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１０月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、10 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密状況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伝えしておきます。 

 本日の会議録署名委員に岩井委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 では、９月定例教育委員会会議録の承認について審議いたします。 

 委員の皆様、この件につ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、９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） 

９月 18 日（金） 

９月 23 日（水） 

９月 29 日（火） 

９月 30 日（水） 

 

 

10 月１日（木） 

10 月２日（金） 

 

定例教育委員会 

予算決算常任委員会全体会 

令和２年度第６回行財政改革推進本部会議 

９月市議会定例会本会議（第４日） 

予算決算常任委員会全体会 

教育委員任命式 

臨時校長会 

部長会 

学校訪問(山本小) 

開 催 年 月 日  令和２年１０月２２日（木） 

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・木下教育総務部次長・南学務給食課長・黒井人権教育課長  
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10 月３日（土） 

10 月５日（月） 

10 月 10 日（土） 

10 月 14 日（水） 

10 月 15 日（木） 

 

 

10 月 20 日（火） 

大阪府都市教育長協議会 10 月定例会 

世界人権宣言パネル展 

９月市議会定例会本会議（第５日） 

八尾ライオンズクラブＣＮ60 周年記念事業 

予算決算常任委員会文教分科会 

臨時教育委員会 

定例教育委員協議会 

予算決算常任委員会総務分科会歳入決算 

予算決算常任委員会全体会 

 

【中山教育長】 この間、市議会の定例会本会議、予算決算常任委員会、文教常任委員会

等、議会関係の行事がたくさんありました。また、ホームページ等々で見ていただけたら

と思います。 

 

【中山教育長】 委員の皆様から何かありましたらよろしくお願いします。 

 

【藤井委員】 ９月 28 日、八尾中学校へ脱いじめ傍観者教育の授業見学に行かせていた

だきました。保護者も一緒にお話を伺えるとすごくいいなと思いました。参観とか土曜ス

クールとか、そういったときに、今は３密を避けなければならないので余り大人数では無

理かもしれないですけど、親子で一緒に聞いて、家に帰って話ができても素敵だなと思い

ます。大変勉強になりました。子どもたちもすごく熱心に話を聞いていることに感心しま

した。ありがとうございました。 

 

【中山教育長】 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。 

 私から最後に１点報告させていただきます。村本教育長職務代理者が、10 月 24 日から

２期目に入っていただくことになりまして、９月 30 日に任命式がありました。引き続き、

どうかよろしくお願いいたします。 

 

【村本教育長職務代理者】 頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 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】 本日審議いたします議案のうち、議案第 37 号「八尾市立中学校全員給

食実施方針の決定の件」につきましては、関係資料が八尾市情報公開条例の規定により、

公開可能な時期が来るまでは非公開とすべき文書となりますので、この案件に係る会議は

非公開といたします。これにつきまして、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

【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 37 号については非公開で

審議することといたします。 

 それでは、議事進行の都合上、この案件については、他の議案の審議及び報告等が終了

した後にしたいと思っております。 

 では、議案第 36 号「令和３年度八尾市立学校教職員人事基本方針の決定の件」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 36 号「令和３年度八尾市立学校教職員人事基

本方針の決定の件」につきまして、ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第４号の規定によ

り、委員会の議決をお願いするものです。 

 提案の理由ですが、令和３年度八尾市立学校教職員人事を実施するに当たり、学校教育

の健全な発展と円滑な運営を期するため、適切な人事管理の下に教職員の適正配置を行い、

学校組織の充実を図る必要があるため、本案を提出するものです。 

 令和２年度末、３年度当初の人事異動におきましても、これまでどおり適切な教職員定

数の管理と教職員組織の充実を図りながら、本市教育の向上への期待に応える人事を行っ

てまいりたいと考えているところです。 

 それでは資料、八尾市立学校教職員人事基本方針（案）をご覧ください。順にご説明い

たします。 

 まず、１ページの［１］教職員の人事についてです。 

 学校の活性化、教職員の資質向上の観点から、特に次の点に留意して行います。まず、

アでお示しいたしましたように、定数事情を勘案した上で、新規採用とともに他市町村と

の広域異動に努め、効率的に過員欠員の調整を図ってまいります。 

 次に、イの学校における教職員の構成につきましては、それぞれの学校において、各分

野の推進力となる教職員適正に配置できるよう、計画的な異動を進めてまいりたいと考え

ております。 

 特に、小中一貫教育、人権尊重の教育、特別支援教育、また生徒指導が推進されるよう、

教職員配置に努めたいと考えております。 

 小中一貫教育に関しては、同一の小中学校間や同じ校区内の小学校間の異動についても、

できるだけ積極的に進めてまいりたいと考えております。 

 ウにつきましては、校長の経営方針の下、魅力ある学校作りを推進するとともに、若手

教職員が学校運営へ参画できるよう、教職員の意欲向上に向けた人事に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 エにつきましては、同一校の勤務年数が長期にわたる者につきましては、校長とのヒア

リングをしっかりと行い、学校の実情に応じて計画的な異動を行ってまいります。初任者

は４年、２校目以降は７年で異動対象となりますので、最長である６年、 10 年まで残す

という考えではなく、積極的な異動をすることで、２校目、３校目での勤務を早く迎えさ

せ、人材育成につなげたいと考えております。 
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 続いて、２ページのオになります。多様な人事交流の推進についてですが、市町村間や

異なる校種間に加えて、府立学校、教育委員会事務局等も明記しております。様々な学校

現場や教育行政を経験することで、教職員の育成をしっかりと図ってまいります。 

 その他、ここには書いておりませんが、大学の附属学校等との人事交流につきましても、

積極的に進めてまいりたいと考えております。 

 続いて新規採用者の配置につきましては、新規採用者との面談や経歴、特技等をしっか

りと見極めた上で、配置をしてまいりたいと考えております。 

 以上に留意しながら、全学校において、バランスの取れた適切な人事配置を行い、これ

まで培ってきた八尾の教育を継承して、発展できる組織作りと育成を図ります。 

 ［２］校長及び副校長・教頭の人事についてですが、管理職の適材適所の配置をしっか

りと努めてまいりたいと考えております。 

 また、先ほども述べましたが、若手教職員の管理職登用を念頭に置いたミドルリーダー

の育成、また小中一貫教育の推進が進むような人事配置を行ってまいります。 

 ［３］生命・人権尊重の教育につきましても、その推進に向け、適切に人材を配置して

まいります。 

 最後になりますが、［４］女性教職員についてですが、本年度当初の異動におきまして、

２名の女性校長が退職されましたが、１名の女性新任校長、１名の女性新任教頭が誕生し

ております。将来の管理職登用へつなげられるよう、活躍が期待できる人材についてしっ

かりと育成していきたいと考えております。 

 この人事基本方針案につきましては、 11 月に開催する校長会で提示する予定です。校

長会におきましては、これまでの人材育成の視点に加え、小中一貫教育の推進に寄与する

人事異動を進めるという方向性を示したいと考えております。 

 なお、幼稚園につきましては、今年度末の閉園に向けて、しっかりと取組を進めてまい

りたいと考えております。 

 以上、簡単ですが説明を終わらせていただきます。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】 この人事基本方針ですけれども、大きくは昨年度と変わっていないです

ね。 

 

【木下教育総務部次長】 はい、そのとおりです。 

 

【中山教育長】 過去に 10 年、20 年と同一校にいるというような状況があったときの反

省として、最大の研修が人事異動であるということで、新任４年、それから２校目以降は

７年ということで、そのときからもうずっとやっている状況です。それも含めまして、ご

意見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】 この基本方針についての異議はないですが、お願いを少しさせていただけ

たらなと思います。 

 実際にこの作業を進めていくとなると、人事の担当者の方は本当に大変で、難しいお仕
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事になるとは思いますが、教育は人なり、まさに人でこれからの八尾の教育というのが決

まっていくと思いますので、その重みと責任をしっかりと自覚していただいて、頑張って

いただきたいなと思っております。校長からも、ヒアリングをしっかりしていただくとは、

先ほどもおっしゃっていただきましたが、同じ八尾にある学校でもそれぞれ置かれている

状況や課題は違いますので、丁寧にヒアリングをしていただいて、公平な目で多角的な広

い視野から学校状況を総合的に把握した上で、各学校とも円滑な学校運営ができるような

適正な配置をよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、現場では初任者の先生方もおられますし、若い先生方が多くなってきている

ことや、複雑化する多様な様々な課題が山積する中で、一人ひとりの教職員の資質向上と

か人材育成が喫緊の課題となっていますけれども、先ほど教育長がおっしゃられましたよ

うに、異動が最大の研修ということですので、先生方がキャリアに応じて、教職員生活全

体を通して主体的に学び続けて対応していく力が付くように成長していただくこと、教職

員としての生きる力を育成していくということは、今特に大事だと思いますので、管理職

の先生方には法定研修等の研修も教育センターでいろいろやっていただいていますので、

それもうまく活用しながら、一人一人の先生の人材育成の視点を大事にして、異動時期も

考慮して、学校をマネジメントしていただけたらなと思っております。 

 また、管理職の異動時期についてなんですけども、管理職ご自身が学び続けて対応して

いく意欲と、新たなものを作り出していく創造力といいますか、そういう改革の力という

ようなスイッチをいつもオンにしておくためにも、それから八尾の学校全体の風通しをよ

くしておくためにも、余り長過ぎない、今ぐらいの年限でよいのではないかなと私の経験

からは思っているところです。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

【水野委員】 八尾の学校の先生方の平均年齢がどんどん若年化ということですが、何名

ぐらいが新規で採用されていますか。 

 

【木下教育総務部次長】 今年度当初で申し上げますと、小学校で 30 名、中学校で 20 名、

約 50 名程度の配当です。一時期よりも少し初任者の人数としては少なくなっているのか

なと思います。今年度の大阪府の採用予定数が昨年とほぼ同様ですので、恐らく同じぐら

いの新規採用の配当があるのではないかなと思っておりますが、今後、大阪府とのやり取

りの中で決まっていくところです。 

 

【水野委員】 そうなると４年目の人たちの異動がかなりのボリュームになってくること

ですね。 

 

【木下教育総務部次長】 対象者が毎年数十人おります。ただそれぞれの教職員の個別の

事情、例えば他府県に合格して退職される方また健康面等や出産・育児でお休みされる方

が小学校を中心に特に増えてきているのが現状ですので、全員が４年で動くというわけで
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はございませんが、対象者がたくさんいるのが実情です。 

 

【水野委員】 個人的感想ですが、教師のキャリア形成を考えたときに２校目ってすごく

大事になってくる気がします。異動が最大の研修ということもありましたけども、ミドル

に差しかかる人たちを除いてきたということは、多分すごく大事で、大きい人数の中の人

たちが、これから 30 代に差しかかってくる中での、ウィズコロナ時代の新しい教育とい

うことを前向きに捉えて考えていっていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 私が校長のときに、若いうちにいろんな学校をたくさん知っておくこと

が将来の八尾での活躍につながるということで、どんなに学校に必要な状況であっても、

できるだけ後進を育てるということで、全て４年で大学の附属学校へ行っていただいたり、

あるいは行政に入ってもらったりして、さらにまた２年ほどそこで経験したら、次のステ

ップへということを考えて、自分自身ビジョンを描いていた経験もあります。 

 今年、管理職なり首席なりを受けてくれる人を見ていると、そうやって育ってきた人た

ちが、八尾でしっかりとビジョンを描いていきたいということで、自ら受験してくれてい

るので、この育成の方法は間違ってなかったと私は確信していて、木下次長もその方向で

進めていただいているかと思います。20 代と 30 代前半で八尾の７、８割を占めています

ので、八尾市の学校全部を自分が動かしていくというぐらいの意気込みのある若い子たち

を育てていきたいと思っています。 

  

【藤井委員】 保護者の目線からすると、八尾市内の学校において、基本的な教育が、ど

この学校でも同じように受けられる状況でなければならないはずなので、同じ水準を保つ

という意味合いでは管理職の先生方が定期的に異動されるというのがある意味では仕方が

なくもあり、また期待したいところでもあると私は考えます。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 女性教職員について、もう少し現状等を詳しく説明いただけますか。 

 

【木下教育総務部次長】  管理職員で申し上げますと、小、中、義務教育学校合わせて

18 名の女性の管理職を配置しております。また、首席や指導教諭など、学校運営の中核

になる教員でも、どちらかというと小学校のほうが女性の割合は高いですけれども、配置

をしております。来年度に向けての、今選考時期ですけれども、そこにおいてもチャレン

ジしていただいている現状もございます。 

 

【中山教育長】 現在、令和２年度 18 名ということですね。 

 

【木下教育総務部次長】 はい。 

 

【中山教育長】 他、よろしいですか。 
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【村本教育長職務代理者】 一企業の者としての立場から申し上げますと、私たちも異動

というのはぜひしたいと思っています。ところが私たちの場合ですと、部署が変わると業

務内容等も全然変わってしまいますので、変えるとかなり業績にマイナス影響が出てくる

ことから、やりたくてもやれないということがありまして、学校の先生であれば地域によ

っていろいろ差はあるでしょうけれども、基本的にやることすべて変わってしまうという

ことはないでしょうから、積極的にされるというのは非常にいいことだと、また大変うら

やましいなと思っております。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 他に質疑等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 36 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 36 号「令和３年度八尾市

立学校教職員人事基本方針の決定の件」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、報告事項に移らせていただきます。 

 まず、「いじめ重大事態事案に係る損害賠償請求事件に係る対応について」、黒井人権

教育課長より報告させていただきます 

 

【黒井人権教育課長】 ９月の定例教育委員会において報告させていただきました「いじ

め重大事態事案に係る損害賠償請求事件」について、その後の対応経過を報告させていた

だきます。資料はございません。 

 令和２年 10 月２日に訴状が届き、同日に市の顧問弁護士へ訴状をお届けし、令和２年

10 月５日に顧問弁護士へ相談に伺い、今後の対応について助言を頂きました。 

 令和２年 10 月６日に顧問弁護士からの助言に基づき、応訴することについて市長に報

告した後、全議員の方へメールにて情報提供を行いました。 

 今後につきましては、市の顧問弁護士との委任契約が完了しており、顧問弁護士と相談

しながら対応してまいります。 

 次に、訴訟の経過と内容について説明いたします。 

 訴訟の経過につきましては、令和２年９月 11 日に大阪地方裁判所に訴えの提起があり

ました。訴訟の内容につきましては、原告の生徒が、被告の生徒から受けた一連のいじめ

事案について、被告の市に対しては国家賠償法第１条第１項に基づく損害賠償請求が、被

告の両親に対しては民法上の不法行為に基づく損害賠償請求の訴えが提起されたものです。 

 以上、甚だ簡単な説明ではありますが、「いじめ重大事態事案に係る損害賠償請求事
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件」に係る対応についての報告とさせていただきます。 

 なお、今後、訴訟等の対応もありますが、当該生徒への支援につきましては、引き続き

しっかりと対応してまいります。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 この後も、この件につきましては皆様に報告をしていきたいと思ってお

ります。今日の報告は、訴状を受けて応訴することに決定したということでお知りおきく

ださい。よろしくお願いします。委員の皆様、ご意見等ございませんでしょうか。 

 それでは、ご意見等ないようですので、次の報告事項、「いじめの重大事態事案への対

応について」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、この報告については非公開で行いたいと思います。よ

ろしいでしょうか。 

 

【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、この次の報告につきま

しては非公開とすることといたします。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。傍聴の皆様、ご退場いただきますようによろ

しくお願い申し上げます。 

 

（暫時休憩） 

 

（以下、非公開報告） 

 

（以下、非公開審議） 

 

【中山教育長】 皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは、議案第 37 号「八尾市立中学校全員給食実施方針の決定の件」につきまして、

南学務給食課長から説明願います。 

 

【南学務給食課長】 それでは、議案第 37 号「八尾市立中学校全員給食実施方針の決定

の件」についてご説明申し上げます。 

 本件は、八尾市立中学校における中学校全員給食を実施するにおいて、実施方針を決定

する必要があるため、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第 15 号の規定に基

づき、委員会の議決を求めるものでございます。 

 それでは、お手元配付の、八尾市立中学校全員給食実施方針をご覧願います。 

それではまず、１ページをお開きください。 

 １、実施方針では、本市では、平成 27 年度から家庭弁当を基本としつつ、デリバリー

方式の選択制中学校給食を実施してまいりましたが、本市における社会状況等の変化から
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保護者等における家庭弁当作りの負担、また、選択制中学校給食の利用率の低迷、さらに

成長期にある子どもたちの摂取する栄養バランスの乱れによる体力の低下等への対応が求

められており、そのためにも中学校全員給食を実施することを規定しております。 

 次に、（１）、基本方針では、①、全ての中学生に、安全・安心で栄養バランスの整っ

た給食を提供することなど、４点を明記しております。 

 次に、２、実施時期等でありますが、市内 15 校を対象に、令和３年度から施設整備や

給食提供体制が整った中学校から順次開催を目指してまいります。 

 次に、３、給食の方式としましては、 15 校の生徒全員が同じ献立の全員給食とし、ま

た、年に数回は保護者や生徒自らが調理する家庭弁当の日を設けます。 

 次に、２ページをお開きください。 

 （２）、中学校給食の実施方式といたしましては、民間調理事業者が保有する調理施設

で給食を調理し、弁当箱に盛り付け、各学校に配送するデリバリー方式とします。その主

な理由といたしましては、中学校全員給食を早期に提供することが可能であることなどと

しております。 

 次に、提供形式でありますが、事前に弁当箱に盛り付けてある弁当箱方式とします。こ

れについては、生徒や学校との意見としても、現在の選択制中学校給食で導入しています

弁当箱方式を希望する意見が多くを占めております。 

 次に、アレルギー対策といたしましては、食物アレルギーを有する生徒に対しては、卵、

牛乳・乳製品等を取り除いた食物アレルギー対応食を提供することで、全ての生徒が給食

時間を安全で楽しく過ごせるようにいたします。 

 次に、給食の実施日数ですが、おおむね 160 日とし、全ての中学校で回数を統一いたし

ます。 

 次に、給食費については、小学校給食と同様に食材料費分は保護者負担とし、調理や配

送等に要する費用については市の負担とします。 

 次に、３ページをご覧願います。 

 給食費の援助といたしましては、小学校給食と同様に生活保護世帯及び就学援助対象世

帯を援助の対象といたします。 

 次に、４、配膳室等の整備でありますが、平成 28 年度までに各中学校で整備を行った

配膳室を継続的に活用することとし、生徒全員への完全給食を実施する場合、既存の配膳

室が狭隘となることから、配膳室の施設整備の充実等を進めてまいります。 

 次に、５、献立・食材購入等については、献立作成や主食・副食等の食材購入は市教育

委員会が行います。 

 ４ページをお開きください。 

 調理業務及び中学校までの配送は、民間事業者が担うことといたします。なお、配膳室

から各教室までの運搬については、生徒が移動台車を活用するなどして運ぶことといたし

ます。 

 また、６、食育指導におきましても、給食を通して健全な食生活に必要な知識や望まし

い食習慣に関する指導に取り組んでまいります。 

 次に、６、事業者選定等でありますが、市内 15 校、約 7,000 食を毎日調理提供するこ

とから、市内 15 校を２または３のグループに区分けし、複数の事業者に委託することと
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します。事業者の選定については、プロポーザル方式を予定しております。 

 次に、実現までの流れでありますが、現時点では、今後、市長部局と財政面等に関して

調整に入ることから、詳細な日程については、明確にはお示ししておりませんが、概ね、

ハード面では、配膳室の設計業務や施設整備、調理備品など調達を行い、また、ソフト面

では、調理事業者の選定や献立作成方針、各中学校での運用ルールづくりなどを進めてま

いります。これらの行程を経て、教育委員会としては、令和４年の１月または２月の開始

を目指しております。 

次に、８、現在選択制中学校給食の総括として５ページの後半に記載をしております。 

最後に、９．事業実施に向けた留意事項といたしましては、昨年度末頃からの新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、八尾市では様々な施策を講じることから、本市の財政運

営は非常に厳しい状況が予測されます。そのため、今回の実施方針の具体化を進める際に

は、本市の財政状況を十分に加味しながら取組むことが求められております。また、現在

の選択制中学校給食の喫食率を高める取組みも並行して取り組んでまいります。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようよろしくお願いい

たします。 

なお、本日、ご審議賜り、ご議決をいただきましたら、当該実施方針の具体化に向け

て、市長部局との調整等に入ってまいります。 

 

【中山教育長】 これまでも協議会等々で教育委員の皆様にはいろいろと考えてきていた

だいたものが、こうして形になっていくということで、今日は忌憚ないご意見を出してい

ただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【水野委員】 ２ページのところの学校給食の提供形式というところで、弁当箱方式、ラ

ンチボックスということですが、これに至った経緯と理由をもう少しご説明いただけたら

と思います。 

 

【南学務給食課長】 今回、全員給食の手法としては、弁当箱方式と小学校同様に食缶方

式、配膳する方式と２つの手法を基本的に検討させていただきました。その中で、今回ラ

ンチボックス方式と考えさせていただいたのは、実施方針に示してありますように、中学

校給食を早期に提供できるという点が大きな要因となっております。 

 まず、既存の選択制中学校給食では既にもう４割の設備があって、また４割の弁当箱が

既に調達されておるということで、今ある資源を有効活用していきたいという考えもあり

ますし、またこれまでに中学生に対してもアンケート調査をさせていただいた結果、ニー

ズとしては、もう６割近くが、給食を実施する場合には弁当箱方式を整えてほしいという

意見が出ております。 

 さらに、今コロナ禍の中で、食缶方式にいたしますと配膳という作業が出てきますが、

それによる感染リスクが高いということで、今年の６月以降、学校再開のときには小学校

給食では配膳をできるだけリスクを減らすということで、先生方が配膳したり、給食の食

数を減らしたりということで、配膳に伴うリスクをできるだけ軽減していきたいという考

えもあります。さらに今の中学校、昼休み時間が実際 20 分で昼食時間を設けております。
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その中で、今は手洗いの徹底を行っておるので、実際にご飯を食べている時間が非常にタ

イトになってきておる状況の中では、素早くご飯を提供して、食べる時間をできるだけ確

保してあげるというところが必要かなと思われますので、そういったことを含めまして今

回ランチボックス方式ということを優先的に考えさせていただきました。 

 

【水野委員】 ありがとうございます。 

 既存の施設があるということ、それからコロナのことを考えると、流れとしてはその流

れしかあり得ないということですね。８月６日の臨時教育委員会のときに、私もお弁当頂

きましたけど、ランチボックスと聞くと冷えたお弁当というイメージでしたが、全くそん

なことはなくて、非常に温かくて味付けもすごくおいしかったです。ちょっとボリューム

が私にはありましたけど、これだけの品目を食べられるということは、本当に中学生にと

ってはすごくいいなと思いました。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、何かありますか。 

 

【村本教育長職務代理者】 今回、デリバリー方式を採用されたということですけども、

それについてももう少しご説明いただけますか。 

 

【南学務給食課長】 今回、デリバリー方式を採用させていただいた背景といたしまして

は、基本的に給食の提供としては、小学校のように各学校で単独で調理場を設けて提供す

るという方式、１カ所で集中的に大きな給食の調理施設を設けるセンター方式、既存小学

校で給食を調理して、それを中学校に配送する、いわゆる親子方式的な手法と、それと今

回考えさせていただいたデリバリー方式と、４点が基本的な調理の提供方法かと思ってお

ります。 

 ただ、先ほど言った小学校のような自校方式、また親子方式、それとセンター方式とい

うことになりますと、土地の確保であったり施設の整備であったり、また学校の建ってい

る位置、いわゆる都市計画上の用途地域上、それが非常に困難な学校もございまして、や

はりいち早く中学校給食を提供するということを考えますと、今のデリバリー方式が最も

早く提供できる手法であり、また市の財政負担も軽減されるということで、今回デリバリ

ー方式を採用させていただいたところでございます。 

 

【村本教育長職務代理者】 分かりました、ありがとうございます。 

 

【中山教育長】 他に質疑等ございませんか。 

 

【岩井委員】 今は、ひとり親の方もおられるでしょうし、いろんな家族形態があると思

います。それに、朝早くからお仕事に出ないといけないご家庭ですとか、夜にお仕事され

ているご家庭もありますし、様々な状況の中で、給食になったらいいわと導入を期待して

おられる意見というのも多いかと思いますが、その辺りをお聞かせ願いたいと思います。 
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【南学務給食課長】 岩井委員がおっしゃったように、選択制中学校給食においては、お

弁当作りが家族、親子のコミュニケーションの大きなツールということで、やはり大切に

していきたいという思いで導入した背景はあるんですけれども、一方で今八尾市の家族の

形態を見ていきますと、母子世帯、父子世帯というものが非常に多く増えてきている状況

もあります。 

 また、祖父母とお孫さんだけの世帯というのも増えてきているのかなと思われまして、

家族の形態というのが一般的なお父さん、お母さん、子どもというような形態だけではな

くて、様々な形態が増えてきています。 

 また、就労形態の多様化ということも言われています。仕事内容によっては、朝もう４

時ぐらいから仕事が始まって、昼前ぐらいに帰ってくるということや、また、夜遅くまで

働いて、朝方に帰ってくるという就労形態も増えてきています。よって、朝にお弁当を作

ってあげたいという気持ちはあるが、作ってあげる時間帯に作る方が家におれない、また、

非常に身体的負担が大きいということも聞いております。 

 そういった中で、実際に保護者アンケートというものを過去にさせていただいたときに

は、子どもさんにはお弁当を作ってあげたいという気持ちはあるが、６割以上の保護者が

弁当作りに負担を感じて、学校給食を提供してほしいという声も頂いております。 

 また、実際に試食会をやらせていただいたときには、来ていただいた保護者の８割ぐら

いが給食を実施してほしいということでしたので、保護者からすると、作ってあげたい気

持ちはあるが、様々な要因で負担に感じておられるのかなと推察しています。 

 

【岩井委員】 お弁当を作る側に立つと、本当に負担が大きいなという部分は私自身も感

じているんですけども、もう何を入れようかなって、遠足とかそういったときは本当に頑

張って、明日は遠足だからっていうので、もういろいろ材料を用意して作っているという

ような状況があるのではないかなと思っています。この基本方針の中に、献立は旬の食材

料や地場野菜を使って、行事食を取り入れるなど、季節感の感じられる多様な給食を提供

しますと書いてありますが、これは本当に食を通じて八尾の郷土、地域や文化と向き合う

ことができますし、季節感という日本独自の豊かな感性にも触れることができて、食で体

を成長させるだけでなくて、感性とか心も豊かにしていくことができるという点で、本当

にすばらしいなと思います。なかなか家で作るとなると、そこまで配慮してというのは負

担があるので、そういうところをしていただけたらありがたいなと思います。 

 

【中山教育長】 南課長の説明にもありましたけれども、我々は選択制給食を選んだとき

に、家庭弁当の良さについても熟慮してきたところがありまして、岩井委員がおっしゃる

ように給食の提供の中で、この季節はこういうものがおいしいんだとか、この料理はこん

なふうにしたらいいんだとかいうのは、生徒たちが将来生きていくための食を考えたとき

に、プラスになる方向で考えていけるかなと思います。 

 それと、お弁当の日を何回か設けるということなので、給食の中で得た知識を生かして

お弁当を保護者の方や自分自身で作る際にもプラスに展開するかなと考えているところで

す。 

 藤井委員、保護者の立場としてどうですかね。 
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【藤井委員】 下の子が小学５年生ですので中学校に上がるぐらいに給食が実施されるタ

イミングだといいなとすごく思っています。 

 最初は全員給食になったら助かる、ありがたいと思う人は相当いると思うんですね。た

まのお弁当ぐらいだったら全然頑張るよって、最初はそうだと思うんですけど、多分すぐ

に、もう全部給食にしてくれたらいいのにみたいに、私自身もなってしまうかもしれない

ですね。 

 ただ、家庭弁当の良さは、家庭に対して忘れないように、子どもたち、保護者に伝えて

いく必要があるのかなと思うのと、これからは女の子だから、男の子だからということを

関係なく、台所に立って自分でご飯を作るということはすごく大事だと思います。小学校

で実施されている読書週間のように、家で読書しましょう、親が読み聞かせてもいいです

し、本人が読んでもいいというのと同じような感じで、お父さんお母さんに作ってもらっ

てもいいけれども、せっかくだから親子で作ってみましょうみたいな努力目標的な啓発を

していただいてもいいのかなと思います。宿題ではないですけど、学校から子どもと一緒

に作るのを推奨されていますとか、そういうことがあれば、子どもに対する声もかけやす

いですし、子どもでもこういうのだったら作れるなとか、そういうことを念頭に、お弁当

が作れるのかなと思って聞いておりました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 もう全て食育の一環になっていくかと思いますので、しっかり取り組ん

でいきたいと思います。 

 あと、スケジュール等々についてはご質問等ありませんか。これが、事務局がやってい

く最短のものになるかと思いますが、よろしいでしょうか。南課長の説明にもあったよう

に、15 校それぞれの状況がありますので、準備のできたところからスタートを切ってい

くという、段階的なものになります。  

ただ、説明にもありましたように、教育委員会としては、この実施方針を定めますが、

今後、市長部局とは財政面を含めて、様々な協議を進めてまいります。コロナ禍において

は、令和３年度中の実現が、困難になることも予測されますが、教育委員会としては、し

っかりと実現に向けて努力してまいります。 

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。 

この議案第 37 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 37 号「八尾市

立中学校全員給食実施方針の決定の件」について、原案どおり可決いたしました。 

本日、原案可決となりました実施方針を具体化するために、今後、市長部局との協議

へと進んでまいります。 

以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。 

それでは、10 月定例教育委員会を終了いたします。 


