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１１月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】  それでは、11 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藤井委員を指名しますので、どうぞ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。 

 

【中山教育長】 10 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。 

 

【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、 10 月臨時会会議録について承認

と決しました。 

 

【中山教育長】 では、続きまして 10 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。 

 

【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、 10 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１１月２０日（金） 

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  

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・式教育政策課長・黒井人権教育課長・

中西政策推進課長補佐・平井政策推進課係長 
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（教育長報告） 

10 月 22 日（木） 

10 月 23 日（金） 

10 月 26 日（月） 

10 月 27 日（火） 

10 月 29 日（木） 

10 月 30 日（金） 

11 月２日（月） 

11 月３日（火） 

11 月４日（水） 

 

 

 

11 月５日（木） 

11 月９日（月） 

11 月 10 日（火） 

11 月 11 日（水） 

 

11 月 13 日（金） 

11 月 14 日（土） 

 

11 月 16 日（月） 

11 月 17 日（火） 

11 月 18 日（水） 

11 月 19 日（木） 

 

定例教育委員会 

第２回八尾市社会教育委員会議 

９月市議会定例会本会議（第６日） 

令和２年度第７回行財政改革推進本部会議 

令和２年度大阪府都市教育長協議会秋季研修会 

学校訪問（大正北小） 

学校訪問（桂小・北山本小・長池小） 

令和２年文化の日表彰式典 

令和２年度第８回行財政改革推進本部会議 

部長会 

第 19 回危機管理本部会議 

学校訪問（亀井中） 

学校訪問（志紀中） 

校長会 

八尾市文化財保存活用地域計画協議会 

学校訪問（用和小・西山本小） 

八尾市学校給食献立コンテスト表彰式 

定例教育委員協議会 

公益財団法人日本教育公務員弘済会「フレッシュコンサート」 

八尾市ひゅーまんフェスタ 2020 

学校訪問（亀井小・曙川東小・志紀小） 

学校訪問（久宝寺小・上之島中・山本小） 

学校訪問（曙川南中・東中） 

学校訪問（刑部小） 

菊花ライオンズクラブ市長感謝状贈呈式 

 

【中山教育長】 この時期、例年ならば学校長に教育長室に来ていただいて、評価育成シ

ステムに則り、それぞれの目標についての進捗状況を確認させてもらっていますが、本年

度は学校訪問をさせていただいて、１時間から 1 時間半程度の時間をかけて、忌憚のない

意見を聴いて話し合いを重ねているところです。学校状況も学校現場で聴くことでよくわ

かりますので、今回のこの形は良いと思っているところです。現時点で 42 校の約半分が

回れたところですので、引き続き、時間をかけてしっかり回って行きたいと思っています。 

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、ご報告いただければと

思います。何かございませんでしょうか。 

 

【村本教育長職務代理者】 11 月 17 日、令和２年度第１回市町村教育委員会オンライン

協議会に参加いたしました。全体会として、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画

課による開会挨拶及び分科会テーマに係る説明があり、その後、分科会のグループ協議を

行いました。私は、第２分科会の「いじめ・不登校支援について」と第３分科会の「地域
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と学校の連携協働について」に参加いたしました。分科会は５名のグループに分かれ、最

初に各人３分程度の自己紹介と現状報告をし、その後、各教育委員会の取組み及び分科会

テーマに係る説明で提示された話題についての意見交換を行いました。 

オンラインでの協議ということで、パソコン画面にグループ５人の映像が写され、私に

とっては初めての経験で、最初は大変緊張いたしましたが、徐々に慣れてきまして、北海

道から沖縄県まで、全国 178 名の方々と身近に会議が行えるオンラインの利点を感じられ

るようになってまいりました。また、５人という少人数でのグループ討議でしたので、非

常に中身の濃い協議会であったと思います。 

 以上です。 

  

【中山教育長】 学校現場におけるＩＣＴ活用も進んでおりますが、教育委員会において

もオンラインでの協議を体験できる良い機会であったかと思います。遠く離れた方々とも

会議ができるということで、時代が新しい生活様式になってきている、また、教育委員会

の研修につきましても変わってきていると感じています。今後、第２回以降の同オンライ

ン協議会には、水野委員、藤井委員にも参加いただく予定ですのでよろしくお願いいたし

ます。 

他の委員の皆様、何かご報告ありましたらお願いします。 

 

【岩井委員】 10 月 28 日、今の学校の様子はどうなのか、新型コロナの感染対策を取り

ながら日々、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接見せていただきた

いと思いまして、八尾小学校に行かせていただきました。全学年の４時間目の授業と給食

の時間を見せていただきましたが、どの学年の子どもたちも、きちんとマスクをつけるこ

と、外から教室に入る前には必ず手洗いをすること、人との距離があまり近くなりすぎな

いように、また大きな声を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、もう当たり前の自然な態度として子どもたちにしっかりと定

着していると感じました。特に１年生の子どもたちの給食前の手洗いですとか配膳中の行

儀の良さ、静かさには本当に感心させられました。また、６年生の音楽の授業ですけれど

も、音楽発表会を目指して合唱指導をしておられましたが、マスクをして部屋の喚気に充

分気をつけながらという状況でしたが、一生懸命に練習している姿がとても活き活きとし

ていて、また堂々としていまして、最高学年として順調に成長しているなと思って安心い

たしました。それから、６年生は日帰りの修学旅行を楽しんだということ、他の学年も

色々と工夫をして校外学習を実施していただいているということ、それから保護者の方々

には、子どもたちの学習の様子を実際に見ていただく機会の提供ということで、授業公開

ウィークというのを設けられまして、保護者の方が１日に集中しないように工夫して、授

業参観日を９月 14 日から１週間実施されたということ、その中の１コマで、１年生は体

育の授業公開ということで、いつもは運動会で披露するようなダンスを見ていただいて、

大変喜んでいただいたということを校長先生からお聞かせいただきました。学校としても、

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わかりますし、学校も

行事等で子どもたちの様子をどんどん見ていただきたいという思いはあるけれども、やは

りコロナウイルスの感染対策との両立を考えると難しい部分もあるので、授業公開ウィー
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クのように新しいスタイルを模索しながら、今後も取り組んでいきたいとおっしゃってお

りました。私は、管理職の先生方をはじめ、全員の先生方の動きも実際に見せていただき

まして、学校全体で先生方が新型コロナウイルスの感染対策を取りながら、色々工夫をし

て非常に良く頑張っていただいているのがわかりましてありがたいと思いましたし、私も

何か少しでもお手伝いできることがあったら手伝うよと思いながら帰らせていただきまし

た。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 実際に学校の様子を見てきていただいてご報告いただきました。ありが

とうございました。 

 他に質疑等ございませんか。ないようでしたら、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。 

 議案第 38 号「八尾市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例制定議案に対す

る意見について」を審議いたします。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 38 号「八尾市教育に関する事務の職務権限の特

例を定める条例制定議案に対する意見について」、ご説明させていただきます。 

まず、お手元配付の議案参考資料「(参考)関係法令」をご覧ください。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、第 21 条に教育委員会の職務権限が、

第 22 条に地方公共団体の長の職務権限が規定されているとともに、第 23 条で職務権限の

特例について規定されております。 

この職務権限の特例の規定は、条例で定めることにより、地方公共団体の長が同条各号

に掲げる事務について、管理・執行することができるというもので、令和３年度に向けた

本市組織機構の見直しにおいては、産業、文化財、文化、スポーツといった八尾の魅力・

地域資源にかかる事務を集約し、より創造的・総合的な業務展開を推進するため、「スポ

ーツ」「文化」や「文化財の保護」に関する事務について、市長が管理、執行することが

予定されていることから、同法の規定に基づき、現在、開会中の令和２年 12 月定例会に、

八尾市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例制定の件が上程されているもので

す。 

また、同法第 23 条第２項では、地方公共団体の議会は、職務権限の特例を定める条例

の制定改廃の議決をする前に、教育委員会の意見を聴かなければならないと規定されてお

り、この規定に基づき、お手元配付の資料「八尾市教育に関する事務の職務権限の特例を

定める条例制定議案に対する意見について」のとおり、市議会議長から意見を求められて

いるところでございます。 

それでは、お手元配付の資料「八尾市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例

制定議案に対する意見について（回答）案」をご覧ください。 

当該条例制定議案についての教育委員会としての意見でございますが、市長が管理、執
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行することが予定されている「（学校における体育に関することを除く）スポーツに関す

ること。」「文化に関すること。」「文化財の保護に関すること。」は、それぞれ本市第

６次総合計画においては、「スポーツを通した都市魅力の向上に取り組むこと」や「芸術

文化の魅力を活かした豊かなまちづくり」「歴史資産などの保全・活用・発信」といった

めざす暮らしの姿や施策が位置づけられているところでございます。 

これらは、いずれも「つながり、かがやき、しあわせつづく、成長都市  八尾」という

将来都市像の実現に向けて、様々な部局との連携を強化するとともに、市民や各種団体と

の協働を進めることにより、これまで培ってきた市民等との継続的、発展的な取組みはも

とより、市長の職務権限となることで、本市の魅力や地域資源をまちづくりと連動させな

がら、より積極的、効果的に活用していくことなどが期待できると考えております。 

加えて、文化財については、貴重な国民的財産であることから、その保全に取り組むた

めに必置とされている文化財保護審議会についても、引き続き設置いただくことも確認さ

せていただいております。 

以上のことから、令和２年 11 月 16 日付け八議第 650 号にて照会のありました当該条例

制定議案については、異議ありません、との内容で回答したいと考えているものです。 

以上、甚だ簡単な説明ではありますが、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、式課長から説明がありましたように、今回、令和３年度の機構改革

に伴いまして、「スポーツ」「文化」や「文化財の保護」に関する事務について、市長が

管理、執行することが予定されていることから、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の規定に基づき、教育委員会の意見を求められていますので、こういう形で、「異議あ

りません」と回答させていただきたいと考えている議案の提案になります。 

この件につきまして、委員の皆様のご意見等いただきます前に、今回の機構改革につい

ての教育委員会の考え方等々について、新堂副教育長兼教育総務部長から説明願えますか。 

 

【新堂副教育長兼教育総務部長】 11 月 13 日の定例教育委員協議会でもご報告させてい

ただいたところですが、今回、スポーツ、文化財に関しまして、先ほど提案説明させてい

ただいたとおり、市長部局において、より創造的・総合的な業務展開を進めていただくと

いう立場で教育委員会としては市長部局への移管を考えております。このことを前提に、

改めて教育委員会事務局内の体制を検討させていただいておりまして、大きくは、二部体

制になっていたところ、部を廃止いたしまして、事務局一元化という形での体制整備をし

ております。こちらにつきましては、家庭教育、社会教育及び学校教育を一元化して教育

委員会事務局として進めていくという立場で整理をさせていただいておるところです。そ

ういった中で、部を廃止しておりますので、それを統括する立場として、副教育長と新た

に教育監という専門職を設置いたしまして、教育全般に関する専門的な視点で教育監が、

教育委員会事務局の事務的な部分を総括して副教育長がという整理をさせていただいたと

ころです。 

また、今回の整理にあたりまして、市長部局で所管していただいておりました教育施設

であります、桂と安中の両青少年会館につきましては、切れ目ない子どもの支援、子ども
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の居場所あるいは青少年教育という部分の施設ということで、改めて教育委員会に位置づ

けをいたしまして、教育委員会事務局内に移管するという形で考えております。いずれに

しましても、教育委員会の組織編成権の中で、今回の組織機構につきましては、総合計画 

あるいは策定を進めております八尾市教育振興基本計画を着実に推進する組織体制を限ら

れた財源と人的資源でより柔軟かつ効果的にという視点から整備をさせていただいたとこ

ろです。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

 

【村本教育長職務代理者】 教育委員協議会等で説明を受け、十分な意見交換を行いまし

た。「スポーツ」や「文化財の保護」に関する事務は、残念な気もしますが、市長部局に

おいて、八尾の魅力、地域資源にかかる事務を集約し、より創造的、発展的に進めていた

だけるということであれば良いのではないかと考えております。観光資源としての文化財

の活用、発信、スポーツ振興の発展等も期待しておりますし、教育委員会としても側面か

ら応援していければと思っています。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者におかれましては、文化財について想い入れを持

ってこの何年間か見てきていただきましたので、教育委員会から市長部局に所管が移ると

いうことを最初に聞かれたときは、思いもあったかと思いますが、これまで様々保全に取

り組んできました文化財について、更に八尾市の魅力の発信に繋がるよう、市長部局に引

き続きやっていただくことをお願いしたいと思います。 

他に質疑等ございませんか。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 38 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 38 号「八尾市教育に関す

る事務の職務権限の特例を定める条例制定議案に対する意見について」を原案どおり可決

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。 

 「八尾市教育大綱 (案)について」、山本総務人事課長、平井政策推進課政策推進係長

より報告させていただきます。 

では、お願いします。 
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【山本総務人事課長】 それでは、八尾市教育大綱（案）について、報告いたします。 

教育大綱につきましては、「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、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す。現行の教育大綱については、平成 27 年に策定し、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為に、５年間を計画期間としておりまし

たが、今年度をもって計画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

であります。 

つきましては、12 月 18 日に開催予定の令和２年度第１回八尾市総合教育会議へ向け、

会議の庶務を担当する政策推進課を通じ、大松市長から次期教育大綱の改定方針及び改訂

素案が示されましたので、政策推進課より報告いたします。 

 

【平井政策推進課係長】  政策企画部政策推進課係長の平井でございます。それでは説

明させていただきます。 

お手元配布の資料、「次期八尾市教育大綱の策定に関する考え方について」をご覧くだ

さい。 

次期教育大綱の策定にあたりましては、「２．次期教育大綱の基本的方針」にあります

通り、平成 27 年度の法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、社会情勢の背景や関連する各計画内容の変化に対する整合性を図り、

「３．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いたします。 

１つ目は、基本理念についてでありますが、現行の教育大綱と同様に、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（案）を踏まえまして見直しを図ってい

くことといたします。 

２つ目は、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は、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等

を踏まえまして見直しを図っていくことといたします。 

３つ目は、対象とする期間の延伸であります。現行の対象期間につきましては、５年間

を期間としておりましたが、次期大綱につきましては、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教育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、８年といた

します。 

４つ目は、現行大綱の巻末に掲載の「未来を切り拓くチャレンジする『八尾っ子』４つ

の育成宣言」についてであります。平成 27 年の教育大綱の策定以降、国における地方創

生の議論とも併せまして、「一億総活躍社会」や「人生 100 年時代」、全世代を対象とし

た「生涯活躍のまち」構想など、生涯にわたる視点での人の活躍、協働の活性化等の各種

施策の推進が加速しているといった状況や、社会状況や国の動向も踏まえた、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」と「八尾市図書館サービス計画」の趣旨を包含する等、現行計画を継承・発展さ
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せました「八尾市教育振興基本計画」を策定中の教育委員会の動きも踏まえ、子どもの育

成に特化した４つの育成宣言については、今回定めず、基本的な方針を示す教育大綱とす

ることといたします。以上の変更点を踏まえた方針を基に作成された次期教育大綱（案）

を、お手元に配付させていただいております。 

次に、次期八尾市教育大綱の今後のスケジュールを報告いたします。「４．策定の流

れ」にあります通り、教育委員の皆様におかれましては、本日、この教育大綱（案）に関

するご意見をお伺いさせていただき、総合教育会議の庶務担当である私ども、政策推進課

が、各委員の皆様から頂きましたご意見を大松市長へ報告し、その内容を踏まえまして、

12 月 18 日の総合教育会議において教育大綱案（第２版）として大松市長から提示し、再

度、意見交換の場を設定する予定しております。その後、パブリックコメントや再度の開

催を予定しております総合教育会議等を経て令和３年３月の策定へ向け進めていきます。 

委員の皆様におかれましては、ご多忙とは存じますが、次期、八尾市教育大綱の策定に向

け、ご協力方よろしくお願いいたします。以上、甚だ簡単ではございますが、八尾市教育

大綱についての報告といたします。 

 政策推進課からの報告事項は以上となります。 

 

【中山教育長】 教育大綱は、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られたものですので、

今回、説明いただいた内容について質問等ありましたら、事務局で持ち帰っていただいて、

その後、12 月 18 日の総合教育会議の場で我々と市長とでお話しをさせていただくという

流れになりますので、委員の皆様、質問等ありましたら事務局までよろしくお願いします。 

 

【岩井委員】 変更に対しての考え方というのは、今説明いただきまして、十分わかりま

したので、意見については、12 月 18 日の総合教育会議でお話しさせていただきたいと思

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、12 月 18 日の総合教育会議で協議させていただきたいと思いますのでよろし

くお願いします。 

 

【中山教育長】 次に、「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。 



－9－ 

 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） 

 


