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９月定例教育委員会会議録 

 

【角田委員長】 それではただいまより９月の定例教育委員会を開催いたします。 

 まず初めに８月の定例教育委員会の会議録について審議をいたします。委員の先生方、

何かご質疑がございましたでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。 

 全委員ご異議なしと認めます。よって、８月の定例教育委員会会議録について、承認と

決しました。 

 それでは、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

８月29日（水）

９月14日（金）

９月20日（木） 

午後１時より、市長・副市長と教育委員会の意見交換会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時より、文教産業常任委員協議会に出席。 

 

【角田委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いをいたします。 

（教育長報告） 

開 催 年 月 日  平成１９年９月２１日（金） 

開 催 場 所  本館６階 大会議室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

角田 委員長 

寺前 委員長職務代理者 

篠原 委員 

百瀨 委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

・巽教育次長兼教育総務部長・川田学校教育推進長・藤田生涯学

習部長・斉藤教育総務部次長兼総務人事課長・中山教育総務部次

長・浅野教育総務部次長・下司教育総務部次長・倉本生涯学習部

次長兼生涯学習スポーツ課長・松村生涯学習部次長・松岡教育政

策課長・橋本施設管理課長・藤井学務給食課長・柿並指導課長・

吉岡教育サポートセンター所長・渡邉人権教育課長・竹内青少年

課長・大谷八尾図書館長・蒲生桂青少年会館長・田中安中青少年

会館長・岸本文化財課長・大西生涯学習部参事兼放課後児童育成

室長 
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８月29日（水）

８月30日（木）

８月31日（金） 

 

 

９月５日（水）

９月７日（金）

９月９日（日）

９月11日（火）

９月12日（水）

９月14日（金）

９月19日（水） 

 

 

９月20日（木） 

午後１時より、市長・副市長と教育委員会の意見交換会に出席。 

午後１時より、市民表彰選考委員会に出席。 

午前10時より、教育委員会表彰審査会に出席。 

午後２時30分より、府都市教育長協議会夏季研修会・定例会に出

席。 

午前９時30分より、部長会に出席。 

午後１時30分より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前９時30分より、防災訓練に出席。 

午前10時より、市議会９月定例会本会議（１日目）に出席。 

午前10時より、市議会９月定例会本会議（２日目）に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前９時より、公共工事下請業者恐喝事件関連改革推進本部会議

に出席。 

午前10時より、特別職会に出席。 

午前10時より、文教産業常任委員協議会に出席。 

 

【角田委員長】 ご苦労さまでした。 

 ただいまの委員長報告並びに教育長報告につきまして、何かご質疑がございますでしょ

うか。 

 先ほど教育長、府の方で開かれました会議の中で、加配教員の問題とか学級定数引き下

げの問題を要望として上げていくということですが、いずれ形となってあらわれてくると

いうことですが、これは楽しみにしていいことなんでしょうか。見通しはどんなものなん

でしょうか。 

【中原教育長】 国の方でも概算要求で加配について出ておりますが、我々としても学校

での様子は今、相当厳しい状況になっておりますので、希望も含めて形となってあらわれ

てきたらいいなと思っています。 

 ただ、教諭の場合には国と府で給料を持ち寄る形になりますので、府に財源がないと教

員を採用できないこともあるので、府の方も意欲的に教育を変えていきたいという意志は

随分あるように思っておりますので、その意味からも期待したいと思っております。 

 とりわけ特別支援教育にかかわっては、動きも活発になっておりますので、我々教員の

増員に期待しているところでございます。 

【角田委員長】 そうですか。加配教員の問題とか学級定数引き下げの問題は、教育現場

並びに保護者の切実な願いでもありまして、どうぞ今後とも引き続いて要望のほうを続け

ていただきたいと思います。 

 ほかにございますか。 

【篠原委員】 昨日の文教産業常任委員会協議会が開かれたということですが、いつも総

務のほうから本会議、あるいは文産の関係からどういう質問があったか、どういうことを

答弁したのか、そういった簡単な資料をいただいているんですが、昨日のことですので、

何かちょっと重要な質問でもあったのか、あるいは昨日はなかったのか、そこらの内容に

ついて教えてください。 
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【斎藤教育総務部次長】 いつも本会議と定例委員会のほうは報告させていただいており

ますが、協議会のほうは報告はさせていただいておりません。これは非公開でやっており

ます部分ですので。ですから前回のこの協議会のときに本会議の個人質問の部分は報告さ

せていただいたと思っております。 

 以上でございます。 

【角田委員長】 文教産業委員会は協議会だけでございましたので。 

 ほかにございませんか。 

【寺前委員長職務代理者】 先ほど委員長のほうからご質問あった件ですけれども、いわ

ゆる府都市教育長協議会の件です。八尾市として要望事項として、特に大阪府の教育長協

議会のほうに上げていかれたものがありますか。 

【中原教育長】 特に、耐震も含めてですけれども、施設にかかわっての補助を、何らか

の形をお願いしたいということ、単費でやるのは相当大変ですので。施設関係についての

補助をお願いしたいというようなことは、大きな枠組みではありました。あとはやっぱり

教育を進めていくには、人の関係です。単に人をふやせばということではないんですが、

我々も市町村として研修の充実を目指していく必要はございますけれども、人をやっぱり

ある程度確保しないと教育がなかなか進まないだろうということで、目的に応じて、特に、

授業を持たない単独の生徒指導主事の配置をとにかくお願いしたい。現状ではいじめの関

係や不登校の関係やもろもろの事象の関係で対応するリーダー的な教員が要るだろうとい

うようなあたりが特に強調してきた部分でございます。 

【寺前委員長職務代理者】 いずれにしましても、府全体として取りまとめた上で要望さ

れるわけですので、しかし今教育長おっしゃったように、市としてもできるだけ市の要望

を盛り込んでいただけるように、今後ともお願いしておきたいなとこのように思います。 

 以上です。 

【角田委員長】 確かに八尾の場合は個に応じた教育ということを標榜しておりますが、

形態的な側面ばかりを強調しがちな中で、八尾の場合は質的な側面を非常に重視した研修

等に力を入れておる。とはいいながら、形態的な側面も大事でありまして、ぜひ今後とも

今職務代理がおっしゃったように、ひとつご尽力いただきますようにお願いいたします。 

 ほかにございませんか。よろしゅうございますか。 

 ほかに質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 議案審議に入ります。 

 

９月の議案 

議案第２４号 八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件 

 

 まず最初に、議案第２４号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件」につい

て審議をいたします。 

 提案理由を竹内課長よりお願いいたします。 

【竹内青少年課長】 それでは議案第２４号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改
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正の件」につきまして提案説明させていただきます。 

 「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件」につきましては、教育委員会の権

限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第１条第７号の規定により、次のとおり委

員会の議決を求めるものでございます。 

 理由といたしましては、八尾市放課後児童室条例（平成１５年八尾市条例第２５号）で

規定する保育料の納付義務等について入室申請者に周知徹底を図るため、八尾市放課後児

童室条例施行規則の一部改正を行うものです。 

 八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正新旧対照表をご参照願います。 

 改正点につきましては、様式第１号、条例第４条第１項関係、放課後児童室入室許可申

請書の、「同一世帯の申請有無」の欄を「同一世帯の入室申請有無」に、添付書類欄２の、

「最新の源泉徴収票または確定申告書のコピー（源泉徴収票または確定申告書を提出でき

ない場合は、直近３ヶ月間の給与明細書のコピー）」を、「最新の源泉徴収票又は確定申

告書若しくは市府民税申告書の写し（上記２の添付書類を提出できない場合は、直近３ヶ

月間の給与明細書の写し）」とし、欄外、「以上の内容は事実と相違ありません。なお申

請内容等に虚偽の申請があったと認められる場合には、入室取り消しとなることを承知し

ます。」を、「以上の記載内容は事実と相違ありません。なお虚偽の申請があったと認め

られる場合又は八尾市放課後児童室条例第５条第２号に規定する１月以上保育料を滞納し

た場合には、入室許可を取り消すことを承諾します。」に改めるものでございます。 

 なお、附則におきまして、公布の日からの施行といたしております。 

 以上誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよろし

くご審議、ご承認賜りますようお願いいたします。 

【角田委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、ご質疑がご

ざいますでしょうか。 

 保育料の納付義務等につきましては厳しい問題があると仄聞いたしておりますが、そう

いった問題に触れていきたいと思います。 

【百瀨委員】 １点お尋ねしたいと思います。 

 まず放課後児童室の子どもたちですね、小学校１年生から３年生、そういうことですけ

れど、１９年度の学年ごとの児童数、また全体の児童数、また来年度に向けましてどの程

度の待機者がいるのか。もしおわかりでしたらお聞きしたいと思います。 

【大西生涯学習部参事】 １９年度の放課後児童室の在籍数及び待機児童数なんでござい

ますが、数年間、この数年、ほぼ１，９００人台で入室児童数、在籍数は推移しておりま

して、今年度４月１日現在で１，９６２名入っております。 

 それから直近でございますが、９月１日現在では１，９２４名、これちょっと今、学年

別の資料を持ち合わせていないんですが、Ａ区分、Ｂ区分に分かれていまして、Ａ区分は

月曜日から土曜日まで、Ｂ区分は月曜日から金曜日までお預かりする区分なんでございま

すが、このＡ区分が５５０名で、Ｂ区分が１，３７４名と今現在なっております。 

 それから待機児童につきましては、４月１日現在、申請時期に申請していただいた方に

ついては全員入室を許可させていただいておるんですが、その後、途中で申請された方が

ございまして、今現在３カ所の児童室におきまして、合計１２名の待機者がございます。

この待機者につきましても、例年、例えば１８年度におきましては、年間で途中退出者が
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３６４名ございまして、途中入室者が１６８名と、年度当初に比べまして退出者が毎年出

ますので、年度内に入室を許可させていただいて、最終的には待機者ゼロという結果にな

っております。 

 以上でございます。 

【角田委員長】 よろしいでしょうか。 

【百瀨委員】 もう少し補足して聞きたいんですけれど。今聞かせていただいたら、かな

り増加していっている傾向を今言われたんですけどね、その中で地域差ってあるんですか。

減っているところとふえてきているところとあると思うんですね。今少子化の中でもふえ

ているんですということは聞きましたんですが、いかがですか、そこあたり。 

【大西生涯学習部参事】 委員ご指摘のとおり、大幅な開きがございまして、１９年の９

月１日現在でも、一番少ない児童室では１１名、一番多いところで１５５名、１００名以

上の児童室は３カ所ございます。特に人口が減っているところは毎年減る傾向で、ふえて

いるところについては集中的にふえるという傾向がございます。 

【百瀨委員】 人数が１００名を超えていっているという状況や施設面のことで少しだけ、

今日の案件とは少し離れるかわからないんですが、聞かせていただきたいんですけれども。 

 多くの放課後児童室の施設というのは小学校の施設を利用しておりますね、教室等。子

どもたちが増加していくということから考えたら、小学校そのものの人数、それもふえて

きているわけですね。そうすると、今使っている施設の中で放課後児童室が使っている教

室そのものの数と、学級数増の中で使いたいという教室の関係の中で、ぜひそれは学校と

して使いたいんだ、この教室を。そういうようなことではどのようにお考えですか。 

【大西生涯学習部参事】 委員ご指摘のとおり、放課後児童室の在籍数がふえるというこ

とは、学校の方でも児童が全体的にふえているというのが当然でございまして、余裕教室

をお借りして実施運営しているところにつきましては、当然学校のほうでも教室が不足と

いうことで、そういうところにつきましてはおおむね学校内、もしくは中庭、学校外の用

地を確保しまして、独立棟の放課後児童室を、今のところ平成１４年から毎年１棟ずつ建

設しております。 

 今後もふえて、学校内の余裕教室で確保できないところについては、計画的に独立棟の

建設の計画をしております。 

【百瀨委員】 わかりました。 

 １点、自分が現場におったときにいろいろ施設の使用という問題の中で、大阪府の補助

とか国の補助を使った教室が、また施設があったわけですね。その場合、費用を返還しな

いとその教室は使ってもらっては困るんだという問題が出て、大変その対応に苦慮したこ

とがあるんです。今、放課後児童室等で使っている教室をもし補助等を受けて使っていた

場合は、これそのまま教室として使えるのか、使えないのか。その場合、どういうふうに

対応していくのか。独立を解くまでの時間等があるので、一定に学校の要望と、また放課

後児童室との動いていく方向の中で、その辺のかみ合わせがあるかと思うんですが、これ

は全部使えるんですか、補助金等を使っていた場合。 

【大西生涯学習部参事】 委員ご指摘のように、原則は補助金で放課後健全育成事業の補

助金を使って改修した教室については、移管をして、移管を条件として、改修をしており

ますので、目的用途以外はもうだめだということになっておるんですけれども、現実的に
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はほとんど国の補助金を得て改修したという教室はわずかなので、ほとんどが市単費で改

修をしておりますので、そのものについては国からの補助金をいただいて独立室を建てた

場合、学校のほうにお返ししているという形で、１００％補助金で改修を加えたという教

室は、全体的に見たらわずかですので、今のところ問題には上がっておりませんが。 

【百瀨委員】 ぜひ、子どもたちというのは、放課後児童室にとっても小学校にとっても

同じ子どもたちですので、その辺大事に元気に頑張っていただきたいという中で、施設面

につきましては、現場のほうと、また放課後児童室のほうと十分に話し合っていただきな

がら、より充実したものにしていただきたいと思います。 

【角田委員長】 これ室長さっき６月１日で１，９６２人、９月１日で１，９２４人とお

っしゃいましたね。２８人ほど減になっていますね。これはどういう理由なんでしょうか。 

【大西生涯学習部参事】 お答えします。 

 これは例年の傾向なんですが、新年度新１年生が入りますときは、対象の方については

すべて申し込みをされるんですが、原則で３年生までなんですが、毎年夏休みが終わった

ころに、主に３年生なんですけれども退室希望者が多く出ると、一時的にですね。夏休み

終わった時点で一番在籍者が少なくなるという傾向が例年ございます。 

【角田委員長】 その理由はどういうところにあるんでしょうか。 

【大西生涯学習部参事】 こちらのほうで調査しましたら、一番大きな理由は、３年生に

なって放課後友達と遊びたいという理由が多いですね。それとあと保護者が共働きやった

お母さんが仕事をやめたという理由、それからあと３番目ぐらいに、両親の親、おじいさ

ん、おばあさんと同居を始めたんで児童室に行く必要がないと。あと習い事ですね、塾へ

通うからやめると。そういった理由でございます。 

【角田委員長】 そうですか。 

 ほかにありませんか。 

【寺前委員長職務代理者】 先ほど途中申請者の方で１２名待機があると、こういうふう

におっしゃったわけですけれども、これ今回４月１日現在と比べて３８名ですかすき間が

あるわけですけれども、それぞれの学校によってすき間が違うと思うわけなんですけれど

も、この１２名の待機の方がいわゆるすき間のある学校にいずれは早い時期に手当をしよ

うと、こういうお考えなんでしょうか。 

【大西生涯学習部参事】 具体的に申しますと、１２名の中の２名につきましては、もう

１０月１日で途中入室をして手続をとっております。順次年度中に退出者がやはり出てき

ますので、退出者が出たところから順次入っていっていただいているということで、結果

的に年度内には必ず、ぎりぎりにもう３月にばっと途中入室申請を出される方もおられま

すんで、その方については年度末までに入られなかったというケースもあるんですけれど

も、１カ月、２カ月待機していただければ、定員ぎりぎりのところでも、今までの例から

いきますと入室が可能になっております。 

【寺前委員長職務代理者】 今、室長のほうからお答えいただきました。できるだけあき

次第早く入室をしていくということでひとつお願いしておきたいとこのように思います。 

 以上です。 

【篠原委員】 私の理解で間違っていたことがあったら教えていただきたいと思うんです

が、条例と規則の改正というこのねらいは、やはり保育料に関しての未納者が結構ふえて
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きておる、その対策だというふうに理解していますが、よろしいですか。 

【角田委員長】 いかがですか。 

【大西生涯学習部参事】 条例制定で有料化になってから、１６年から有料化になってお

るんですが、１６、１７、１８と３年間実績があるんですけれども、確かに累積をしてき

ますので、滞納額。今現在今年度決算後、滞納分についての整理を鋭意やっておるんです

が、できるだけ滞納繰越を出さないという意味で、現年度中に児童室にお子様が入られて

いる時点で、納入義務があるということを明確にしておくということが、未納を抑制する

という観点から、現年度のうちに滞納、未納をつくらないというふうな方針でやっていっ

ておりまして、滞納後についてはもうこの滞納整理を順次していかななりませんが、今後

新たな滞納をつくらないという、現年度重点主義と申しますか、そういう形で運営してい

きたいと考えております。 

【篠原委員】 具体的な数字は結構です。このいわゆる滞納者というのは、これはやはり

今のお答えでは徐々にふえておるというふうに理解してよろしいですね。それの対策でこ

ういう条例改正の案が出たんだと、これ私なりの解釈なんですけれども。ふえてきている

んですね。 

【大西生涯学習部参事】 ふえているといいますか、横ばいで推移しているというふうな

状態で、もうちょっと周知を徹底していけば、滞納を減らしていけるというふうに考えて

おりますので、毎年度滞納者がいてるということは確かですが、急激にふえたとかという

わけでもございません。 

【篠原委員】 この改正案でどの程度そういうのが少なくなるか、私はわかりませんが、

これで減ることを期待しておりますが。 

 結局、保護者の側から何かいろいろな就労というような関係で納付しづらいと、あるい

はもう失念していたというようないろんなことがあると思うんですけれども、納付の方法

について何か考慮をなされているのかどうか。なぜそういうことを聞くかといいますと、

たしか幼稚園やったかな、預かり保育の場合、何かチケット制で前払い方式をとっておら

れるというようなことを私も聞いて、そう把握しているんですけれども。この場合そうい

うことは適用されるんであれば、滞納者とか未納というようなことも少しは減るんじゃな

いかと思うんですけれども。そういうことが法的にそれが可能なのかどうか、そこらのと

ころの回答をお願いいたします。 

【角田委員長】 法例も含めて、どうぞ、室長。 

【大西生涯学習部参事】 今、委員ご指摘のように、できるだけ滞納者をなくしていくと

いうことでは、いろんな研究をさせていただかなならないんですけれども、放課後健全育

成事業の場合は原則として今の運営上は一時預かり的なものはしておりませんので、１年

を通じて放課後、生活の場を与えて健全育成するという趣旨でございますので、一時的に

チケットを切って、この時間だけ預かるというふうなことにはなじまないというふうに考

えております。 

 ですけれども、ご指摘のように、できるだけ滞納を出さないというふうな工夫というこ

とで、納付に関しましては毎月お知らせを各家庭に送っておりますし、それからできるだ

け口座振替ということで、現在ちなみに８０％近くが口座振替なんですけれども、あと青

少年課のほうで現金取り扱いの委任を受けまして、どうしても平日金融機関に納めにいく
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ことが困難やという方については、申し出によりまして、育成室のほうで土曜日、日曜日

の納付受け付けを行っておる次第でございます。 

【篠原委員】 大体ようわかりました。預かり保育はこれ一時的なことだと、これは年間

を通した恒久的なものであると、そういう違いはわかりました。 

 ところが今提案の新旧対照表の説明を聞きますと、例えば源泉徴収票とか親の経済的能

力、減免の方向のことで対処なさろうと思っていると、そういうふうな理解なんですが、

何か一つちょっとした工夫というように室長お答えになったんですけれども、ほかのいろ

んなこれから工夫をやはり考えていっていただければとこういうふうに考えますけれども。

これはだんだんと滞納者もふえてくると思うんですよ。それを減らそうという努力は買い

ますけれども、さらなる工夫をよろしくお願いしたいと思います。 

【角田委員長】 給食費の滞納等も、滞納問題は大きな問題になっているんですが、ひと

つ、我々もチケット方式についてはいい方法ではないかということで、話し合っているん

ですけれども、ぜひ一つの方法として検討されるのもいかがかと思います。 

 ほかにありませんか。 

【寺前委員長職務代理者】 今回、いわゆる添付書類について源泉徴収票または確定申告

書ですね。それ以外にさらに必要な場合は制度の改正で、いわゆる市府民税申告書ですか、

これを追加されたわけですけれども、そういった効果というんですか、ねらいというのは

いかがなところにあるんですかね。 

【大西生涯学習部参事】 今回の一部改正の中で、市府民税申告書というのをつけ加えさ

せていただきたいという理由でございますが、入室資格の証明事項を明確にしたいという

ことで、つけ加えさせていただきたいということなんでございます。 

 入室の要件としましては、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童が対象でござい

ますので、入室申請の大多数が就労という理由でございまして、その添付書類としまして

は就労証明をつけていただいているんですが、その裏づけといたしまして、裏づけ資料と

いたしまして、給与受給者であれば源泉徴収票、個人事業者でありますれば、確定申告書

の添付をお願いしますということでございましたが、所得税のかからない低所得者につき

ましては、確定申告をする必要がないということから、市府民税の申告のみの方につきま

しては、これちょっと漏れることになりますので、そういう方につきましては市府民税の

申告書をつけてくださいというふうなこと、的確を期したいということでつけ加えさせて

いただきたいということでございます。 

【寺前委員長職務代理者】 もう一点ちょっとお聞きしたいんですけれども、いわゆる先

ほど周知徹底を図るということでも冒頭の説明でもあったわけですけれども、いわゆる入

室許可申請書ですか、これと入室を許可する場合には許可証とかいうものを発行されてお

ると、こういう理解でいいわけですか。 

【大西生涯学習部参事】 これは条例のほうで入室された者については入室許可決定を市

の青少年課の方から出すということになっております。そこに保育料等も幾らということ

が書かれておりまして、私債権としましては、この許可証の中のこの額を保育料を請求す

るということが請求原因、法的にはそういう形になっています。許可と同時に義務が発生

するということでございます。 

【寺前委員長職務代理者】 今、室長のほうからご説明いただいたわけですけれども、受
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益者負担という観点からいわゆる入所の許可を取り消すことを承諾しますと、こういう文

言を申請書なりあるいは許可証のほうにも明記されておると、こういう理解をさせていた

だいていいわけですか。 

【大西生涯学習部参事】 入室申請の際に申請者が保育料の納付義務があるという確認を

していただいて、条例上も滞納があれば入室許可が取り消されるということを承諾してい

ただくという趣旨でございます。 

【寺前委員長職務代理者】 ということは、申請書と許可証にそういう文言を入れられる

と、こういうことですか。 

【大西生涯学習部参事】 そのとおりでございます。 

【寺前委員長職務代理者】 結構ですよ。 

【角田委員長】 ほかにございませんか。 

 格差社会が叫ばれて久しいわけですけれど、保育料の納付について、低所得者層等、支

払いが困難な家庭ですね、そういう支払いが困難な家庭に対しては特に配慮をしていただ

いているんでしょうか。 

【大西生涯学習部参事】 条例上は一定の要件の方につきましては、減免の制度を明確に

しておりまして、条例上は６区分の減免規定がございまして、全額減免が四つ、半額減免

が二つの区分があるんですが、内容的には全額減免につきましては、生活保護受給者、そ

れから市府民税の非課税の世帯、それから同一世帯内で子どもさんが３人おられて、３人

目の方については全額減免、それから何らかの形で１カ月休室すると、全く来ないという

申請者の方につきましては全額減免、それから半額減免に方につきましては、市府民税が

均等割のみ課税の世帯、これは半額減免。それから同一世帯で２人目のお子さんが入られ

ているという場合は半額減免させていただいています。これらの減免事由に該当されない

ご家庭でも、事情をお聞きしまして、支払いにつきましては誓約書を交わしまして、場合

によっては分納の納付ということも実施しております。 

【角田委員長】 分納の納付といったような、細かい配慮をしていただいているというこ

とですね。 

 ほかにございませんか。 

【寺前委員長職務代理者】 今、委員長のご質問で、減免の件数ですね。今現在、例えば

先ほど９月１日現在１，９２４名とこういうふうにおっしゃったわけですけれども、その

うち６項目ですか、その減免を適用されて、何らかの形で適用されておるという方ですね、

どれほどの人数おられるのか。データをお持ちでしたら、お教え願いたいとこのように思

います。 

【角田委員長】 いかがですか。 

【大西生涯学習部参事】 減免につきましては、毎年決算時点でまとめまております。今

後も減免申請が出てきたりしますので、データ的には１８年度決算分しか持ってないんで

すが、１８年度決算では件数的に７，１９６件と、これは月数なんですが、すなわち７，

１９６カ月分を減免していますという形で、額としましては３，３９４万５，０００円の

減免額でございます。 

 一番多いのはやはり非課税世帯ということで、ですからこの７，１９６カ月を１２カ月

で割っていただいたものが、途中で入ったり出たりという方がおられますんで、同一人で
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はございませんが、延べ人数としましてはこの７，１９６人の１２カ月で割った方が１年

間でおられる減免対象になった人数ということになっております。 

 一番多いのは非課税で、その次が保護受給者の順番になっております。 

【寺前委員長職務代理者】 今の説明でよくわかったんですけれども、かなりの人数です

ね。１２で割ると約６００人ぐらいの方が何らかの形での減免を受けておられると、こう

いう理解をさせていただいたわけですけれども、今度新たにいわゆる所得の補足のために

一つのいわゆる府市民税ですか、その件もつけ加えられたということで、より正確を期す

るという意味では一歩前進かなと思いますけれども、やはり先ほど委員長もおっしゃいま

したように、弱者の救済という点も十分考慮されてお願いしたいなとこのように思います。 

 以上です。 

【角田委員長】 ほかにいかがでしょう。 

【百瀨委員】 今、委員のほうからいろいろいろいろ申したわけですけど、やはり今回の

文章の中で入室許可を取り消すことを承諾するという文章を入れられましたね。このこと

はいろいろ弱者のことも含めて、いろいろ考えた上での文章と思いますけれども、本当に

これについてどんなような効果があるんだと思っておられるのか、もう一回聞かせていた

だけたらと思います。 

【大西生涯学習部参事】 一番、これは許可を取り消すことができるというふうに条例上

明確にうたわれておる文言なんでございますが、先ほどもちょっと申し上げたんでござい

ますが、放課後健全育成事業につきましては、行政サービスを特定の方が受けられるとい

う内容で受益者負担ということが認められておりますので、そういう観点から条例上もそ

この納付義務というのを課しているわけなんでございますが、それを確認していただくと

いうことで、滞納、滞る前に、未納を防ぎたいということで、それはひいては滞納繰越額

の防止にとって大きな効果があるというふうに考えております。 

【百瀨委員】 約半数の方がこうやって減免やまたいろいろの配慮をしていただく中で、

またそれに近い方もおられると思います。こうなってくると、やっぱりそのあたりをしっ

かり踏まえながら、この言葉を書いたことのひとつとらえ方をしっかり、趣旨を徹底して

いけるように取り組んでいただけたらと思います。 

【角田委員長】 確かに改正点の一つですけどね、入室許可を取り消すことを承諾すると

いう文言をつけ加えるという非常にある意味では厳しい言葉でもあるわけですからね。こ

のあたりもう少し説明をしていただけませんか。 

【藤田生涯学習部長】 大変厳しいことを言うようなイメージを持っておられると思うん

ですけど、先ほど、滞納の方半数というふうに百瀨委員おっしゃいましたけど、一応２

８％の方が減免措置を今のところさせていただいているんですよね、３割ぐらいですね。

そういう配慮をさせてもらっている上に、さらに分納という形で、先ほど言いましたよう

にできるだけ家庭の事情で支払いの関係であれば、相談させていただいて、分納でもお支

払いいただくというようなことをしていまして、ただ、どうしても「教育はただや」とい

う考えの保護者もおられまして、そういう感覚をお持ちの保護者の方には、認識をしても

らわないと困るということです。何分３億円ぐらいのベースの事業でございまして、その

中でやっていますけれども、払っていただいている方との公平性を含め、この事業が払っ

ていただかないとやっぱり成り立っていかないというようなこともございますので。 
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 あともう一つは、我々は払っていただかない方に対しては夜も電話もさせていただいて、

家まで行っているんですよ。それでも連絡ない方がおられる。ただ反応のある方はちょっ

とでも分納していただけるというような家庭もございます。これは何分児童福祉法に基づ

く事業でございますので、いわゆる児童福祉法で小学校に就学されている子どもさんのお

父さん、お母さんが労働で働いておられると、就労というのが第一条件でございます。こ

の基準でやっていますので、「保育に欠ける児童を保護する」という難しい言葉が出てく

るんですけれど。我々昼間家庭におられないというふうな対策では、いろいろな事情がご

ざいますので、やはり昔でしたら近所とか家族、それで見守りというのですか、そういう

システムがございましたけれども、最近衰退してきておりますので、親以外の方の力を借

りて、いろいろこういった見守りのシステムを構築していかなあかんというような時代に

入ってきておりますので、そこは放課後子ども教室とか、地域の方の力を借りてやるとか、

そういうような形でのシステムをはじめております。ただ、この事業についてはあくまで

福祉でございますので、その辺の観点での条例改正をさせていただいておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

【角田委員長】 我々もこの問題についていろいろと勉強する中で、担当者が夜まで家庭

に出向いて説得をするというような厳しい仕事もしていただいているということは改めて

知りまして、そのご苦労を察しているところですが、ほかの委員さん、何かご質問もうよ

ろしゅうございますか。 

 放課後児童室に通う子どもたちが適正な保育を受けるために、ぜひとも必要な規則の一

部改正であるというふうに認識をしたところです。 

 質疑がないようでしたら、採決に移らせていただきたいと思いますが、よろしゅうござ

いますか。 

 議案第２４号につき、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【角田委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２４号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件」について、

原案を適当と認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 それでは続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

 まず学力向上への取り組みについて、柿並課長から報告を願います。 

【柿並指導課長】 失礼いたします。 

 学力向上への取り組みについてご報告いたします。 

 平成１７年度から八尾市学力実態調査を実施し、年度ごとに教育委員会として学力分析

を行い、市としての課題を明らかにするとともに、各学校におきましても学校独自の分析

を行い、学校の実態に応じた指導内容、指導方法の工夫改善に努めてきたところでござい

ます。 

 本年も６月６日に、八尾市学力実態調査を行い、現在、学識経験者を交えて、市として

の分析を進めているところでございます。特に今年度は、各学校に学校独自の分析だけで

なく、中学校区単位でも分析交流をしていただくようにお願いをしております。 
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 そのねらいといたしましては、小学校はやがて進学する中学校の学力実態を把握し、中

学校は小学校の学力実態を把握することで、それぞれの指導内容、指導方法の工夫改善に

活かすことができるだけでなく、これまで本市が大切にしてまいりました中学校区を単位

とする教育コミュニティをより一層強化し、学校間、さらには家庭、地域と連携を深める

ことで、幼小中１１年間を見通して子どもを育てることができると考えております。また、

中学校区単位での学力実態調査の分析を通して、学校間の共通理解の促進や初任者、若手

教員の育成が図れるものと考えております。 

 市教委といたしましても、中学校区ごとに担当指導主事を決め、今後実施される分析に

係る会議、研修等に指導主事を派遣し各学校を支援するとともに、各中学校区の学力実態

を把握し、今後の学力向上に係る施策につなげてまいりたいと考えております。 

 甚だ簡単な説明でございますが、以上でございます。 

【角田委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の先生方、ご意見ございませんでし

ょうか。 

 学力向上の問題は非常に喫緊の問題として、内外ともに注視されているところですが、

いかがでしょうか。 

【篠原委員】 八尾市の学力実態調査、依頼して問題文まで見せていただいて、分析結果

も非常に詳細に報告を聞いております。実際それを生かすのが大変だと思うんですけれど

も、具体的に各学校でどういう取り組みが行われているのかということをまず把握されて

おる部分だけで結構ですので、ご説明いただきたいと思います。 

【下司教育総務部次長】 ただいまの委員お尋ねの件でございますけれども、各学校にお

きましては、八尾市学力実態調査の分析結果を踏まえまして、これまで以上に意図的、計

画的な取り組みが行われております。国語科をたとえに上げさせていただきましたら、例

えば文章全体を読み取る力が弱いなど、読む力に課題があるということから、新聞を授業

の中に取り入れることで、新聞のコラムを読んで、内容を要約するような練習をしたり、

あるいは子どもたちのやはり文章に対する抵抗力を和らげるために読書を取り入れる、そ

れも朝の一斉読書をするとか、学年ごとにやってみるとかいうふうな取り組みにつなげて

いる学校もございます。 

 各教科に共通するような取り組みとしましては、単元の内容とか、あるいはその授業の

作業内容、学習内容、こういったものにおきまして、例えば授業の形態を変えてみる、い

わゆる少人数展開をしてみたりとか、分割をしてみたりとか、ＴＴでやってみたりとかい

うふうな取り組みが、これまで以上にきめ細かくされております。 

 さらには、それぞれの学習状況を小テストなどで把握をしまして、そして課題のある児

童生徒に対しましては、反復練習を、例えば放課後の時間を活用しましてやるなどの個別

指導をより一層きめ細かくやろうというふうな取り組みもございます。さらには１年間の

授業の研究テーマ、これまでも各学校によりましては、テーマを決めるわけなんですが、

書く力の育成ということでテーマを設定しまして、全学年がそれに基づいた授業研究をや

り、そしてそれぞれの学年の取り組みを交流することで、ほかの教科とか領域と関連させ

るた取り組みにつなげているような学校もございます。 

 以上でございます。 

【篠原委員】 今、次長からいろいろ説明いただいたんですけれども、各学校、非常に各
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教科ごとにそれぞれ取り組みがなされているということは理解できます。ところが何か一

遍に成績を伸ばすとかそれはなかなか至らないと思うんですね。逆にいつも私申し上げる

んですけれども、一点豪華主義というとちょっと言葉がおかしいんですけれど、一点重点

主義と呼びますか、今月はこれはやるんやとか、あるいは今年１年かけてこれをうまく伸

ばすんだという、間口を余り広げないで、焦点を絞った格好で学力を伸ばすという方法も

大切ではないかと、かねがね私そう思っているんですね。 

 そういった意味から、何かこういうことをやっているんだという学校からの報告という

のがありましたら教えてください。 

【角田委員長】 焦点を絞った一点重点主義の学力向上に取り組んでいる学校等があった

ら。 

【下司教育総務部次長】 例えば作文、書く力等にもつながっていくわけなんですけれど

も、作文に焦点を当てまして、各学年で作文指導をやっていこうと。それに当たっては例

えば題材の切り取り方とか、あるいは書くに当たっていかに相手に内容を伝えていくとい

うときの書く内容の精査ですね。さらには書いたものを交流することで、次の書く意欲に

つなげるような取り組みだとか、さらにもう少し細かく言いましたら、子どもたちが書い

た作文を読んでいきながら、既習の漢字等が使われていない場合は、個別にそれぞれその

中で使える漢字を子どもたちに提示をしていくというふうな、作文を通じて書く力を重点

的につけていこうというふうな取り組みの学校も聞いております。 

【篠原委員】 私ばかり申しわけないんですけれども、今作文というこれ非常に重要なこ

とだと思います。 

 それでこの間市長とも、先ほど報告ありましたけれど懇談会がありまして、市長はかね

がねディベーティングのことをおっしゃっているんですね。ですからディベートというこ

とはやっぱり非常に反面なんかもろ刃のやいば的な側面があって、友達関係を損なうこと

などいろいろとあるんですけれども、これはしかしディベートの力というのは日本の子ど

もにとって非常に大変だと私も思いますね。ですからディベートというふうな取り組みを

なさっている学校、お聞きのところありますか。 

【下司教育総務部次長】 ディベートを取り入れた授業ということでございますけれども、

小学校でしたら例えば高学年の実践の中で、学校にシャープペンシルは必要かどうかとい

うふうなことをテーマにしながら、子どもたち同士が賛成と反対の立場から意見交流をし

たりとか、あるいは動物園にいる動物が幸せなのかどうなのかというふうな、本当に子ど

もたちにとって身近なテーマを取り上げて意見交流をしていくというふうな取り組みがさ

れている学校は聞いております。 

【角田委員長】 中学校ではどうでしょうか。 

【下司教育総務部次長】 中学校におきましても、例えば生徒会の規則ですね、こういっ

たものを取り上げながら、子どもたちがその規則の内容を議論していくと。学校の規則は

守るんだというふうなことが前提ではございますけれども、そういったことをきっかけに

して、いま一度それぞれの校則が定められた意義とか、そういったものをもう一回子ども

たちのほうで認識させていくようなことにつなげるような取り組みを聞いております。 

【篠原委員】 もう一点だけ、ディベートもそういうふうに実施されている学校があると

いうことでお聞かせいただきました。特によくお聞きするのは、早朝の小テストをやって
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いる学校が非常に多いと、ほとんどの学校でやっているんじゃないかと思うんですが、そ

の辺もただ漢字やったり、あるいは計算であったりということが多いと思うんですけれど

も、小テストにつきましても何か工夫がなされている、あるいはこのごろよくはやってい

る漢検とかありますね。あるいは大変検定ばやりで、そういったことを子どもたちに目標

とさせているような学校があるのかどうか。そこのところお聞かせいただきたいと思いま

す。 

【下司教育総務部次長】 それぞれの学校の取り組みにつきましては、指導主事が各学校

に入りまして、授業研究に行くわけなんですけれども、そのときの学校の取り組みとして

聞いている場合もございます。中には計算あるいは漢字の習熟を目指して５分間なりの小

テストを授業前にやることによって集中力を高めていくというふうな取り組みはございま

す。中には、よくありますような１００マス計算を算数の授業の冒頭に取り入れてやって

いくようなことは聞いております。漢字検定につきましては、ちょっと私のほうでは把握

しておりません。 

 以上でございます。 

【角田委員長】 それの一環として、例えばボランティアなんかが教室現場に入って、子

どもたちを支援しているという学校もあるやに聞いておりますが、そのあたりの実態はど

うなんでしょうね。それも学力向上に寄与していると思いますが。 

【下司教育総務部次長】 知っている範囲におきましては、例えば本の読み聞かせ、ある

いはエプロンシアターなど、図書の時間や２０分休み、あるいは給食の後の時間帯を利用

しまして、場所を学校図書館や多目的室等に設定しまして、そこにボランティアの方に入

っていただいての読み聞かせ等の取り組みがあったりとか、あるいはそのときにＰＴＡの

保護者の方に入っていただいて、そういう本に親しむという視点からの取り組みについて

は聞いております。 

【角田委員長】 学校支援のボランティアとしてどのくらいのパーセンテージで現場に入

っておられるんでしょうかね。 

【川田学校教育推進長】 この夏季休業を活用いたしまして学校訪問をさせていただいた

ときに聞かせていただいた状況でございますが、まず委員長ご質問のプリント学習、それ

から漢字等の取り組みにつきましては、ある学校では小学校６年間の習得漢字をすべてス

テップを組みまして、検定というところまでは至っておりませんけれども、それぞれの課

題に応じて、小プリントの学習を行うことによって、基礎基本の問題でも課題になってお

りますが、無答率が非常に高いという課題の解消に迫る取り組みを進めており、徹底して

計算あるいは漢字の習得に絞り込んで、無答率がかなり減った感触があると、これはまだ

分析中でございますが、そういった校長先生のお話も伺っております。 

 そういう中で、先ほどございました学生ボランティアの活用などをいたしまして、放課

後の学習のときに丸つけをしたり、相談コーナーに学生サポーターが入ったりというよう

な形で、子どもたちの学習意欲を高めるような取り組みにもつながっているというふうに

聞いております。 

 学生ボランティアの配置の状況でございますが、教育サポートセンターと、指導課のほ

うで学生ボランティアの配置をしておりますが、相当数の学校に学生ボランティアが入っ

ているというふうに聞いておりますけれども、実数につきましては、今データがございま
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せんので、また後ほどご報告申し上げたいと思います。 

【角田委員長】 これからのあるべき姿だと思いますけどね、そういう実態がわかれば教

えていただきたいと思います。 

 漢字の問題が今ちょっと報告ありましたが、先生、よろしいですか。 

【篠原委員】 結構です。 

【角田委員長】 ほかにございませんか。 

【百瀨委員】 今、全体に問いかけられたことを含めて、少し前へ戻して考えていきたい

んですが。例えば自分らにとって青と言えば全員が青い色を思い浮かべたわけですね。そ

の青という色が今思い浮かべられたら、個々個々の青というのは絶対違うと思うんです。

当然そういう意味で、今ここで学力の向上という言葉が出ているので、この学力論議をし

たら一人一人皆違う。だけど一定に今回学力調査という言葉が出されていますしね、何回

も学力という言葉が出ているので、そのあたり、学力ということについてはさまざまな考

えがある中でどのようにお考えなのか、少し聞かせていただきたいなと思うんですが。い

かがですか。 

【柿並指導課長】 今、委員ご指摘のとおり、学力という言葉にはさまざまなとらえ方、

考え方等があろうかというふうに考えております。本市におきましても、教育重点目標の

中に基礎基本の上に自ら学び自ら考える力などを含めた確かな学力を育成するということ

で、生きる力をさらに育成をしていくというような言葉もございます。 

 ここで取り上げております学力とは、その中の本市実施の学力実態調査から見えてくる

学力ということでございます。つまり、いわゆる基礎基本とされる学力であるというふう

に考えております。また基礎基本という学力がいかなるものかというようなこともまた議

論の中に上がってこようかというふうに考えておりますが、私どものほうでは幼児期から

家庭、学校等で形成される基本的生活習慣の上に、教育によって身につけていく読み、書

き、計算ですとか、また教科に関連する知識、技能、思考力、判断力、表現力といったあ

たりまでを含めたものを、基礎基本というふうに考えております。 

 以上でございます。 

【百瀨委員】 わかりました。 

 この学力論議、これからまたいろいろな中でしていきたいなと思いますが、今言ってお

られた学力調査を行うために基本的には学力というのも出てきた分析からこうしていきた

いと、その趣旨を徹底していくための学力という言葉ではないかなということで感じるわ

けですけれども。これが現場の中の先生方や、またいろいろテストする現場のほうもその

趣旨がしっかり徹底されておるかということが大変大事ではないかと思います。そのあた

りで、この調査されたということで、分析した八尾市の課題というものをある程度委員会

でももうつかんでおられると思いますので、今回まだ課題が全部オープンにはなっていな

いですが、この取り組みについて各地域、学校に対してはどのように今後取り組まれよう

としているのか、少しそのあたり教えていただきたいと思います。 

【柿並指導課長】 各学校に対しましては、いわゆる集計等ができ上がりました７月１０

日に説明会を開かせていただいております。この説明会におきまして、今ご指摘のような、

いわゆるここで言う学力というのは、いわゆる子どもたちの持っている学力の一端であり、

本市の調査から見えてくる学力の一部分であるというようなことを説明をさせていただい
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ております。そういったことを十分踏まえていただいた上で、各学校で分析を進めていた

だきたいということでお願いをしております。 

 今年度の学力分析につきましては、現在進めている途上でございますので、１０月中下

旬には市としての学力課題がまた見えてこようかというふうに考えております。 

 さらに、各学校からは１０月１５日をめどに、学校ごとの学力分析の報告をお願いをし

ているところでございます。そういった市の分析とそれから各学校ごとの分析をもとに、

１１月２０日を予定しておりますが、中学校区ごとのいわゆる分析、それから交流という

ようなことを予定しております。 

 その分析交流会をきっかけに、今後先ほどご報告をさせていただきました指導主事等が

担当として入らせていただく中で、さらに中学校区の課題を探っていきたいというような

ことで、今予定をしております。 

【角田委員長】 そうすると、現時点で八尾市の課題とはこれだということは報告できな

いということになりますか。 

【柿並指導課長】 現時点といいますか、１７年度、１８年度、２年間にわたって分析を

しております。今年度その辺を最終的に３年度まとめて市としての課題として分析を出し

ていく予定にしておりますが、１７年度、１８年度につきましては、ほぼ同じような課題

が見えてきております。 

 例えば、国語につきましては、小学校ではおおむね良好な結果を示しつつも、書くこと、

特に表現に課題が見られます。また中学校では、文学的文章の内容理解等に課題が見られ

るというようなことが見えてきております。また小学校の算数と中学校の数学、この算

数・数学分野では図形領域に課題があるというようなことも分析結果の中から見えてきて

おります。また中学校の英語につきましては、長文の意味を正確につかむということに課

題があるというようなことも報告されております。 

 全体を眺めますと、過去２年間の分析結果ではおおむね良好な結果を示しつつも、例え

ば学年が進むにつれて正答率が低くなっていくことですとか、また中学２年生になります

と、誤答率、無答率が急に増加するというようなことも、市として共通の課題ということ

で、２年間の分析結果に出ております。今年度さらに３年目の分析を加えて最終的な市と

しての課題、またそこから次年度に向けて課題克服の方向性というものを出していきたい

と考えております。 

【百瀨委員】 今言うように、課題という言葉の中で、先ほど新たに中学校校区でこれを

進めていきたいという言葉が出たわけですね。やっぱり教育というのは９年一貫というそ

のスパンの中で取り組んでいくのは大変大事なことですね。この取り組みが今の課題の中

ではっきり見えてきたんだということだと自分も考えるわけですけれど、小中連携という

中に今回取り組む課題というのはどのようなものがあるか、ちょっとわかったら具体的な

ものが見えるようでしたら教えていただきたいなと思います。 

【柿並指導課長】 今、ご報告いたしました過去２年間の課題の中で、中学校２年生によ

る誤答率と無答率が急にふえているというようなところがございます。中学校２年生は６

月にテストを実施しておりますので、いわゆるテストの内容は中学１年生の内容というこ

とになります。つまり小学校６年生までは一定誤答率、無答率等は低い状態を保っていた

ものが、中学校になりました学習内容になりますと、急に無答率、誤答率が高くなるとい
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うようなところがございます。このあたりは全市的にすべての地域で共通する課題という

ことになっております。そのために、今年度、小中のいわゆる段差ということはよく取り

上げられておりますが、実際に何が課題になっているのだろうかというようなところを深

く掘り下げていくことが、この課題の解決につながるのではないかというふうに考えてお

ります。 

 そのために、特に今年度、中学校区ということを大きな柱に据えて、学力課題の解決に

取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

【角田委員長】 中学校区づくり、中学校区単位のコミュニティづくりという意味では、

今のお話でよくわかりました。 

 ほかにありませんか。 

【寺前委員長職務代理者】 今のお話聞いていますと、いわゆる課題ですね、八尾市の抱

えておる課題ということについて、小学校、中学校の数学、算数、国語、英語について、

弱い点についてご報告があったわけですけれども、やはりそれらの課題を解決していく上

では、やはり指導内容とか指導方法、これはひと工夫が要るわけですわね。当然学校現場

ではそれぞれ工夫されていると思いますけれども、教育委員会としまして、これらについ

て研修等も含めて、どういうふうな支援をなさっておるのか、そこらはまたこれからさら

にどういう方法でやっていくのかということも含めて、ひとつお考え、お教えいただきた

いなとこのように思います。 

【吉岡教育サポートセンター所長】 教育サポートセンターから、学校支援の現状につい

てご報告させていただきます。 

 直接的な支援といたしましては、指導課同様、校内の授業研究をはじめいろいろな場に

おいて指導助言をしております。特に教育サポートセンターは初任者中心に１人につき１

回から６回の初任者授業研において、きめ細かな授業や指導を追求・実現するためにさま

ざまな指導助言を行っております。 

 具体的に申しますと、子ども理解の豊かさ、教材理解の深さ、指導力の確かさ、それと

高め合う集団づくり等を意識して、基本的な指導力の向上を目指して、各々がモチベーシ

ョンを高めるように、指導教員、教科指導員等と連携しながら、指導しておるところでご

ざいます。 

 また研修全体といたしましては、研修概要にのっとって、必修研修、基本研修、課題別

サポート研修を実施しておりますけれども、特に学力向上に関しましては、課題別研修の

中の学習指導研修の中で充実させているところでございます。 

 内容につきましては、授業や保育の公開等をセットした研修でありますとか、実技・演

習、野外観察等経験を生かせる研修を実施し、５年未満の教職員に対しての研修を中心に、

頑張る教職員をさらに支援してまいりたいと考えております。そして、今課題でもありま

す八尾市教育研究会の研究活動の活性化をめざし、各部会とリンクした研修も行っている

ところでございます。 

 なお、成果といたしまして、一昨年度実施しました研修において研究した内容が大阪府

公立中学校研究会懸賞論文において、受賞したという実績もございます。 

 また、研究協力員につきましても昨年度体育研究部が大阪府教育研究所連盟研究大会で

報告させていただき、絶大な評価を得ております。 
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 最後に間接的な支援として、教科書センターとして教科用図書の展示閲覧、貸し出し、

それと障害教育、特別支援教育、各教科指導のための各種資料、書籍、雑誌等もそろえて

おります。また研究報告書並びに国や各研究協力教育研究所の発行します資料集、民間研

究団体が発行します資料等、取りそろえているところでございます。学習指導の詳細につ

きましても、教育相談やカリキュラム相談を随時させていただいているところでございま

す。 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。 

【寺前委員長職務代理者】 吉岡センター所長のほうからいろいろと取り組みについてご

説明いただいたわけですけれども、八尾市としましても結構研修については力も注いでお

られますし、それなりの効果も出ていると思います。しかし先生方の基本的にはやはり意

欲なりそのあたりが非常に大きなウエートを占めるとこのように思うわけですので、先生

自身が自ら工夫もし勉強もされるということは必要であろうとこのようにも思いますので、

またそういった面での指導もより使命感を持って取り組まれるようなことも含めてお願い

しておきたいなとこのように思います。 

 以上です。 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。 

【中原教育長】 学力を上げるというのは並大抵のことじゃありませんし、私どもも今ま

で教員になったものはそれを目指してやってきたわけなんですけれども、基礎学力、基本

的な学力を上げて、それを活用する力、生かしていく力に高めていくというのは、今９カ

年の見通しの中で考えていこうと進み始めております。教員と子どもと家庭というふうな

三つの要素はどうしても外していけないだろうと考えます。学校でいろいろご論議いただ

いた部分はあるんですが、指導方法の工夫改善、９カ年見通していくことが大切であり取

り組みを進めています。昔は子どもたちが新しい環境になったとき、段差をみんなで埋め

ていこうと子どもを含めて努力をしていたのですが、今はそれを教職員があえて段差をで

きるだけ低くしてやらなければならないような、段差を低くして子どもに合わせていくよ

うな、できるだけ段差を子どもがうめるより周りが段差をうめる努力をしているような感

じがしているんです。 

 先ほども申し上げた教師の努力と、それから子ども自身をやっぱり基本的な学習準備を

きちっとできるような子どもを育てていかなダメだ、つまりきちんと座って学習する態度

ができないと学習進みません。当然立ち歩いていたのでは学力なんて上がるはずがありま

せんし、その準備をしていかなければなりませんし、宿題もきちっとしてくる、忘れ物も

しないようにする。そうなってくると、家庭の協力がどうしても必要になってくる、家庭

学習が不十分であるというのは、世界の中でも日本でも問題ですが、特に日本は少ない。

小学校のときはある程度できていても、中学校になると減って、高校になると格段に減っ

ていくというような、結局糸の切れたたこのような感じになっている。常に周りが気にし

て何かしてあげないと学習が進まない状況になっていく。 

 じゃそこのところを埋めていくのが家庭であり、本人のものも含めてですが、そうなっ

てくると、家庭の協力をどう得ていくのか、家庭は家庭の責任をやっぱり持ってもらう必

要があります。それで各学校とも家庭へ切り込んでいるんですけれども、なかなかうまく

いっていない。子ども自身は極端な言い方をすると、口をあけて入ってくるのを待ってい
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る。勉強方法だって、昔は自分でつかんでいった、ああわかったというところから意欲が

ぐっと伸びていった。今は勉強方法どうしたらいいんですか、教えてくださいと、自分で

つかもうとしない。じゃどうしてそういうとこら辺を追い込んでいったらいいんだろうか

というのを、９カ年の先生方集まってご相談いただけたらありがたいなというふうに思い

ます。 

 子どもが自分自身で勉強方法をつかんで、自分自身でやっぱり勉強せんといかんなと思

ったら、テレビの時間も、それからゲームの時間も多少は減ってくるでしょうし、この姿

を見ていたら恐らく親はテレビの時間をテレビを消してでも子どもに勉強する時間を与え

ていくことになるだろうし、相互協力の関係が出ています。今すべてをトータル的に見直

していかないと、一部分だけ、教師だけが頑張ってもなかなかうまくいかない。それはみ

んなわかっているんですけれども、どこから切り込んでいこうかというのが難しい部分も

あります。その仕事を今教育委員会として、特に指導課を中心として迫ろうとしています

ので、なかなか難しい仕事ではありますけれども、恐らく難しいだけにうまくいけば、相

当な成果が上がるだろうというふうに思います。 

 期待しておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

【角田委員長】 確かに教育長がおっしゃったように、教育というものは学校と家庭と地

域のコラボレーションで創造されていくものである。その中でも特に家庭に力を入れメス

を入れていくということが大事ではないかというご助言もいただいたわけです。 

 ちょっと私のほうからも、これは参考までに申し上げておきたいと思いますけれども、

教育は人なり、もうこれは使い古された言葉ではあります。古今東西使い古された言葉で

はありますけれども、しかしながらこれは教育の真髄を得た言葉であると思いますが。 

 そういう視点で物事を見ておりますときに、たまたまこういう情報が手に入ってまいり

ました。福島県教委の取り組みでありますが、福島県教委が教員の身につけておくべき内

容を示した福島の教員スタンダードというのを福島大学と一緒に作成したというんですね。

やっぱり学力向上等を考えた場合に、教員が身につけておくべき内容というものをきっち

りスタンダードとしてまとめておく必要があるということで共同研究されたものであると

思いますが。専門性を高める重要性を指摘されておりまして、自覚に始まって使命感、情

熱、そして授業づくり、人づくり、学校づくり、こういうことについての教員スタンダー

ドをまとめているということで、ぜひこれは手に入れて、どういう中身で教員のあるべき

姿を追求しようとしているのか、他山の石ではありませんけれども、研究してみる必要が

あるのではないか。そういった教員の身につけておくべき内容というものをきっちり押さ

えて、学力向上に向けた取り組みというものをさらに積極的に進めていくということが大

事ではないかと思いました。 

 意見が大体出そろってきたと思いますが、そういうことでよろしゅうございますか。よ

ろしゅうございますか。 

 以上で報告事項については終わるんですが、教育委員の先生、何かこの際ございません

か。 

【篠原委員】 時間とって申しわけないです。 

 ご存じのように、今年は非常に猛暑日が続きまして、もう本当に耐えられないような

日々が、そしてまたお彼岸が近づいている、中日が近づいているのにこういう状態ですね。
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ところが子どもは暑い教室で勉強しているんです。それからまた特に最近のニュースでは、

体育祭、運動会で熱中症の関連で倒れて救急車で運ばれるというふうなことも、高等学校、

中学校で報道されておりますね。 

 そこで、これはお尋ね、２点したいんですが、これは無理だったら無理と言っていただ

きたいし、また努力する価値があるとすれば努力していただきたいんですが。第１点、こ

れは先ほど申し上げた市長との懇談会でも私申し上げたんですけれども、学校の緑化です

ね。特に屋上緑化ですね、これ構造上無理だというふうなことを私もわかりますが、周り

の、例えば校舎の周りに何かを植えることによって、私はそのとき提案でツタなんかを言

ったら、ツタはだめだというご答弁でしたけれども、あるいは副市長あたりは何か沖縄の

ゴーヤあたりはええぞとかいうふうな話もちょっと後でなさっていたようなことなんです。 

 そこで、これはどこが所管か、施設管理課でしょうかね。やはりこれからますます地球

温暖化に向けてこういう日が、来年もまたあると思います。そこで対策として、校内緑化、

いろんな観点から攻めてほしいと思うことが１点。 

 それから先ほどちょっとちらっと申し上げましたように、運動会、体育祭というのは、

この９月のこの時期に集中して、そうやって子どもたちが救急車で運ばれるということが

ありますので、体育祭の日程がいろんなことで大変だと思いますけれども変えるというふ

うなことも指導ができるのかどうかというようなこと。 

 この２点について、ちょっと時間とらせて申しわけないんですけれどね。 

【角田委員長】 ２点お尋ねでございますが、１点目はいかがでしょう。 

【橋本施設管理課長】 ただいまご指摘いただきました暑さ対策という件でございますけ

れども、ただ施設管理といたしましては、校舎が建設されて以来約３０年という校舎が多

いわけでございますけれど、この３０年間の間に校舎の中の教室の資質というのは一つも

変わっていない、ただ生活様式が３０年間の間には相当変化しておりますので、今、当課

で、課内部の会議ではございますけれども、いろいろ会議の中で、どういうふうに資質を

上げて現在の生活様式に近づけていくということも考えてやっておる中で、暑さ対策もそ

の一環ということで、一つは便所が暗いとかいう話もございますけれども、自分ら小さい

ときは小さい便器しかない便所でやっていたから、学校の便所の暗さは感じなかった。最

近は各家庭の便所は明る過ぎるから、学校の便所が暗いと、そういうふうなギャップの中

で、暑さ対策もその一環として研究、検証しているわけでございますけれども。 

 ただ暑いからすぐにクーラーというような答えもあろうかと考えますが、クーラーはお

金では何とでもできる、ただ地球環境の悪化はもうお金では買えない。学校は即それを実

行していいものかどうかというふうなことからいろいろ考えまして、今年の夏、ちょっと

学校の協力も得ながら、ちょっと検証したわけでございますけれども、現在の中でやっぱ

り扇風機も学校の力と行政の力を協働ということで設置はしておる中で、恒久的にごみも

出さない、環境の悪化へも移らないというふうなことから、最近の建築の技術の中で、熱

反射フィルムというのがございます。それを学校の教室の窓に張って、一番教室の中で断

熱性の低いところはやっぱり窓ですので、そこに断熱性を持たすというふうな検証も行っ

てまいりました。一つはやっぱり東西に長い校舎は南面の対策、南北に長い校舎は西面の

対策、これが唯一やっぱり重要なことかなというふうなことも検証の中であらわれまして

ね。 
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 最近話題になっておりますドライミスとについても、いろいろ体験はさせていただきま

したけれども、ただあれは最終的にはやっぱり屋外用がメインということでございますの

で、屋外に取りつけたら、涼を求める人はそこに行ったらええと。ただ教室の場合は原則

的に生徒は動けませんので、室内を均一に温度を下げるという必要性からはちょっと向い

ていないというふうな考えは持っておりますが、今後の、委員ご指摘のゴーヤの栽培とか、

その辺もいろいろ検証はしてまいりたいとは考えておりますけれども、建物の形状とか、

後々のごみの対策とかいろいろな支障になるような面もございますので、今後どういうふ

うな市としての方針をとられた場合におきましても、むだにならないような暑さ対策に対

して、今後も検証してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解をお

願いいたします。 

【篠原委員】 答えはもう結構です。 

 先ほど課長から出ましたクーラーとかいうのは、これはもう財政的な問題でそういうち

ょっと案は出ておるようですけれども、全校一円というのはなかなかこれはもう今の財政

状況が大変だということはよくわかっていますので、せめて何か校舎面、特に日の良く当

たる南面とかそういったところに先ほど言った何かツルの生えたようなそれをネットで張

って、ちょっと大分温度２～３度は違ってくるように私は思うんですね。 

 それと、各学校いろいろ回らせていただいている中で、やはりどうしても緑が学校には

少ないというように思いますのでの、少しの前進でいいですから、何か少しでも緑を多く

するような工夫、それまた教育委員会のほうから各学校へ指導するなり、あるいはいろい

ろな工夫をするなりをしていただいたらとこういうふうな願いで申し上げただけのことで

す。 

【角田委員長】 課長、よろしくお願いいたします。 

 ご発言があるんですか。 

【橋本施設管理課長】 緑のほうにつきましても、現在規模は少のうございますが、芝生

化ということで、校庭の芝生化ということで、運動場全体ということは今やっておりませ

んけれども、子どもの憩いの場としての緑と、地域の共有としての緑対策については、現

在実施しておるところでございます。 

【角田委員長】 いろいろ検討工夫していただいていることがよくわかりました。ご苦労

さまでございます。 

 じゃ指導課のほうから。 

【柿並指導課長】 運動会、体育大会の実施時期についてのお尋ねでございますが、運動

会、体育大会の実施時期につきましては、これは教育課程の編成とも絡んでおりますので、

学校のほうで実施時期をお決めになっておられます。ただ実際には生徒指導上の問題等も

ございますので、校長会のほうで調整をされて、９月の最終日曜日が中学校、１０月の最

初の日曜日が小学校というような形で、現在実施をされております。 

 この実施時期が移動できるかどうかということでございますが、体育大会、運動会が教

育課程の関係から、体育の授業の発表会的な性格を持っていたり、またその練習時間等の

確保というようなところから、今現在この秋の時期になってきているのかなというふうに

考えております。 

 また、後ろにずれていない一つの理由といたしまして、中学校ではこの後にまた文化祭
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ですとか、また進路の問題が中学校３年生には、控えておりますので、なかなか中学校で

も後ろにずれにくいのかなと。また小学校でも体育大会の後すぐに修学旅行の取り組みを

されているところがほとんどでございますので、小学校においても後ろにずれるのが難し

いのかなというふうに、お聞きして感じたところです。 

 高等学校等では６月ごろに実施をされているところもたくさんあると聞いておりますの

で、今いただきましたご意見を、校長会等に一旦図らせていただき、実施時期について検

討ができるのかどうかというようなことで進めてまいりたいと思っております。 

【角田委員長】 生命にかかわる事案が多発してきておりますだけに、重要なテーマだと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 ほかにありませんか。 

 百瀨委員、よろしいですか。 

【百瀨委員】 １点、時間ちょっとだけいただきまして、今、ニュースの中で、今朝でも

見ますと、高３自殺、ネットに写真等とポンと出てきたわけですね。いじめ等も今日こう

やって委員会のほうからこうやっていただいたわけですけれど、この中でただいまそうや

ってコンピューターを使ったいじめ等が大変こういう一つの話題が出るとますますエスカ

レートしてくると。そういう現状が起こり得る可能性がありますので、これ以外について、

もし八尾市の中でも具体的にそういう例があるのか、またいじめ等について今後どのよう

な対応をしていくのかということを少しだけ聞かせていただいて、また今後いろいろお話

のほうを伺いたいと思いますけれど。ちょっとその辺だけ、問いかけたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

【角田委員長】 今おっしゃいましたように、いじめの宣言のプログラム２が今日、私ど

もの手に入ったわけですが、また協議会等を通じて、１と２の違いとか、特に２が強調さ

れているところ等を指摘し合えばいいかと思います。 

 何か、渡邉課長、何かご発言がありますか。 

【渡邉人権教育課長】 今委員ご指摘の件でございますけれども、八尾市内でも、例えば

いじめ事象であったり人権侵害事象が、インターネットや携帯を使ったいわゆるウェブ上

で起こっていることが報告をされております。 

 昨年度幾つかの事象が起こったことを契機にしまして、主には学校の情報機器、コンピ

ューター等を管理している担当者を対象に、昨年度末に研修を実施いたしております。今

年度初めには情報教育全体を統括している担当者向けに研修を実施し、また生徒指導担当

者を対象にした研修も実施をしてまいったところです。 

 また、こういった問題については、大人よりも、子どものほうが情報が先行している状

況もありますところから、現在委員会内部にプロジェクトチームをつくりまして、携帯・

インターネットに対するマニュアルの作成を進めているところです。 

 既に文部科学省のほうからはリーフレット、パンフレット等が学校のほうに配布されて

おりますし、大阪府教委のいじめ対応プログラムの中にも一部、携帯・インターネットの

取り組みについて書かれているところでございます。そういったものも活用しながら各学

校と、まずは危険性の共有と、地域、保護者への発信も含めて市教委としても取り組んで

まいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 



 

－23－ 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。 

【百瀨委員】 特にネット上でのいじめが温床になってくるということが、十分これから

考えられますし、非常に個人に対しての誹謗中傷も入ってくると、いろいろそういうこと

を考える中で、今後のまた取り組み等を含めながら、今日だけでなく全体の中で取り組ん

でいくことで、また論議したいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。 

【角田委員長】 じゃ最後に寺前職務代理、お願いします。 

【寺前委員長職務代理者】 資料をお願いしたいんですけれども、夏休みも終わりまして、

子どもたちも大変夏の間は解放感にも浸りますし、地元でも夏祭りや、あるいは盆踊り大

会等もございますし、夜間遅くまで子どもたちも遊ぶ機会も多いとこのように思います。 

 そういう中で、この夏休み期間中にいわゆる問題行動で補導されたとか、あるいは事件、

事故等に巻き込まれたと、そういう子どもたちはあったんかどうかというあたり、次の協

議会ででも資料を出していただきたいと思います。 

 次に、聞くところによると余り大きな事件、事故等もなかったというふうに聞いており

ます。これはやはり地元の各種団体のご協力、あるいは先生方も結構遅くまで巡回をされ

た結果であろうとこのように感謝いたしております。ぜひとも次の協議会にはそういった

資料をご提出願いたいなとこのように思います。 

 それと夏休みの期間中のいわゆる補習ですね、補習授業。これの日数とか時間、どれぐ

らいだったんかというあたりも含めてお願いしておきたいなとこのように思います。学校

ごとでのうても結構ですので、平均的なもので結構でございます。 

 以上です。 

【角田委員長】 じゃ次の協議会でそういったものについて協議をすることにしましょう

か。 

 簡単にできますか。協議会でいいでしょう。じゃ次の協議会で協議をすることにいたし

ます。 

 事務局から何かありませんか。 

 なければ以上をもちまして９月の定例教育委員会を終了いたします。 

 ２時間という長丁場でございました。ご苦労さまでございました。 

 本日の署名委員に寺前委員を指名したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは９月の定例教育委員会を終了いたします。ご苦労さまでした。 

 

（署 名）寺前委員 

 


