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 ８月定例教育委員会会議録 

 

【篠原委員長】 皆さん、おはようございます。ただいまより８月の定例教育委員会を開

催いたします。本日は案件も少ないようでございますが、それでも充実した会議を行いた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【篠原委員長】 まず、７月の定例教育委員会の会議録の承認について審議いたします。

委員の皆様方、何かご質疑ございませんでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって７月の定例会会議録について承認と

決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に委員長報告を私から行います。 

（委員長報告） 

７月25日（土） 

７月29日（水） 

８月５日（水） 

８月10日（月） 

午前９時30分より、市こども会連合親睦ソフトボール大会開会式に出席。 

午後５時より、市こども会連合親善ソフトボール大会閉会式に出席。 

午後１時30分より、第47回消費者大会に出席。 

午前11時より、臨時教育委員会に出席。 

 

【篠原委員長】 それでは、引き続き中原教育長から教育長報告をお願いいたします。 

開 催 年 月 日  平成２１年８月２１日（金） 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

篠原  委員長 

百瀨  委員長職務代理者 

山本 委員 

安藤  委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

岡村教育次長兼学校教育部長・浦上教育推進担当部長・植田生涯

学習部長・奥田教育委員会事務局理事・杉分学校教育部次長兼総

務人事課長・森田学校教育部次長・橋本学校教育部次長兼施設管

理課長・田中学校教育部次長兼指導課長・松井生涯学習部次長兼

生涯学習スポーツ課長・岸本生涯学習部次長兼文化財課長・網中

教育政策課長・田中学務給食課長・浅野教育サポートセンター所

長・靍原人権教育課長・大谷八尾図書館長 
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（教育長報告） 

７月22日（水） 

７月23日（木） 

 

７月24日（金） 

７月25日（土） 

７月27日（月） 

 

 

７月28日（火） 

７月29日（水） 

８月５日（水） 

８月６日（木） 

８月７日（金） 

８月８日（土） 

８月10日（月） 

 

 

８月11日（火） 

８月14日（金） 

８月18日（火） 

午後７時30分より、大正小学校区のタウンミーティングに出席。 

午前９時より、部長会議に出席。 

午後１時30分より、庁議に出席。 

午後１時30分より、府都市教育長協議会夏季研修会に出席。 

午前９時30分より、市こども会連合親善ソフトボール大会開会式に出席。 

午前10時より、各派代表者会議に出席。 

午後１時30分より、八尾防犯協議会総会に出席。 

午後５時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前９時30分より、庁議に出席。 

午後５時より、市こども会連合親善ソフトボール大会閉会式に出席。 

午後１時30分より、第47回消費者大会に出席。 

午前10時より、庁舎周辺公共施設整備調査特別委員会に出席。 

午後１時より、行財政改革特別委員会に出席。 

午前９時30分より、少年軟式野球大会開会式に出席。 

午前９時15分より、第５回大林素子杯中学生バレーボール大会開会式

に出席。 

午前11時より臨時教育委員会に出席。 

午前10時より、病院跡地活用調査特別委員会に出席。 

午前11時30分より、少年軟式野球大会閉会式に出席。 

午後４時より、中河内地区教育長連絡会に出席。 

 

【篠原委員長】 ただいまの委員長報告及び教育長報告について、何かご質疑ございませ

んでしょうか。 

 それでは、質疑がなければ次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

８月の議案 

議案第３８号 八尾市文化財保護審議会委員の委嘱の件 

 

【篠原委員長】 議案第３８号「八尾市文化財保護審議会委員の委嘱の件」について審議

いたします。提案理由を岸本次長より説明願います。 

【岸本生涯学習部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３８号「平成２１

年度八尾市文化財保護審議会委員を委嘱する件」につきご説明いたします。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１４号の規定により、委員会の

議決をお願いするものです。 

 提案の理由でございますが、今月末で現委員の委嘱期間が満了するため、八尾市文化財

保護条例施行規則第１２条の規定に基づき、以降の本市文化財保護審議会委員の委嘱を行
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うにつき、本案を提出するものです。 

 今回委嘱させていただく委員の方々につきまして、別添の委員名簿案をご参照願います。

委員８名のうち５名につきましては再任でございますが、ほか３名につきましては、前任

者の死亡、あるいはご高齢により辞退されたため、専門分野も加味しながら新しく人選を

いたしたものでございます。何とぞ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。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方何か質疑ござい

ますか。 

【安藤委員】 ここに挙げられている方は８名ですが、定員よりも増減はないのですね。 

【岸本生涯学習部次長】 定員は決まっておりますが増減はございません。定員どおり８

名で、再任も含めて従来どおりの人数でございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 各委員を中心に実質的なことについては審議されて進められ

ていると思いますが、もう少し具体的に審議会の稼働回数等を教えていただけたらと思い

ます。 

【岸本生涯学習部次長】 審議会につきましては、年度当初に、例えば「今年度はこうい

うものを指定します」ということや、今であれば高安古墳群や市史編纂も含めまして、大

きな事業の事業進捗あるいは今後の事業計画についてご報告させていただきます。 

 それ以降につきましては、大体年２回、審議案件をお諮りしながらお越しいただいてい

るところでございます。 

 それ以外にも、美術、考古、建築、歴史という専門分野の中で、審議会という形式では

なく個別に委員にお越しいただいて、色々と助言をいただく、あるいは実際に調査をして

いただくというように進めております。 

【百瀨委員長職務代理者】 審議会での審議事項について、「今、こういうことを具体的

に審議している」というようなものがありましたら、公表できる範囲で教えていただけれ

ばと思いますがいかがですか。 

【岸本生涯学習部次長】 市指定については、私どもで計画を立てておりまして、今年度

は、大聖勝軍寺の不動明王像あるいは聖徳太子の掛軸等につきまして、審議会委員の中か

らお２人に先月来ていただきまして、現地で確認をしていただいたところです。 

 それ以外につきましては、古墳群は史跡指定はございませんが、建造物については例え

ば顕証寺について、国への進達等も含めて委員にご相談しているところでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 八尾市には色々とすばらしい文化財が埋もれていると思いま

す。そのような文化財が氷漬けのままで埋もれていることなく、いろんな面で解凍しなが

ら、市民に喜ばれる指定を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。 

【中原教育長】 私も文化財保護審議会に何度か出席しまして、ご議論をお伺いしていま

す。八尾市の文化財について答申を受けて、それを教育委員会で市の文化財として指定し

ていくということで、大きな役割がこの審議会にはあるわけですが、ご高齢の方が多くて、

それだけにご経験が豊富で、著名な方ばかりです。議論を聞いていましても、素人ではち

ょっと分からない部分もあったりしますが、細かいところまで現地調査を踏まえていただ

いて、答申をいただいております。 

 今回新しく入っていただく先生は歴史、民俗、美術がご専門とのことですが、「特にこ
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の分野で活躍していらっしゃる」といったことがあれば、教えていただけたらと思います。 

【岸本生涯学習部次長】 お三方おいでになりますので名簿順にご紹介しますと、まず大

阪府立大学の山中先生は歴史学ということで、例えば寺内町関係で富田林の寺内町に関す

る本を著しておられたり、あるいは大阪府の教育史にも関わっておられたりと、近世、近

現代を中心に、古文書も含めて研究しておられる方でございます。今は、堺市の文化財保

護審議会委員、あるいは寺内町の関係だと思いますが富田林市環境保全審議会の委員も務

めておられます。 

 次に、森先生は関西大学の教授で、民俗分野を建築も含めてやっておられますが、既に

植田家住宅の資料調査の時に学識経験者として入っていただいております。尼崎市の教育

委員会にもおられたことがございますし、枚方市あるいは泉大津市の文化財保護審議会委

員も歴任をされており、著書については『居住空間の祭祀と儀礼』『中部地方の住い習

俗』というように、住まいに係わった民俗を主に研究しておられる方でございます。 

 次に、藤岡先生は大阪大学の先生でございますが、以前は大阪市立美術館の学芸員をな

さっておりまして、その後大阪大学で准教授、それから今年に教授になられた、昭和３７

年生まれですから４７歳とお若い方でございます。東京芸術大学で美術研究科の修士課程

を修了しておられ、大阪市立美術館で平成２年から１１年まで約１０年間お勤めでしたの

で非常に現場に長けた方で、専門は彫刻でございますが、茨木市の市史編纂委員会にも参

画しておられます。著書については『聖徳太子信仰の美術』あるいは『日本仏像史』等非

常に多くの著書を著しておられる方でございます。 

 なお、山中先生が６０代、森先生が５０代、藤岡先生が４０代でございます。私どもも

平成２３年度から市史編纂に取りかかることも含めた布陣をさせていただくということで、

今回若返りをさせていただきました。先般の審議会でも委員の皆様にお話させていただき

ましたが、８０歳で定年ということにいたしまして、今がちょうど切替えの時期と思って

おります。 

【中原教育長】 昨年の審議会では顕証寺の庫裡等に関して、櫻井先生がご専門ですので

色々と調査もしていただいて、市指定文化財に指定しております。今後ともいろんな先生

方の知見を活かしながら進めていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

【山本委員】 文化財保護審議会の委員名簿は、市政だより等には載せるのですか。 

【岸本生涯学習部次長】 基本的には掲載はしておりません。専門領域の中で市指定文化

財のご審議をいただく、あるいは私どもに専門領域についてご助言をいただくという立場

でございますので、一般には出しておりません。 

【山本委員】 八尾には、心合寺山古墳等大切な保護すべきものがあります。そういった

ものについて、市民や子ども達がよく知らないことがありますので、分かりやすく説明す

るなど、もっと広く皆さんに分かっていただける工夫をしていただければありがたいと思

います。そのためにも、できれば市政だより等でもっと市民や子ども達にも伝えていくよ

うなことを企画していただければと思います。 

【岸本生涯学習部次長】 ただ単に保存するのではなく、保存して活用することが未来に

八尾の歴史を引き継いでいくことになりますので、まず１点目としまして、私どもの事業

で歴史資産のまち“やお”発信事業を実施しております。昨年度は高安山周辺の史跡散策

マップとしてサイクルマップを発行しております。また今回は、３年位かかると思います
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が、市域を３つ位に分けて、サイクルマップを発行する予定にしております。 

 また、私どもが所管しております歴史民俗資料館、埋蔵文化財調査センター、しおんじ

やま古墳学習館、安中新田会所跡旧植田家住宅の４館が出揃いましたので、それぞれの時

代ごとにＰＲをしていただくということで、今年は例えば河内木綿で連携してもらうとい

ったこともございます。 

 それと、これはまだ新しい話ですが、新しく作られる本市の総合計画の策定作業の中で

も、八尾の魅力をどのように市民あるいは市外の方も含めて発信していこうかという議論

も出ておりますので、そういったことにつきましては、人的な面、あるいは施設の活用、

それから情報発信も含めて充実をしていきたいと思っております。 

【中原教育長】 八尾市では、小学生に対して『私たちの八尾市』という副読本を発行し

ております。その中で八尾市の史跡や施設等も紹介していまして、これらを元にいろんな

ところへ子ども達を連れていき学習の機会としています。その中で歴史にも関わらせるよ

うな記述がありますので、その記述内容についても考えていきたいと思います。 

【山本委員】 河内木綿はかなり浸透しているようで、子ども達はよく知っています。 

それから、今年旧植田家住宅も新しくできましたが、学校がそこを活用しているのかど

うかも今後見てみたいと思います。 

【岸本生涯学習部次長】 旧植田家住宅は５月にオープンしたばかりですが、各学校は前

年のうちに次年度のある程度の授業計画を立てておられます。そういうことで、歴史民俗

資料館やしおんじやま古墳学習館につきましては、５月にインフルエンザによる休校もご

ざいましたが、５～６校で1,000人を超える子ども達が既に施設の見学に来ておられます。

旧植田家住宅につきましては、柏原の小学校と、一番近い永畑小学校から１００名程度ず

つおいでになっています。 

 今後については、学校教育は本来的に授業をベースに進めておられまして、例えば小学

校４年生あるいは３年生で、民俗・民具、あるいは大和川付替えを習いますので、旧植田

家住宅につきましては、次年度に子ども達がそういう歴史を学んでいただけると考えてお

ります。その点につきましては、先程申しましたように、文化財施設４施設の連携、ある

いは各学校園との連携を深めながら、今後充実をしていきたいと考えております。 

【篠原委員長】 議案である審議会委員の委嘱のことから、話が大分ずれていっているよ

うに思います。文化財に係わるご質問については議案審議の後でということにさせていた

だきます。 

 それでは議案第３８号について、原案を適当と認めることにご異議ございませんでしょ

うか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって議案第３８号「八尾市文化財保護審

議会委員の委嘱の件」については、原案を適当と認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは報告事項に入る前に、先程の文化財のことについて何か他にあ

りませんか。 
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 私からお聞きしますが、八尾市には、国の重要文化財、大阪府の指定文化財、八尾市指

定の文化財の件数はどのぐらいあるのか、今分かるようであれば教えていただきたいと思

います。 

 また、この頃、無住の寺院等で盗難事件が多発といっていいほど発生しています。そこ

で、八尾で大事な文化財を持ちながら、無住あるいは何ら警備・警戒がなされていないよ

うなところがあるのかないのか、あるとすればその対策はどうあるべきなのかといったこ

とについて分かる範囲内でお願いします。 

【岸本生涯学習部次長】 まず１点目の文化財指定の件数ですが、八尾市内におきまして

は国の重要文化財が美術品あるいは登録有形文化財も含めまして２６件、大阪府の指定が

２０件、市の指定が４７件で、これにつきましては若干増えておりますので全体で約１０

０件ございます。 

 それと２点目のご質問ですが、最近、火災あるいは盗難等も起こっておりまして、国も

府もその都度本市に照会をかけてきております。私どもが指定しております特に建造物関

係につきましては、消防法の規定により防火設備をきっちり備えるように定められており

ますので、所有者に指導をして、防火設備を整えていただく、あるいは盗難に備えたセン

サーもつけていただくように、今お願いしている状況でございます。 

 

【篠原委員長】 それでは報告事項に入りますが、何か報告事項はありますか。 

【田中学務給食課長】 新型インフルエンザの対応についてご報告いたします。 

 新型インフルエンザの発生につきましては、皆様既にご承知のとおり、全国的に増加し

続けており、集団感染も続発するなど急激に拡がっております。また、感染者の症例につ

きましても、死亡例や重症例が相次いでおり８月１９日には政府が本格的な流行が既に始

まっている可能性があると宣言しております。 

 このような新型インフルエンザに関する状況の変化を受けまして、８月２０日に大阪府

教育委員会よりインフルエンザ患者発生時の学校園の臨時休業の基準について通知があり

ました。お手元の資料１、２をご覧いただきたいと思います。これまでの基準は資料１に

お示ししておりますが、この度見直されて資料２のとおりとされました。 

 変更内容の主な点は、学級休業につきまして、これまで当該学級で患者が複数名即ち２

名以上発生していることとされておりましたが、今回見直されて、「インフルエンザにり

患した児童生徒等がおよそ５人（在籍者数の約１０％から１５％）に達したとき」に学級

休業を行うことと示されました。学年休業、学校休業につきましても資料２に記載のとお

り見直されました。 

 また、休業期間につきまして、これまで７日間とされていたものを、この度４日程度と

されました、 

 なお、今後教育委員会といたしましては、引き続き園児・児童・生徒及び保護者、また

は各施設利用者への対応に万全を期するとともに、新学期が始まるに当たりまして、保護

者の皆様及び所属職員に、今一度感染拡大防止のための予防対策等の注意喚起を行ってま

いりますのでよろしくお願いいたします。 

 以上、簡単でございますが、新型インフルエンザの今後の対応についてのご報告とさせ

ていただきます。 
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【篠原委員長】 この件につきましては、今日の朝日新聞でも一面に大きく取り上げられ

ていました。後ほど対策本部の今後の方針等も教えていただければと思います。 

【百瀨委員長職務代理者】 ８月３１日から２学期が始まるわけですが、小中学生の感染

が約半数を占めるということで、これについての今後の対応を教えていただきたいところ

ですが、その前に、普通のインフルエンザと新型のインフルエンザの見極めは、今はどの

ようにされているのですか。 

【田中学務給食課長】 資料２の裏面をご覧いただきたいと思いますが、これまでインフ

ルエンザＡ型と診断された場合は、次の検査でＰＣＲ検査という専門的な検査を行ってお

りました。しかし７月２４日以降クラスターサーベイランスということで、個々の対応を

しなくなりました。それ以降につきましては、個々の対応をしなくなったことを受けまし

て、詳しい検査ではなく、インフルエンザＡ型ということで報告をいただいています。 

 それに伴い、今回の基準の運用につきましても、資料２の裏面にありますように、

「「インフルエンザにり患した児童生徒等」とは、新型か季節性に関わらず、医療機関に

おいてインフルエンザと診断された児童生徒等をいう。」と示されました。従いまして、

当初の新型インフルエンザの対応とは若干変わったということでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 新型であるかどうかは、学校等に対して連絡が入るのですか。 

【田中学務給食課長】 ７月２４日以前は、医療機関等でインフルエンザＡ型と診断され

た場合、保健所へ連絡が行き、保健所から感染症センターへ検体を持って行って新型かど

うかを判定されたわけですが、今は行われておらず、一般のインフルエンザＡ型というこ

とで報告を受けています。 

 今後医療機関においてインフルエンザと診断された場合には報告をもらうということで

対応を行っていくということでございます。 

【篠原委員長】 先程の説明では１０％から１５％という数字が示されていますが、ニュ

ースを見ていますと、他の都道府県では人数は学校長に一任されているケースが多いよう

です。１学級の人数によっても違うと思いますが、１０％から１５％といえば１～２名の

差ですか。 

【田中学務給食課長】 季節性のインフルエンザであれば、目安として１５％という基準

が示されております。ですから今回示された１０％から１５％という基準は、ちょっとき

つくなると考えております。 

 ３０数名の学級であれば、それの１５％で約５名ということになります。また１０％で

あれば４名になりますが、我々としましては、この大阪府の基準に基づいて、各学校園へ

は約５名ということでお示ししたいと考えております。 

【篠原委員長】 １０％と１５％の開きは学級の人数が３５人か４０人かでも異なると思

いますし、もっと人数が少ないところもあるわけです。そのときに、例えば２名であって

も学校長として「これは学級閉鎖をしなければ」と判断せざるを得ない場合があると思い

ます。ところが、１０％から１５％というふうに判断の基準が曖昧なために決断がしにく

いのではないかと思いますが、その点はどうでしょうか。 

【田中学務給食課長】 学級を出席停止にするのは学校長の権限となっています。目安と

して１０％あるいは１５％という基準が示されていますが、これはあくまでも医療機関で

インフルエンザと診断された人数でございます。ただ学校現場では、欠席者はいなくても
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調子の悪い子どもが大勢いるといった場合等、状況判断が必要となる時もあると思います。

そういう時は、学校長の判断も必要と考えております。 

【中原教育長】 校長・園長が判断しますが、逐次学校医に連絡して判断することが大切

であり、常に学校医とは連携をとっております。医療のことですので校長・園長だけの判

断は難しいので、その点は学校医と相談しております。 

【田中学務給食課長】 資料２の「２）学校医及び保健所との連携」で、「校園長は、臨

時休業を実施するあたり、地域の患者発生状況や患者の病状等を踏まえ、学校園医及び保

健所の指導・助言を得ること。」と示されているように、常に学校医の指導を受けており

ますが、こういったことも助言を得た上で判断していただくということでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 この件については、個人情報の問題が大きく関わってきてい

ると思います。名前を挙げたり学校名を挙げたりすることが非常にしづらい状況になって

いると思いますが、学校教育の現場では学校長がきちっと把握できる体制になっているの

でしょうか。 

【田中学務給食課長】 学校現場におきましては、インフルエンザに罹ったということに

ついては学校へ報告してくださいと保護者の皆様にもお伝えしております。 

 その報告があったときには、個人情報までは学校から報告していただいておりませんが、

何年何組の男子か女子かということは学務給食課に報告していただいております。 

【篠原委員長】 名前が出たために非常に被害を被ったような例もありますので、慎重を

期していただきたい問題です。 

【安藤委員】 秋からまた感染が増えていくと言われています。その中にあって、学校関

係では、以前と同じような体制を取っていくのか、より強化していくのか、また、情報体

制を今後考えていくのかといったことについては、どのように考えておられますか。 

【田中学務給食課長】 今回、基準が緩和されました。これについては、教育現場として、

２人であれば学級閉鎖がかなり生じて学校教育に支障を来すだろうという意見もございま

した。 

 ただ、ここで心を緩めてはいけないと我々も思っております。今一度、職員にも注意喚

起した上で、まず自分が罹らないこと、一人ひとりが感染拡大防止を心掛けていくことが

重要です。これはもちろん保護者や生徒・児童にとっても同じで、これが一番大事なこと

だと思われます。 

 ですから、前と同じような対応で臨みたいと考えておりまして、特にこれから寒くなる

季節は通常のインフルエンザも多くなる時期ですので、心して対応していきたいと考えて

おります。 

【篠原委員長】 庁内体制もこれからまた色々とあろうと思いますが、今のところの動き

はあるのですか。  

【杉分学校教育部次長】 庁内体制でございますが、市長を本部長とする庁内本部会議に

つきましては現在休止をしております。しかしながら、教育委員会は学校園を抱えており

ますので、教育次長を本部長とします教育委員会の対策本部は現在も活動を続けていると

ころでございます。予定といたしましては、来週にも新学期を迎えることから対策本部会

議を開く予定をしております。 

 一方、市につきましても、４月に策定いたしました行動指針の見直しにかかっていると



 

－9－ 

ころでございます。また、来週にも新型インフルエンザ危機管理対策委員会を開く予定を

しております。 

【篠原委員長】 これから更に問題が大きくなる可能性もありますので、事にあたって大

変なこともあると思いますがよろしくお願いしたいと思います。 

【中原教育長】 新型インフルエンザと季節性のインフルエンザはよく似ているというこ

とで、ほぼ同じ対応になっていますが、重篤になりやすいと言われている腎臓病の子や喘

息の子、それから糖尿病の子もいますので、その子ども達に向けての学校体制としてのケ

アや親との連携は取っていかなければならないと思っています。 

【篠原委員長】 この件については、また今後発症者が出たりした場合などに、色々と考

えていかないといけない問題が出てこようと思います。 

 

【橋本学校教育部次長】 それでは次に、市立八尾中学校体育館火災の専決処分について

ご報告いたします。 

 本件につきましては、平成１９年１０月２１日の未明に発生いたしました市立八尾中学

校体育館火災につきまして、全復旧費用と災害共済金との差額に当たる市単費復旧費用

964,976円の損害賠償金請求を行うことで和解契約を締結するものでございますが、加害

者３世帯に対し上記損害賠償金を請求する必要があります。しかし、加害者３世帯それぞ

れの家庭事情等が異なり、損害賠償金の支払い可能時期の違いも発生している中で、数ケ

月後でなければ損害賠償金の支払いが困難な加害者世帯もあれば、早急に損害賠償金の支

払いを希望されている加害者世帯もある状況でございます。 

 従いまして、効率的に加害者全体に対する債権確保を目指すことと、早急な損害賠償金

の支払いを希望しておられる加害者世帯へ配慮するため、早急に和解契約を締結すべく市

議会閉会中の専決処分と判断したものでございます。なお、和解契約につきましては平成

２１年８月７日付けで完了しております。 

 以上、簡単でございますが報告とさせていただきます。 

【篠原委員長】 この件につきまして、何かご質問・ご意見はございますか。 

【全委員】 なし。 

 

【篠原委員長】 それでは、次の報告をお願いします。 

【田中学校教育部次長】 平成２１年度の全国学力・学習状況調査についてご報告いたし

ます。 

 今年度４月に実施いたしました全国学力・学習状況調査について、８月２７日に文部科

学省より大阪府教育委員会に調査結果が報告されます。各市町村につきましては、それを

受けまして翌２８日に府教委による主管課長会議並びに担当者会議が予定されており、大

阪府の状況について説明があるものと思われます。 

 委員もご存知のとおり、大阪府におきましては、今年度の市町村別平均正答率の公表を

決定しており、現時点では１０月末に公表の予定と聞いております。 

 本市におきましては、大阪府より調査結果の報告を受け、調査結果の分析を行いたいと

思っております。また、八尾市の調査結果の公表については、今後の定例教育委員会にお

いてご議論いただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 
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【篠原委員長】 この件につきまして、何かご質問はございますか。 

 日程は大体去年と似ていますか。 

【田中学校教育部次長】 流れは去年と大体似ております。この４月に示された予定でも、

今月末に結果が出ることになっており、ほぼ予定どおりでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 昨年度もこの調査を実施しておりますので、昨年度の八尾市

の状況、それから、どのように取り組んで今後どうしたいのかということを昨年度に出し

たと思いますので、それとの比較をしながら、今年度はどうなったのかをきちんと見える

ような形で報告していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

【篠原委員長】 これは、この１年間にどのような指導を徹底して行ったのかということ

です。まだ結果が出ておりませんので何とも言えませんが、非常に市民の関心も高い問題

ですので、結果が出たときに色々とまた指摘を受けることが多いと思います。その際に、

はっきりと「この１年間でこういうことをやりました。」ということを発表できる体制を

ぜひ取っておいていただきたいと思います。 

【中原教育長】 またこの会議の中で、資料を基にしてご議論いただけたらありがたいと

思っておりますので、よろしくお願いします。 

【篠原委員長】 昨年度も申し上げましたが、３年間も八尾市独自の調査をやっています

ので、資料については、データの扱い方のノウハウを既に持っているわけです。去年も立

派な報告書を作成されたと思いますが、その上でもう少し説得力のある資料を作成してい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 それでは、以上をもちまして８月の定例教育委員会を終了いたします。 

 なお、本日の署名委員に山本委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

山本委員 

 

 

                                        

 


