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７月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、７月定例教育委員会を開催いたします。 

 なお、本日の委員会につきましても、３密状況での開催を避けるために、一部出席者の

入退室を途中行いますことを事前にお伝えしておきます。 

 本日の会議録署名委員に水野委員を指名しますので、よろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 では、６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。 

 皆様、この件につきまして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、６月定例会会議録について承認と

決しました。 

 

【中山教育長】 それでは、教育長及び教育委員の報告に移ります。 

  

 

（教育長報告） 

６月 22 日（月） 

６月 25 日（木） 

６月 26 日（金） 

７月３日（金） 

 

７月６日（月） 

７月８日（水） 

７月９日（木） 

定例教育委員会 

八尾市文化財保護審議会 

予算決算常任委員会（全体会） 

６月市議会定例会（第 3 日） 

大阪府都市教育長協議会７月定例会 

部長会 

総合計画策定調査特別委員会 

第３回初任者研修 

開 催 年 月 日  令和２年７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  

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・式教育政策課長・渞文化財課長・南学務給食課長・山下教

育センター所長・黒井人権教育課長  
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７月 13 日（月） 

７月 14 日（火） 

 

７月 15 日（水） 

７月 20 日（月） 

７月 21 日（火） 

定例教育委員協議会 

令和２年度いじめに関する教育委員会事務局研修会 

令和２年度第１回指導主事・主査学習会 

総合計画策定調査特別委員会 

第１回中河内地区人事協議会 

第１回八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会 

 

【中山教育長】 まず、教育長報告ですが、例年参加していた行事やイベント等も自粛の

ものが多く、このような報告になっております。 

 ７月 14 日にはストップイットジャパン株式会社の代表に来ていただきまして、いじめ

に関する教育委員会事務局全体の研修会を実施いたしました。指導主事・主査の学習会も

同日に行っております。 

 

【中山教育長】 教育委員の皆様にも、この研修会に来ていただきましたので、何かあり

ましたらよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

  

【岩井委員】 今、教育長からもありましたように、７月 14 日、いじめに関する教育委

員会事務局の研修会に村本教育長職務代理者、水野委員と一緒に参加させていただきまし

た。傍観者の立場だった生徒がいじめを止める行動を起こすようにする教育ということで、

これから起きるかもしれないＳＮＳなどを使った、見えにくい、証拠が残らないいじめに

対しても、非常に有効なプログラムだと思いました。 

 今後、実際の授業を見せていただいて、また勉強させていただきたいと思っております。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、いかがでしょうか。 

 

【村本教育長職務代理者】 今のお話の研修会に私も参加いたしました。最後に講師が、

助けられるのは周りの人しかいないと思って活動しているとおっしゃっており、非常に印

象深く聞かせていただきました。これから始まります、この脱いじめ傍観者教育プログラ

ムの成果に期待したいと思っております。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 他、よろしいですか。 

 

【岩井委員】 それから、７月 15 日水曜日ですけれども、道鏡を知る会と共催の企画展

「道鏡に出会う」を見に、歴史民俗資料館へ行かせていただきました。彫刻家の籔内佐斗

司先生の彫作による等身大の道鏡禅師座像が展示されているということでしたので、どん

なお姿をされているのか拝見したいなと思って出かけました。賢そうな、目鼻だちがはっ

きりした美しい顔だちをされていまして、大きく見開いた目がきらりと光って、もう今に

も何かを語りかけてきそうな、物すごい気迫を感じる道鏡像でした。これまでの私の道鏡

のイメージは、ちょっと年老いて影があるようなイメージだったんですけれども、それと
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は大分違って、若々しい、気力が充実した 40 歳代ぐらいの像でした。 

 この後、この像は展示が終わり次第、称徳天皇発願の奈良の西大寺に奉納されると聞い

ておりますけれども、道鏡を知る会の 40 年にわたるこれまでの取組に敬意と感謝を申し

上げたいと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 歴史民俗資料館に８月 10 日まで展示してあるので、また機会を見て行

ける方は行っていただけたらと思っています。 

 他の委員の皆様、何か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。 

 

{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 27 号「令和２年度教育委員会の点検及び評価に関する件」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】 ただいま議題となりました議案第 27 号「令和２年度教育委員会の

点検及び評価に関する件」につい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５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、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条第１

項の規定に基づき、本市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公

表する必要があるため、本案を提出するものです。 

 本市教育委員会では、平成 20 年４月から、教育委員会自らがその事務を着実かつ効率

的に行っているかどうかを定期的に検証し、事務の見直しを行うべく、自己点検評価を実

施してきたところでございますが、本年度につきましても、昨年度と同様に八尾市教育振

興計画の実現を図るため、同計画の進行管理についても、本点検評価報告書の中に記載し、

学識経験者の知見も活用しながら、一体的に実施していくものでございます。 

 それでは、本年度の点検・評価報告書案について、概要を説明させていただきます。 

 まず、表紙をお開きいただき、目次をご参照願います。 

 構成としましては、１、はじめに、２、教育委員会の活動状況、３、八尾市教育振興計

画の進行管理、４、総評と大きく４つに分かれております。 

 続きまして、３ページをご参照願います。 

 評価の対象年度は、八尾市教育振興計画後期計画の進行管理の４年目である令和元年度

でございます。 

 次に、学識経験者につきましては、昨年度に引き続き、大阪市立大学大学院文学研究科

准教授森久佳氏、同大学大学院文学研究科准教授島田希氏にお願いをいたしたところでご
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ざいます。 

 続きまして、４ページをご参照願います。 

 ２、教育委員会の活動状況といたしまして、４ページから７ページにかけて、教育委員

会の委員構成、教育委員会の定例会等の開催状況などを掲載しております。 

 なお、７ページの（３）、教育委員の諸活動についてでございますが、新型コロナウイ

ルス拡大防止の観点から、３月に予定していた教育委員の諸活動は見合わせたため、その

旨を表の下に記載しております。 

 続きまして、８ページをご参照願います。 

 ３、八尾市教育振興計画の進行管理では、４つの基本方針、16 の取組み、69 事務事業

を一覧として整理しております。 

 続きまして、11 ページをご参照願います。 

 取組みの指標に基づく実績評価シートの見方を記載しており、教育振興計画に掲げた取

組みの指標の表では、平成 28 年度から令和元年度までの実績値、計画の目標、計画目標

に対する令和元年度の達成度を表記しております。 

 また、取組みごとに、令和元年度の取組みの成果、取組み指標の達成状況の分析、今後

の展開等を、取組みの成果と今後の展開欄に記載しております。 

 そして、その下には、これらを踏まえた学識経験者の意見を記載しております。 

 次の 12 ページには、事務事業といたしまして、令和元年度に実施した事業内容や指標

の実績値等を記載するとともに、重点事業については、表の右上に黒丸印で表示をしてお

ります。 

 続きまして、13 ページ、14 ページをご参照願います。 

 こちらは代表的な成果指標といたしまして、全国調査の結果を掲載しております。 

まず 13 ページの全国学力・学習状況調査の成果指標につきましては、新学習指導要領

の趣旨を踏まえ、令和元年度より従来のＡ問題、知識・技能等とＢ問題、活用等の区分を

見直し、知識・活用を一体的に行う調査問題に変更されており、令和元年度実績値はそれ

に対応する形で掲載をしております。 

 本市の結果分析としましては、算数・数学については、小学校も中学校も昨年度に比べ、

対全国比に改善が見られました。また、課題といたしましては、小学校では、常体や敬体

を混在させて書いているなど、条件を満たして書けていないこと、中学校では話し合いの

話題を的確に捉えることができていないといった課題が見られました。 

 次に、14 ページの全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果につきましては、成果指

標となっている３種目において、小学校では男子・女子ともに全国平均を下回り、中学校

においては、女子が全国平均を下回ったが、男子については２種目で全国平均を上回る結

果となりました。 

 続きまして、15 ページから 58 ページには、教育振興計画に掲げられた４つの基本方針

の取組み指標に基づく実績評価を記載しており、基本方針ごとの主な取組みについてご説

明させていただきます。 

 まず、基本方針１、幼児教育の充実に取り組みます、につきましては、 15 ページから

17 ページにかけて掲載しております。１－１、幼児教育内容の充実では、円滑な園運営

と適切な教育課程に関わる指導・助言を行うとともに、関係機関との連携を進めるなど、
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基本方針に沿った事業展開をした結果、取組みの指標はおおむね目標値を達成することが

できました。 

 次に、16 ページ、１－２、幼児教育環境の整備では、子どもたちが安心して小学校生

活を始められるよう、小学校一斉授業見学体験の実施や、本市の教育・保育の質の向上に

つなげるべく、継続して国立教育政策研究所が実施する幼児期における育ちと学びのプロ

ジェクト研究に参加いたしました。 

 続きまして、基本方針２、学校教育の充実に取り組みます、につきましては、 19 ペー

ジから 35 ページにかけて掲載しております。 

 20 ページをご参照願います。 

 主なものといたしまして、２－１、確かな学力の育成では、主体的・対話的で深い学び

の視点に立った授業作り、自学自習力の育成、言葉の力の育成、組織的推進の充実に努め、

学力向上に取り組んできました。これらの取組みを通して、学校の授業時間以外に普段勉

強をしている児童・生徒の割合は、昨年度に比べて増加しており、家庭学習習慣の定着に

つながっております。 

 また、小中一貫教育基本方針に基づき、学習意欲の向上、豊かな人間性や社会性の育成

を目指し、３カ年計画のスタート期として各中学校区において小中一貫教育に取り組み、

ホームページや校区だより等で情報発信いたしました。 

 次に、22 ページをご参照願います。 

 ２－５、学校園における人権教育の推進では、いじめ問題について年度途中に受けた八

尾市いじめ調査委員会調査報告書の提言を踏まえ、いじめ対応支援チームを立ち上げ、外

部専門家等と連携したいじめ対応の仕組みを構築し、また、子どもたちの自殺未然防止に

ついて学校園でできることについての研修を実施し、児童・生徒への対応についても研修

を実施しました。 

 続きまして、基本方針３、子どもたちの教育機会を保障しますにつきましては、 36 ペ

ージから 47 ページにかけて掲載しております。 

 37 ページをご参照願います。 

 主なものといたしまして、３－２、教育相談及び教育支援体制の充実では、心理職によ

るカウンセリングをベースに、学校園や関係機関と連携しながら、丁寧に相談を行いまし

た。スクールソーシャルワーカーを、平成 29 年度の３名から平成 30 年度には４名、令和

元年度は５名と増員したことにより、ケース会議や教職員研修等、取組みの指標であるス

クールソーシャルワーカーの活動件数が大幅に増加しており、派遣校における生徒指導体

制の充実、教職員や支援人材と関係機関等とのネットワークの構築等、子ども・保護者へ

の支援体制の充実を図ることができました。 

 次に、３－４、教育環境の整備では、安全で良好な教育環境の整備を図る取組みとして、

平成 30 年度で中学校普通教室、令和元年度で小学校普通教室のエアコン整備を完了する

とともに、市立小中学校の学校規模等の適正化に向けた取組みを推進しました。 

 また、全市域において学校、地域、行政等の連携・協働を進めるべく、学校と地域が連

携した教育活動について、他の校区との情報共有や学校・地域連携推進のための研修に参

加をいたしました。 

 次に、41 ページをご覧ください。 
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 事務事業３－２－１、就園・就学相談事業の令和元年度実績値でございますが、新型コ

ロナウイルス感染症による学校休校に伴い、就学相談満足度を問うアンケート調査の実施

時期が遅れているため、実績値が確定するのが８月中旬になる見込みです。そのため、報

告書には集計中と記載しておりますが、数値が確定次第、差し替えさせていただきます。 

 続きまして、基本方針４、生涯学習とスポーツの基礎を培います、につきましては、48

ページから 58 ページにかけて掲載しております。 

 49 ページをご参照願います。 

 主なものといたしまして、４－１、貴重な歴史資産の保全と積極的な活用では、地域に

受け継がれてきた文化財等の歴史資産を次世代に継承し、誰もが身近な文化財に触れ、郷

土の歴史を学べるよう取り組んでまいりました。国史跡由義寺跡については、保存活用計

画の八尾市史跡保存活用審議会からの答申を受け、今後の国の計画認定に向けた調整を行

いました。 

 次に、４－２、生涯学習機会の充実では、市民の誰もが生涯にわたって学ぶことができ、

その成果を社会に還元することができるまちの実現に向けた、様々な学習の機会を創出す

るとともに、市民が講師等として活躍する場づくりを進めました。まちのなかの達人につ

いては、地域や生涯学習の拠点において普及啓発イベントを複数回開催し、ＰＲ活動に努

めました。 

 続きまして、 59 ページには、教育委員会の活動状況も踏まえた学識経験者の総評を掲

載しております。基本方針に基づいた八尾市教育委員会の取組みは、前年度の成果や課題

を踏まえたＰＤＣＡサイクルに基づく事業の実施・展開の様相として捉えることができる

こと、またそれらの取組みに関する進行の度合いは、おおむね満足できる状況にあること

がうかがわれ、各取組みの実績評価においては、今後の課題を令和２年度以降に取組みを

発展させるための基盤として位置付けた見解が示されていること、加えてその際には、指

標となるデータ等から読み取ることが可能な分析ないし解釈が試みられ、さらなる課題の

抽出とそれに基づく今後の取組みの方向性も提示する努力が、本報告書の随所に提示され、

以上のことから、前年度の課題を把握し、各取組みの実績評価が丁寧に進展していると評

価できるという総評を頂いております。 

 なお、従来から指摘されてきた各取組みの指標及び事務事業との妥当な関連性について

は、令和３年度からの新たな教育振興基本計画に対して有益な必須の作業だと考えられる

ため、引き続き教育施策の充実した展開に資する指標及び事務事業の在り方について、丁

寧な検討及び改善に努めていただきたい、とのご指摘を頂いたところです。 

 これを受けて、教育委員会事務局といたしましては、次期教育振興基本計画策定に向け

て、指標及び事務事業の在り方について丁寧に検討、見直しに取り組んでいくとともに、

今後も引き続き、前年度の課題の把握に努め、各取組みの評価を丁寧に行いながら、改

善・見直しを行い、次年度以降の事業展開につなげてまいりたいと考えております。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。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】 法に基づきまして本市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の

状況について、点検と評価を行いましたこの報告書について、議決いただきましたら議会



－7－ 

に提出して公表するという段取りになっています。 

 教育委員の皆様、ここで忌憚のないご意見を頂きまして、議論していきたいと思います

のでどうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、質疑等ありましたらよろしくお願いします。 

 

【水野委員】 式課長からも、目標値をどうしていくかがとても大事というお話をしてい

ただきましたが、私もこの点は、非常に大事だと思っています。例えば、これは絶対に修

正してほしいというわけではなく、今後への引き継ぎという意味で言わせていただきます

けれども、さわやかルームの不登校の支援で、３、子どもの教育機会を保障しますの３－

２－２ですけれども、学校への復帰率の計画値が 100 となっています。教育機会確保法で

は本人の主体性も含めて、子どもの将来を見据えた支援をするということですので、必ず

しも学校に復帰させることがいいとは限らないわけです。昨今、新型コロナによる休校も

あり、今後、不登校の子どもたちがどうなっていくかというのはまだ八尾市でも見えてこ

ない現状だと個人的には思っております。ですから、実績値の 89 でも十分に目標達成し

ているということで、一律 100 ではないことも考えていただく方向で検討いただければ、

大変ありがたいと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 総評の第４段落に書いていただいている指標についての部分は、今度の

教育振興基本計画に反映されるよう、しっかりと考えていかなければならないとは、事務

局内でもずっと話はしておりますが、点検評価の際には、毎年この指標についての議論を

交わしてきましたので、それが本当に生かされる形にしていきたいとは思っております。 

 水野委員のお話にあった教育機会確保法については、ずっと学校教育部も、この指標が

あるということでやっているのが果たしていいのかというのはずっと話をしています。 

今岡部長から、さわやかルームの運営事業の説明をお願いできますか。 

 

【今岡学校教育部長】 指標の関わりが随分ございますので、こういう形で出させていた

だいておりますが、さわやかルーム、一定役割は果たしていると思っております。 

 その一方で、教育機会確保法の問題があって、多様な学びの場の保障ということが求め

られています。その中で、今さわやかルームとは別に、自習のために学校に来て勉強して

もいいよということであるとか、あと家庭学習をやっている子どもたちへの支援というこ

とで、パソコンを貸し出したり、様々な対応も試みております。 

実際に教育委員会で取組みをしていることでこの指標に表れてこない部分もございます

ので、取組みの部分をしっかりと出せるような指標、ただ、どこまで行っても十分という

のは難しいかもしれませんが、取組みをしっかりお示しして、市民の方にもご安心いただ

けるようなものになればいいなと、学校教育部としても考えておりますので、今後も検討

を重ねてまいりたいと思っております。 

 

【中山教育長】 式課長、水野委員の意見についてはどうですか。 
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【式教育政策課長】 ただいま水野委員からご意見を頂きました部分、法改正等がござい

ましたので、今回のこの計画の策定時から状況が変わっているところもございます。今、

令和３年度からの新しい教育振興基本計画策定に取り組んでいるところでございますので、

今後そういった指標の検討の会議やこれまでの指標の設定での課題、また、今後求められ

る部分と、これまで学識の先生方からも頂いておりますご意見等も十分参考にさせていた

だきながら、原課と共に指標を見直して設定していきたいと考えてお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、よろしいですか。 

 

【岩井委員】 先ほど事務局からも説明いただきましたが、私たち教育委員の活動として、

７ページに教育委員の諸活動があります。それを見ていただきますと、私たち教育委員は

相談しながら毎月１回以上できるだけ定例会議や協議会のほかに、市の行事への参加や教

育活動に実際に触れる機会を設けて見識を深めるようにしております。それが新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の対応の中で、３月以降できておりませんので、この報告では２月

までの表記になっております。そのことを欄外にも書いていただいておりますので、ご理

解いただけたらと思っております。 

 それから、59 ページの総評のところで、学識経験者の先生方からも、事務の管理及び

執行状況について、「おおむね満足できる状況である」と評価していただいております。

これも事務局の職員の方々が本当に一丸となって、日々真摯に課題に向き合って取組みを

続けてきてくださった結果だと思って、教育委員のひとりとしてお礼を申し上げたいと思

っております。ありがとうございました。 

 事業の取組指標と事務事業との妥当な関連性についてですが、これについては毎年議論

になっていて、課題についても共通認識もされており、改善の方向は見えてきているので

はないかと思っております。これまでの議論の中身が、先ほどの事務局の説明にもありま

したが、令和３年度からの次の教育振興基本計画にしっかりと引き継がれて、ＰＤＣＡサ

イクルが少しの間も停滞することのないようにと願っております。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、いかがですか。 

 

【藤井委員】 私は初めて見せていただいて、八尾市の教育行政で目標等を立てて行って、

その後で事細かく点検がなされ、外部の専門家の方に評価をしていただくということをさ

れていると知りまして、本当に感心して最初から最後まで読ませていただいた次第です。

岩井委員もおっしゃいましたが、教育行政に関わってくださっている皆様の努力というの

も、一般的には知られていないと思いますので、こういう取組みがあって、教育の一つ一

つが成り立っているということにすごく感心した次第です。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 点検し、評価して終わりではなくて、次に活かしてまた発信していくと
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いうことで、事務局、いかがですか。 

 

【式教育政策課長】 この点検評価につきましては、毎年、定例教育委員会でご報告をさ

せていただき、議決を頂いて議会で報告させていただいています。その後、ホームページ

等でも公開をさせていただいているのと、市政だより等でも発信していってございます。

ただ、教育委員会、学校園の取組み、活動につきましては、今後も引き続き積極的な情報

発信に努めて、市民、保護者の皆様方のご理解、ご協力を得られるように努めてまいりた

いと考えているところでございます。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。それでは、他に質疑等ないようですので、採決に移ら

せていただきます。 

 議案第 27 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】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、議案第 27 号「令和２年

度教育委員会の点検及び評価に関する件」について、原案どおり可決いたしました。 

 それでは、次に、議案第 28 号「八尾市教育振興基本計画審議会委員の委嘱の件」につ

いて、審議いたします。 

 引き続き、式課長より提案理由を説明願います。 

 

【式教育政策課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 28 号「八尾市教育振

興基本計画審議会委員の委嘱の件」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、八尾市教育振興基本計画策定のための調査、審議をするにつ

き、教育振興基本計画審議会規則第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、お手元の八尾市教育振興基本計画審議会委員名簿（案）に基づきましてご説

明を申し上げます。 

 まず、学校教育の関係者として、就学前施設園長、八尾市小学校校長会、八尾市中学校

校長会から各１名、次に、社会教育の関係者として、八尾市民生委員児童委員協議会、八

尾市社会教育委員、八尾市女性団体連合会、八尾市自治振興委員会、八尾市人権協会、八

尾市青少年育成連絡協議会、八尾市地区福祉委員長連絡協議会、八尾市体育連盟、八尾市

図書館協議会から各１名、家庭教育の向上に資する活動を行う者として八尾市ＰＴＡ協議

会から１名、学識経験のある者として大学関係者の方３名、その他教育委員会が必要と認

める者として公募市民２名の、計 18 名の方を審議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８月４日から八尾市教育振興基本計画の策定に係る答申

を行う日までの期間でございます。 
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 以上、誠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。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】 この件に関しまして質疑がありましたらよろしくお願いします。 

  

【岩井委員】 公募市民の方が２名おられますけれども、この方々はどのようにして選ば

れたのか教えていただきたいと思います。 

 

【式教育政策課長】 公募市民の選定経過につきましては、市政だより６月号及び市ホー

ムページにて５月 20 日から６月 12 日まで、年齢が 18 歳以上で本市の区域内に住所を有

する方を対象に募集をいたしまして、３名の方からご応募いただいたところでございます。 

 なお、ご応募いただく際には、申込書と「私が考える教育が開く八尾の未来」というテ

ーマで小論文をご提出いただいております。その後、選考委員会におきまして申込書、小

論文の内容を基に総合的に判断し、今回の委員候補者として選考させていただいたところ

でございます。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。他に何かございませんか。 

  

【水野委員】 この委員の選定に絡めてですけれども、去年本当に努力いただいて、例え

ばエアコンを設置いただいたことが、今回のコロナウイルスの対応について非常に大きな

効力を発揮したと思っています。もしあれがなければ、本当にこの夏を乗り切れなかった

という意味で、委員の方々には、振興計画の案にもコロナウイルス等、今後起こり得るリ

スクを想定していただいて、検討していただくということをぜひお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 この教育振興基本計画審議会の委員に関しましては、前の振興計画の時

も社会教育委員であったり民生児童委員協議会であったり、社会教育の関係者の方に多く

入っていただいていますが、このあたり追加で説明していただけたらと思います。 

  

【田中生涯学習担当部長】 現教育振興計画につきましては、生涯学習・スポーツ振興計

画、あるいは図書館のサービス計画とは別立ての作りになっておりますが、令和３年度以

降の教育が関わる計画につきましては、教育振興基本計画と名称も変更し、先ほど申し上

げた３つの計画を１つにしていくという形で人生 100 年時代において、学校教育、社会教

育、家庭教育も含めて、しっかりと計画立ててやっていこうというところで、社会教育関

係の方々も参画していただくという形で、委員を構成しているという状況でございます。 

 

【中山教育長】 生涯学習の関係分野の方々たくさん入っておられるので、田中部長から

説明いただましたが、事務局、補足はありますか。 

  

【式教育政策課長】 今、田中部長からご説明頂きましたように、生涯学習スポーツの振
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興計画と図書館の計画という部分がございます。前回、社会教育の関係者６名入っていた

だいておりました。そこから今回３名増えておりまして、社会教育の関係者９名としてい

るところでございます。 

 

【中山教育長】 教育振興基本計画、３つの計画を一本化するということでこのような構

成になっています。 

 他の委員の皆様、他に質疑ございませんか。よろしいですか。 

 それでは、質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第 28 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】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、議案第 28 号「八尾市教

育振興基本計画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。 

 続きまして、議案第 29 号「史跡由義寺跡保存活用計画の決定の件」について審議いた

します。 

 それでは、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 29 号「史跡由義寺跡保存活用計画の決定の件」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２条第 15 号の規程により、委員会

の議決を求めるものでございます。 

 提案の理由ですが、本計画について、八尾市史跡保存活用審議会の答申を得たので、こ

れを決定する必要があるため、本案を提出する次第でございます。 

 初めに、史跡由義寺跡保存活用計画の策定計画についてご説明いたします。本計画は、

学識経験者７名と市民委員１名からなる八尾市史跡保存活用審議会を開催し、令和元年７

月から令和２年３月の会議において作成されたものです。この保存活用計画は、文化財の

現状と課題を把握し、保存活用を図るために必要なルールや、利活用の範囲を明らかにす

ることによって、それが円滑に促進されることを目的としたもので、具体的な活用方法を

示したものではございません。文化財の本質的な価値を理解し、将来に保存していくこと、

そして、その価値を損ねずにどのように活用することができるのかを定めた計画です。 

 それでは、計画の内容についてご説明いたします。 

 お手元の史跡由義寺跡保存活用計画（案）をご覧願います。 

 １ページ目から 12 ページの第１章では、計画策定の目的、審議会の設置や経緯、その

他の計画との関係について記載しており、本計画は、文化財保護法に基づく史跡由義寺の

保存活用計画であるとともに、八尾市総合計画、八尾市教育振興計画との関連を示してお

ります。 

 次に、13 ページから 56 ページの第２章では、由義寺跡の発見の経過、指定理由、そし

て周辺地域の歴史的・地理的環境等とともに、法律上の規制や行政計画を提示しておりま

す。 
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 次に、57 ページから 68 ページの第３章では、由義寺跡の本質的価値について、①、称

徳天皇、道鏡ゆかりの寺院であること、②、官営寺院にふさわしい遺跡であること、③、

西京の全体像を考える起点となる遺跡であることと定義し、それらを構成する要素や保存

活用に必要な要素等を抽出しています。 

 次に、69 ページから 86 ページの第４章では、史跡地の現況や展示会等の活用状況とそ

の課題を抽出し、87 ページから 92 ページの第５章で保存活用の方向性である保存活用大

綱と、それを達成するための保存管理、活用、整備、保存活用のための運営・体制という

４つの基本方針を示しています。 

 次に、93 ページから 104 ページの第６章では、基本方針１である保存管理について、

史跡地の現状変更や周辺地における今後の追加指定の取扱いについて記述しています。 

 また、105 ページから 114 ページの第７章では、基本方針２の活用について、学校教育、

社会教育、地域などの対象ごとに検討を進め、知る、見る、調べるという段階を経て、支

える人々の育成につなげています。 

 次に、115 ページから 132 ページの第８章では、基本方針３の整備について、活用に応

じたゾーニングの設定や塔基壇整備の方向性、ガイダンスやデジタルソフトの導入につい

て検討しています。 

 次に、133 ページから 138 ページの第９章では、基本方針４の保存活用のための運営・

体制について、市や教育委員会、土地所有者、市民等がどのように本史跡と関わっていく

かについて、記述しています。 

 そして、139 ページから 156 ページの第 10 章から第 12 章においては、本計画の実施期

間、経過観察等について記載しております。 

 また、参考資料として、関係法令や参考文献を掲載しております。 

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

 

【中山教育長】 説明にもありましたように、八尾市史跡保存活用審議会を設置いたしま

して、このたびこうして答申を頂いたのがこの冊子です。８回の審議会を行っていただい

て、ここに至っています。国史跡ということで、私たちにとっては本当に大切な文化財で

して、塔基壇が見つかったときからこの保存活用の計画を決めていただくまでに、本当に

たくさんの方々のご協力を頂いて、かなりのスピードでここまで来たという状況です。か

なり事務局は苦労していただいたかと思います。その辺り話していただいてもよろしいで

すか。 

 

【渞文化財課長】 この保存活用計画等は、今回議決頂ければ、文化庁の認定を頂きたい

と考えております。認定を得ることによって、第６章に保存管理について様々な要件がご

ざいますが、それについての事務の簡素化ができるということもあります。また、今後史

跡地の整備を行っていく上でも、そのような適用をいただけるということもございますの

で、今年度中に認定についての作業をやっていきたいと考えております。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、何か質疑ございませんか。 
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【水野委員】 表の７－２の学校における活用ですが、調べたり、深い学びにつながりま

すので、新型コロナが一定程度落ち着いた頃に、活用できたら本当にいいなと思って拝見

しました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 子どもたちが夢と希望を持って、史跡にも関わってもらう、そういうき

っかけ作りもこの計画のなかで立てていると思いますのでよろしくお願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 国史跡に指定されたということで、いろいろご苦労もあった

と思いますし、どんな施設に仕上がってくるのかと楽しみにしております。 

 特に、立地条件がいいといいますか、外環状線に面したところでもありますし、八尾の

ランドマークになるかなとも思っております。今フェンスで囲っているんですが、実際に

利用されるのはいつぐらいになるか、教えてください。 

 

【渞文化財課長】 今後どう整備をしていくかということを、史跡整備委員会で検討いた

だいておりまして、今年度、また８月から 10 月まで発掘調査に入る予定でございます。

また、来年度も引き続き整備計画を作るとともに調査を一部やっていきたいと考えており

ますので、もうしばらくお時間を頂きたいと思っています。全体像を把握した上で最終的

に塔基壇を復元をしていくのか、あるいは施設の利用を考えた形態にしていくのかという

ことも含めて検討させていただきたいと考えております。 

 

【中山教育長】  89 ページに、史跡由義寺跡の保存活用大綱として、大きな目標が掲げ

てありますので、しっかりと保存と継承につなげていけたらと思っています。この大綱が、

みんなの思いの全てと思っております。 

 ３月に市民の方々に広く知っていただくために、大きなイベントを企画していたんです

けれども、新型コロナの影響でなくなってしまいました。私もよく近くまで行くんですけ

れども、八尾菊花ライオンズクラブより寄贈いただきました大きなモニュメントがあるこ

とで所在がはっきり分かる状況になっています。 

 この間、コスモスを植えていただいたので、満開になったら市民の方々に知ってもらう

きっかけになるかなと思っています。できることを地道にやっていくことで、八尾にとっ

て大切な施設になると思っています。 

  

【渞文化財課長】 藤原京等でも花で人を呼んでおられまして、今はハスの花が咲いてい

るようですが、由義寺跡も 10 月にコスモスが咲いてくれればと思いますし、春には菜の

花を植えていきたいと考えております。 

 また、教育長がおっしゃっていただきました３月のイベントは残念なことに中止になり

ましたが、それに代わるイベント等の計画をしていきたいと考えております。また、決ま

りましたらご報告させていただきます。 

 

【中山教育長】 着実に保存活用していく、そのための計画ですのでよろしくお願いいた
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します。 

 何か、ほかにご意見や質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第 29 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 29 号「史跡由義寺跡保存

活用計画の決定の件」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 30 号「八尾市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱・任命

（一部改選）の件」について審議いたします。 

 提案理由を黒井人権教育課長より説明願います。 

 

【黒井人権教育課長】 議案第 30 号の提案をさせていただく前に、別紙「いじめに関す

る会議等について」をご覧ください。 

 様々な会議等の組織を有しておりますので、まずそれぞれの関係する会議等の説明を申

し上げてから、議案の提案をさせていただければと思っております。 

 本日、議案第 30 号で委嘱・任命の件についてご承認を賜りたい部分ですが、１つめが

八尾市いじめ問題対策連絡協議会ということで、これにつきましてはいじめ防止対策推進

法第 14 条に規定がなされています。それぞれ関係の行政団体、学校、それから各種団体

を代表する者、学識経験を有する者、市の職員ということで、いじめの防止等のために他

機関との連携をする中でいじめの防止等の対策を推進するもので、各地方公共団体に対し

て、設置の規定がなされています。 

 表面の２つめ、３つめの八尾市いじめ調査委員会、八尾市いじめ再調査委員会につきま

しては、いじめ防止対策推進法第 28 条に規定のある、いわゆる重大事態事案が生起した

際に、八尾市のいじめ調査委員会については教育委員会が設置を依頼する附属機関になっ

ております。そこでの調査結果を踏まえて、保護者のニーズとして、さらに再調査を依頼

したいという意向があった場合に、八尾市のいじめ再調査委員会、これは市長部局で担当

課も書かせていただいておりますけれども、市長が再調査委員会での調査をするかどうか

を判断した上で、設置した場合には調査が行われていくという組織になっております。 

 次に、裏面の１つめ、いじめ対応支援チームですけれども、これにつきましては、昨年

６月に八尾市いじめ調査委員会の調査報告書において提言を受けまして、令和元年の 10

月より人権教育課において新設をした組織になっております。構成員は５名となっており

まして、そこに書いてある弁護士、学識経験者、臨床心理士、社会福祉士ということで、

専門家に関わっていただく中で、毎月１回実施をしており、各学校で生起しているいじめ

事象についてご助言を頂き、またそれを各校の取組みに活かすということで、校長会等で

もノウハウについて周知をしている、そういった会議体になっております。 

 最後に、いじめ不登校対策研究委員会につきましては、学期に１回、計年間３回実施を

しているものになります。組織体制としましては、 50 名程度ということで、各学校の不

登校であったりいじめ対応の担当の先生方、それから校長会で組織されている小中生活指



－15－ 

導研究協議会の会長であったり副会長の校長先生方、臨床心理士、それから学識経験者と

いうことで、いじめであったり不登校について、本市の課題を報告し、対応について話を

したりであったり、学識経験者を招聘して研修を実施したりしております。参加した教職

員については、研修内容を各校に持ち帰って、各学校の取組みに活かすという目的で実施

しているものになります。 

 各会議等についての説明は以上となります。 

 それでは、議案第 30 号「八尾市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱・任命（一部改

選）の件」につきましてご報告いたします。 

 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、令和２年度の関係機関・団体の人事異動や委員改選に伴い、

変更となった委員を補欠の委員として委嘱・任命する必要があるため、本案を提出する次

第でございます。 

 お配りしております資料、八尾市いじめ問題対策連絡協議会委員名簿（案）をご覧くだ

さい。 

 本連絡協議会は、いじめの防止等に関する機関及び団体の連携、その他いじめの防止等

のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行うもので、委員 20

人以内をもって組織いたします。八尾市立学校の代表者として八尾市立学校長を１名、関

係行政機関の職員を２名、関係団体を代表する者を３名、学識経験を有する者を１名、市

の職員を３名の、合計 10 名の方を補欠の委員としてご提案するものです。 

 補足になりますが、資料の備考欄に、旧委員名が記載されている団体の方々が、今回ご

提案させていただいております補欠の委員として考えている方々になります。 

 補欠の委員の任期につきましては、八尾市いじめ問題対策連絡協議会等条例第４条第１

項の規定に基づき、令和２年７月 22 日から令和３年 12 月 21 日まででございます。 

 なお、本年度より自殺対策の観点から、市を代表する機関のうち、保健予防課が健康推

進課に代わって委員として加わっております。また、これまでは人権教育課とともに人権

政策課が事務局を担っておりましたが、このたびの機構改革に伴い、事務局は人権教育課

といじめからこどもを守る課に変更になっております。 

 以上、誠に簡単な説明でございますが、提案理由の説明といたします。よろしくご審議

の上、ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、質疑等あればお願いします。 

 

【藤井委員】 関係行政機関の職員のところで、大阪法務局東大阪支局総務課の方がおら

れるんですが、いじめの問題で法務局が関係機関なのはなぜでしょうか。 

 

【黒井人権教育課長】 まず、人権擁護委員ということで、市長部局の人権政策課が事務

局になっているんですけれども、さまざまな学校での人権課題について、人権擁護委員の

方々が学校訪問をして助言をいただくことがあります。人権擁護委員の組織の大本が、今

ご質問いただきました法務局になっております。あと、人権作文ということで、各学校で
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受賞者が決まったりする取組みもございます。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 充て職になっていますので、組織内の異動等々でメンバーが変わってい

るのが大半です。八尾市いじめ問題対策連絡協議会というのは、八尾市内の関係する機関、

様々な団体が連携していじめ防止をしていくという、その対策のために連絡協議を行うと

いう組織で、そのメンバーの改選ということでよろしくお願いします。 

 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 30 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】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、議案第 30 号「八尾市い

じめ問題対策連絡協議会委員の委嘱・任命（一部改選）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。 

 最初に、「八尾市立中学校全員給食の実施に向けて」、南学務給食課長より報告させて

いただきます。 

  

【南学務給食課長】 それでは、報告事項「八尾市立中学校全員給食の実施に向けて」に

ついて、ご報告いたします。 

 現在、八尾市では平成 28 年１月から市立中学校 11 校で、平成 28 年４月から残り４校

を対象に、民間調理事業者が自前の調理施設で給食を提供する選択制給食を実施しており

ます。以降、４年を経過しておりますが、昨今の社会経済情勢や他自治体の動向等を踏ま

えて、中学校での全員給食の実現を図る考えでありますので、本日、教育委員の皆様に現

状と今後の展開について、ご報告させていただきます。 

 まず、お手元配付資料をご覧願います。 

 １といたしまして、令和２年度の八尾市の市政運営方針においては、中学校での全員給

食の実現に向けた取組みを推進することについての方針を示しております。それを受けま

して、２、方向性といたしまして、中学校での全員給食の早期実現に向け、環境整備を含

めた諸課題の整理を図り、本市の実情に即した最適な学校給食形態で実施することで、成

長期にある生徒の心身の健全な発達のための食育を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、中学校全員給食の実現に向けた検討事案といたしましては、ハード面とソフト面

の２面から検討を進めております。ハード面といたしましては、給食提供方式等の確定、

つまり、全員給食とし、主食、副食、牛乳で構成された完全給食を実施することとしてお

ります。 

 今後は、さらに実施方式、つまり、自校方式、センター方式、デリバリー方式など給食
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の調理方法の決定を行うこととし、そして、提供の形式としては、小学校のような食缶方

式、または、現中学校で実施しているランチボックス方式など提供形式についても確定し

ていく予定であります。 

 さらに、各中学校の配膳室の整備内容や校内外での動線の整理を図ってまいります。 

 そして、ソフト面として、中学生の意識調査、献立作成の仕組みや給食費の設定などを

進めてまいります。 

 次に、今後の予定でありますが、本年度においては、中学生を対象とした意識調査を行

うとともに、基本的な考え方の整理を図り、来年度以降には工事や事業者の選定などを経

て、早期に完全給食を実施してまいります。 

 なお、最後に現況の資料として、中学校給食の生徒の利用登録状況や本年２月の給食状

況、また府内の実施状況を記しております。 

 以上、簡単ではありますが、八尾市立中学校全員給食の実施に向けてについてのご報告

とさせていただきます。 

 

【中山教育長】 今まで選択制給食で進んでいたんですけれども、今年の市政運営方針で

はっきりと全員給食に向けて取り組んでいくということを打ち出しております。忌憚のな

いご意見を皆様から頂けたらと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 

【岩井委員】 私が現職のときは、中学校の給食はなくて、お弁当だったんです。平成 

27 年度から選択制給食を始めたということですが、課題も含めてもう少し現状等を詳し

く教えていただけたらと思います。 

 

【南学務給食課長】 平成 28 年１月から 11 校、４月から残りの４校について完全な民間

調理活用の方式での選択制学校給食を開始しており、登録者につきましては、令和２年３

月 27 日現在の統計資料でいきますと、おおむね全生徒の 41.5％にあたる 2,638 となって

います。約半数近い生徒たちに登録してもらっています。 

 ただ、日日、実際に食べている率といたしましては７％から８％で推移している状況で

す。一方、利用が 20％を超えている学校が２，３校ありますので、選択性の利用率の高

い学校と家庭弁当中心の学校の差があるのかなと思っています。 

 また、保護者の方々からは、選択制学校給食を導入したことで、普段はお弁当を作って

いるんですけれども、仕事が繁忙期で早朝に作ってあげることができないときは、選択制

でよかったという声や、ひとり親家庭では、普段、購買やコンビニ等のお弁当になってし

まいがちですが、選択制給食があることによって栄養バランスのよい食事を子どもたちに

食べさせることができるという声を頂いております。 

 そういった中で、給食内容につきましては、実際に試食会で保護者の方々に食べていた

だく、そういう機会も設けておりまして、食べる前は印象が余りよくなかったけれども、

実際食べてみると温かい、味がよい、それと野菜等々の栄養バランスが整っている食事と

いうことで、好評をいただいています。 

 ただ、選択率が低いということについては、給食の内容というよりも、申込みの方法や
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当日の申込みのように突発的なところに対応できないといった、実際に運用する中で見え

てきた課題があるのかなと認識しております。 

そういったところも含めて、今後は改善しながら全員給食には向けて取り組んでいきた

いと思っております。 

 

【中山教育長】 岩井委員、いかがですか。 

 

【岩井委員】 選択制の学校給食を導入するということで、保護者にとっても子どもにと

ってもよかったと思われている点があるはずなので、その部分をしっかり把握して、今後

の全員給食の具体化に生かしていただきたいなと思っております。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、何かご意見ございませんか。 

  

【村本教育長職務代理者】  選択制が始まってもう４年が経過し、今現在の登録率が

41.5％ということでご報告頂きましたけれども、登録率の変化ですね、開始時から前年度

までの推移等が分かりましたら教えていただけますか。 

 

【南学務給食課長】 選択の喫食率については、全学校で始まりました平成 28 年４月当

時ですと、約８％近い数字でした。それ以降、１年経過するあたりまでは８％前後を維持

しておりましたが、平成 30 年３月ぐらいからは７％台に落ち込みました。ただ様々な啓

発等をすることによって、今現在では７％後半ぐらいとなっておりますので、平均すると

導入してから８％前後で推移してきている状況です。 

 登録者数につきましては、全員給食が始まって１カ月後の平成 28 年５月は、登録者数

は全体の 44％の 3,019 人でした。その後おおむね１年経過した平成 29 年３月の段階では、

45％の 3,049 人、さらに１年経過して平成 30 年３月では、3,324 名、50％の生徒に登録

してもらっています。さらに１年経過した平成 31 年では 3,158 人、48％という状況です。 

 なお、令和２年の３月段階では、先ほど申し上げたように 2,638 名、41.5％ということ

で、直近の１年では、若干低迷しています。 

 

【村本教育長職務代理者】 その数字の変化について、思い当たることがもしあるのでし

たら教えていただけたらと思うんですけども。 

 

【南学務給食課長】 登録者数でいきますと、やはり生徒数の減少が一つ原因であるのか

なと思っております。ただ、生徒数の減少比と比較しても登録者数の落ち込みがみられる

ため、これについては新１年生に対しての登録の啓発が足りなかったのかなと思っており

ますので、今後は小学校を対象に啓発や試食会等をやっていきたいと考えております。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、よろしいでしょうか。 

  

【水野委員】 現状ですと、事前に申し込んで、コンビニに行ってかなり先の給食代をス
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マホで支払うといった手続き等が大変ですので、全員給食になれば、その手間が省けるの

かなと、個人的には理解しております。 

 以上です。 

 

【南学務給食課長】 水野委員のおっしゃるとおりで、先ほど課題のところでも触れさせ

てもらいましたが、給食内容は保護者にも生徒にも人気が高いんですけれども、やはり申

込手続の面で２週間近く先の予定が組みにくい、あと保護者の声としては当日利用ができ

ないというのがあり、それが低迷している要因かと思っており、給食の中身ではなくて、

運用面での改善が必要かと考えています。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、いかがでしょうか。よろしいですか。 

それでは続きまして、「八尾市ＧＩＧＡスクール構想について」、山下教育センター所

長から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ＧＩＧＡスクール構想について」ご報告

申し上げます。 

 お手元配付の資料をご覧願います。膨大なビッグデータを人間の能力を超えたＡＩが解

析し、その結果を社会にフィードバックすることを通じて大きな変革をもたらし、経済発

展と社会的課題の解決を両立していこうとする高度で新たな未来社会、Ｓｏｃｉｅｔｙ

5.0 時代が目前に迫っております。そのような時代を生きる子どもたちには、ＩＣＴを基

盤とした先端技術の活用が求められており、学校ＩＣＴ環境の整備が急務となっておりま

す。そこで文部科学省においては、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない、公正

で個別最適化された学びを実現させるために、高速大容量の通信ネットワークのもと、児

童生徒１人１台の学習用タブレット端末を、令和２年度から５年度にかけて整備するＧＩ

ＧＡスクール構想を全国の学校現場で展開することとなりました。 

 ところが、新型コロナウイルス感染症拡大により、昨年度末から学校休業が長期化する

中で、全ての子どもの学びを保障する環境整備が急務となり、ＧＩＧＡスクール構想を加

速化させ、今年度中に児童生徒１人１台端末の整備を完了させることとなりました。本市

におきましては、本年３月及び６月市議会定例会におきまして、関連予算の議決を賜り、

令和３年３月の事業完了を目指し、ネットワークや端末等、環境整備を進めております。 

 今後、整備された端末を活用し、児童生徒一人一人の状況に合わせた課題提供を通じて

効果的な知識・技能の定着を図るとともに、子どもたちの思考力・判断力・表現力を効果

的に育成してまいります。 

 資料の裏面をご覧ください。こちらは文部科学省が示した端末整備後における授業のイ

メージでありますが、これまでの教育実践の蓄積のもと、効果的にＩＣＴを活用すること

で、授業における一斉学習・個別学習・協働学習それぞれの場面において内容の充実が図

られ、主体的・対話的で深い学びが実現することを示しております。 

 最後に、今後のスケジュールでありますが、ただいま説明申し上げました新しい学びの

実現に向け、既に教育センター職員が中心となり取組みを開始しておりますが、まずは今

後における新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大による休校等の緊急事態に備え、
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オンライン会議システムの導入を進めるとともに、来年度からの本格実施に向けては、現

場の教職員から研究協力員を募り、外部アドバイザーの協力も得ながら、本市の教育環境

にふさわしい端末を活用した授業展開について研究を進め、その成果をハンドブックや事

例集としてまとめ、市全体として共有することで本市のＧＩＧＡスクール構想に掲げる子

ども像の実現を目指してまいりたいと考えております。 

 以上、簡単でございますが報告とさせていただきます。 

 

【中山教育長】 今までこのＧＩＧＡスクール構想については、協議会等々でもお話しし

ていたところですけれども、こうして報告しましたのは、６月議会で議決頂いて、もう既

に動き始めておりまして、実際には、先ほど山下所長が申し上げましたように、令和２年

の 10 月からタブレット端末を順次整備していって、令和３年の３月には完了予定という

ことで、先ほどのスケジュールでしっかりと進めていきたいと思っております。 

 また、先週、今週あたりで、新型コロナウイルスの第２波が来ているのか、あるいは今

後来るのかという状況の中では、どうしてもこうした機器を使っての学習も必要になって

くる場合もあり得るかと思いますので、それも踏まえた上で進めていきたいと思っており

ます。教育センター一丸となって進めている状況にありますので、随時報告させていただ

きます。 

この件に関しまして、質疑等ございませんか。それではないようですので、次に、「令

和２年度脱いじめ傍観者教育について」、黒井人権教育課長から報告お願いします。 

 

【黒井人権教育課長】 脱いじめ傍観者教育について、ご報告いたします。 

 昨年度に受けたいじめ調査委員会報告書・再調査報告書の提言において、子どもを対象

としたいじめ防止のための取組みを行うことが求められておりましたことから、今年度、

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調整をしてきたところです。 

 当初、６月末までに実施をする予定で調整しておりましたが、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため延期をし、再度調整を行い、このたび、各学校の実施日程が確定いたしま

したので、お知らせいたします。 

 各学校の実施日程につきましては、令和２年度脱いじめ傍観者教育実施日程表に記載の

とおりとなっております。各課の教育委員会事務局職員にもお知らせをしており、全ての

学校になるかは分かりませんが、各学校の取組みの様子について、学校訪問をする予定で

す。 

 教育委員の皆様方で、学校訪問を希望される場合は、人権教育課より当該校との調整を

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 この脱いじめ傍観者教育を実際に学校で子どもたちに実施する様子を、

教育委員の皆様、もしご都合付くようでしたら日程調整して、 15 校どこででもいいので

一度見にいっていただけたらと思います。 

 何かこの件で質疑等ございませんでしょうか。ないようですので、続きまして、「いじ
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めの重大事態事案への対応について」、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） 

 


