと思える環

境づくりに民間事業者等と連携しながら進めていきます。  

 以上、まことに簡単ではありますが、令和２年度の事業計画の報告とさせていただきま

す。 

なお、今後、事業内容の新たな方向性や議論すべき事項が出てきた場合は、随時、教育

委員の皆様へご報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 例年ですと、この４月当初にこの事業計画、皆様に見ていただきまして、

平時には今年１年このような形で進みますということを提示する形にはなっていますが、

この状況の中で、今回は、こうやっていきたいという提示で、ひょっとすると終わってし

まう部分もあるかと思いますが、できる限り計画に沿って、再開した時にはやれることは

しっかりやっていきたいと思っております。  

 今、学校だけではなくて、生涯学習も社会教育面では休館になり、いろんな面でストッ

プしている部分もあるので、一旦今日はご報告ということで、平時ならばこれでやってい

く形で見ていただいて、通常に戻ったときに、しっかりと実行できるようにみんなで頑張

っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  

  

【中山教育長】 次に、「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための臨時休業につ

いて」、仁科課長より報告させていただきます。  

  

【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臨時休

業について」、ご報告を申し上げます。  

まず、３月19日開催の定例教育委員会以降、国、府からの通知、そのことに伴う本市教

育長の専決処分の実施と全学校園への通知について、時系列でご報告をさせていただきま

す。 

 ３月25日からは、中学校部活動について屋外のみ限定的に再開をし、各学校においては

４月８日の始業式からの学校再開に向けた準備を児童生徒及び教員を含め、整えていただ

いておりました。  

 その後、４月２日に開催された大阪府新型コロナウイルス対策本部会議における決定を

踏まえ、４月３日付で大阪府教育長通知が発出され、始業式から５月６日までの間の全校
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臨時休業について、あわせて、登校日の設定、子どもの居場所確保等についても要請があ

りました。本府の通知を受け、同日付で本市教育長の専決処分により、本市の全校一斉の

臨時休業について決定し、臨時校長会を開催して学校園に通知をいたしました。  

 その後、４月６日付で、大阪府教育庁より、４月７日夕刻にも国の緊急事態宣言が出る

見込みであるということを受け、４月３日付で府通知にあった登校日の中止について改め

て要請がありました。同要請を受け、急遽、７日付で本市教育長の専決処分により、４月

８日から10日までの登校日の中止を決定し、学校園に通知いたしました。  

 その後、４月７日の国の緊急事態宣言発令を受け、４月７日開催された大阪府新型コロ

ナウイルス対策本部会議における決定を踏まえ、４月９日に府通知が発出され、臨時休業

の通知、登校日を当面実施しないことの要請、並びに４月３日付であった府通知の廃止に

ついて通知がありました。同通知を受け、９日付で本市教育長の専決処分により、緊急事

態宣言を踏まえた学校の措置について、臨時休業、登校日を当面実施しないこと、子ども

の居場所確保や教科書給与について、学習教材の提供について、校庭開放を当面実施しな

いことなど、改めて学校園に通知をしたところです。 

 次に、この間の市の教育委員会、学校園の取り組みについてでありますが、学校では、

教科書の給与について順次実施をいただき、全校完了いたしました。 

 なお、学習教材の提供については、授業動画を一部の学校でホームページに掲載をして

情報提供しておりますが、多くの学校が復習を中心として教材配付をいたしております。

教育委員会では、ホームページ上で民間事業者や教科書会社が公開している家庭学習支援

のコンテンツを、教科ごとにリンク集として公開してその支援を進めるとともに、今後、

外国語授業を中心に、各学年、単元ごとの授業動画の配信も予定をしております。  

 各学校においては、臨時休業期間中の児童生徒の健康観察、心のケアについても取り組

みを進めていただいており、少なくとも１週間に１度は連絡をとるよう、教育委員会から

も指示をいたしております。  

 また、この間、上海の嘉定区及び株式会社アーテックより計２万枚のマスクの寄贈を受

け、４月16日には各学校に対し、今後学校が再開した折に活用していただけるよう配布を

したところです。また、マスクについては、現在国から順次、児童生徒数１人当たり２枚

の送付がなされております。  

 最後に、今後の予定についてでありますが、いまだ大阪府から学校再開または臨時休業

期間の延長を含めた要請がありませんが、同要請がありましたら、速やかに教育長の専決

処分により、学校園に通知し、対応をしていくこととしております。  

 また、４月８日から５月６日までの間で、授業時数が小学校で 90時間、中学校で 100時

間不足する見込みとなっており、現時点の想定で、夏季休業期間について児童生徒や教職

員の負担も考慮しながら、短縮を実施する必要があると考えております。  

 一方、今後さらに、国や府の臨時休業期間の延長の要請も想定されることから、今後、

その要請内容を踏まえ、その短縮期間については教育長の臨時代理により規則改正を含め

判断をしていきたいと考えております。  

 以上でございます。  

 

【中山教育長】 この間、本当に何度も休校、再開、また休校というようなことが繰り返
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されまして、本来ならば、教育委員の皆様に集まっていただいて協議する必要があったか

と思いますが、本当に今日通知が来て、明日学校に知らせなければならないといったとこ

ろで、専決させていただいてご連絡するような形をとってまいりました。  

 今後も急遽のことが多々あるかと思いますので、５月６日までといいながらも、ゴール

デンウイーク最終日ですので、本当に７日に再開できるかどうかというのが、もう間際に

通知が来るかもしれませんので、来次第、皆様には今までと同じように連絡はさせていた

だきますが、休校がこうなりましたという形の報告になるかと思いますが、ご了承いただ

きますよう、よろしくお願いします。  

 それから、マスクの件は各家庭に２枚という国の通知があった上で、子どもたちにもそ

れぞれ２枚渡すことが決まっているようですので、再開になったときにまたそこでお渡し

できるかと思います。  

 この間のことにつきまして、この機会に委員の皆様から質疑等ありましたらよろしくお

願いします。何より子どもたちの心のケアも大変必要かと思いますので、そのあたりも学

校園については注意していただくように、教育委員会からは指示をしているところです。  

 

【藤井委員】  学校からは連絡が何度も来て、計画を立ててもまたそれが変更してしまっ

たりとか、予定どおりにいかないことが多く、本当に先生方、大変だなって子どもとも言

っています。  

 １つ目は質問なんですが、仮に５月７日から学校が始まるということになったときに、

通常インフルエンザ等でも学級閉鎖をされることがあって、クラスに何人以上感染者が出

たらといった規定があると思うんですが、これだけ新型コロナウイルスも広がっている中

で、学級閉鎖の基準を今までのインフルエンザ等と同じにするのかといった点です。とい

いますのは、長女が利用しているデイサービスでも、スタッフのご家族に陽性の方がおら

れたということで、数日間施設を閉鎖しますという連絡がありまして、恐らくインフルエ

ンザはそこまで厳しいことはもちろんなかったと思いますが、学校はどのように、学級閉

鎖の基準というのを判断されるのかなということが一つ疑問にあったからです。もう一つ

は、質問ではないんですが、八尾市の教育委員会のホームページの中で、学習についての

いろんな案内をしてくださっているということで、私もそれは見ていますが、勉強が遅れ

ることを保護者の皆様は心配されていると思いますので、学校から配られるプリントや送

信されるメール等にもそういったホームページの情報が入っていたらより良いのではない

かなと思います。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 まず、後半の部分については、教育センターもＱＲコードをつくって、

ペーパーでも配付してくれていまして、学校園のホームページを見ていくと、そのＱＲコ

ードで読み取る、あるいは指導課でつくったホームページから入っていけるようになって

います。ただ、これも各学校園で温度差があるので、また、指示していきますので、よろ

しくお願いします。  

 指導課長、前半の質問について回答願えますか。  
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【仁科指導課長】  国は、一定、感染者が判明した学校の臨時休業の考え方、出席停止の

考え方、感染者がいない学校も含めた地域一斉の臨時休業の考え方、これを今通知として

出しているところでございます。そのなかでは一律の基準というものではなく教室、学校、

また八尾市域の感染状況、そういったことを総合的に勘案して、大阪府の教育庁とも協議

をして総合的な状況を勘案しての判断になると考えています。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。どちらにしても、これも保健所とも協議しながら

という形も出てくるかと思います。今の時点では、再開したときのいろんなケース等、考

えていかなければならないことがまだ山積みですので、また教育委員の皆様にも発信して

まいりたいと思っています。他によろしいでしょうか。  

 

【村本教育長職務代理者】 休みが非常に長期化してきて、もう大変なことになってきた

なと思っています。学校も子どもたちがどうしているのかと心配されているんじゃないか

と思いますが、その点について何かお考えがあれば教えていただけますか。  

 

【仁科指導課長】  ご指摘いただいているように、子どもたちの状況というのが非常に憂

慮される状況になっています。１点目は健康観察ということで、例えば発熱の状況があっ

たり、風邪の症状があったり、具体的にはのどの痛みがあったりと、そういった状況があ

ったら、学校園には各ご家庭からご報告をいただくという形での健康観察を徹底している

ところでございます。  

 もう１点は、いわゆる配慮が必要な子ども、そういった子どもについては、今回の４月

９日付の通知の中で、学校園にお願いしていますのは、具体的には家庭訪問であったり、

どうしても気になる児童生徒については学校に呼んで、感染拡大の防護措置もとった上で、

その子どもの状況をしっかり見るということで、とりわけそういう不登校、虐待、そうい

ったところの疑われる児童生徒、家庭については特段の配慮を持って今取り組んでいただ

いているといったところでございます。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。他にございませんか。 

 そうしたら引き続き、この件につきましては、状況変わり次第ご報告するということで、

よろしくお願いします。 

 それでは、次に「八尾市教科書センター法定展示について」、山下教育センター所長よ

り報告させていただきます。  

 

【山下教育センター所長】  それでは、「八尾市教科書センター法定展示について」、ご

報告させていただきます。  

 本件は、令和３年度使用教科書展示会を八尾市教科書センターにおいて開催するもので

ございます。教科書展示会は教科書の発行に関する臨時措置法第５条の規定によりまして、

都道府県教育委員会が開催するもので、本市では、大阪府教科書センター設置要項により、

教育センターに八尾市教科書センターが設置されているところでございます。  

 今年度の教科書展示会は、令和２年２月 26日付文部科学省告示第 10号により、開始の時
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期及び期間を６月12日から14日間とすることとなっております。この指示を受けまして、

八尾市教科書センターでは、５月 29日金曜日から６月11日木曜日までを法定外展示期間、

６月12日金曜日から７月１日水曜日までを法定展示期間とし、教科書展示会を開催いたし

ます。 

 なお、法定展示期間におきましては、広く市民の皆様に教科書をご覧いただけるよう、

今年度より八尾市立八尾図書館においても、６月 10日水曜日から６月30日火曜日までの期

間で展示を行ってまいります。  

 以上、甚だ間単ではございますが、よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 説明ありがとうございます。  

 広く市民の皆様にも見ていただくということで、この法定展示があるんですけれども、

これも新型コロナウイルスの感染状況によっては、どうなるかわかりませんので、逐次説

明させていただく形になるかと思います。  

 図書館については、臨時休館していない場合の予定と考えてよろしいでしょうか。  

 

【山下教育センター所長】  現在のところ、図書館の開館に伴って、実施を考えておりま

す。 

 

【中山教育長】 よろしくお願いします。本当に全てが平時のときとは違うので、また対

応が変わり次第お知らせしますが、原則はこの形で展示をさせていただくということで、

一旦お知りおきいただけたらと思います。  

 先ほど少し触れましたが、教育センターからもＱＲコードの提示について、委員の皆様

に説明しておいていただけたらと思いますので、お願いします。  

 

【山下教育センター所長】 今回、教育センターでは、指導課と連携させていただいて、

各学校園で学習コンテンツをより有効に使えるようにと考えまして、ホームページとあわ

せてＱＲコードを作成して、ＱＲコードを読み取ったら、コンテンツであったりとか、活

用できる教科の学習ツールを読み取る仕組みをつくって、各学校に配布しております。例

えば、それを学校から保護者に配布するプリントに引用している学校もあると聞いており

ます。 

 

【中山教育長】 広く皆様に啓発して知っていただく形は、とっていきたいと思います。   

それでは、次に、「八尾市におけるいじめの状況と主な取り組みについて」、黒井人権  

教育課長より報告させていただきますので、よろしくお願いします。  

 

【黒井人権教育課長】  それでは、「八尾市におけるいじめの状況と主な取り組みについ

て」、お配りしております資料に沿ってご報告いたします。  

 いじめ調査委員会の提言等において、いじめを早期発見し、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、昨年度は学校生活アンケートの一部見直しや、いじめ認知の基準を改めて各学校へ周
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知してまいりました。  

 資料１ページ、令和元年度いじめの認知件数についてをご覧ください。  

 令和元年度の小学校・義務教育学校前期課程の認知件数は 2,321件、中学校・義務教育

学校後期課程の認知件数は 257件となっており、全体では 2,578件となっております。

2,578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。これらの事案につきましては、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まいります。  

 また、いじめ対応支援チーム会議において協議し、対応について助言を得て継続した対

応を行っているケースもございます。  

 続いて、令和元年度の主な取り組みについてご報告いたします。  

 １、いじめ認知についてをご覧ください。  

 ６月の八尾市いじめ調査委員会調査報告書を受け、臨時校長会において、各学校長へい

じめ対応に際し、積極的ないじめ認知、基本方針に則った組織的対応、事象に係る記録の

徹底と情報の集約について周知を行いました。その後、１学期末時点においての認知件数

が、小学校・義務教育学校前期課程で 208件、中学校・義務教育学校後期課程で 19件であ

ったことから、学校生活アンケートの一部見直しを行った成果はあったものの、各学校に

おける積極的ないじめ認知についてさらなる充実を図るため、令和元年 10月の校長会にお

いて、いじめ認知の基準を資料に記載のとおり明確に示しました。  

 その結果、２学期末時点においては、小学校・義務教育学校前期課程で 1,469件、中学

校・義務教育学校後期課程で 175件と、積極的認知について改善が見られました。 10月校

長会では、あわせて学校から市教委への事象報告の様式の提示と、学校における全てのい

じめ関連文書の保存年限について、児童生徒が学校を去った後、３年間とすることを通知

しました。  

 その他に実施した内容について、説明いたします。  

 ２、いじめに係る会議等の実施をご覧ください。  

 ６月の八尾市調査委員会の提言を受け、令和元年 10月より新たにいじめ対応支援チーム

を立ち上げ、弁護士、学識経験者、臨床心理士、スクールソーシャルワーカーから各学校

のいじめ事象への対応について助言を受けております。各学校で生起しているいじめ事案

について、当該学校及び教育委員会より状況及び今後取り組む方向性について報告を行い、

さまざまな角度から助言を受け、取り組みに生かしております。昨年度は、10月から月１

回、計６回の会議を実施し、本年度も毎月１回、年間 12回の会議の実施を予定しておりま

す。 

 また、令和元年度の本会議においてご助言いただいた内容については、整理をし、今年

度の校長会で周知いたします。  

 次に、いじめ・不登校対策研究委員会についてでございますが、各学校のいじめ担当教

員等を対象に、年間３回、いじめや不登校に対する認識を深めるとともに、本市の状況等

について情報共有等を行っております。隔年ごとにいじめ・不登校対応と分けて実施して

おり、令和元年度については、不登校について年間３回実施する予定でしたが、各学校の

いじめ事象についての対応力を高める必要があるため、第３回については、予定を変更し、

「いじめ事例に学ぶ～学校現場の法律に基づいた実践的対応について～」をテーマに弁護
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士の山口崇さんよりご講義いただきました。  

 第１回及び第２回は、不登校の対応について、記載の内容で実施をいたしました。  

 次に、資料３ページのいじめ問題対策連絡協議会についてでございますが、第１回は令

和元年10月25日金曜日に実施いたしました。第２回は令和２年２月 28日金曜日に実施予定

でありましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、中止いたしました。本年度は、

例年どおり年間２回の会議の実施を予定しております。  

 次に、３、教育委員会事務局内研修の実施をご覧ください。  

 令和元年度は、教育委員会事務局職員としていじめについて正しい理解を持ち、保護者

を始めとした市民へ適切に相談対応し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応につなげ

ていくことをねらいとして、指導主事学習会といじめに係る研修会をそれぞれ１回ずつ実

施しました。指導主事学習会は、６月の調査報告書が出されたことを受け、７月９日に指

導主事・教育職主査を対象として行いました。 

 また、令和２年１月に再調査報告書が出されたことを受け、１月 21日には、教育委員会

事務局に勤務する教育職職員はもとより、全ての事務局職員を対象とするいじめに係る研

修会を実施し、水野教育委員を講師として、「いじめの解決と予防のために教育委員会は

何ができるのか」という内容でご講義いただきました。  

 なお、資料にはございませんが、１月 22日付で、八尾市立学校教職員に対して、調査報

告書及び再調査報告書を必読し、いじめの適切な認知、初期対応、外部の専門家との連携

等についての理解を一層深め、いじめ防止に取り組んでいただくよう、教育長メッセージ

を出しております。  

 資料４ページ、４、いじめに係る研修等の実施をご覧ください。  

 市内全学校園の人権教育担当者を対象にした人権教育研修講座では、「自殺対策～ゲー

トキーパー養成講座～八尾市の自殺と現状・私たち一人ひとりにできる自殺予防」をテー

マに、武蔵野大学准教授小高真美さんにご講義いただきました。  

 さらに、昨年度八尾市に新規採用となった教職員を対象に行う初任者・新規採用教職員

研修においては、「人権尊重の教育について～学級集団づくりの基礎～」「いじめ・児童

虐待防止」をテーマに教育委員会指導主事が講義を行いました。  

 また、個別の学校の校内研修におけるいじめ防止に関する研修の講師も務めております。  

 資料４ページ、５、いじめ防止・啓発に向けた取り組みをご覧ください。  

 令和２年度に八尾市立小学校・義務教育学校前期課程に入学予定児童の保護者を対象に、

八尾市いじめ防止基本方針概要版を配付しました。  

 また、全児童生徒に対して、学校生活アンケートを学期に１回ずつ実施するとともに、

いじめ相談窓口啓発カードを配付するなど、いじめの未然防止・早期発見、保護者への啓

発等に努めております。 

 資料にはございませんが、昨年度は、新型コロナウイルス感染症による臨時休校措置中

に、人権教育課より、各学校園へ幼児、児童生徒のより丁寧な見守りと、各学校へはいじ

め相談窓口啓発カードを再度全ての児童生徒へ配付するよう依頼いたしました。幼児、児

童、生徒の見守りにつきましては、緊急事態宣言発令を受け休校措置が延長されたことに

伴い、再度各学校園に丁寧な見守りを依頼しております。  

 最後に、今年度の取り組み予定について、お伝えいたします。  
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 資料５ページ、令和２年度に実施予定の取り組みをご覧ください。  

 昨年度に受けたいじめ調査報告書・再調査報告書の提言では、管理職のマネジメント力

の向上、本市の学校園に勤務する全ての教職員がいじめ防止対策推進法等の趣旨に基づく

いじめ事象への対応力を向上させること、また、外部専門家等と連携した対応を行うこと

の重要性、子どもを対象としたいじめ防止のための取り組みを行うことが求められており

ます。 

 それらの提言を受け、本年度は、校園長・教頭・いじめ対応に主としてかかわる教職員、

それぞれを対象として、いじめ防止対策推進法等の趣旨に基づく、いじめの未然防止及び

早期発見と迅速かつ適切な対応について理解を深め、校園長のリーダーシップのもと、チ

ーム学校園としていじめ問題に対応するための方策について考えることを目的とした、い

じめ防止・対応研修を実施いたします。  

 研修内容等については資料に記載のとおりですが、各研修とも、職責に応じたいじめ対

応について講義いただく予定となっております。  

 また、２点目としましては、本市の学校に勤務する全ての教職員がいじめ防止対策推進

法等の理解に基づくいじめ対応を適切に行うことができるようになることを目的として、

全ての学校において指導主事を講師とするいじめに係る校内研修を実施する予定です。  

 ３点目としましては、中学校・義務教育学校後期課程の全生徒を対象に、ストップイッ

トジャパン株式会社より講師を招聘し、脱いじめ傍観者教育について授業を行う予定です。  

 報告は以上でございます。  

 

【中山教育長】 星印のついている部分につきましては、６月に調査委員会の報告書が出

た後、また１月20日に出た後、改めて元年度に取り組んだものでございますので、また見

ていただけたらと思います。  

 それから、市長部局に新たにできました、いじめからこどもを守る課につきましては、

しっかりと連携をとる形で、人権教育課と常に連絡をとってもらっています。また、この

間、大松市長から教育委員会と校長先生方に、こういう思いでつくったということを説明

いただいて、校長先生方から忌憚のないご意見もいただきながら、ともに八尾からいじめ

をなくしていこうといういい会議になりましたので、それもご報告させていただきます。  

 また、この件につきましても、人権教育課から逐一報告させていただく形をとりたいと

思います。  

次に、「いじめの重大事態事案への対応について」、黒井課長より報告させていただき

ますが、本報告の内容につきましては、八尾市個人情報保護条例第 14条第１号の当該個人

の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるため、非公開で報告させていただ

きたいと思います。  

 

（以下、非公開報告）  

 


