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１０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。それでは、ただいまより１０月定例教育

委員会を開催いたします。 

 

【篠原委員長】 まず、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

の皆様方、何かご質疑ございませんか。 

【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９月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） 

1 0月 1 5日 （ 木 ） 午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

 

【篠原委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いします。 

(教育長報告) 

９ 月 2 7日 （ 日 ） 

９ 月 2 8日 （ 月 ） 

９ 月 3 0日 （ 水 ） 

 

 

1 0月 １ 日 （ 木 ） 

1 0月 ２ 日 （ 金 ） 

午後５時45分より、久宝寺寺内町燈路まつりに出席。 

午後４時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前９時より、文化の日表彰審査会に出席。 

午後４時より、空手道協会の全日本少年少女空手道選手権大会準優勝

に伴う市長表敬に出席。 

午前10時より、市議会９月定例会本会議（２日目）に出席。 

午後３時より、府都市教育長協議会定例会に出席。 

開 催 年 月 日  平成２１年１０月２２日（木） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

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 

 

 

 

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・倉本生

涯学習部次長・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・植田指導課長補佐 
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1 0月 ５ 日 （ 月 ） 

1 0月 ６ 日 （ 火 ） 

1 0月 ７ 日 （ 水 ） 

 

1 0月 1 1日 （ 日 ） 

1 0月 1 3日 （ 火 ） 

 

1 0月 1 5日 （ 木 ） 

1 0月 1 6日 （ 金 ） 

 

1 0月 1 7日 （ 土 ） 

1 0月 1 8日 （ 日 ） 

1 0月 1 9日 （ 月 ） 

午前９時より、庁議に出席。 

午後７時30分より、南高安小学校区タウンミーティングに出席。 

午後２時より、文化財保護審議会に出席。 

午後２時30分より、庁議に出席。 

午前８時30分より、地区市民スポーツ祭に出席。 

午前10時より、決算委員協議会に出席。 

午後３時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後３時30分より、学校園危機管理対策本部会議に出席。 

午後７時30分より、刑部小学校区タウンミーティングに出席。 

午後１時より、いきいき健康フェスティバルに出席。 

午前８時より、地区市民スポーツ祭に出席。 

午前９時より、部長会及び八尾市総合計画企画会議に出席。 

 

【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すか。 

 ところで、１０月１４日に近畿市町村教育委員会連絡協議会が主催する近畿市町村教育

委員研修大会が行われまして、山本委員と安藤委員が出席なさったと承知しておりますが、

当日の様子について何かありましたらお願いいたします。 

【安藤委員】 私にとっては初めての研修会でしたが、関西の和歌山・奈良・大阪・京

都・兵庫・滋賀の各市町村から、約６００人が出席して神戸文化ホールの中ホールで開催

されました。 

 研修会では、それぞれの地域性の中で学校教育をどう考えていくか、また教育委員会を

どう考えていくかということを基本に論議されました。 

 時間は約３時間でしたが、４人のパネリストが出られて、泉佐野市の教育委員長がコー

ディネート役をされました。たくさんの発言がありまして、どちらかと言えば発言を制約

せざるを得ない中での論議でしたが、教育委員会がこれからどのような方向に進んで行く

べきかについて、それぞれの市町村の考え方が見えました。その中でも共通して出てきた

のが、教育委員の人数が少ないということで、本市の場合も５人という体制ですが、５人

では力が足りないけれども、「皆さんが協力してこれから新しいものをつくり上げていこ

うじゃないか」また「お互いが協力していこうじゃないか」というお話がありました。 

【山本委員】 安藤委員がおっしゃったことの他に、保護者として教育委員になられてい

る方から悩みについての発言もありました。それに対しては、保護者の方がパネリストの

中にもいらっしゃいましたので、「気づいた点は、自分の言葉でどんどん意見を言ってい

けばいいのではないか」という励ましの言葉をかけられるような場面もあって、去年も参

加させていただきましたが、今年のほうが分かりやすくとても意義があったと思います。 

【篠原委員長】 どうもご苦労さまでございました。他に質問等がなければ、先へ進ませ

ていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 
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１０月の議案 

請願第 １号 

議案第３９号 

議案第４０号 

議案第４１号 

選挙第 １号 

中学校夜間学級の給食の復活を求める請願書の件 

平成２１年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件 

平成２２年度八尾市立学校園教職員人事基本方針の決定の件 

八尾市指定文化財の決定の件 

八尾市教育委員会委員長の選挙の件 

 

【篠原委員長】 まず、請願第１号「中学校夜間学級の給食の復活を求める請願の件」に

ついて審議いたします。請願の内容を事務局より説明願います。 

【網中教育政策課長】 請願第１号につきまして報告いたします。本請願は、八尾夜間中

学の給食の復活を求める市民の会 代表奥村貴夫氏から１０月５日に教育委員長宛に提出

されたものです。内容につきましては、八尾中学校夜間学級の補食給食に関し、平成２１

年度から大阪府中学校夜間学級生給食費補助金が廃止されたこと等に伴い、本市では平成

２１年度から夜間学級の補食給食を廃止しましたことについて、「八尾市立八尾中学校夜

間学級に対する「給食費」の復活を求める署名」を添えて、夜間学級の給食を復活するこ

とを求める請願であります。よろしくご審査賜りますようお願いいたします。 

【篠原委員長】 ただいま網中課長から説明がありました。 

 それでは、請願者の方に前の席へ来ていただきたいと思います。どうぞ。 

【請願者奥村氏】 貴重な時間を利用させていただきましてありがたく思います。八尾夜

間中学の給食の復活を求める市民の会の奥村と申します。 

 大阪府は財政再建を理由に、今年４月から夜間中学の就学援助費と給食費の府負担分２

分の１を廃止しました。これを受けて八尾市は、就学援助金は継続したものの給食は廃止

しました。 

 夜間中学は、ご承知のとおり戦争・差別・貧困等々の理由で学齢期に勉強できなかった

人々のためにあり、その責任の一旦は国にもあると思います。特に八尾の場合、現在はそ

の大半が外国人で、昼間働き、それもいわゆる非正規で劣悪な労働条件で働きながら、夜

その仕事を円滑に行うために学んでいるのです。１つの例を言いますと、先だっても市教

委へ署名を提出した日に来られていた学生さんは、当日が雨でしたので、「仕事へ行って

んけれども今日は雨やからお休みや。給料ももらえない。」というようなことを言ってお

られました。不況下とはいえ世界から見れば日本は先進国であり、国策で安い労働力を受

けている状況下、お腹が減って学んでいるそんな人たちに、わずかなパンと牛乳だけとい

う給食を奪い取るのはあまりにもえげつない施策ではないかと思いますし、日本人の一人

として恥ずかしくさえ思います。 

 これも昨日の例ですけれども、仕事が終わられてお腹が減ったので家へご飯を食べに帰

られるということになって、１時間目の授業はどなたも来られなかったというのが昨日の

実態だということを、さっき先生からお聞きしました。そんな状況下です。それを、「時

代は変わった」、「今日日安い弁当はコンビニにも売っている」というような言い方で、

市教委の発言はあまりにも実態を知らないひどい発言であるというふうに思います。 

 そこで、その給食の復活を求める市民の会を私達は立ち上げ、署名活動を始めました。

大きな組織を持たない私達は一人ひとりに呼びかけましたが、特に社会的弱者といわれる
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非正規労働者や障害者やその親、あるいは高齢者など、そういう人達が積極的に協力をし

てくれましたし、また街頭での市民の反応も「それはあまりにもえげつないですね」「市

の職員さんはそこそこ給料もらってはるのに」と快く署名に応じてくれました。その数は

市民の会が１０月２日に提出した分が5,604筆、後で130筆を追加しまして5,734筆、生徒

会も１０月１日の提出分が3,778筆で、後186筆を追加しまして3,964筆で合計9,698筆を集

計し、提出をしてきたところです。 

 しかし市教委は、この署名提出に対し教育長も教育次長も出席せず、学務給食課長らに

任せて、それも「だめだと言え」というような強要されているとしか思えないような発言

に終始し、「検討もできない」というような言い方に終始されました。最後のほうで「こ

の署名をどう思ってるねん」という追及に対して、やっとしぶしぶ「検討する」と言われ

て現在に至っていますけれども、これらは市民に対して誠意のかけらも示さない対応であ

ったというように理解をしています。 

 この署名は、教育長と同時に市長にも提出していますので、市長にもいろんな集会でお

目にかかる機会がありますので話しましたところ、市長のほうは「誠心誠意検討する」と

そういう発言をしてくれています。 

 市教委は、「府下の状況として、給食を実施している東大阪市は就学援助費を少し削っ

ている」等と主張されましたけれども、豊中市は両方継続しているとまちまちであり、各

市独自の判断で優先されるのは当然というように思います。 

 参考までに申し上げますと、夜間中学のある大阪府下７市のうち給食の継続は東大阪、

豊中、堺の３市、廃止されましたのが八尾、守口、大阪、岸和田の４市です。こうした状

況下で府の夜間中学連合会は全ての夜間中学の給食の復活とその継続を求めて、９月１３

日の日曜日に府下各市から１００名余りが八尾へ結集され、近鉄八尾駅前周辺で署名活動

を展開されました。その様子は翌日１４日の毎日放送テレビ「みのもんたの朝ズバッ！」

で放映されたところです。 

 今、橋下府政は無駄を省くということを理由に、特に社会的弱者、障害者や高齢者ある

いは高校生等にもしわ寄せを強いているように思います。私も、本来の無駄を省くことは

必要だと思いますし、八尾においても、見張り番八尾の代表として数々指摘してきたとこ

ろです。しかし夜間中学の給食や就学援助費は決して無駄ではありません。八尾市でも本

来の無駄は他にもいっぱいあります。私の経験で一例を挙げますと学校の電気代です。私

は定年後、市内の小学校１校、中学校２校で朝晩の施開錠員として働きました。いずれも

夕方西日のカンカンな時でも教室も廊下も電気が点いています。トイレでも同様です。消

して回るのが主な仕事でした。また構造的な欠陥もあると思います。１つのスイッチで１

４本もの蛍光灯が点いたり消えたりします。ある学校では、門を入って行きまして左側に

職員室があるわけですから、廊下の左４分の１ほど、４本ほど蛍光灯を点けたらそれで全

て見えるのに、１つスイッチを入れたらずっと廊下の端まで、全然誰もいてへんとこまで

１４本も蛍光灯が点きます。それも１つに２本ずつ点いていますから大変な電気代だとい

うように思います。何年か前ですが、見張り番八尾として調査をしてみました。そうしま

すと、１校平均毎月４０～５０万円の電気代で、八尾市の公立学校全体で年間約２億円に

もなります。「薄暗くなっても消しておけ」ということではありません。私の経験からし

ましても、ある中学校では女子生徒がトイレに入っているときに若い男が侵入してきたと

いう例もあって、抱きついたという例もありました。従って、「薄暗くなっても消してま
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え」というようなことは一切言うつもりはありません。しかし、例えば私どもの家ではト

イレへ入るときは点けますけれども、出るときには必ず消します。そういうような社会的

に常識なことをやっていけば、おそらくこの電気代は半分で済むだろうというように考え

ます。そういう無駄を省けば、わずか１００万円あるいは２００万円近くかかるといわれ

ていますけれども、この給食はぜひとも復活してほしいというように思っています。教育

委員の皆さんの良識ある判断を心からお願いをして陳述を終わるものです。どうぞよろし

くお願いします。ありがとうございました。 

【篠原委員長】 ありがとうございました。元の席へお戻りいただいて結構です。 

 それでは次に、本請願に対する理事者の見解を求めたいと思います。 

【田中学務給食課長】 それでは、理事者の見解を申し上げます。 

 中学校夜間学級の補食給食に係る経費につきましては、これまで大阪府中学校夜間学級

生給食費補助金として、予算範囲内で上限２分の１を限度に、大阪府より各設置市へ交付

されておりましたが、平成２１年度からこれが廃止となったところであります。中学校の

夜間学級における補食給食は、発足当時、食堂やパンの食品を販売する小売店等が少ない

中、大半の生徒が昼間に働き、仕事を終えてすぐ授業に駆けつけるため、食事の準備が困

難である等の理由から、生徒の健康保持等を目的に提供を行ってきたところであります。 

 しかしながら、制度発足から４０年近く経過した中、現在では各地に食品を売る店舗も

増えまして、各自が必要に応じて準備することが可能な環境が整っており、一定の役割を

果たしたものと考えるところです。 

 また、本市におきましては、厳しい財政状況を踏まえまして、これまで実施してまいり

ました行財政改革の過程で、市単独の個人給付につきましては見送り・見直しを図ってお

ります。この経緯の中で、７７歳、８８歳など節目で支給しておりました敬老金等も個人

給付の観点から廃止した事業でございます。このような状況の中、夜間学級の補食給食に

つきましては種々検討を行ってきたところでありますが、実施根拠としておりました大阪

府の補助要綱が廃止されたこと、また個人給付の廃止の方針など先に述べました状況等を

踏まえ、本市としましては平成２１年度から廃止を決断したところでございます。 

 また、先日来多くの署名を受け取り、今後の夜間学級の補食給食の対応につきまして再

度検討したところでございますが、現在の国・府の制度設計や本市の状況に照らしますと、

補食給食の復活は難しいものと考えております。 

【篠原委員長】 ただいま、請願についての事情説明及び理事者の意見陳述がございまし

た。委員の皆様方から、ご質疑あるいは賛否を含めたご意見等を承りたいと思います。 

【安藤委員】 私も教育委員に就任して丁度１年になりますが、今年の３月に夜間学級の

卒業式に出席させていただきました。そのときに「ここでもっと勉強していきたい」「卒

業したくない」という方もいらっしゃって、学校と生徒の関係がすごくすばらしいと思い

ました。その中で、それぞれが一生懸命勉強に向かわれているということがすごくよく分

かりました。 

私としては、先程請願者の方がおっしゃった廃止の内容の前に、まだ周りの状況で分か

らないことがあるのでまず質問したいのですが、例えば大阪府内にどれだけの夜間学級が

あるのかといったことをお聞きしたいと思います。 

【田中学務給食課長】 中学校の夜間学級につきましては、現在大阪府内では、大阪市に

４校、東大阪市に２校、豊中、守口、八尾、堺、岸和田に１校ずつ、７市に計１１校設置
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されております。 

 また、夜間学級につきましては校区が決められておりません。そのことから、全市町村

から広域に生徒を受け入れております。 

【安藤委員】 その中にはいろんな方が来られていると思いますが、どういう方が通学さ

れているのかが分かれば教えていただきたいと思います。 

【田中学務給食課長】 八尾市の夜間学級の現状についてご報告いたしますが、八尾市の

夜間学級の在籍数は、本年５月１日現在で２０８名となっております。居住地域につきま

しては八尾市内が１７７名、市外が３１名でございます。市外につきましては、東大阪市、

柏原市などでございます。 

 また、国籍別人数でございますが、日本の方が２２名、中国の方が１１９名、ベトナム

の方が５０名、韓国・朝鮮の方が１０名、その他の方が７名となっており、昨年の５月１

日現在では９０％が日本以外の国籍でございます。 

【安藤委員】 人数のことは概ね分かりましたが、実際に私も卒業式に出席させていただ

いたときに、若い方からいろんな方がおられたと思うのですが、生徒の年齢構成は分かり

ますか。 

【田中学務給食課長】 年齢につきましては、１０代の方から７０代の方までおられます。

具体的に申し上げますと、今年の５月１日現在で、１５歳から１９歳の方が１４名、２０

歳から２９歳の方が７１名、３０歳から３９歳の方が５７名、４０歳から４９歳の方が３

６名、５０歳から５９歳の方が１２名、６０歳以上の方は１８名でございます。その中で

最年少の方は１５歳、最年長の方は７５歳と非常に幅広く勉強されており、平均年齢につ

きましては３５．１歳となっております。 

【篠原委員長】 他にご質問ございませんか。 

 それでは私からお聞きします。先程請願者の方からの事情説明にもありましたが、府内

では今も補食給食を提供しているのは３市４校ということでした。確認しておきたいので

すが、その３市は堺市、東大阪市、豊中市で間違いありませんか。 

【田中学務給食課長】 先程請願者から話がありましたように、府内で７市１１校がある

中で、既に廃止をしたのが本市の八尾中学校を含めまして４市７校ございます。堺、豊中、

東大阪３市の４校が引き続き補食給食を提供しております。 

【篠原委員長】 それに関連してもう１点お聞きしますが、廃止に踏み切った市が廃止し

た年度は、八尾市と全く同じ時期と考えていいのですね。 

【田中学務給食課長】 ４市につきましては、２１年度から廃止しております。 

【篠原委員長】 それは、大阪府からの補助が打ち切られたことが契機になっていると考

えてよろしいですか。 

【田中学務給食課長】 今、委員長がおっしゃいましたように、根拠としておりました大

阪府の補助金要綱がなくなったことと、また本市におきましては、それと共に個人給付の

見直し等の要因があって廃止させていただいたということです。 

【百瀨委員長職務代理者】 先程理事者の見解の中でも説明があったと思いますが再度伺

います。これまで実施してきた夜間学級の補食給食について、廃止に至った過程について、

どのような過程でそうなったのか、もう一度説明していただきたいと思います。 

【田中学務給食課長】 まず、大阪府の補助要綱がなくなったこと、また個人給付の見直

し等がございまして廃止に至ったわけでございますが、それに加えて申しますと、厳しい
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財政状況の中で、大阪府では、給食の補助金及び夜間学級生の就学の補助金のどちらもが

廃止されまして、設置市では苦渋の決断を迫られたという過程がございます。本市といた

しましては、厳しい財政状況の中でございますので、補助金がなくなった中でそれを全て

継続するのは、やはり市にとっては非常に困難なことであります。そこで、就学援助は経

済的に困難な生徒が受給していることから、廃止等の大幅な制度変更となると生徒への影

響がかなり大きくなり、通学を断念せざるを得ない生徒も出てくることから、本市におき

ましては、同じ額で今年度も引き続き就学援助を行うことといたしました。それに伴い補

食給食につきましては廃止という決断をしたという経過がございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 自分も教育に関わっておりましたので、やはり経済的な理由

から通学ができない方がないようにすることは大変大事で、特に考えなければならないと

思っております。そういう意味で、今お話を聞きながら、私としては就学援助をまず最優

先で考えなければならないのではないかと考えております。 

【田中学務給食課長】 本市におきましても、教育の機会均等から見まして、就学援助に

ついては引き続き同額で行いたいと考えております。 

【山本委員】 今、就学援助のことが出ていましたが、一般の小学校や中学校でも経済的

に厳しいご家庭では就学援助を受けておられますけれども、夜間学級に通っておられる方

は、どれくらいの方が就学援助を受けておられるのでしょうか。 

【田中学務給食課長】 昨年の実績で申し上げますと５７人の方が受給されており、認定

率につきましては31.84％となっております。 

【山本委員】 生徒の約３分の１が就学援助を受けておられるとのことですが、給付の基

準はどのように決められているのでしょうか。 

【田中学務給食課長】 認定の基準につきましては、小・中学生に対する就学援助と同じ

認定基準となっております。具体的に申しますと、認定基準額は世帯構成員の年齢等によ

って異なりますが、４人家族の場合、家族４人の所得の合計金額が3,258,000円以下とな

る方は就学援助の対象となります。 

 なお、本市の認定額につきましては、他市と比べまして高い基準での設定となっており

ます。 

【山本委員】 府が就学援助を廃止しましたが、府では、夜間学級の生徒の皆さんに対し

ての就学援助等を国が保障するように、国に対して申請や要望といったことをなさってい

るのですか。 

【田中学務給食課長】 府の資料によりますと、中学校夜間学級生徒に対する就学援助の

改善につきましては、大阪府から国へ要望されたとのことです。しかしながら、学校教育

法第１９条において、就学援助については学齢児童・生徒の保護者を対象とすると定めら

れており、学齢を超えている夜間学級の生徒を対象とするのは、今の法体系の中で極めて

難しいという回答が国からあったと聞いております。 

【中原教育長】 今、請願者の方のお話の中で、２億円の半分が無駄であると聞き、愕然

としました。学校では、こまめに電気を消したり、水道もできるだけ水量を少なくしたり

と、色々と工夫しながらやっております。学校の実態を聞きますと、例えば机や椅子の傷

みがあったときにすぐに換えてやることができないので服にとげが刺さったりするとか、

プリントは当然両面印刷にしているなど、相当切り詰めているという現状を、片や聞いて

いるところです。電気の消し忘れは、いつも教師がしているわけではなく、時々子ども達
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が忘れるというのは我々も確認しています。学校の教育予算もこの間のシーリングで相当

減ってきているという現状がございますが、改めて学校の無駄を省くように指示もしたい

と思います。 

全国には、確か夜間学級を持つ学校が３５校あり、府下に１１校あります。この１１校

については府下どこからでも通学できることになっておりまして、各学校は自分の市以外

の生徒も受け入れているという状況にあります。そんな中で、広域で通学しているという

ことについては、本来的には府が一定の措置をするというのが妥当でしょうし、創立され

た趣旨として戦前・戦中・戦後の様々な状況で学校へ行けなかった方々が対象であるなら

ば、国の制度が必要になってくると思っているところでございます。ところが、府も補助

を切ってきている、国も義務教育の無償を定めた憲法第２６条の関係で、経済的な理由で

就学困難な子ども達の学用品等を保障するということを、学齢を超えているということで

外しているということで、制度の狭間になっているわけです。 

私どもも無駄を省く一方で、制度を国や府に求めてきているわけですけれども、このとこ

ろどうなっているのか分かりませんが、以前は夜間学級の支援拡充について、全国夜間中学

校研究会が厚生労働省と毎年話し合いをし、充実をお願いしていたところでございます。 

 また先日、府の都市教育長協議会がありまして、そのときにもこの話は当然出ました。

先行きを見たときにどうするのがいいだろうかという議論になりまして、結果的には、

「食べるものについては受益者負担の関係もあり、市民の税金を投入していくのはどうだ

ろうか」という話が出ました。また、就学援助については、学校へ行けるということは求

めていきたいということで、都市教育長協議会としても、府へ就学援助の復活を求めてい

ったという経緯があります。市長が常におっしゃっていますように、「１円たりとも無駄

にしない」ということで我々としてもやっていきたいと考えています。「無駄ではない」

「他に無駄があるではないか」という主張ですが、時代の流れとして受益者負担というこ

とも議論してきました。 

この件については、我々教育委員も先日来様々に議論してきましたが、就学援助と補食

給食の両方できれば一番いいのですが、どちらか一方となると、「苦しい選択になってし

まうけれども、就学援助は死守すべきではないか」といった話も出ておりました。時代の

変化の中で、一定の判断をせざるを得ないということになってくると、苦渋の選択になる

ものと考えております。 

【篠原委員長】 事務局に対する質問や、また中原教育長からはご意見も出されました。

それでは、本請願について委員の皆様方のご意見を賜りたいと思います。 

【山本委員】 私も、一度夜間学級の卒業式に出席させていただきました。授業を見たわ

けではないのですが、時間が短い中でも、皆さんの学ぶことに対する気持ちは受け取るこ

とができました。皆さん、「高校に行きたい」「中学校の義務教育の最低限の教育は受け

たい」、また日本語の分からない方も「日本語を覚えたい」と、本当に勉強に対して意欲

的で、卒業なさった中にも、とても意欲的で、校長先生も「ものすごく優秀な人です」と

おっしゃるぐらい学ぶ力を持っている方がいらっしゃいました。そういうことを伺って感

動したのですが、その点からも、私はやはり就学援助に更に力を入れたいという気持ちが

あります。確かに、食に対する先程の請願者の方のお話を伺っていて、本当に身につまさ

れることもすごく分かりますが、就学援助を更に発展して、何らかの形で皆さんのお役に

立てられることができればいいのではないかと思っています。 
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【百瀨委員長職務代理者】 大阪府の補助金が廃止されて、本市の非常に厳しい財政状況

の中で、市単独で何もかも実施するのは大変困難だと考えます。 

 今回の9,700名近い方の署名というのは大変重みを持って考えなければならないと捉え

ながらも、先程教育長からもありましたように、苦渋の選択の中で、教育の機会を保障す

ることを最優先に考えていかなければならなかったということで、自分自身も、まず就学

援助を継続することを重要視する中で考えていかねばならないと思いますし、事務局にも

このことに十分に取り組んでいただきたいと考えております。 

【安藤委員】 同じような意見になりますが、ここに学ぼうとして来られた方１人ひとり

が後ろ向きにならないようにしていくのが、我々が行う一番大事なことだと思います。 

 それから、府への要望もやはり進めてほしいし、府も国に対して支援を求める姿勢を崩

してほしくないと思います。その中にあって、就学援助は絶対になくすべきではないし、

勉強できる人達がどんどん育ってほしいし、それが八尾の誇りになってほしいと思います。

そういう意味で基本的に私は、今の状況の中では、苦渋の選択になりますが、やはり就学

援助を選択せざるを得ないと思います。 

【中原教育長】 これまで教育委員会では様々な施策をしてまいりました。それを、相当

な年数をかけて精査していったのが今の状態です。しかも、学校からは校長に「ここまで

やるか」と言われるようなところまで踏み込んでおります。「たかが１００万、２００

万」というお話があるのは確かに事実ですが、そのためには別の施策の中止を迫られるの

も事実です。例えば、耐震化率は今２０％台で、府下でも下から数えたほうが早い状況で

すが、それを先送りにするのかということがありますし、また、新しい学習指導要領への

対応で、顕微鏡等の機材も何とか揃えたいという気持ちもあります。今や、先送りできな

いような事業ばかりになっております。一方、例えば学校の芝生化は、全額府からのお金

で賄っていますので、それで進めていきたいと思いますし、教室への扇風機の設置も国の

お金を使って行っています。生徒の学習環境をできるだけ良くしようということで、市の

お金を上手に使いながら、市のお金を出さずに事業ができるのであればそれに越したこと

はないですので、国や府のお金も使いながら一生懸命やっております。 

 この問題について、１万名近い方がこれを求めていらっしゃるというのは、教育委員全

員が「重いな」という話をしております。状況が打開できれば、もしくは状況や制度が変

わっていけば、改めて検討することは考えてもいきたいと思いますが、現状の中では一定

の判断をせざるを得ないだろうというのが私の思いです。 

（請願者より発言） 

【篠原委員長】 ご質問はご遠慮いただきます。 

 各委員のご意見をそれぞれお聞かせいただきましたが、他に追加の意見はございませんか。 

 この度の中学校夜間学級の給食については、先程から出ておりますように、平成２１年

度から大阪府中学校夜間学級生給食費補助金、また大阪府中学校夜間学級就学援助補助金

が廃止になったということや、補助制度が発足してから４０年近くが経過する中で、社会

環境が変化したこと、また本市が行財政改革を進める中で個人給付の見直しを図ったこと、

そういう状況がございまして事務局としても苦渋の決断で廃止したものと私も感じており

ます。 

 「大阪府の補助金が廃止になっても市費で行えばいいではないか」という意見も当然あ

ろうと思いますが、補助金が廃止された全ての事業を市の単費、つまり市の税金で実施す
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ることは、現在の本市の財政状況からいたしますと非常に厳しいと思います。 

 このような状況の下、教育委員会といたしましても相当な時間をかけて検討を重ねる中

で、経済的な理由で教育を受ける機会が奪われることのないよう、このことを最優先に夜

間学級の就学援助を市の単費で継続し、補食給食の廃止という決断に至ったと考えている

ところでございます。 

 ただ、先程からご意見が出ましたように、私どもも請願者や9,000名を超える署名をさ

れた方の思いを十分に受け止めていきたいと思っております。 

 よろしいでしょうか。それでは、他にご質疑・ご意見がございませんようですので、 

（傍聴人より発言） 

【篠原委員長】 質問はご遠慮いただきます。 

 ただいまの各委員からのご発言がありましたように、本件については不採択としたいと

存じますが、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、請願第１号「中学校夜間学級の給

食の復活を求める請願の件」については不採択ということに決しました。 

 以上、本請願につきましては不採択となりましたけれども、重ねて申し上げておきます

が、今後事務局においては、教育の機会均等を逸することがないように、また本市の財政

状況も照らした上で、夜間学級に対しては教育の環境の充実等の配慮をお願いすると共に、

署名なさった方、請願なさった気持ちも斟酌していただいて、よろしく配慮を願いたいと

思います。 

 

【篠原委員長】 それでは次に、議案３９号「平成２１年「文化の日表彰式典」教育委員

会表彰の件」について審議いたします。提案理由を杉分次長より説明願います。 

【杉分学校教育部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３９号「平成２１

年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」についてご説明いたします。 

 本件は、平成２１年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の被表彰者を決定するにつき、

教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１３号の規定により委員会の議決を求め

るものでございます。 

 提案の理由でございますが、八尾市教育委員会表彰規則第６条第１項の規定に基づき教

育委員会表彰審査会に諮問されておりました被表彰者の選考について、この度同条第２項

の規定に基づき答申がありましたので、これを決定する必要がありご提案いたすものでご

ざいます。それでは、「平成２１年「文化の日表彰式典」の被表彰者の選考結果について

（答申）」をご覧ください。 

 表彰審査会につきましては、７月８日、９月１日、９月３０日に開催し、教育長及び部

長職３名の審査委員において慎重に審査を行ったところでございます。 

 選考結果でございますが、はじめに学校医、学校歯科医、学校薬剤師についてでござい

ます。八尾市立学校園に１５年以上、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師として従事して

いただき、学校園の保健衛生の向上に多大なるご貢献をいただきました方を被表彰者とし

ております。昨年は学校歯科医２名を表彰させていただきましたが、今年度は学校医１名、

学校歯科医１名、学校薬剤師２名を表彰対象としておるところでございます。 

 次に、児童・生徒の部でございますが、主に大阪府の大会等で優勝もしくはそれに準ず
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る成績をあげた児童・生徒を表彰の対象としております。昨年度はスポーツ部門で８名と

７団体、文化部門で３名と１団体を表彰させていただきましたが、今年度はスポーツ部門

で１０名と５団体、文化部門で２名と２団体を、基準に該当するものとして表彰対象とさ

せていただいております。 

 次に、教育一般の部でございます。学校園協力と生涯学習活動の分野において、長年にわ

たり教育現場等にご協力いただいた方を表彰の対象としております。昨年度は学校園協力の

分野で１団体、生涯学習活動の分野で２名と３団体を表彰させていただきましたが、今年度

は学校園協力の分野で３名、生涯学習活動の分野で７名を表彰の対象としております。 

 以上、教育委員会全体といたしましては、２６名と７団体が表彰の対象となっておりま

す。昨年度と比較いたしまして、対象者は６の増となっております。 

 また、文化の日の当日の壇上表彰でございますが、昨年度までは児童・生徒で代表１名、

学校医もしくは教育一般で代表１名の２名を壇上にて表彰させていただいておりましたが、

今年度より、児童・生徒におきましてはスポーツ部門と文化部門、また学校医等の分野、教

育一般につきましては学校園協力の分野、生涯学習活動の分野でそれぞれ１名の合計５名の

代表者を壇上にて表彰させていただく予定で現在調整を進めているところでございます。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、よろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

あるいはご意見はございますか。 

【安藤委員】 対象者については、スポーツの場合は優勝あるいは準優勝ということで挙

げられておりますが、文化部門で、特に音楽は全く目に見えないもので、またコンクール

という基準だけでふるいにかけられてしまうのが残念なところです。今回は無理にしても、

今後、もう少し皆さんで活動を見ていただいて、「これは応援していこう」また「これだ

けの実績があるのだから、これを支えていこうじゃないか」という姿勢が見えると非常に

うれしいと思います。 

【杉分学校教育部次長】 委員から再三のご指摘をいただきまして、本年度も審査会でそ

ういうことは議題に挙がりましたが、今年度は、前々年度の適用の基準でさせていただき

ました。ただ、来年度につきましては、基準の改定も検討させていただきたいということ

でよろしくお願いいたします。 

【百瀨委員長職務代理者】 選考にあたりましては、教育委員会のみでなく当然市長部局

にもこの案件を広げられていると思いますが、他課からも候補者の情報が十分にもらえる

ような配慮をこれからもっとしていただいて、裾野を広げていただけたらと思います。こ

う見ると、子ども達の活躍の場で子どもに対する表彰ということもよく分かるのですが、

いつも申し上げているように、やはり頑張っている先生方にも対象を広げていただければ

と考えておりますので、ご検討をよろしくお願いします。 

【山本委員】 スポーツ部門で八尾市立亀井中学校の「第６回アジアAG12UNDER代表選手

選考会」とありますが、これはどういうものなのでしょうか。 

【田中学校教育部次長】 それにつきましては、シンクロナイズド・スイミングの競技で

ございます。 

【篠原委員長】 他によろしいですか。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。 

 議案第３９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。 
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【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３９号「平成２１年「文化の

日表彰式典」教育委員会表彰の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第４０号「平成２２年度八尾市立学校園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。提案理由を森田次長より説明願います。 

【森田学校教育部次長】 それでは、議案第４０号「平成２２年度八尾市立学校園教職員

人事基本方針の決定の件」につきましてご説明いたします。 

 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５号の規定によ

り、委員会の議決をお願いするものでございます。 

 提案の理由でございますが、平成２２年度八尾市立学校園教職員人事を実施するにあたり、

学校園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、学校園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ございます。 

 人事基本方針の内容でございますが、本年度は大阪府教育委員会の人事取扱要領の変更

に伴いまして、少し変更をしております。後ろに新旧対照表を載せておりますのでご覧く

ださい。 

 平成２２年度の教職員人事を適切に行うに際しまして、次の重要事項４点を掲げており

ます。１点目は［１］教職員の人事についてでございます。（１）教職員の異動及び配置

換につきましては、「ア」は昨年度と同じでありまして、幼児・児童・生徒の増減に基づ

く定数事情を勘案した上で、新規採用と共に中河内地区内や他の地区の市町村との広域異

動に努め、効率的に過欠員の調整を図ってまいります。 

 「イ」につきましては、少し文言を変えておりますが、各学校園における教職員を適正

に配置して、計画的な異動を更に進めてまいりたいと考えております。特に、八尾市人権

教育基本方針の趣旨を踏まえ、人権尊重の教育を推進するための教職員の配置、特別支援

教育の振興を図るための教職員の配置に配慮し、生徒指導・進路指導等の課題を有する学

校につきましては、指導の徹底を期するための教職員を配置するよう配慮したいと考えて

おります。 

 「ウ」につきましては、今年度府教委が新たに入れられたもので、校園長の経営方針の

もと、特色ある学校園づくりの推進を図ると共に、教職員の意欲の向上を図れるよう配慮

していきたいと考えております。 

 「エ」につきましては、昨年度の「ウ」と同じであります。勤務年数が相当長期にわた

る者につきましては、校園長とのヒアリングを十分に行い、学校園の実情に応じて計画的

に異動等を行ってまいります。 

 「オ」につきましては、今回新たに入れられましたもので、府教委が異動にあたりまし

て様々な教育活動を経験できるよう、他の市や異なる校種等との人事交流を推進しており

まして、本市も推進してまいりたいと考えております。 

 （２）は昨年度と同様でございます。まず新規採用者の配置につきましては、配置する

前に新規採用者に対して簡単なヒアリングを行いまして、新規採用者の資質・能力を十分

に発揮できるように考慮して配置していきたいと考えております。 

 ２点目の［２］校園長及び教頭の人事についてでありますが、今年度も管理職人事につ

きましては適材適所に配置をしてまいりたいと考えております。 
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 ３点目の［３］生命・人権尊重の教育については、先程申し上げました教職員の人事と

重なりますが、八尾市の大きな柱として人権教育、特別支援教育等、生命・人権尊重の教

育を推進する人材を各学校園に適切に配置していきたいと考えております。 

 ４点目は［４］女性教職員についてでありますが、女性教職員を学校園運営の中心的な

役職である首席や指導教諭、主任等に任用することにより、今後の管理職の登用へとつな

げていきたいと考えております。 

 なお、この人事基本方針につきましては、１１月に開催する校長会及び園長会で提示す

る予定でございます。 

 以上、はなはだ簡単ではございますが、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。 

【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、何かご質問ご

ざいますか。 

【百瀨委員長職務代理者】 教職員の配置換について１点お聞きしたいと思います。配置

換については、どのように教育現場の校長先生等と調整して行っておられるのか、少し具

体的にお聞かせいただきたいと思います。 

【森田学校教育部次長】 配置換につきましては、教師経験を活かして、視野を広めて本

市教育の全般的な推進を図るために、基本的に新規採用後、同一校園での勤務年数が４年以

上の者については６年を目途に、現任校における勤務年数が７年以上の者については１０年

を目途として、計画的に配置換を行っているところでございます。これ以外でも、１０年以

上でもどうしても学校が必要としているということであれば残しているという場合もござい

ますし、また逆に７年未満であっても本人の何らかの事情等がありましたら、十分校長先生

とヒアリングを行いまして、異動をさせるという場合もございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 学校教育現場と十分に調整して、適正化を計りながら計画的

に異動を進めていただきたいと思います。 

 もう１点、特に広域異動についてお聞かせ願いたいと思います。今まで積極的に取り組

まれてきたとは思いますが、昨年度はどのような状況であったのか、また広域異動につい

ては管理職を含めてどのようにお考えなのか、少し聞かせていただければと思います。 

【森田学校教育部次長】 昨年度の管理職の人事交流につきましては、教頭が他市へ２名

出ておりまして、他市から３名入っております。 

 それから、新規採用後初めての異動では、府教委の「チャレンジ人事交流」があります

が、それにつきましては、１人出て１人入っているという状況で、また他府県との交流と

いうことで、今年度、高知県から１名が小学校に入ってきているという状況でございます。 

 また、大阪教育大学附属特別支援学校から１人、人事交流で戻ってまいっているという

状況で、今後ともいろんな教育活動を経験して、他市との交流それから他校種との交流を

広めてまいりたいと考えているところでございます。 

【安藤委員】 基本方針の[１]の（１）の「オ  異動にあたっては、さまざまな教育活動

を経験できるよう人事交流を推進する。」という部分も、今おっしゃったようなことを視

野に入れていると考えていいわけですか。 

【森田学校教育部次長】 委員のおっしゃるとおりでございます。 

【中原教育長】 今回の基本方針の改定では、特色ある学校づくりのために校長先生にも人

事についてよく意見を伺おうということで改定されたところがあります。例えば、「４０才



 

－14－ 

代の主任級で、教員をばりばり指導できる人を欲しい」と、どの校長先生もおっしゃいます

が、該当者がいないという状況になってしまっています。またクラブ活動でも、「バスケッ

トボールができる人が欲しい」とか「ブラスバンドができる人」といった希望、あるいは小

学校での英語活動の関係では「小学校で、高学年が担当できて、英語も指導できる先生が欲

しい」というような希望があります。それを色々とコーディネートしながらご期待に応える

ように、難しいところはありますが、学校の特色づくりに少しでも資するように教職員人事

では努力しています。上手くいったというのはなかなか難しい現状にもありますし、ひどい

ところでは、数学や理科で「学級分割で指導したいから教師が欲しい」と言われても「はい

どうぞ」とはいかない状況です。学校がいい形で進んでいけるように悩みながらも支援して

いるという感じです。 

【篠原委員長】 これから、人事異動あるいは教職員の確保については大変な時期を迎え

ようとしていると思います。管理職の適任者をいかに確保するかということも、これから

大きな問題になってくると思いますし、適材適所に専門性を持った人を上手くあてはめら

れるかというと、これも大変だと思います。その点、全教職員の何％ぐらいがいつも異動

しているかといったことも踏まえて、人事異動について大いに頑張ってもらいたいと思い

ます。 

【百瀨委員長職務代理者】 女性教職員について、「学校園運営の中心的な役職に任用す

ることを考慮する。」と掲げられておりますが、中心的というのはどのようなことを考え

ておられるのか、例えば首席等色々とあると思いますが、そのポジションは何なのか聞か

せていただければと思います。 

【森田学校教育部次長】 首席、指導教諭、それから学年主任や生徒指導主事という学校

の要となる役職に、今後管理職として考えていけるような方々を任用するということでご

ざいます。 

【百瀨委員長職務代理者】 もう配置されている例はあるのですか。 

【森田学校教育部次長】 首席は、八尾市の中で小・中学校合わせて１９名おりますが、

その内の４名が女性で、また指導教諭は４名おりますが、その内２名が女性という状況で

ございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 基本方針に従って十分に進めていただければと思います。 

【篠原委員長】 それでは、他にご意見・ご質問もないようですので採決に移らせていた

だきます。 

 議案第４０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。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって議案第４０号「平成２２年度八尾市立

学校園教職員人事基本方針の決定の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは次に、議案第４１号「八尾市指定文化財の決定の件」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４１号「平成２１

年度八尾市指定文化財の決定の件」につきましてご説明いたします。 

 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１７号の規定に

より、委員会の議決をお願いするものです。 
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 提案の理由でございますが、本年１０月７日に開催されました文化財保護審議会におき

まして、お手元の資料の大聖勝軍寺所蔵の絹本著色馬上太子像、海北友竹作の絵画を市の

文化財に指定することにつきまして諮問を行い、同絵画につきましては、物部氏との合戦

の故地に建つ聖徳太子ゆかりの大聖勝軍寺ならではの図柄で、保存状態も良好であり、そ

の作者と制作時期も特定されますことから、審議会より、本市にとって貴重な絵画であり、

市指定文化財として適当である旨の答申をいただき、当該候補物件について市指定文化財

といたしたくお願いするものです。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

【篠原委員長】 ただいま岸本次長から提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、

何かご質疑ございますか。ないようですので採決に移らせていただきます。 

 議案第４１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４１号「八尾市指定文化財の

決定の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、選挙第１号「八尾市教育委員会委員長選挙に関する件」について

審議を行います。 

 委員長の選挙につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１

項の規定によりまして、教育長を除く委員の中から委員長を選挙しなければならないと定

められております。このことから、中原教育長に議事進行役をお引き受けいただくのが適

当でないかと思いますが、委員の皆様方いかがですか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員異議なしということですので、中原教育長に議事進行をお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【中原教育長】 それでは、ご指名により議事の進行を仰せつかりましたので、ただいまか

ら審議に入らせていただきたいと思います。まず、事務局より提案理由の説明を願います。 

【奥田教育委員会事務局理事】 本件は、篠原委員の委員長としての任期が平成２１年１０

月２３日付けで満了することに伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１

項の規定により、委員長の選挙を行う必要がありますので、ご提案いたすものでございます。

任期は平成２１年１０月２４日から平成２２年１０月２３日までの１年間となります。 

 なお、委員長選挙の方法につきましては、八尾市教育委員会会議規則第２条に無記名投

票と指名推薦の方法が規定されておりますが、従来からの慣例では指名推薦の方法で実施

されておるところでございます。以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

【中原教育長】 ただいま説明がありましたように、委員長の任期が明日で満了するとい

うことですので、委員長選挙を行う必要があるということです。 

 委員長の選挙方法については、教育委員会会議規則で２つの方法が規定されているとの

ことです。従来から慣例に基づいて指名推薦の方法で行っていたわけですが、それに基づ

いて行ってよろしいでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【中原教育長】 全委員ご異議がないようですので、指名推薦の方法で実施することにい
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たします。 

 それでは、どなたかご推薦をお願いしたいと思います。 

【百瀨委員長職務代理者】 本市の教育行政も本当に重要な時期になっております。この

ような時期に、やはり委員長の職責というのは大変重要で、また大変重いものになると考

えますので、非常に引き続きご苦労をおかけしますが、篠原委員にお願いしたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

【中原教育長】 ただいま百瀨委員長職務代理者から、引き続き篠原委員にお引き受けい

ただいてはどうかというご意見がございましたが、皆さんよろしいでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【中原教育長】 全委員異議なしということですので、選挙第１号「八尾市教育委員会委

員長選挙に関する件」につきまして、篠原委員を委員長に選任することに決しました。 

 それでは、篠原委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

【篠原委員長】 今、また新たに委員長にご推薦いただきました。実を申しますと迷って

おりました。ご存知のようにもう年齢も年齢でございますので迷ったのですが、「もうし

ばらく頑張らんとあかんぞ」という声も自身の心の中から出まして、あとしばらく頑張っ

てみたいと思います。皆様方にご迷惑をおかけすることがないように頑張りたいと思いま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

【中原教育長】 篠原委員長にはよろしくお願いいたします。 

 それでは、以後の議事の進行につきましては委員長にお願いいたします。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、報告事項に移らせていただきます。 

 全国学力・学習状況調査の分析結果について、田中次長より報告願います。 

【田中学校教育部次長】 平成２１年度全国学力・学習状況調査の分析結果につきまして、

事務局において本市の調査結果の分析を進めてまいりましたが、分析が終わりましたこと

から、分析結果をご報告いたします。お手元の資料「平成２１年度全国学力・学習状況調

査の結果と分析について」をご覧ください。 

 まず、１ページ目には「全国学力・学習状況調査の概要について」といたしまして、調

査の目的、対象学年、調査内容、調査結果の取扱いについて示しております。調査結果の

取扱いについては、８月２４日付の文部科学省通知で、本調査で測定できるのは学力の特

定の一部分であることや、学校の教育活動の一側面であることを踏まえることが示されて

おりますので、それを明記しております。 

 ２ページ目に「八尾市の調査結果とその分析」として、調査日時、実施校、生徒児童数、

個人調査表の返却日、また本市の調査結果の全体的な傾向と教科に関する調査結果、児

童・生徒質問紙についてお示ししております。 

 ３ページ目より１８ページには、教科による調査結果をお示ししております。３ページ

目をご覧ください。 

 はじめに左上の「正答率比較」をご覧ください。この部分に全国と大阪府、八尾市の平

均正答率や、平均正答数と平均無答率の数値を示すとともに、その右側に文章で解説して

おります。 
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 その下の「正答数分布」では、分布状況を示すと共にその分布状況を文章で解説してお

ります。 

 右下の「領域・観点・問題形式別比較」では、それぞれを全国、大阪、八尾市の平均正

答率で比較しております。さらに傾向をレーダーチャートで示すとともに、特徴的な傾向

を文章で表記しております。なお、領域・観点・問題形式ごとの設問は重複して取り上げ

ておりますので、数値の合計が設問総数や全体の平均正答率と一致するものでないことを

補足させていただきます。 

 左下の「成果と課題」では、各教科の知識・活用ごとの成果と課題の特徴的なものを３

点から４点に渡って文章で解説しております。 

 ４ページ目につきましては、今回の各分野における特徴的な問題を抽出し分析しており

ます。中段には「出題の趣旨」を、その下には「設問別集計結果」の説明を、その後には

「今後取り組むべき課題等」をそれぞれ掲載しております。 

 続きまして、１９ページから２６ページは児童・生徒質問紙による調査結果であります。

質問紙につきましては小・中学校ともに７７問あり、代表的なものを八尾市の平成１９年

度から２１年度の数値と２１年度の全国の数値を掲載しております。 

 なお、１９・２０ページでは基本的生活習慣について代表的な質問を、２１・２２ペー

ジでは家庭学習の様子について代表的な質問を、２３ページでは読書や社会事象への関心

に対しての代表的な質問を、２４・２５ページでは規範意識や公共心に関する代表的な質

問を、２６ページでは学習に対する意識に関して代表的な質問を掲載しております。 

 全体的に見まして、全国の調査結果との比較では少し劣っている内容が多いですが、経

年比較という点では、少しずつではありますが改善されている傾向が見られます。 

 ２７ページでは「本市の取組みについて」として、本市の学力向上のための施策や各学

校園の取組み等のページとしております。 

全国学力・学習状況調査の分析については以上でございます。事務局といたしましては、

今後とも更に分析を続けることで、各学校がそれぞれの教育内容を見直し、学校と家庭が

一層連携して教育に取り組むことや、児童・生徒自身が自らの生活や学習習慣を見直すこ

とにつながる情報の提供に努めてまいりたいと考えております。また、現在実施しており

ます学力向上の施策を一層推進・充実させるなど、本市の学力向上に取り組んでまいりた

いと考えております。 

 なお、公表につきましては以上の内容で実施したいと考えております。公開方法・内容に

つきましてはお手元資料の「平成２１年度全国学力・学習状況調査の結果と分析について」

をホームページ上に掲載してまいりたいと考えております。また、『市政だより』に概略を

掲載し、更に参加した生徒・児童と保護者に対して、概要版の配布も考えております。 

【篠原委員長】 この分析結果等については、先だって１０月１５日の協議会でも説明を

受けたわけであります。そして、ただいま公表に関する事務局の考え方についても説明が

ありました。分析結果については、昨年同様、速やかに市民、保護者に情報公開してまい

らねばならないと考えております。 

 そこで、公表のあり方についても確認してまいりたいと考えております。昨年度、本市

においても平均正答率等の数値を含む公表をしたわけですが、今年度については昨年度よ

りも少し結果が下がったところがあることも聞いております。そういうことも含めまして、

昨年度の公表後、市民からのクレーム等何か不都合なことがあったでしょうか。 
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【田中学校教育部次長】 本市におきましては、昨年度より、平均正答率等の数値を含め

た公開とさせていただきました。 

 昨年度につきましては、公開に至るまで、市民からファックスやメールで、公開に対し

ての賛成意見あるいは反対意見等２～３件の意見をいただきました。ただ、公開した後は

そういう意見は全然なかったと把握しております。また、非公式でございますが、公表さ

れたことによって保護者の意識の変化が若干見られたのではないかということも聞いてお

ります。 

【篠原委員長】 先程、田中次長から公表の内容についても説明があったわけですが、平

均正答率等の数値を含めた今回の資料の内容で公表するということでございます。詳しい

説明は１０月１５日の協議会でも報告を受けておりますが、委員の皆様方、公表内容等に

ついて何かご質問・ご意見はございますか。 

【山本委員】 うちの子どもも中学３年生で対象者ですが、今回の調査の結果と分析を見

せていただきまして、これだけ細かく分析していただいたことが保護者としてはすごくあ

りがたいですし、この概要版をぜひ配布していただいて、これを保護者がきちんと読めば、

子どものこともよく分かると思いますので、とてもいい概要版だと思います。 

【篠原委員長】 確かに、コンパクトながらボリュームのある概要版になっていると思い

ます。本当に、全ての市民に詳しく読んでいただければと思います。 

 それから、先だっての協議会の後で今回の調査の問題をいただきましたので、帰って見

てみたのですが、かなり難しい問題で、「よく解けるな」と思うような問題もありました。

一部の報道等によると、来年度からは悉皆ではなく抽出で実施することになろうというこ

とも聞いておりますが、何にしろ、こういう調査を３年も実施したわけですから、この結

果を児童・生徒に反映できるような体制づくりを更に進めていただきたいと思います。 

【中原教育長】 どこの市かは忘れましたが、本市と同じように保護者に結果を配るとい

う市が他にも出てきました。やはり、保護者をどう巻き込んで一緒に協力して学力を向上

させていくかというのが非常に重要になってきているということで、各市ともそういう動

きがあるようです。問題を見てみますと、今までのように記憶だけに頼るのではだめにな

ってきていて、応用力が必要になってきています。そのようになってきているということ

は、社会の求めがそうなってきているのだろうと思いますので、学校での様々な取組みも、

いろんなことを考える思考力・判断力・表現力といったところに力点をおいて学習させる

ことも、指導の中に入れておいていただければと思います。 

【浦上教育推進担当部長】 このデータを指導課で分析したわけですが、中学校の落ち込

みがすごく気になります。これからは小・中学校が一貫したスタンスで学習していかなけ

ればならないのではないかとつくづく感じました。 

 小学校６年生では全国に近い状況にも係わらず、なぜ中学校ではこのように下がるのか、

これについては、小学校と中学校で同じように連続した学びをしっかりとできるように、

今後先生方が検討していっていただかないといけないと考えております。一昨年度から学

力向上推進事業を実施しており、その中でも各小・中学校が連携しながら取組みを図って

おりますが、今後とも更に重点的にそのことを話していきたいと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 取組みについて１点補足しておくと、公立高校の入試におい

ても、この調査にあるような内容の、文章を問うことが非常に多い問題に傾向が変わって

きております。そういうことを含めながら、現場への指導をよろしくお願いしたいと思い
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ます。 

 また、こういう学習の成果・効果が出るには非常に時間がかかるということはよく分か

りますが、学習に関していうならば、中学校の規範意識が問題になってくるのではないか

と思います。授業規律が確立することが学力向上の基になる、あるいは大きなウェートを

占めるということを昨年度も聞かせていただきましたので、このことに対する教職員の人

事配置等を含めての対策はどのように考えておられるのか、聞かせていただければと思い

ます。 

【森田学校教育部次長】 学力向上に向けては、やはり授業規律を確立すること、要は

「しっかりと聞けるかどうか」ということが基礎になると考えております。そのために、

今現在の様子はどうなのかについて、各担当が小・中学校にまいりまして、授業の様子を

見せていただいたり、学校の先生の様子、クラスの様子等を見せていただいたりしながら、

十分に校長先生にヒアリングを行って配置を考えていきたいと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 生徒指導主事については、配置の問題で人的な要素が足りな

いということも含めて取り組んでいかなければならないのではないかと思います。 

 また、先程浦上部長からありましたが、私自身も、小・中学校の連携の下で子どもの学

びの連続性を図り、進めていかねばならないのではないかと考えましたので、また今後の

取組みの中で、教育委員会の教育に対する特色ある取組みの大きな１つとして考えていた

だければと思っております。 

【中原教育長】 市として情報の公開は必要だということで、平均正答率を公表しますが、

往々にして、市の結果の次は学校ごとの結果ということになりがちです。ただ、学校別の

結果の公表については、序列化や過度な競争につながりやすいと思いますので、私は学校

別の結果公表は控えるべきではないかと考えております。各学校では、全国や大阪府ある

いは八尾市との比較を考えながら、校長先生を中心に色々と考えていっていただけると思

いますので、学校別の公表は控えるべきだと思っております。 

【篠原委員長】 それについては後程確認しておきたいと思っておりましたが、昨年度と

同様、数値等は公表しますので八尾市全体の平均点は新聞等に出たりしますが、学校別の

数値の取扱いはしないということで確認しておきたいと思います。 

 それから、『市政だより』でも公表するということと、先程の概要版を各家庭に配布す

るということです。概要版を配布するのは、児童・生徒のいる各家庭と捉えていいですか。 

【田中学校教育部次長】 概要版につきましては、今回調査に参加した小学校６年生と中

学３年生の児童・生徒ならびにその保護者に配布するように考えております。 

【篠原委員長】 それでは再度確認しておきたいと思いますが、正確かつ丁寧な内容とし

て、保護者や市民、児童・生徒の序列化や過度の競争を招くといったことにならないよう

な配慮をお願いいたします。 

 更に、公表だけに終わることなく八尾市の学力向上の施策についてもしっかりとお考え

いただきたいということを申し添えておきます。 

 

【篠原委員長】 報告事項については以上でございますが、委員の皆様方、他に何かご発

言はございませんか。 

【安藤委員】 八尾市内の中学校では何年か前から、アウトリッチということで、大阪フ

ィルハーモニー交響楽団、文化振興事業団、それと学校が協力して、課外学習を取り入れ
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ています。今回は東中学校・志紀中学校・南高安中学校で、大阪フィルのメンバーが学校

の授業に入って実際に授業をするという取組みです。学校の取組みですので、皆さんは恐

らくご存知ないと思いますが、これは教育委員会としても注目していってほしいと思いま

すのでこの場で報告させていただきます。 

私が大阪フィルに在籍していた頃から、学校とのつながり、そして市とのつながりとい

うことをずっと言ってきました。それが徐々に形として見え始めてきており、学校と文化

振興事業団との連携で取組みが進められております。１１月に授業が行われますので、私

も見学か視察かで参加しようと思っております。 

 また、小学校の場合は演劇ということで取り組まれているということで、併せてご報告

させていただきます。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 ２点お聞きしたいことがあります。 

 １点目は高安古墳群についてです。前生涯学習部長から、高安古墳群を国史跡に指定す

ることを目指しており、将来八尾市の観光という面まで広げたいというビジョンをお聞き

しました。この事業がその後どうなっているのか、また今後どのようにお考えなのか、非

常にいいことで心に留まっておりますので、この際ですからお聞きしたいと思います。 

【岸本生涯学習部次長】 高安古墳群につきましては、服部川に横穴式石室をもつ円墳が

２００基ぐらいございます。この事業につきましては平成１６年度から進めてきておりま

す。今年度は、その資料について今後の端緒に付くまでができたという状況でございます。

１つには、２００基の古墳の分布調査、あるいは単体の古墳の調査も今年度で終わります。

それともう１点は、大阪府立近つ飛鳥博物館の白石太一郎館長を座長に迎えた検討会議を

１８年２月に設置し、この間ずっと検討してまいりました。もう１点は、国史跡化の可能

性について、３年前からずっと文化庁にまいって調査官と協議をしてまいりました。それ

で、今年度の市政運営方針にも謳っていますように、高安地区は江戸後期から造園業が盛

んで、史跡化の範囲の中には、植木の苗木を植える植木畑が点在しております。そのこと

も含めて、史跡公園化するのではなく、里山保全という大きな展開の中で保存していこう

ということで、２０年度末、２１年度当初に私が文化庁にまいったときも、文化庁から変

更も含めてご承認をいただいたと思っております。 

 そういうことも含めまして、今後、市総体として里山保全を行うということで、先般も

政策推進課、みどり課、環境保全課、農業委員会といった関係部局と協議をしまして、３

月までには、里山・歴史・自然を含めた実際の事業を行っていくための構想を公に出して

いこうということで動いておりますので、今後公有地化の問題等も出てきますが、端緒に

は付くところまできているというのが現状でございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 分かりました。大変いいことですので、今後どんどん進めて

いっていただきたいと思います。将来に夢を与えていくというのは大変大事ですので、よ

ろしくお願いいたします。 

 もう１点ですが、新型のインフルエンザがどんどん各教育現場に迫っております。そう

いう中で、今現在どのような状況になっているか、お聞かせ願いたいと思います。 

【田中学務給食課長】 新型インフルエンザに関しましては、５月に八尾市でも発症者が

出て以来、引き続いて増加している状況で、６月には一旦収まりかけたものの、７月・８

月にかけてまた起り、新学期が始まってから急激に増えております。１０月になってから
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特に増えておりまして、学級閉鎖、学年閉鎖、また学校閉鎖まで起こっている状況です。

２学期以降のインフルエンザによる欠席者につきましては、当初５０名ぐらいだったもの

が、先日は１日の欠席者が３００名を超えるなど、急激に増えております。このような中

で、各学校園におきましては引き続き手洗いの励行等を行っていただくように注意喚起を

しておりますが、例年、季節性のインフルエンザが１１月頃から流行しだすという中で、

新型インフルエンザと季節性インフルエンザは分けることができませんので、１１月以降

も感染者はまだまだ増えそうな勢いであるという状況です。 

【篠原委員長】 よろしいですか。他にございますか。 

 それでは、事務局から何かございますか。 

 なければ、以上をもちまして１０月の定例教育委員会を終了いたします。どうもご苦労

さまでございました。 

なお、本日の署名委員に安藤委員を指名したいと思います。よろしくお願いします。 

  

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

安藤委員 

 

 

                                        

 

 


