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令和２年度 第１回 八尾市総合教育会議 

日時：令和２年 12 月 18 日（金） 午前 10 時 00 分～午前 11 時 00 分 

場所：八尾市役所本館８階 第 2 委員会室 

出席者：八尾市長 大松 桂右 

    八尾市教育委員会 

         教育長       中山 晶子 

         教育長職務代理者  村本 順三 

         教育委員      水野 治久 

         教育委員      岩井 加寿子 

         教育委員      藤井 奈緒 

 

○庶務担当（政策企画部政策推進課）  

定刻になりましたのでこれより、令和２年度第１回八尾市総合教育会議を開催いたします。

私は政策企画部政策推進課の森田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

はじめに、本日の配付資料の確認をさせていただきます。まず会議次第でございます。そ

して、資料１「次期八尾市教育大綱の策定に関する考え方」、資料 2「八尾市教育大綱案」の

3 点となっております。それでは、ここからの進行につきましては、当会議の座長でございま

す市長にお願いをいたします。よろしくお願いいたします。 

 

○市長  

皆さんおはようございます。大変お忙しい中ご参集いただきありがとうございます。 

ご案内の通り、大阪モデルにおけるレッドステージが発出され、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大により、学校現場も含め、市民の皆さんの暮らしに多大な影響をおよぼしてい

る状況となっています。本市におきましてもしっかりと対応に当たっているところでありま

すので、引き続き皆様方におかれましてもご協力、ご理解いただ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。 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、今年度でいいますと、本日が第 1 回目の会議と

いうことになります。昨年度は計３回開催させていただき、特にいじめ問題対策の部分につ

いて意見交換をさせていただきました。令和２年度におきましては、皆さんのご意見もいた

だく中で、いじめからこどもを守る課を立ち上げさせていただき、今現在、弁護士、心理士

という専門職の職員も含め、常駐する中で、運営に当たっております。 

この 10 月には、いじめからこどもを守る条例を制定しております。いじめ問題対策の取り
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組みを進めながら、しっかりと新型コロナウイルス感染症への対応にもあたっているところ

です。また、この間、議会におきましては、請願が 2 件、採択されております。一つが「少

人数学級の実現、ダブルカウント制度の実現」、もう一つが「八尾市の小中学校の図書館に

学校図書館司書の配置を」という請願で、どちらの請願も採択されております。 

この部分については、本日の議題ではないのですが、昨日から新聞各社の報道でもある通

り、全学年において 35 人学級をめざしていくという形で、国が動き出しました。5 年をかけ

て整備をしていくというところで、本市におきましても実際少人数学級になっているような

現状もありますが、やはりまだまだそこに合わせていくというところも出てこようかと思い

ます。この部分については、議会においても議論されているところですが、教職員の質の向

上という部分での課題もあるのではないかと考えています。やはり、少人数学級が実現する

と教職員の需要が高まってくる、そうなると、今後八尾に限らず様々な自治体においてもそ

うだと思われますが、経験の浅い教職員さんが、配属されるということになってくるかと思

われます。やはり、教職員の指導力も試されるのではと思われますので、その辺りも含め、

今後も、皆様とご協議いただくことになろうかと思いますので、どうかよろしくお願いをい

たします。 

それでは、本日は三つの事項について協議をしていくわけでございますが、一つ目の次期

教育大綱の作成についてであります。八尾市の教育大綱については、現行の教育大綱が平成

28 年度からの 5 年間を対象期間としておりまして、今年度が最終年度となります。そのため、

今年度は次期教育大綱を作成することとしております。教育大綱については地方教育行政の

組織及び運営に関する法律、第 1 条第 1 項において、市長が教育委員会と、協議しながら策

定するものとされております。ご案内の通り、今般のコロナ禍の影響もありまして、総合教

育会議の開催が非常に困難な状況であったため、次期大綱の作成については、この会議の庶

務を担当する政策推進課へ指示をさせていただきまして、事前に、11 月 20 日の定例教育委員

会の席で初案を報告させていただき、教育委員の皆様よりご意見をいただいております。本

日お手元には先日いただいたご意見等も反映をさせていただきました八尾市教育大綱案をお

配りしておりますので、内容について事務局より簡潔に説明お願いいたします。 

 

○庶務担当（政策企画部政策推進課）  

着座にて説明させていただきます。よろしくお願いいたします。お手元配布の資料 1「次期

八尾市教育大綱策定に関する考え方」、そして、資料 2「八尾市教育大綱（案）」について簡

単ではございますが、説明させていただきます。 

まず、お手元配布資料、「次期八尾市教育大綱の策定に関する考え方について」をご覧く
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ださい。現行の八尾市教育大綱につきましては先ほど市長のお話にもありましたように、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市長と教育委員会で構成する八尾市総合

教育会議において協議の上、八尾市第 5 次総合計画及び八尾市教育振興計画後期計画と整合

をとりながら、市長が本市の取り組むべき教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策

について、その目標や施策の根本となる方針を定めたものでございます。現行の教育大綱に

つきましては、平成 27 年に策定を行いまして、第 5 次総合計画期間及び教育振興計画後期計

画との整合を図るために、5 年間を対象期間としておりましたが、今年度をもって対象期間が

最終年を迎えることから、次期教育大綱を策定するものでございます。次期教育大綱の策定

にあたりましては、資料 2 の次期教育大綱の基本的方針にお示しの通り、平成 27 年度の改正

以降に制度上の大きな変更等もないことから、現行の大綱の内容を踏まえつつ、社会情勢や

関連する各計画の変化への整合性を図ることとし、三つ目の変更点に掲げる 4 点を踏まえた

上での改定を行うこととしております。 

まず 1 点目は、基本理念についてでございます。現行の教育大綱と同様に、市の総合計画

と教育振興計画とも整合を図るものとする考え方から、八尾市第 6 次総合計画の将来都市像

及び、次期八尾市教育振興基本計画の基本理念を踏まえ、見直しを行うこととしておりま

す。 

2 点目は、八尾市教育大綱の８つの方針についてであります。各方針の構成や文言、課題認

識等につきまして、八尾市第 6 次総合計画や次期八尾市教育振興基本計画の体系を踏まえ、

見直しを行うこととしております。 

3 点目は対象期間でございます。現行大綱の対象期間は 5 年間としておりましたが、次期

大綱については、個別具体の施策ではなく、目標や施策の根本となる方針を定める大綱とい

う性質も踏まえ、令和 3 年度からスタートする八尾市第 6 次総合計画及び八尾市教育振興基

本計画の各計画期間と合わせまして、8 年といたします。 

4 点目は、現行の大綱の巻末に掲載しております、未来を切り開くチャレンジする八尾っ子

４つの育成宣言についてでございます。こちらにつきましては、平成 27 年の現行の教育大綱

の策定以降、国において、地方創生の議論とも合わせまして、1 億総活躍社会、それから人生

100 年時代など、全世代を対象とした、生涯にわたる視点での活躍、まちの活性化につなげ

る動きなど、各種施策が展開されてきております。また、社会情勢や国の動向を踏まえまし

て、教育に関する施策を総合的、計画的に進めていくことを目的として、八尾市生涯学習ス

ポーツ振興計画及び八尾市図書館サービス計画の趣旨を包含して、現行計画を継承発展させ

る形の、八尾市教育振興基本計画を策定する本市教育委員会の動きとも歩調を合わせつつ、
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子どもの育成に特化した四つの育成宣言については、次期大綱では定めずに、全世代を見渡

した形の大綱とすることとしております。以上の変更点を踏まえまして取りまとめました次

期教育大綱案をお手元に配付させていただいております。 

次に、次期教育大綱の内容についての特徴でございますが、本日お手元に配布しておりま

す大綱（案）は 11 月 20 日に開催されました定例教育委員会における各教育委員の皆様から

のご意見も踏まえまして、内容を修正しております。主な特徴といたしましては、3 ページ以

降の８つの基本方針の構成順序について、人の成長を意識した順序とさせていただいており

ます。また、各基本方針内の文章につきましては、教育大綱の位置付け、性質を踏まえまし

て、個別具体的な取り組みに細かく言及するのではなく、大きな方向性を示すことを意識し

まして、現在の社会情勢をとらえた記載となるようにしております。また、各基本方針の文

章につきまして、中点をつけまして、一部を区切り、読みやすくなるように変更をさせてい

ただいております。 

最後に、次期、八尾市教育大綱策定の今後のスケジュールを説明させていただきます。本

日の教育大綱（案）に関する意見交換を受けまして、パブリックコメント案を取りまとめさ

せていただき、令和 3 年、年明けの 1 月中旬から 2 月中旬にかけまして、パブリックコメン

トを実施した後に、再度、総合教育会議を開催させていただき、令和 3 年 3 月の完成へ進め

ていくこととしております。以上甚だ簡単ではございますが、八尾市教育大綱についての説

明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○市長  

ありがとうございました。それでは早速ご意見等々をお伺いさせていただきます。先ほども

申し上げましたが、本日に至るまで各委員さんにおかれましては、これまでと違うイレギュ

ラーな形となるなかでご協力いただきましたことに重ねて御礼を申し上げます。教育大綱案

について、まず私から少しお話をさせていただきますと、基本的には、しっかりと子どもた

ちが成長するにあたっての、人格形成の大事な時期でありますので、この教育大綱も含め、

計画を作ることが目的ではなく、しっかり作り上げた中で、実践をしていこうというところ

が、非常に重要ではないかなと思っております。その中で各計画も含め、大きな方向性を示

しているわけでございますが、やはり一つあるのが、子どもたちが、人の立場、相手の立場

になっていろいろと考え、日々の生活を送るということが非常に大事ではないかと私は思っ

ております。成長していく中で、ともに育つと、誰もがというところで、障がいのあるなし

などの部分も含め、誰もがしっかりと相手の立場を尊重しながら、みんなでともに育ってい

くということが、非常に大切ではないかと考えております。 
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それから、八尾で生まれ、育ち、そして八尾で働き、八尾で勉強する中で、八尾で生涯を

過ごしていくというようなまちづくり、八尾市づくりを今めざしておりますので、子どもた

ちが八尾から離れずに、しっかりと八尾で元気で成長できるというような、仕組みというの

も必要ではないかと思っています。その中で、文化・芸術・スポーツという部分の記載もし

ております。 

常々思っているのですが、「ほんまもん」を見せてあげるといいますか、もちろん学校の

先生のご指導もあるのですが、やはりそういったそれぞれの分野で活躍されている「ほんま

もん」を見ていただく、体感していただくことで、興味と意識も大きく変わると思いますし、

八尾はものづくりのまちでもありますので、そういった現場に行っていただいて、しっかり

とこういったお仕事がありますよということも含め、八尾の魅力というところを、実際に子

どもたちに感じていただくということが、非常に大切ではないかなと思っています。先般も

三井住友海上火災保険株式会社様と、包括協定を結ばせていただきました。プロのアスリー

トさんたちが、ＯＢも含めてたくさんいらっしゃいますので、そのような方々を、いつでも

派遣しますよとも言っていただいておりますので、民間企業のお力も十二分に活用しながら、

子どもたちに良い体験を経験していただきたいと思っております。 

その中で、これは少し先の話なのですが、教育委員会側にも無理を言いまして、食育とい

う部分も関わってくるのですが、中学校での全員給食をめざしております。財源の話もある

のですが、そういった点を導入しながら、しっかりと食育にも力を入れていきたいと思って

おりますし、今はもうすでにスタートをしております GIGA スクール構想の実現ですね、本

市におきましても、私自身がプログラミング教育日本一を目指すというところで、目標を掲

げており、やはりこの GIGA スクール構想を八尾市としてフルに活用ができる内容で動かし

ていけるということが非常に大切ではないかなと考えています。これは新型コロナウイルス

感染症の感染拡大による影響で、前倒しで国が急ぎ進めてくれということで、今、全国一律

で動いております。 

ＧＩＧＡスクール構想の運用が軌道に乗っていきますと、必ず各市町村、自治体ごとで差

が出てくるのではないかなとも感じています。GIGAスクール構想を運用する中で、かなり先

進的というか、充実した取り組みをやっておられるところと、そうではないところの差が必

ず出てくると思いますので、本市としてはしっかりと牽引をし、各自治体の模範となるよう

な形での活用ができればと思っておりますので、いろいろと申しましたが、私からは、大ま

かではございますがそのような形で、しっかりと八尾の子どもたちに寄り添いながら、各政

策を打っ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。 
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それでは皆さんからご意見をいただきたいと思います。教育長、よろしくお願いします。 

 

○教育長  

よろしくお願いします。 

私からはまず、教育委員会の大きな動きからなのですが、先ほど事務局からも説明いただ

きましたが、教育委員会では八尾市教育振興基本計画を審議会でご審議いただき、まさに本

日、12 月 18 日から次期教育振興基本計画のパブリックコメントをスタートさせていただい

ており、1 月 18 日までの期間で実施しているところです。先ほどもご説明されたように、本

日ご協議いただく八尾市教育大綱を踏まえ、整合性を取ってやっていくということで、私た

ちが考えている教育振興基本計画は、基本理念を「認め合い、ともに生き、未来を切り開く

八尾の教育」ということで、先ほど市長が言ってくださったように、八尾を大好きな子ども

たち、そして八尾に魅力を感じ、八尾にずっと住みたいと思われる市民の皆さん、その基本

はやはり教育であろうかと思いますので、その部分はしっかりと、認識して取り組んで参り

たいと考えています。今、具体的に市長が言ってくださった GIGA スクール構想であった

り、給食であったり、着実に教育委員会として、施策として進めていかなければならない部

分は、今後もしっかりと市長と協議しつつ、進めていきたいと感じております。 

また、この大綱の８つの方針は、何度も言いますが教育振興基本計画の中でもしっかりと

整合性を図り、市長が策定される大綱に則した形での計画となるよう、取り組んでいる最中

でございます。この大綱については委員の皆さんからもご意見があるかと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 

○委員  

前回、平成 27 年に作られました教育大綱と見比べたのですが、先ほど事務局からも説明い

ただきましたし、市長からもお話しいただきました。内容的にも今風と言いますか、新しい

現状に即した内容に変更されております。また 8 つの方針ですけども、これらの順番が少し

入れ替わっているようですが、市長のお気持ちのあらわれかなとも思いますし、大事なこと

ばかりですから、ぜひしっかりとやり遂げるよう、私たちも協力をさせていただきたいと、

大変良いことだなというふうに思っております。以上です。 

 

○委員  

よろしくお願いいたします。 

今、市長から思いをお聞かせいただいて、それに反応する形で、この大綱を踏まえ、少し
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お話をさせていただきます。もちろん、挙げていただいた項目というものは非常に大事で、

人格形成が大事だと、先ほど市長がおっしゃられた通りです。実践が大事ですよね。ただ、

人を思いやるためには、相手の立場に立つということなのですが、安全・安心じゃないと、

人の立場に立てない。私が心理士として大事にしている、生物心理社会モデルというものが

あります。生物というのは体の健康ですね。心理というのは心の健康です。社会というの

は、平たく言いますと社会参加ということです。今、コロナ禍でこの生物のところがすごく

皆さん不安になっているので、どうしても近視眼的になってしまいます。マスクをしないと

いけないですし、ソーシャルディスタンスは取らないといけないですし、そうしたなかで、

不安が高くなる。すると、あまり人に優しくできないのです。声も掛けられないです。おそ

らくは子どもも同じで、やはり教室が安全・安心じゃないと、やはり優しくできない、自分

のことばかりになってしまうため、まずそのあたりのことがしっかり、セーフティネット

や、就学前の話、子育て支援などということを前面に出していただいているということ、ま

ずは安心できる環境を整えていただけるということで、非常にありがたく思っております。

もう一つはプログラミング教育、GIGA スクール構想のことを市長がお話されましたが、す

ごく大事なところで、恐らく日本の学校教育の大転換期になると思います。新型コロナウイ

ルスのことも相まって、大学教育は本当に地殻変動が起こっておりまして、リモートでの授

業がずっと実施されています。そうすると、授業のやり方そのものが根本から覆されていく

ような状態です。新しい学習指導要領では、一人一人の子どもが何ができるようになるか、

という子どもの発達を見立てて教育をしなければいけないわけで、この GIGA スクール構想

でのタブレットをどのように使うかによって、例えば小さい文字が見えない子ども、ルビが

必要な子ども、音声による支援が必要な子どもたちにとって、より環境を整えることができ

るわけです。タブレットによって。そういった意味でも、これからの教育の現場はすごく変

わっていきますので、本当にこの大綱でしっかりとその部分に触れていただいているという

ことはありがたく思います。プログラミング的思考についても※印で説明がありますが、恐

らく、背後には論理的な能力、論理的な読み書きの力や考える力なども求められる、そうい

った意味では冒頭に市長がお話されました図書館の司書の話、読書教育の話、そういったこ

ととすごく繋がっていて、すべてが繋がっていくようなことを大綱に載せていただきました

ので、本当にありがたく思います。以上です。 

 

○委員  

私には本当に市長の熱い思いが伝わってきて、本当にみんなが一緒になって、八尾の未来

を担う子どもたちの育成のために、頑張っていきたいなという気持ちでいっぱいです。 
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私は学校現場にいたことがありますので、その経験から、少し想いを言わせていただきた

いと思います。学校とはどういうところなのだろうかと、学校の使命は何だろうというとき

に、私は、学校の使命といいますか、本質的なところは大きく三つあるのではないかと思っ

ています。 

一つ目は、未来を担う子どもたちの育成の要にあるというところ。 

二つ目は、すべての子どもたちが、次の時代をしっかりと生きていけるように、生涯の基

盤となる、土台となる力を、知・徳・体の、心も体も含めて、バランスよく育てるところ。 

三つ目は、それらの基盤となる、安全・安心の最適な学びの環境を保障するところ。 

その三点が、学校としての不易のところではないかなと思いますし、学校の使命ではない

かなと思っております。私の経験を振り返りましても、最適な学びの環境というものを常に

めざして、保障しようと言いますか、提供しようと努めてきたと思っていますし、八尾の教

育は特に人権尊重の精神を大切にした教育というものを、非常に大切にしてきたと思ってお

ります。ただ、私の歩みも、誰しもがそうであったように、いつも波静かだったというわけ

ではなくて、時代の変化、社会の変化、価値観の変化もあって、子どもたちを取り巻く環境

も随分変化し、学級崩壊というような状態であるとか、様々な生徒指導の問題、不登校、い

じめ、虐待の問題など、深刻な子どもたちの課題に出会うこともありましたし、地震などの

自然災害、事件・事故や、突発的に子どもたちの安全安心を脅かすような問題が出てきて、

それから、いわゆるゆとり教育の後に、学力低下の問題がクローズアップされた時もありま

した。 

しかし、その都度、一番に私が考えていたことは、日々の授業を大事に、そしておろそか

にしないというようなことでした。一人一人を大事に、そしてそのときその時代の暮らしと、

子どもたちの姿をしっかりと見つめて、出てきた課題を受けとめて、人生をたくましく、幸

せに生きていくためにはどの様な力が必要で、その力をつけるためには、どの様な集団の中

で、どの様な授業をすれば良いのかというようなことを真剣に考え、先進校の取り組みを見

せていただいたり、地域の方々に様々な面で支援をいただいたり、それから家庭との連携を

強めたり、といったように様々な方に支えていただいて、学習の幅と深みを与えていただき

ながら、教師の命とも言われる授業を大切にして、研究・実践・改善ということを繰り返し

ながら、課題を乗り越えてきた日々だったと、振り返ると思っております。 

これからも今回の新型コロナウイルス感染症の様に、子どもたちの生命・安全を脅かすよ

うな課題が、いつ出てくるかもわからないですし、課題には終わりがありませんので、学校

の先生方には、学校の、不易のあるものといいますか、使命をしっかりと踏まえて、どの子
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にとっても、居場所のある温かくて安心できる学級、学年、学校集団を作って頂きたいし、

そのことと背中合わせにある、授業研究・実践・改善に粘り強く、主体的に取り組み、未来

を切りひらく生きる力を、追求していって欲しいと願っていますし、教育委員会としても、

そのための先生方への支援指導というのは、しっかりと続けていかなければならないのでは

ないかなと思っております。 

それから、特に先ほども水野委員、市長からのお話もありましたが、プログラミング教育

日本一をめざし、頑張っていきたいと思うのですが、今、情報活用能力の育成というのは、

待ったなしの喫緊の課題になっていると思います。しかし、そのことを指導する側の先生側

から見ますと、1 人 1 台の端末という環境を有効に使い、授業改善を進めていくということに

なるのですが、今まで授業と言えば、黒板とチョークが準備物として主だった先生にとって

は、ものすごく大きな転換期になると思います。やはり先生方の中には、そのことを不安に

感じておられる方も多いのではないかと思いますので、その不安を解消するための支援や手

立てというものが、教育委員会もきめ細かくしっかり取り組んでいくことが大事だなと思っ

ております。市長をはじめ、皆さんのご支援、お力添え、ご協力を賜れば、一層心強く励み

にもなると思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

○委員」  

よろしくお願いします。 

本当に素晴らしい内容だと思って拝見いたしました。私は子育て世帯ですのでその視点か

らの願いも込めて少しお話をさせていただきたいと思います。まず、項目の三つ目の中ほど

にある、切れ目のない支援に関してなのですが、見ていてもやはり、支援や何らかの配慮が

必要な子どもに対し、教育の現場などでも、非常に人数が増えているものかどうかはっきり

とはわかりませんが、私たちが子どものころの時代よりも、今現在の方が、本当に気にして

いかなければいけないところなのだろうなと考えたときに、教育現場の側から見ているとそ

うですし、家庭の側から見てみても、保護者が不安に思われている部分であると思いますの

で、生まれてからこども園に通い、そして小学校、中学校と育っていくにあたって、誰かに

継続して見守ってもらえたり、同じ場所・窓口に相談ができたりするような、言葉だけでは

なく、切れ目のない支援というものの実践の部分において、今後必要になってくると思いま

すし、期待をしたいところだなと思いました。 

もう一点ですが、この八尾で、一生暮らしてくれたらいいなという願いが込められている

ということなのですが、一方で、市長がおっしゃっていたプログラミング教育も、日本一を

めざしてとおっしゃっていて、その部分に関してはあまりリンクしていないような気もしま
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した。少し想像してみたのですが、例えば小学校 5 年生になる私の子どもが、八尾でプログ

ラミングを教えていただき、すごく得意になり社会で活躍できるようになった際に、八尾に

住まなくてもできてしまうような気もするのです。もしくは、その逆もあるなという部分で、

思いました。私自身も八尾で生まれ育ち、八尾の魅力というものを私なりの視点で考えたと

きに、都会過ぎず田舎過ぎずといいますか、山村や里山の部分があったり、私が今住んでい

る家の前も後ろも田んぼであったり、斜め前が畑で、芋堀りをご近所で毎年 1 回させていた

だいたり、そういったいわゆる「土いじり」などもできるような環境という部分が、非常に

八尾の魅力だなと考えています。 

その様な点で、私の子どもたちも含め、八尾で育った子どもたちが、このまちが良いな、

八尾が良いな、と、大人になってもここに住み続けたいなと思えるようにするには、そのプ

ログラミングも非常に大事ですので、日本一をめざしていただきつつ、バランスという部分

で、まったく違う、原点に返るような、例えば公園や遊具で遊ぶ、泥団子を作る、芋掘りを

するなど、私も子どもの頃に体験した様な、今の子どもたちも学校で体験させていただいて

いるとは思うのですが、田植えの体験や、その様な部分も非常に大事にしていっていただけ

たら、いいのではないかなと思います。大人になって思うのですが、皆、自分のふるさとに

帰りたいとか、故郷を離れて出てきている人たちが、そんなふうにおっしゃる方々は、どち

らかというとやはり田舎というか、山や川、海などが身近に広がっているところの人たちが

多いような気がしていて、それはやはり空気が澄んでいるから、食べ物がおいしいから、な

ど、そういった魅力を感じて自分の生まれ育ったところを誇りに思ったりするような傾向が

あるのではないかなと思いますので、折角八尾に生まれ育つのであれば、そういったような、

自然などの環境を十分にいかしたような教育というところも同時に考えていければと少し思

いました。 

以上です。ありがとうございます。 

 

○市長  

はい。委員の皆様から様々な視点からのご意見ありがとうございます。 

もっと皆さんとお話をしたいのですが、時間の制約もあり、次の議事もありますので、皆

さんから今いただきました貴重なご意見というものは私もその通りだなと思いますので、し

っかりとその辺りも、教育の部分のみならず、八尾市全体の施策の中で反映をしていきたい

と思っておりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。この教育大綱につきま

しては、今回いただいたご意見も踏まえまして、この 1 月中旬から下旬のスタートを目標と

してパブリックコメントの実施をさせていただきます。 



11 

そして素案を固めていく中で、委員の皆さんには、実施前にパブリックコメント素案がお

手元に届くように、庶務担当を通じて連絡をさせていただきます。 

それでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

それでは次の事項に移らせていただきます。二つ目でございます。新型コロナ禍における

学校運営について、であります。先ほど、水野委員からのご意見にもありました、学校生活

といいますか、授業も含め、今、非常に形態が変わっているなかで、かなり窮屈といいます

か、非常に精神的に厳しい状況のなかで児童・生徒の皆さんは学校生活を送ってこられてい

ます。 

その中で、現場の方でも様々な対策をとられてきているなかで、いろんな気づき等もあろ

うかと思いますので、その辺り、こうするべきであるとか、こういうことはどうですか、と

いった意見も含めまして、ご意見をいただいて参りたいと思います。 

 

まず、私の方から申し上げますと、学校では今、子どもたちも感染症に罹患する事例が発

生したりしているのですが、やはりそれは家庭内感染といいますか、大人から移るというケ

ースがほとんどですので、子どものことを考えるのであれば、大人がしっかり対策をしない

といけないと思うのですが、やはり、罹ってしまうのではないかという不安があるのではな

いかと思います。極端な言い方をしますと、差別につながってしまう、それこそ人権という

ところにも影響が出ているのではないかなというところもありますので、その部分はしっか

りと、コロナを正しく恐れるといいますか、そういった対策もとりながら、しっかり教えて

いく必要があるのかなと思います。 

やはり、不安というところは、噂も含めてあろうかと思いますので、正確な情報を伝える

ということが必要ではないかなと思います。 

そして、あまり細かいところまで情報を出しますと、それこそ差別事象であるとか、そう

いったところにも繋がっていきますのでそこはしっかりと考えた中で、児童・生徒はちろん、

教職員もそうですが、やはりご家庭にも、今、学校はこういう対策を取っていますよという

ようなところも含め、しっかりとお話をする、情報発信をする必要があるのではないかと思

っております。 

それにはやはり、アンケートなどもやってみるのもいいのではないかなというふうに思う

のですが、その中で、子どもたちが今後、こういった経験することはないかとは思いますが、

しかしながら、このコロナ禍という状況の中で、乗り越えてきてくれていると思います。今

の時点で、しっかりと子どもたちは子どもたちなりに考え、今、生活を送ってくれています。 
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私も一度メッセージを出したこともあるのですが、やはり、我々大人としても子どもたち

にこういった困難というものはこれから長い人生の中で、多岐にわたる困難というものが出

てくる中で、しっかりと今を生き抜いていただくことで、今後、そういった困難にも打ち勝

てる強い人間といいますか、たくましく、一人の人として成長して欲しいというようなメッ

セージも出させていただいておりまして、そういったところも合わせて、子どもたちに、メ

ッセージといいますか、周りの大人が、しっかりと伝えるということも、非常に大事かなと

思っております。 

このコロナ禍、いつ収束するかわからない状況ではありますが、できる限り皆さんの、

我々行政側だけで考えますと、やはり現場や保護者の皆さんの感覚と違う部分が出てくるこ

ともありますので、委員の皆さんのご意見等々もいただけたらと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

○教育長  

すみません。それでは私の方から。 

市長が心配してくださっていますように、学校も、八尾市には 1 万 9000 人強の子どもたち

が在籍しているのですが、実際にＰＣＲ検査を受けておられる児童・生徒も、二百数十人い

る中で、実際には陽性の子どもたちは 20 人程度なのですが、市長がおっしゃるように陽性判

定となった子どもたちへのケアというのは、私たちも学校も一番心を配っているところで、

誹謗中傷にならないよう、人権的な教育の課題の一つとして、どの学校も本当に真摯にやっ

てくださっているので、今の時点では、たとえ陽性になったとしても、また学校に平穏に戻

ってきている状況です。そういう状況のなかで、本当に本市の子どもたちは臨時休校になっ

た時からも踏まえ、ずっと頑張ってくれているので子どもたちの頑張りはしっかりと讃えて

いきたいなと思っています。それから、先生方も通常の業務に加えて、先ほどからあるよう

に、学校が安全安心でないと、ということで、日々消毒作業やトイレ等の清掃業務と、負担

も増えているのですが、頑張り抜いていただいているので、先生方にもやはり子どもたちの

安全安心を守るために、大変ですけれども、継続していただきたいということをお願いして

いるところです。 

授業に関しましては、八尾市は全国で一番短いと言われるぐらい夏休みが短かったのです

が、その分、第 2 波第 3 波が来たにもかかわらず、おかげさまで 12 月をもって、授業はすべ

て休業による影響を回復させるところまできましたので、これは結果的には子どもたちや先

生方の頑張りの賜物だと思っています。行事の見直しについては、今回のコロナ禍によって、

本当に今まで例年通りでやっていた行事がよかったのかどうなのかという辺りも含め、学校
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としては見直しを行う本当に良い機会になりましたので、その辺りも今後にこの経験を生か

し、新しい形を生み出していって欲しいということを、学校に強く指示しているところです。 

また、この間、市長におかれましては、補正予算を組んでいただき、学校も大変助かった

のですが、直近では修学旅行のキャンセル料の全額公費負担や、学校給食による需要の減少

によって影響が出ている和牛肉等の食材の購入など、補正予算を組んでいただいたので、子

どもたちには、良い食材を食べられるということだけではなく、食を通して命をいただいて

いるということのありがたさも伝えまして、先ほど市長からも食育の話もしてくださったの

ですが、食育の方も推進していきたいと思っております。 

今後、今現在はレッドステージということで、今後の状況もとても気になるところなので

すが、府域の感染状況によっては追加的な対応もしなければならないことも起こるかとは思

いますが、しっかりと、粛々と感染症対策を実施しながら対応していきたいと思っておりま

すので、どうかよろしくお願いします。 

 

○委員  

それでは、私の方から思っていることですが、私は中小企業の経営をしてきたわけです

が、行政として非常によくやっていただいていると思っています。マスコミ等で見て、全国

で見ましても、皆よくやっていただいているなと思っています。私がこの新型コロナウイル

スについて思うのは、今、市長もおっしゃいましたが、正しく恐れるということです。今以

上、行政が様々なことを展開しても、私は効果が薄いのではないかなと思っています。こ

の、正しく恐れるということで、やはり個々人の自己責任といいますか、自分で管理すると

いうことも大変問われているといいますか、これをしないとどうしようもないのではないか

と思います。 

これは一般的にもよく言われておりますけども、新型コロナウイルス感染者の 8 割が無症

状であると。20％は発症し、20％のうちの 5％が重症化するというようなことで、8 割の無症

状の方がいらっしゃる中で、どうされていくのかというのは、経営者として数字ばかりの話

をしていますと、これはもう、完全に抑えるのは不可能ではないかというように感じており

ます。もっとこれから、自分たちで正しく恐れ、広めない努力、政府や行政にばかり期待し

ないで、個々人が注意をするような発信であるとか、そういったことが重要でないかなと思

います。教育委員会としましても、学校ということで言いますと、児童・生徒に注意しなけ

ればならないということを、行政がどうこう言う以上に力を入れて、活動すべきなのではな

いかなということを思っております。以上です。 
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○委員  

少し時間も気になっているのですが、3 月から一斉に休校になり、4 月 8 日には休校はなく 

なるであろうと誰もが思っていたものが 5 月までずっと、分散登校まで休校だったわけです 

ね。 

不登校がものすごく増えるのではないか、ほとんどの子どもが学校に来ないのではない

か、など、いろいろと心配したのですが、結果的に私が学校支援をさせていただいている感

覚でいいますと、そこまで不登校の児童・生徒は増えていないです。これは本当に先生方の

きめ細かなケアがあったからこそだというふうに思っています。 

そうした点からも、八尾の先生方は本当に頑張っておられると思います。ただ、今、村本

教育長職務代理者も企業に関わる人の視点ということでおっしゃいましたが、日本経済・世

界経済に与える影響というものは非常に甚大であり、今後、徐々にその影響が、子どもたち

や家庭の経済状況という形で長期的な影響を及ぼすということで、コロナ禍が収束しても、

そのあたりは見ていかなければいけないのではないかと思っています。 

もう一点、大阪大学の調査によると、日本人は他の諸外国の方と比べて新型コロナウイル

ス感染症に感染した原因は自分の責任だ、と思う人が断トツに高いという分析をされていま

す。日本では、ほとんどの人は自分の責任によって新型コロナウイルス感染症に罹りました

と思っているということで、そういった意味でご自身を責めておられるなど、逆に言えば諸

外国では、罹ってしまったのは仕方がない、と言いますか、ウイルスが原因だからというこ

とで、それが先ほどの市長がおっしゃられた差別のようなことに繋がっていくということに

もなりますので、そのあたりは冷静な対応と教育ということも必要なのではないかと思いま

した。以上です。 

 

○委員  

私は今の学校の様子はどうなのかと思っています。 

新型コロナウイルス感染症対策をとりながら、日々様々な教育活動の回復と充実に努めて

いただいている様子を、直に見せていただきたいと思い、10 月と 12 月に二つの小学校を訪問

させていただきましたので、一つの情報提供ということでお話しさせていただきたいと思い

ます。 

1 校目は全学年の 4 時間目の授業と、給食の時間を見せていただいたのですが、どの学年の

子どもたちも、マスクをきちんとつけること、外から教室に入るときや給食前の手洗いは徹

底して行うこと、人との距離はあまり近くなり過ぎないように、また、大きな声は出さない

で静かに落ち着いて行動することなど、これまでずっと指導してこられたことが、当たり前
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で自然な態度として、子どもたちにしっかり定着しているなと感じました。それと同時に、3

密が当たり前の学校の中で、入学してきたばかりの小学一年生にも定着している様子から、

ここまで指導されてきた先生方のご苦労を思いますと、本当に大変だったろうと思いました。  

また、最前線に立って日々いろいろな判断をし、マネジメントしておられる校長先生から

もお話を伺いました。休校していた期間の授業時数を回復させるための教育課程を組んでい

るという部分も、今現在は 2 学期でほぼ回復できたというような、教育長からのお話もあり

ましたが、その時は 7 時間目の授業、中学校では 7 時間目です。また、小学校ではちょっと

授業時数を増やしているということをおっしゃっていました。 

また、様々な行事、例えば、校外学習や授業参観などの実施にあたっては、修学旅行は宿

泊ではなく、行き先を変えて日帰りにしたこと、他の学年の校外学習も工夫しながら実施し

ているということ、それから、授業参観では密を避けて 1 日ではなく 1 週間にわたって行っ

たということなど、先生方とも話し合いながら実施しているということをお聞きしたのです

が、保護者の方々の、子どもたちの学校での様子を見たいという気持ちも十分理解できます

し、学校の先生方も子どもたちの姿をどんどん見ていただきたいのだけれども、やはり、感

染対策との両立を考えると、難しい部分もあるので一つ一つ工夫していきながら、新たなス

タイルを探ってやっていきたい、子どもたちの安全安心を第 1 に取り組んでいきたいとおっ

しゃっていたのですが、私はそれを聞かせていただき、自分の経験からもさぞかし気苦労が

多いのではないかなと思ったのですが、その話し振りに、粘りと力強さを感じまして、心強

く思った次第です。 

また、もう一つの学校へ行かせていただいたときは、施設設備の環境ということで、玄関

にペダルを踏めば消毒液が出てくる装置が設置されていたのですが、それは市の予算をつけ

ていただき買いましたとおっしゃっていました。 

そのような感染対策用品が置かれていたり、また、子どもたちが対面して何人かで座らざ

るをえない図書室のような大きなテーブルのある教室では、大きなテーブルの中央には手づ

くりの透明ボードが置いていたりしました。それを見せていただいて、本当に環境づくりに

おいても、学校の状況に応じて様々に工夫しながら感染対策をしっかりとっていただいてい

るなと思い、本当にありがたいなと思いました。また、トイレの清掃であるとか、階段の手

すりなど、感染リスクの高くなる所については、子どもたちではなく、先生方が放課後の授

業が終わってからの時間を利用し清掃しておられるということもあると聞いていたのですが、

その学校では地域の方々が学校のことをいつも気にかけてくださっており、今回のコロナ禍

においても学校は大変だろうから何かお手伝いすることはないですか、というようなことを
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聞いてきてくださり、トイレの清掃は地域の方々がしてくださっているということもお聞き

しました。 

私はその話を聞きまして、本当にありがたいことだなと思いましたし、地域の方々の温か

い思いやりに感謝の気持ちでいっぱいになりました。コロナ禍の時であるからこそ、互いに

思いやるやさしい気持ちや、思いやりの気持ちというのを持ちながら日々過ごしていかなけ

ればならないなと、私自身改めて思った次第です。このように 2 校だけの訪問であったので

すが、管理職の先生をはじめすべての先生方の動きや、環境づくりを実際に見せていただき、

本当に学校全体で骨身を惜しまず、子どもたちの命を守るために様々に工夫されて、非常に

よく頑張っておられることがわかり、本当に感謝したいと思いましたし、何か手伝えること

があるならば、お手伝いをしたいなと、今思っております。以上です。 

 

○委員  

私は子どもたちを見ていて、我が子であるとか、近所の子どもたちやお友達を見ていて、

本当に子どもたちは上手にコロナ禍の現状を受け入れているのだなと思っております。大人

が家庭でニュースを見ながら、それぞれの考えを口々に出しているのでしょうが、学校の先

生方が本当に上手に伝えてくださっているように思いますし、この冬休みに関しても、私の

家族もどこにも行かない予定にはしているのですが、そういったこともすんなり受け入れて

くれているようですし、子どもたちの姿勢から学ばせていただいていることが多いなと思い

ます。学校の現場の先生方のご指導のおかげだなと、私個人は思っております。以上です。 

 

○市長  

ありがとうございます。今回、コロナ禍がこのような状況にある中で、学校現場だけでは

なく、八尾市民の皆さんのお気持ちと言いますか、改めて凄いことであると感じました。 

行政が対策を取っていくことは当然なのですが、やはり行政だけでは無理な部分もある中

で、何かできないかというところで、早い段階から、市民の皆さん、企業の皆さん、団体の

方々など、ありとあらゆるところから、ご寄附も含めお声をいただいております。その中で

もやはり「学校でこれを使って欲しい」といった、声もたくさんいただいておりますので、

やはりこういったところも、本当にオール八尾市で、今、対策をとっていくというところで、

非常に私としても、心強く感じているところであります。 

その中で、行政としてはしっかりと、引き続き対策を行う中で、八尾市単独の予算も含め、

また、国においても新型コロナウイルス感染症対策に係る交付金の追加計上の動きがそろそ

ろ出てくるといった状況もありますので、しっかりとその辺りも活用していく中で、学校の
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安全を作っていきたいと思っております。 

この事項の最後となりますが、改めてこの公の場において、学校の教職員の方々、また、

地域の方々、もちろん児童・生徒の皆さん、保護者の皆さんも含めまして、これまでの対応

に深く感謝をしておりますので、この場でお礼を言わせていただきたいと思います。 

本当にありがとうございます。 

それではあと 10 分ほどしかありませんので、最後の事項となります。昨年度からいじめ問

題対策というところについてご議論をいただきました。それぞれが組織を立ち上げ、条例等

もできました。先ほどもお話がありましたが、組織や条例を作ったから解決するというもの

ではありません。しっかりとこうしたツールを使いながら、今後様々な取り組みを進めてい

かなければいけないところもあろうかと思いますが、今、お気づきの点や、こうするべきで

はないか、といった点がございましたら、ご意見いただければと思います。 

 

○教育長  

それでは、時間もないので、あまり詳しくお話はできないかと思うのですが、教育委員会

としますと、教育委員の皆さんも事務局も一丸となりまして、去年の調査報告書、或いは再

調査報告書も受け、やれる限りのことをしっかりと真摯に取り組んでいこうということで、

取り組んでいる最中です。 

学校や教職員への研修も含めまして、教育委員会のみならずに専門家やいじめから子ども

を守る課の専門家の方にもご助言いただきながら、しっかりと取り組んでいきたいといった

状態にあります。 

重大事案に至らぬよう、本当にやらねばならないことが山ほどあるのですが、我々も重く

受けとめ、今年度もしっかりと取り組みを進めているところです。いじめからこどもを守る

課とはしっかりと話し合いも重ね、それぞれの役割をしっかり果たしていきたいと思ってい

るところです。 

文教常任委員会の委員の皆さんにも、今回、課題として、テーマとしていじめ問題対策に

ついて取り組んでいただけますので、真摯に教育委員会の取り組みを報告していきたいと思

っているところです。 

水野委員からも思っておられることあるかと思うので、お願いします。 

 

○委員  

それでは、発言させていただきます。 

脱いじめの傍観者教育について、私も二つの中学校を拝見させていただきました。ＳＮＳ
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上のいじめ問題をどう止めるかという非常に具体的な話でした。子どもたちに意見を聞き、

子どもたちがどう止めるかということを話し合っていくという、コロナ禍のこともあり、対

人接触が難しい中で、やはりＳＮＳを介したいじめということには、本当にこれからいろい

ろと気を配っていかなければいけないと思います。引き続き、脱いじめ傍観者教育、つまり

は周りの人たちが、気づいた人がちょっと声をかけるということなのですよね。冒頭に、市

長がおっしゃられた通り、共感する力といいますか、思いやりというところが、小学校高学

年ぐらいから、中学生ぐらいにかけて、その力が育まれると非常に良いなと思いましたので、

引き続き脱いじめ傍観者教育をお願いしたいと思いました。以上です。 

 

○市長  

この、いじめ問題対策に関しましてはゴールがないといいますか、しっかりと積み上げて

いく中で、本当に様々なツールというものがあり、必要であればどんどん対応していきたい

と思っておりますので、率直なご意見も含めて、今後もいただければと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

本当に限られた時間ではございましたが、本当に皆さんから熱心なご意見等をいただきま

した。本当にありがとうございました。これから年末年始を迎える中で、まだまだコロナ禍

も収束の見通しが立たない中ではありますが、どうか皆さんにおかれましては、ご自愛いた

だく中で、さらなるご活躍をしていただきますとともに来年以降も、様々な視点からご意見

賜りますことをお願い申し上げまして、本日のこの総合教育会議を閉会とさせていただきま

す。 

本当にありがとうございました。 


