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６月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、ただいまより６月定例教育委員会を開催いたします。 

 なお、本日の委員会も３密を避けるということで、平時の委員会とは異なりまして、一

部出席者の入退場を途中行いますことを事前にお知らせしておきます。  

では、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。  

 

【中山教育長】 では、５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。 

 委員の皆様、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、５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、５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、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、５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。  

  

 

 

開 催 年 月 日  令和２年６月２２日（月）  

開 催 時 間   午前１０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 

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  

 

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・山本総務人事課長・渞文化財課長・仁科指導課長・黒井人

権教育課長 
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（教育長報告） 

５月20日（水）  

 

５月21日（木）  

５月22日（金）  

 

 

５月25日（月）  

 

５月27日（水）  

５月28日（木）  

５月29日（金）  

６月１日（月）  

６月２日（火）  

６月10日（水）  

６月11日（木）  

６月15日（月） 

 

６月17日（水）  

定例教育委員会  

学校訪問（上之島中 上之島小 山本小）  

大阪府知事表彰代理授与  

学校訪問（久宝寺小 久宝寺中）  

校園長会  

第16回危機管理対策本部会議  

学校訪問（高美南小 高美小 美園小 用和幼 八尾中 長池小 

北山本小） 

校園長会  

学校訪問（龍華小  龍華幼 永畑小）  

学校訪問(高美中 曙川小 龍華中 用和小） 

部長会  

Ｄａｉｇａｓ（大阪ガス）グループ「小さな灯運動」寄附贈呈式  

６月市議会定例会（第１日）  

６月市議会定例会（第２日）  

定例教育委員協議会  

令和２年度第１回八尾市史編纂委員会  

予算決算常任委員会文教分科会  

 

【中山教育長】 学校園の登校日再開と時期を同じくして、 45全ての学校園訪問を始めま

した。校園長、副園長とお話しし、また学校の様子も見せていただく形で、５月 29日、全

ての学校園を回り終えました。どの学校園も、子どもたちの登校・登園に向けて本当に配

慮頂いて、皆様一丸となって頑張っていただいておりました。  

 

【中山教育長】 教育委員の皆様から何か、この間の活動状況についてありましたらご報

告頂けたらと思いますが。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】 では、議案審議に入らせていただきます。  

 まず、議案第24号「八尾市立青少年会館条例施行規則等の一部改正の件」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24号「八尾市青少年会館条例施行規則等の一部

改正の件」についてご説明申し上げます。  

 本件は、新型コロナウイルスの感染拡大防止及び今後同様の事態が発生した場合を想定

し、審議会等の書面等開催の実施に係る規定を整備するため、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。 
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 お手元の改正文をご覧ください。  

 各条におきまして、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、

その他やむを得ない事由があると認めるときは、書面または電磁的方法により審議するこ

とをもって会議に代えることができる旨を規定するものでございます。 

 また、第11条におきまして、八尾市文化財保護審議会の委員の任期期間を、「２年」を

「２年以内」と改めるものでございます。 

 なお、本規則は公布の日から施行し、各規則の規定は、令和２年４月１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、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

【中山教育長】 提案理由の説明があったんですけれども、このたびの新型コロナウイル

ス感染拡大防止、また今後同様の事態が発生した場合を想定しての一部改正ですが、この

件に関しまして何かありましたらお願いします。  

 

【水野委員】 この電磁的方法というのは、電子メール等ということでしょうか。  

 

【山本総務人事課長】  水野委員のおっしゃるとおり、電子メール等を活用することにな

ります。  

 

【中山教育長】 電子メール等を始め、この昨今の状況からいくと、またさらに一歩進ん

だ形もあり得るかと思いますが、それも含めての提案ということでよろしいですか。  

 

【山本総務人事課長】  感染拡大防止の観点から、今後同様の事態が発生した場合を想定

しての提案となりますので、よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 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24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 24号「八尾市立青少年会館

条例施行規則等の一部改正の件」について、原案どおり可決いたしました。  

 次に、皆様に請願の取扱いについて、お諮りをさせていただきます。  

 令和２年６月８日に提出されました請願第１号につきまして、教育委員の皆様と本日の

取扱いについて、ご協議頂いたものでございます。  

 議案第25号「八尾市立学校園の管理運営に関する規則の一部改正について臨時代理承認

の件」及び請願第１号「八尾市立小・中学校の夏季休業期間についての請願の件」につい

ては、議案と請願との違いはございますが、内容が極めて密接に関連するものであること

から、一括して審議していきたいと思いますが、委員の皆様、それでよろしいでしょうか。 
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【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 25号及び請願第１号につい

ては一括して審議いたします。 

 教育委員の皆様には、この令和２年６月８日に提出されました請願第１号及び補充資料

については、既に熟読していただいております。この間、教育委員会で議論を重ねてきた

夏季休業日等につきまして、判断してきた流れや事務局の対応等につきましても説明させ

ていただきたいと思いますが、まず山本課長、先に議案第25号の提案理由から説明願いま

す。 

 

【山本総務人事課長】  それでは、議案第25号「八尾市立学校園の管理運営に関する規則

の一部改正について臨時代理承認の件」についてご説明申し上げます。  

 本件は、八尾市立学校園の管理運営に関する規則の一部を改正するにつき、急を要した

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項の規定により、臨時代理を令

和２年５月27日付で実施いたしましたので、委員会の承認を求めるものでございます。  

 内容につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休業期間を延長し

たことに伴い、授業時数を確保するため、夏季休業期間の短縮に係る関係規則の規定整備

を図ったため、本案を提出するものでございます。  

 お手元の新旧対照表をご覧ください。  

 附則におきまして、令和２年度における学期及び休業日の特例を規定し、幼稚園を除く

令和２年度における学校の第１学期を４月１日から８月 16日まで、第２学期を８月 17日か

ら12月31日までにするとともに、夏季休業日を８月８日から８月 16日までと規定するもの

でございます。  

 また、本特例の規定により、八尾市放課後児童室条例施行規則の附則におきまして、令

和２年度における開設時間の特例を規定するものでございます。  

 続きまして、請願第１号「八尾市立小・中学校の夏季休業期間についての請願の件」に

つきまして、ご説明いたします。 

 本件は、八尾市教育委員会会議規則第 25条第１項の規定により、委員会に諮るものでご

ざいます。令和２年６月８日に提出がございました請願文と、令和２年６月 19日に提出が

ございました補充資料は、配付のとおりでございます。  

 以上でございます。  

 

【中山教育長】 先ほども申し上げましたように、この間、教育委員の皆様には請願第１

号及び補助資料につきましても熟読頂いておりますので、今の議案等々も含めて、ここま

での流れについて、先に事務局から説明を受けたいと思いますが、仁科指導課長から判断

してきた流れや、事務局の対応等につきまして説明願います。  

 

【仁科指導課長】  それでは、八尾市立小・中学校の夏季休業期間に対する請願に対する

見解について申し上げます。  
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 まず、本市におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和２

年３月２日から令和２年５月 31日まで臨時休業期間を継続し、併せて、令和２年６月１日

から令和２年６月14日までは分散・短縮での授業を実施することとなりました。  

 令和２年６月15日からは、学級全員が揃っての授業や給食が再開されましたが、各学校

では３つの密を避け、身体的距離を確保する新しい生活様式の下、運営をし、まずは子ど

もたちの心の状態、子ども同士の人間関係、学習内容の定着状況について、教員が丁寧に

把握し、子どもへのサポートを意識した体制を確立して、取り組んでおります。  

 今後、長期にわたり新型コロナウイルス感染症と共存しなければならないという認識に

立ち、子どもたちの安全・安心を守りつつ、長期の臨時休業に伴う履修の遅れを回復し、

配慮が必要な児童生徒には個別の指導支援も行いつつ、学びの保証を進めてまいります。  

 請願内容にある長期の臨時休業に伴う学習の遅れに対する対策についてでありますが、

今後の第２波、第３波の感染症の流行や冬場のインフルエンザの流行による新たな臨時休

業を実施することのリスクも考慮して、校長会とも協議を重ね、検討してまいりました。

本市といたしましては、夏季休業期間の短縮、１日当たりの授業コマ数の増加、短時間授

業の実施などを併せて取り組むことにより、児童生徒及び教職員の負担も考慮して、現段

階においては、２学期末までの履修の回復を目指し、教育課程を工夫・編成していくこと

としており、夏季休業期間の前後１週間は４時間授業で、給食を食べて帰れるように調整

してまいりました。  

 なお、国の通知において、年度当初に予定していた内容の指導を終えることが困難な場

合には、次学年に移して教育課程を編成することもできる旨の記載がありますが、可能な

限り取り組んだ上での特例的な対応としての規定となっており、本市といたしましては、

地域による学びの格差が生じることがないよう、年度内に指導が終えられるよう取り組み

たいと考えております。 

 請願事項「八尾市立小・中学校の夏季休業期間を再考し、少なくとも２週間とするこ

と」についてでありますが、本市といたしましては、先の見解でお示しました様々な方策

と併せて、個別の配慮が必要な子どもへの支援も含め、総合的に判断した上で、令和２年

度の夏季休業期間を令和２年８月８日から令和２年８月 16日までの９日間とし、令和２年

５月27日付で教育長の臨時代理を実施いたしました。  

 請願事項にある「少なくとも２週間の夏季休業期間を確保するとした場合」は、現時点

で想定している履修の確保策と併せて、さらなる１日当たりの授業コマ数の増加や土曜授

業の実施、冬季休業の短縮等の実施も含めて検討を要するものと考えられ、それらの実施

に当たっては、児童生徒及び教職員への負担、教職員の体制確保、確実な履修の確保とい

った点において課題があると考えており、その実施は困難であると考えております。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 今、指導課長から見解等々についても説明がありましたが、審議に入る

前に、この間、学校長、校長会等々とやりとりはしていたんですけれども、その経過を教

育委員の皆様に報告頂けますか。 

 

【仁科指導課長】  校長会との議論の経過についてです。先ほど見解で触れた内容と重複



－6－ 

するところになりますけれども、まずこの臨時休業中でございますけれども、学びを止め

ないということで、家庭学習や教師による学びの進捗把握に各学校は努めてまいりました。  

 しかし、約３カ月に及ぶ長期の臨時休業の履修回復、これについてはあらゆる手段を講

じて取り組まなければいけない、まずその前提がありました。そのうえでの方策として、

これは国が示しているものですけれども、長期休業期間の短縮、いわゆるモジュール学習

と言われる短時間学習、小学校であれば６時間授業、中学校であれば７時間授業といった

１日当たりの授業コマ数の増加、そして土曜授業の実施と、あらゆる方策を検討したとこ

ろです。  

 その上で、先の見解でも申し上げましたとおり、第２波、第３波の新型コロナウイルス

の感染症の流行の恐れや毎年冬場のインフルエンザによって学級閉鎖や学年閉鎖、ひどい

ときには学校閉鎖等の気象警報によるもの、そういう新たな臨時休業のリスクについても

考慮しなければいけない。  

 そして、これは国も言っていますけれども、入学して間もない小学校１年生の学びの回

復、小学校６年生や中学校３年生といった、次の進学を控えている子どもたちへの配慮、

このことをどうしていくのか。そして、様々な行事が年度当初に中止、また延期となって

おります。そういった行事の今後工夫をした実施についても学校現場としてやっていきた

い、その上での児童や教職員の負担、体制の確保等を考慮して、土曜授業の実施や冬季の

短縮ということは難しいであろうということで、今回ご提案させていただいた 12月を目途

に、標準授業時数を目途にした回復を図るということが、市統一としての取組みとしてよ

いのではないかと、そういう議論を重ねてきたところでございます。  

 

【中山教育長】 事務局と校長会等々のやりとりも補足で説明いたしましたが、委員の皆

様から、これから忌憚のないご意見頂いて質疑できたらと思いますので、どなたからでも

結構ですのでお願いできますか。  

 

【岩井委員】  今、私マスクをしていまして、顔が非常に暑くて少し火照ってきています

が、先ほど教育長からも、しんどくなったらマスクは外していただいていいですよという

ような声もかけていただきました。  

このところ学校では、子どもたちはどうなんだろうか、長い時間この時期マスクをして

いて大丈夫かな、息苦しくなって気分が悪くなってる子はいないかな、しんどいことを言

えずに我慢していて、熱中症になってしまったら怖いなとか、いろいろマスクに関わって

心配していたところです。  

ついこの間６月16日に、文部科学省もそのような懸念が出てきたことから、学校向けの

マニュアルをさらに分かりやすく補足した改訂版を出されて、暑さで息苦しいときなど、

本人の判断でマスクを外せるように、そして熱中症リスクが高い場合、距離の確保が難し

くても熱中症対応を優先する柔軟な対応を教育委員会や学校に求めたニュースを知りまし

て、ほっとした気持ちになった次第です。  

 ３密を避けるということは、私は感染症防止対策を考えるときの基本中の基本であると

は認識していますが、硬直的に義務的な雰囲気で捉えて、マスクをしていなかったら批判

して追及するというような雰囲気になると、心もギスギスしますし、傷付く人も増え、ま
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た困ったことも起こってくるだろうなと思っています。新型コロナに効く薬ができるまで

時間がかかりそうですし、第２波、第３波がどうなるか誰にも分からないことですけれど

も、今の落ち着きを見せて、学校で通常授業が動き出したという状況を考えますと、３密

を避けることを基本に対応しながら、子どもたちの状況、先生方の状況、家庭、地域、そ

れから学校の環境、設備や学習内容等々、しっかりと把握した上でその状況に応じて柔軟

に考えて、工夫して臨機応変に対応することが、今後重要になってくるのではないかと思

っております。  

 夏季休業のことですが、例年ならば夏休みは子どもたちを学校から保護者にお返しして、

夏休みにしかできない貴重な体験とか学習をしっかり経験してほしいと願っておりますが、

今年は市政だよりにも載っていましたように、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か

ら、様々な夏のイベント等も中止になったり、縮小されたりしていて、例年と同じような

体験や活動ができにくい状況があるのではないかと思っております。 

 夏季休業期間については、臨時休業で不足した授業時数の回復をどうしていくのかとい

うのを、今説明されましたけれども、その回復とセットとして考えなければなりませんし、

しっかりと子どもたちの学びを保証していくということは、教育委員会と学校の責任であ

り、決していい加減にしてはならないことだと思っております。  

この間、履修回復の考え方とモデルを示した資料を頂いきましたが、まずそれを見て一

番驚いたのは、不足した授業時数の多さです。多いとは思っていましたが、実際数字を見

て、これ程多いのかと驚かされました。   

特に、小学校６年と中学校３年が多くて、前年度３月の休業のときの未履修分を含めた

ら、小学校６年では186時間、中学校３年では203時間にもなっているということが分かり

ました。この数字は、本当に私にとっては、こんなにもなっているのかという驚きでいっ

ぱいでした。この辺は数値できちんと示すことに加えてモデルまで示していただいたこと

で、回復の考え方、それから今後の教育課程を進める道筋がイメージできましたので、こ

れを見せていただいて、不安だった気持ちが落ち着いた次第です。  

 夏季休業期間を長く取れば取る程、２学期以降の教育課程の中で履修回復の時間を増や

さないといけないですし、具体的に１日の授業のコマ数を６時間であるのを７時間にした

り、５時間であるところを６時間にするというような、日常のところに時間数を上乗せし

て学習していくことが増えれば、子どもたちも先生方も本当に負担が大きくなって、もう

疲れが出てしまうと思います。それならば、夏休みの授業が設定されていないときに、で

きるだけ授業をして、午前中の授業でもいいから、履修回復したらよいのではないかなと

強く思いました。  

 ２、３日前の新聞に、中学３年の生徒さんが投稿しておられましたが、「早く勉強の遅

れを挽回したい」というようなタイトルでした。受験生の気持ちを書いておられたのを読

みまして、この気持ちは大事にしていかなければならないと思った次第です。  

 ただ、子どもたちも先生方も、例年とは違って夏休み期間が短くなってしまうというこ

とで、１学期の疲れを取れずにリフレッシュし切れないところもあるかなと思っています。

特に先生方は、１学期、教材作り等、もう本当に大変な思いをされて頑張ってこられたと

思いますので、短くなったということで本当にリフレッシュできるかなという思いもあり

ますので、十分その辺りは配慮していかなければならないと思っております。  
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【中山教育長】 今の岩井委員の発言の中で幾つか課題があったかと思います。マスクの

件、それから小６、中３の未履修分に伴って他の学年はどうなるかという部分について、

事務局、説明頂けたらと思います。それから特にリフレッシュの部分は子どもの気持ち、

また先生方は、閉校日はいつも３日間、今年は４日間ですが、実際に夏季休業中に超過勤

務をするということはないですが、夏季休業そのものも勤務日でありますので、また子ど

もの夏季休業とは違う形でリフレッシュしていただきますが、その辺り説明お願いします。 

 

【仁科指導課長】 マスクの着用について、６月 16日付の国のマニュアルを引用してご説

明をいただきました。岩井委員がおっしゃられたとおりで、現在、登下校と授業時間含め

てマスクを着用するということについては原則となっておりますけれども、身体的距離、

換気のある状態を確保できている場合、また熱中症のリスクがある場合、これについては

マスクを外してもよいということを併せて各学校にも通知をさせていただいているところ

です。 

 また、新しい生活様式については学校現場として子どもに強制するものではなくて、子

ども自身が身に着け、学校以外の場所においてもその行動が子どもとして取れる、そうい

った指導を学校として重ねているところでございます。  

 夏季休業といった長期の休業期間で子どもたちは家庭でこれまで体験的な行事もできて

おりましたが、今年の夏季休業においては地域の行事も中止されており、社会全体として

そういった状況はなかなか難しく、そのような状況を踏まえ、学びの回復や学校教育なら

ではのいわゆる協働的な学びを、学校現場として責任を持って対応していく必要があるの

ではないかということを議論してきたわけでございます。  

 小６については、190時間弱、また中学校３年生については 200時間を超える履修に必要

な時間数が明らかになりました。他の学年においても、 140時間から150時間の履修不足が

ございます。  

 先ほどご説明させていただきましたけれども、校長会としての協議の経過を少しお知ら

せさせていただくと、例えば中学校３年生で 200時間の履修が必要だ、他の学年では 140時

間だ、では３年生は授業をして、１、２年生については、例えば部活動をさせる、もしく

は早く帰宅させるのか、そういったことも議論がありました。  

また、今回の請願の補充資料として、先日６月 19日付で、高校受験の出題範囲を２割削

減していくという府の教育委員会の決定についての記事が引用されていましたが、この部

分について少し補足をさせていただきますと、これについてはあくまでも中学校３年生で

の履修を１割、２割削るということが決まったわけではございません。この１割から２割

というのが、いわゆる年度後半の学びの中で、生徒に対する定着が履修はした上でも困難

であろうという配慮として決定された事項でございます。我々としては、地域によるいわ

ゆる学びの格差を生まない、また子どもたちの教育をしっかり保障していくという観点で、

中学校３年生の履修はしっかり行いたいと考えて議論をさせていただいたところです。  

 さらに、文部科学省から、授業時数を１割、２割削減する案という部分も通知がされて

いますけれども、その１割から２割削減するというのは、家庭教育で補える部分について

１割から２割学校教育を削減してもよいという話です。我々この臨時休業期間の学びの中
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で、家庭に様々な教育のご負担をおかけしてきました。それによって、学びの格差が生ま

れているのではないかという市民の声も届いているところでございます。  

 学校教育として責任を持って授業をし、子どもたちに学びを届けるという選択を我々と

してさせていただいたということを、最後に補足させていただきたいと思います。  

 

【今岡学校教育部長】 教職員の勤務について申し上げます。休業期間中も先生方は子ど

もたちの学習保障、また教材配布等、非常にしんどい思いをしながらやっていただいてき

たところです。また、そのそれぞれのご家庭の事情、高齢の方をおうちで抱えておられる

とか、ご自身の体調のことという面で不安を抱えながらご勤務頂いていた状況かと思いま

す。 

 その中で、働き方についても、在宅でできる部分はやっていただくとか、あとそういっ

た業務の合間に年休を取っていただくというこれまでと違う形でやってきていただきまし

た。この間、そういった取組をしてきたのは、結局この先もコロナとの共生という中で、

いつもと違うという働き方をしていかなければいけないところなのではないかなと思って

おります。  

 確かに、夏休みが短くなるということは、昨年まで比較的自由に使えていた時間がある

程度制限されることがあろうかと思います。ただ、先ほど教育長からもありました、夏休

み期間中もこれまでも勤務もしていただいてきていたところです。また、この夏休み期間

中、平日については学校閉校日ということで、しっかり休んでいただきたい、また、短縮

の期間中等も利用しながら、夏季休の消化もしながら勤めていただきたいと思っています。 

 ただ、どういう状況になるかということは、こちらも学校と連携を取りながら、状況に

応じて対応ということが求められていくところですけれども、あれもしてあげたいこれも

してあげたいというのが先生方の思いです。ただ、そういったことも長丁場になるところ

も含めまして、先生方も自分の心も体もリフレッシュ、ケアしながらやっていくことがこ

のコロナ禍での対応だと思います。学校長とも連携をしっかり取りながら、先生方の思い

も受け止めながら、子どもも先生方も教育委員会と共に乗り切っていけたらなと思ってお

ります。  

 

【水野委員】  どう考えていくかということの原則ですが、私としてはやはりベストな案

というのはなかなか難しい、その中でベターな案を作り出すしかないと思っています。そ

れは各国の感染症に対する対策を見ても、３月頃のいろんな行動と今とは随分と変わって

いるということです。もちろん請願頂いた部分での夏休みが短いというところは、そこだ

け見ればもちろんそういうことになると思いますが、一方で、学力の定着ということを考

えたときに、ある程度の心理的余裕がないと学力って定着しないです。例えば、自分でや

ってみたり、実験だったり作文を書いてみたり、またそれを繰り返すことによって、学び

というのは相互のネットワークの中で定着していくわけです。学力観というのはもうここ

10年ぐらいで随分変わりまして、使える学力は、コンピテンスやパフォーマンスという部

分に移行しているということを考えると、やはり授業時間を削るというのは致命的ではな

いかと思わざるを得ないです。  

 もう一方では、文部科学省からもいろいろ通知が来ていますとおり、個別のケアをしっ
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かりしなさい、平たく言えば、健康観察も含めてということなので、先生方には３密を避

けるということもありますが、自身の健康にも配慮しながら、個別の子どもたちのケアを

今まで以上にしていただくということでの時間的余裕ということを考えますと、やはり授

業時間を削るというのは、非常にこれは難しいと思わざるを得ないです。また、仁科課長

からもありましたとおり、やはり２波というのがスペイン風邪のことも考えて、来るだろ

うということは、残念ですが想定して動かないと難しい。そうなると、今から冬休みの期

間を削るというプランは、なかなか立てにくいというのは十分理解ができます。  

 もう一つ、夏休みの前後半日ということも非常に大事なところで、体力的なこともある

というなら半日で帰っていただいて、お願いしたいのは、養護教諭の先生を含めて子ども

たちの十分な健康観察をしていただいて、ちょっとでも中傷により通学に負担があった場

合には、お休み頂くということをある種奨励するという方向で、この案で行かざるを得な

いだろうなという気がしております。もちろん、夏休みがもうちょっとということも考え

なくはないですが、冬のことを考えると、新しい生活様式ということで、まだコロナウイ

ルスの予防もできてないということで共存ということを考えると、このようになるのでは

ないかなと、私個人では考えております。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 水野委員からのお話にもありましたが、子どもの気持ちという辺りで、

お子さんいらっしゃる保護者代表として来てくださっている藤井委員いかがですか。 

 

【藤井委員】 私は、下の子が市内の小学校に、上の子が府立の支援学校に通っています

が、まず、このコロナの休みの間の大混乱の中で、家庭で子どもたちがどうだったのかと

いうところを見ておりました。うちの子だけではなくて、周りのお子さんも含めてなんで

すが、すごく心配だなと思ったのが、いつ学校が始まるか分からない、何回も連絡が来て

はまた覆るといったことでした。先生方も頻繁に電話、手紙やメールをくださって、本当

にどれだけ大変な思いをされているのだろうと思っています。学校も先生にもご負担かけ

つつ、なおかつ子どもたちもだからといって安心して家で過ごせていたかというと、全然

そうではなかったというのがこの３月から５月でした。  

 今回、請願を何回も読ませていただいて、本当に子どもたちのためを考えて、こういっ

た声を上げていただいてありがたいなと思い、感謝を申し上げる次第です。八尾市は大阪

府内でも休みが少ないということですが、今日は私の考えをお伝えさせていただきたいと

思います。  

 正直なところ、授業日数が減るのでそれを取り返さなければいけないから休みを減らし

てというところで、教育熱心じゃないかもしれませんが、そうなのかぐらいの感じなんで

すね。授業日数云々というよりも、また学校に行けないとか、そういうことがあって不安

定になるようなことがあると、すごく心配だなと思います。親も大混乱でしたし、うちの

子は今年から放課後児童室には通わなくなったので、私が留守の間は１人でずっと留守番

をしていて、本当に綱渡りのような感じでこの休みの間を過ごしてまいりました。あとは

ご近所の人とか、友人とのお話でもありますが、放課後児童室に通わせるにしても心配だ

ということで、休ませている方も非常に多かったです。  
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 今回もし、夏休みの日数を減らさずにいたとしたら、保護者もすごく困ったと思います。

感染数が減っているのに、また子どもたちが休みでずっと家にいるのかとか、学童に通わ

せるのが心配だとかにもなったでしょうし、このように前もって提示していただいて、も

う八尾市の夏休みは９日間だけということであったとしても、確実に通えるようであれば、

そのほうが子どもも親も安心して計画を練れるのではないかと思います。今、こういう対

策を取らなくて、冬休みがなくなったりすると、今度はそのほうが混乱するのではないか

と思った次第です。  

 実際に、うちの子どももそうですし、周りの子どもたちに聞いても、夏休みが減るとい

うことに対しては、もう嫌というほど休んだので、そんなに悲しんでいる雰囲気はないと

いうことと、あと昨日の報道番組で見ましたが、この夏休みにレジャーに行くかどうかと

いう調査で、行くと答えた人の割合が約10％、行かないと答えたのがたしか 40〜50％ぐら

いで、残りが行くか行かないか分からないもしくは行かないという回答でしたが、我が家

も行かないかと思います。夏休みが長くてまた家に１人でいたり、仮にどこかでイベント

があっても、行きづらい状況では、１日でも多く行けるうちに学校に行って、決まったメ

ニューで生活を続けるほうがよいのかなと思います。また、働いている保護者の方がすご

く多いことからもそう思いました。  

 ただ、請願書の内容は本当にごもっともでして、登校時、下校時の熱中症も本当に心配

です。あと、先生方の負担、例えば子どもたちのことを思って電話を下さったり、今まで

作ったことのないようなたくさんのプリントを作っていただいたり、どれほどの労力を割

いていただいたかと思うと、本当に頭が下がります。そういう先生方の疲れも何とか癒し

ていただけるようなるべく配慮をしていただけたらと思いますが、やはり９日ということ

であれば、今回に限り、非常時なので致しかたないかなというのが私の見解です。  

 

【中山教育長】 補足ですけれども、９日間の前後は短縮授業をさせていただきます。た

だ、短縮でありながらも、給食は実施させていただくということで、これも実はたくさん

の保護者の方々がすごく期待してくださっていますので、私たちも夏場、食中毒等々にな

らない形で提供できる対策を学校給食課で練っていまして、夏季休業日を除いて全ての日

に給食は提供するということは決めております。  

村本職務代理いかがですか。  

 

【村本教育長職務代理者】  自分が子どもだった頃、夏休みは長期の休みということで大

変楽しみにしていたのをよく覚えております。  

 ただ、今回の非常事態の中で、先ほど事務局から説明もありましたように、コロナウイ

ルスの第２波、第３波の恐れやまた冬にインフルエンザ等で再び臨時休校も十分考えられ

るという中で、本当に子どもたちやいろいろ関係団体の方には大変残念かと思いますけれ

ども、今回は協力していただかないと仕方がないのではないかと思います。  

 お聞きしたところによりますと、各市の対応としては、短いところで９日、長いところ

で19日ということですけれども、私は企業人ですから、先の心配が少しでもあるんでした

ら、できるだけその心配に事前に対処しておくというのが基本的な考え方かと思いますの

で、八尾市の９日というのは短いほうではありますけれども、第２波、第３波、インフル
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エンザに備えるという点から正しい判断ではないかなと思っております。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 実は、他の市町村で八尾よりも長いところにお聞きすると、７時間目や

土曜授業を当て込んでおられたり、冬休みも５日間ほど登校日にする等々のことで、夏休

みを長く取ると言っておられます。八尾は土曜スクールをかつて年間３回実施していたん

ですが、他の所用も子どもたち重なっていて、特に中学校は３割が休むようなこともあっ

たんですね。今は各学校の状況に応じて、年に１度はやっていただいているかと思います

が、過去の反省を踏まえて、先ほども校長会の話もあったんですけれども、土曜授業はな

かなかそぐわないだろうということで、それならば夏季休業中にしっかり時間を確保する

ほうがいいという結論になったかと思います。  

 事務局、何かありましたら。  

 

【仁科指導課長】  委員の皆様から様々なご意見を頂きました。水野委員がおっしゃられ

たとおり、使える学力、学びの定着といったところで、先ほど私の説明の中で最後に申し

上げましたけれども、子どもたちが授業でいわゆる知識、技術について理解をし、子ども

たち同士で意見交換をし、「自分の中でじっくり考え」て、そして表現していくといった、

学びの過程があるわけですけれども、文部科学省が示しているのは、授業時数の中でこの

「自分でじっくり考える」時間を削りましょうということです。そのときのために、教員

は自ら学んでいけるような動機付けを授業の中でやりましょうということです。  

 八尾市においても、その選択肢についての議論をさせていただきましたけれども、先ほ

ど申し上げたとおり、家庭での学習状況というのは様々です。八尾市としては、各学校に

おいてそこを責任を持ってやっていくということでございます。健康観察、学びの状況、

子どもたちの心理的なところも含めて配慮して進めていく必要があると考えております。  

 給食実施についても、教育長から話がありましたけれども、子どもたちの栄養価を落と

さないように、品目を３品目から２品目に落として、配膳もしやすいように子どもたちの

ことと教員の負担も考えながら、現在検討させていただいているところでございます。  

 土曜日の話もございました。土曜日授業、教員の負担や体制の確保といったことで私、

先に申し上げましたけれども、もう一点中学校の部活動もございます。今回、中河内３市

で夏休み期間については合わせました。それは子どもたちの部活動、八尾市はとても盛ん

ですけれども、そういった部活動の公式戦等についても何とか中学校３年生の思い出作り

として行えるよう、計画も立てているところでございます。  

 中河内３市において、この夏休み期間を揃えて子どもたちにそういった機会についても

提供していきたいと考えておりますので、補足させていただきます。  

 

【中山教育長】 あと、６月19日付で提出のあった補充資料に特別教室のエアコンの未設

置について書いていただいていますが、議会でも質問が出ていたかと思いますので、ここ

でもう１度、この件について事務局から説明いただけたらと思います。  

 

【仁科指導課長】  特別教室についてエアコンが設置されていない状況については我々も



－13－ 

承知をしておりまして、校長会とも今後どのようにその指導、工夫をしていけばいいのか

ということを議論してまいりました。それについては、この年度内において、いわゆる学

びの方法として、例えば調理実習であったり、アルトリコーダーであったり、そういう感

染リスクの高い教育活動をどのように進めていくのかということも同じ話ですけれども、

年度内の年間計画の中で順序を入れ替えて、感染リスクの低い活動、子どもたちが学びを

進めやすいもの、そういった年間の指導計画の調整によって、子どもたちの学びを保障し

ていきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 カリキュラムの入替え等々で、特別教室の夏季の期間、そこは普通教室

でできる課題に授業を変えていけるようにカリキュラムを組むということですね。  

 

【仁科指導課長】  はい。  

 

【中山教育長】 あともう一つ、請願の補充資料に６月16日付の新聞報道で運動会中止と

なっているのが２市だけだと書いていただいているんですけれども、これも直接新聞社か

ら八尾市に取材があったわけではなく、学校長が早く決定して、それに向けてカリキュラ

ムを組みたいという思いがあったので、早くに体育大会・運動会は、今年は取りやめます

とホームページに上げたことによって、それを見ての報道だったかと思いますが、この件

についてもう少し事務局から説明いただけますか。 

 

【仁科指導課長】  八尾市として中止を決めた体育大会と運動会については、毎年、市と

して統一的に実施をしている、いわゆる９月最終週、10月１週目の地域、保護者の皆様に

来ていただいて実施をする、その統一日としての体育大会、運動会を中止にしたというこ

とでございます。先ほど、教育長からご説明をさせていただきましたとおり、今現在、年

間計画、指導計画を見直していただいていますけれども、各学校の実情に応じて、例えば

学年単位であったり、種目を狭めたり、そういう中で子どもたちの成果が発揮できる場や

機会を設ける、また、体育授業の延長線上としてそういうことを行っていく、そのことを

中止したものではないということについては補足させていただきたいと思います。 

 

【中山教育長】 学校独自で子どもたちが座学だけではなくて、いろんなことで友達と一

緒に集団で学ぶということができるような形を今考えてくださっているということなので、

またそれも情報提供していきたいと思います。  

 委員の皆様、質疑ございませんか。事務局、補足ありませんか。よろしいですか。  

 それでは、質疑等ないようですので、採決に移らせていただきます。  

 まず、議案 25号につきまして、原案どおり承認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】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、議案第 25号「八尾市立学
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校園の管理運営に関する規則の一部改正について臨時代理承認の件」にいて、原案どおり

承認と決しました。  

 それに続きまして、請願第１号「八尾市立小・中学校の夏季休業期間についての請願の

件」については、議案第25号の原案承認ということを受けまして、不採択とすることにご

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】  それでは全委員異議なしと認めます。よって、請願第１号「八尾市立

小・中学校の夏季休業期間についての請願の件」については、不採択とすることに決しま

した。 

 次に、議案第26号「八尾市史跡保存活用審議会委員の委嘱の件」につきまして審議いた

します。それでは、渞文化財課長より提案理由を説明願います。 

 

【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 26号「八尾市史跡保存活

用審議会委員の委嘱の件」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、教育委員

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、史跡の保存及び活用調査、審議するにつき、八尾市史跡保

存活用審議会規則第３条の規定に基づき、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、お手元配付の八尾市史跡保存活用審議会委員名簿（案）に基づきまして、ご

説明申し上げます。  

 今回、委嘱する委員は８名で、その構成は、学識経験のある者として、考古学を専門と

する方３名、建築史を専門とする方１名、古代史を専門とする方２名、史跡の活用を専門

とする方が１名、そして、その他教育委員会が必要と認める者として地域代表の方が１名

で、いずれの委員も再任でございます。 

 任期につきましては、令和２年７月１日から令和４年６月30日までの２カ年でございま

す。 

 以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明といたします。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】 皆様、全員再任という形になっています。  

 

【渞文化財課長】  いずれの委員も、再任となっておりますが、保存活用計画の策定やこ

れまで調査内容等をよく理解されており、継続して発掘調査等を行いますので引き続きお

願いしたものでございます。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、この件につきまして質疑ありましたらお願いします。  
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【水野委員】 発掘調査を行う場所をお教えいただけますか。 

 

【渞文化財課長】  本審議会は、本市における文化財保護法第 109条に規定する史跡であ

ります、心合寺山古墳、高安千塚古墳群、そして由義寺跡の保存と活用について審議、調

査していただくもので、今年度は、整備構想策定に向けて由義寺跡の発掘調査を行う予定

になっています。  

 

【水野委員】  ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 八尾にある国史跡３つということですけれども、他の委員の皆様、質疑

あればお願いします。  

 

【村本教育長職務代理者】 文化財課で担当されている審議会はこれ以外にもあると思う

んですけれども、それぞれどのようなことをされているのか簡単に教えていただきたいの

ですが。  

 

【渞文化財課長】  文化財課で所管しております審議会としまして、このほかに八尾市文

化財保護審議会がございます。これは、八尾市にございます文化財全般の保存と活用、そ

してその指定等について検討する審議会でございます。  

 この史跡保存活用審議会につきましては、先ほど申しましたように３つの史跡のみを対

象として保存活用、あるいは整備構想等を策定する審議会となります。  

 

【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】 委員の皆様、他に質疑などございませんでしょうか。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。  

 この議案第 26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 26号「八尾市史跡保存活用

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。  

 

{報告事項} 

 

【中山教育長】 それでは続きまして、報告事項に入らせていただきます。  

 「市立学校園における教育活動の再開等について」、仁科課長より報告願います。  

 

【仁科指導課長】  「市立学校園における教育活動の再開等について」、報告させていた

だきます。  



－16－ 

 ６月15日から通常再開をしました。各学校においては、学級の受け持ち全員と出会える

喜びから、登校時間がいつもよりも早まっている、また部活動を始められる喜びから、真

剣なまなざしでの取組みに向かわれている、そういった登校状況について、報告を入れて

おります。  

 また、感染防止策としては、手洗いやマスクの着用、身体的距離の確保、換気といった

新しい生活様式の定着に向けての指導がなされているところでございます。  

 また、給食については、対面ではなく全員が同じ方向を向いての給食実施ということで

の感染防止策も取っているところでございます。  

 最後に、感染不安で登校していない児童生徒数でございますけれども、５月11日の週か

らの登校日の状況では、全体の 1.2％が感染不安で登校していないということがアンケー

ト結果から確認ができたところですが、６月 15日、通常再開の状況におきましては、全体

のうち0.05％の児童生徒が感染不安で登校していないということで、ほぼ感染不安に対す

るリスクはなく、各学校における感染防止策の説明が徹底できていると我々はとしては認

識をいたします。 

 以上です。  

 

【中山教育長】 この間、給食も６月15日から始まりまして、大松市長も小学校と中学校

に視察に行っていただきました。そのときの報告お願いできますか。 

 

【仁科指導課長】  ６月16日に、私も大松市長に同行させていただきました。八尾小学校

で、全ての学年の給食の様子を見ていただきましたけれども、先ほど申し上げたように、

児童がみんな低学年も含めて全員前を向いて、黙って給食を食べるということで、校長先

生からそのときお話がありましたけれども、普段でしたら黙って食べなさいと言ってもな

かなか言うことを聞かない状況ですけれども、子どもたちもやはり自分の身は自分で守っ

ていく、また他の子に移してはいけないという認識の下、黙って給食を食べる、また食べ

終わったら本を出して自ら読む、そして先生も給食時に口頭での指導をしなくていいよう

に、小学校にはテレビが置いてありますので、テレビにそういった注意事項が記載されて

いるという様子を見ていただきました。  

 また補足をさせていただきますけれども、現在、外国語の学習であったり、支援学級等

においてより口元が見える指導において児童とのより密接な接触を避けるために、フェー

スシールドを着用して指導をしていただいているといった様子等各学校の感染防止の取組

について市長に見ていただいたところでございます。  

 

【中山教育長】 中学校にも行っていただいたんですね。  

 

【仁科指導課長】  はい。  

 

【中山教育長】 今の報告事項につきまして、委員の皆様、ご意見ありましたらお願いし

ます。よろしいですか。 

 それでは、続きまして、「いじめの重大事態事案への対応について」、黒井人権教育課
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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、

公開可能な時期が来るまでは非公開とすべき内容となりますので、この報告につきまして

は非公開とさせていただきたいと思います。委員の皆様、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、本報告については非公開とするこ

ととさせていただきます。  

 ここで、議事の都合によりまして、暫時休憩いたします。 

傍聴の皆様、ありがとうございました。ご退場いただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

 

（傍聴者退場）  

 

（以下、非公開報告）  

 


