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３月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２４年３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 

 

百 瀨 委員長 

安 藤 委員長職務代理者 

木 下 委員 

御喜田 委員 

中 原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

植田教育次長・伊藤生涯学習部長・中山学校教育部長・小山こど

も未来部長・田辺教育委員会事務局理事教育政策課長事務取扱・

松井生涯学習部次長・竹内生涯学習部次長兼八尾図書館長・万代

学校教育部次長兼学務給食課長・西崎教育人事課長・杉島生涯学

習スポーツ課長・渞文化財課長・靍原指導課長・浅野教育サポー

トセンター所長・福嶌人権教育課長・上野山青少年課長・南八尾

図書館長補佐 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより３月定例教育委員会を開催いたします。本日の

署名委員に安藤委員を指名したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、本日は、こども未来部長に委任している事務に関する議事が予定されております

ので、こども未来部長及び青少年課長にもご出席いただいております。 

 

【百瀨委員長】 それでは、会議に先立ちまして、私より皆様にご報告いたします。 

 大阪府が毎年５月３日の憲法記念日にあわせて、府政の振興に顕著な功績のあった個 

人・団体を表彰している、平成２４年度憲法記念日知事表彰公共関係功労者（文化芸術関

係）表彰において、今回、安藤教育委員長職務代理者が表彰されることとなりました。 

皆様方もご存知のとおり、安藤委員長職務代理者は、市内中学校吹奏楽部への指導や小

学校でのボランティア演奏会を開催し、次代を担う子どもたちの心の教育として芸術文化

にふれる大切さを教育現場に伝えるなど、多岐にわたる活動をされております。 

今回はこれら芸術文化の普及向上に貢献した功績により、表彰されるものです。 

安藤委員長職務代理者、おめでとうございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今回、身に余る光栄をいただくことになりましたが、たくさ

んの方々に支えられて、さまざまな活動に取り組むことができたと思っております。 

これからも、子どもたちのために、ひいては社会のために自分なりにできることをして

まいりたいと思います。 

本当にありがとうございます。 
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【百瀨委員長】 それでは、会議に入らせていただきます。 

まず、２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。なお、２月臨時会

については、非公開審議部分がありましたが、当該部分についてはまだ公開可能な時期が

来ておりませんので、傍聴の皆様方に対しましては、当該審議部分を除いた会議録を配付

させていただいております。ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、委員の皆様方、２月臨時会会議録について何かご質疑等はございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、２月臨時会会議録について承認と

決しました。 

 

【百瀨委員長】 続きまして、２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、２月定例会会議録について何かご質疑等ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、２月定例会会議録については、承

認と決しました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

２月24日（金） 

 

２月25日（土） 

２月27日（月） 

３月８日（木） 

３月13日（火） 

３月15日（木） 

３月16日（金） 

午前10時から、大正幼稚園での園児と力士さんとのお相撲遊びに出

席。 

午前９時30分から、小学生なわとび名人検定に出席。 

午前10時から、青少年問題協議会に出席。 

午前10時から、市議会文教常任委員会に出席。 

午前９時30分から、市立中学校卒業証書授与式に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前９時30分から、市立小学校卒業証書授与式に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

(教育長報告) 

２月23日（木） 

２月24日（金） 

２月25日（土） 

２月27日（月） 

 

２月29日（水） 

３月１日（木） 

午後２時30分から、学力向上フォーラムに出席。 

午前10時から、市議会３月定例会本会議（１日目）に出席。 

午前９時30分から、小学生なわとび名人検定に出席。 

午前10時から、青少年問題協議会に出席。 

午後３時から、市町村教育委員会教育長会議に出席。 

午前10時から、市議会３月定例会本会議（２日目）に出席。 

午前10時から、市議会３月定例会本会議（３日目）に出席。 
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３月２日（金） 

 

３月５日（月） 

３月６日（火） 

３月７日（水） 

３月８日（木） 

３月11日（日） 

 

 

３月12日（月） 

 

３月15日（木） 

３月16日（金） 

 

３月17日（土） 

３月18日（日） 

午前９時から、部長会、人権施策推進本部会議、ＩＴ推進本部会議及

び緊急経済雇用対策会議に出席。 

午前10時から、市議会３月定例会本会議（４日目）に出席。 

午前10時から、市議会３月定例会本会議（５日目）に出席。 

午前９時30分から、消防記念日式典に出席。 

午前10時から、市議会文教常任委員会に出席。 

午後１時から、こどもフェスティバルに出席。 

午後２時から、災害対策訓練～東日本大震災から一年を迎えて～に出

席。 

午前10時から、株式会社Ｊ・ドリームによる学校保健衛生の維持向上

のための不織布マスクの寄附に伴う市長感謝状贈呈式に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前11時から、大阪府都市教育長協議会決算監査に出席。 

午後３時10分から、防災会議に出席。 

午前９時から、日本少年野球八尾大会開会式に出席。 

午前11時から、大阪経済法科大学卒業式に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、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きたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、３月９日（金）午前１０時から、八尾市文化会館レセ

プションホールで教育講演会に出席しました。講師の松木正さんは昨年も講演された人気

のある方で、今回も１００人を超える母親が参加されていました。 

次に、３月１３日（火）午前９時３０分から、高美中学校の卒業証書授与式に出席しま

した。１３３名の生徒が巣立っていき、校長先生もとても喜ばれておりました。 

最後に、３月１６日（金）午前９時３０分から、志紀小学校の卒業証書授与式に出席し

ました。卒業生は２０３名になり、子どもたちの送辞、答辞もすばらしく、保護者も喜ん

でおられたと思います。 

 

【木下委員】 まず、２月２３日（木）に、学力向上フォーラムに出席しました。本市の

学力分析がきちんとされており、充実した内容でしたので、今後、十分に活用をお願いし

ます。 

 次に、３月９日（金）に教育講演会に出席しました。昨年に続いて子どもの自尊心を育

てるというテーマでしたが、日本の子どもの自尊心の低下については、この１０年来、非

常に大きな問題になっておりますので、若い母親が熱心に聞かれる様子がよかったです。 

 最後に、３月１６日（金）に安中小学校の卒業証書授与式に出席しました。粛々と式が

進行される中で、晴れやかな子どもたちの姿があり、大変うれしく思いました。 

 

【御喜田委員】 まず、３月１３日（火）に、八尾中学校夜間学級の卒業式に行ってまい

りました。卒業される方は７０歳の生徒一人だけでしたが、手づくりのアットホームな卒
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業式で、何度も込み上げてくるものがあり、とてもいい卒業式でした。７０歳になっても

勉強されていたことを聞き、人生はずっと勉強なんだなということを改めて思いました。 

 次に、３月１４日（水）に、市立特別支援学校の卒業式に出席しました。こちらは、小

学部の児童２名、中学部の生徒１名が卒業されましたが、先生と子どもの信頼関係や、保

護者の方への感謝の気持ちなどがたくさん盛り込まれたすばらしい卒業式でした。 

 最後に、３月１６日（金）に中高安小学校の卒業証書授与式に出席しました。卒業生の

３２名が一人ずつ壇上に上がり、恥ずかしがることなく、大きな声で自分の将来の希望、

お母さん、お父さんに対する感謝の気持ちを述べていたので、門出の時にこのような気持

ちを教えられた先生のご指導の賜物だなと思いました。 

 

【百瀨委員長】 小学校の卒業証書授与式では、子どもたちが国歌を大きな声で歌ってい

たので、自分たちのものになってきていると思いました。 

 それでは、委員長、教育長報告を含め、ただいまの報告について何かご質疑等ございま

せんか。 

 ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

３月の議案 

議案第12号 

議案第13号 

議案第14号 

平成24年度八尾市教育委員会の人事に関する件 

八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件 

平成24年度大阪府学力・学習状況調査に関する件 

 

【百瀨委員長】 議案の審議に入る前に、本日、審議いたします議案第１２号「平成２４

年度八尾市教育委員会の人事に関する件」は人事案件になりますので、この案件は非公開

にしたいと思いますが、委員の皆様方よろしいでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第１２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、議事の進行の都合上、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行いたいと思います。 

 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 議案第１３号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件」について審議いたし

ます。提案理由を杉島課長より説明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第１３号「八尾市放課後児童室条例施行

規則の一部改正」につきまして、提案説明をさせていただきます。 

 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３号の規定によ
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り、次のとおり委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由といたしましては、対象学年拡大の実施等に伴う入室児童の増により、児童室

名、児童室数、及び定員に変更が生じたため、規則の一部を改正する必要があり、同規則

の一部を改正いたすものでございます。 

 それでは、お手元の「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」に沿っ

て、改正内容につきまして、ご説明を申し上げます。 

 改正点につきましては、別表第１（第２条関係）の亀井地区放課後児童室の名称を亀井

地区第１放課後児童室、亀井地区第２放課後児童室の２児童室に改めるとともに、それぞ

れの児童室の定員を７０名とするものでございます。なお、附則におきまして、規則の施

行につきましては、平成２４年４月１日からといたすものでございます。 

 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

しくご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたけれど、委員の皆様方、この件

につきまして何かご質疑ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 対象学年の拡大については、２年前から進められていると思

いますが、現在の対象学年はどのようになっていますか。 

 

【上野山青少年課長】 対象学年につきましては、６年生までの拡大となります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 現在、入室児童は増えているのでしょうか。それとも、減っ

ているのでしょうか。 

 

【上野山青少年課長】 入室児童の申請数につきましては、増加傾向にございます。 

 

【木下委員】 低学年と高学年の増加傾向については、どのようになっていますか。 

 

【上野山青少年課長】 児童の申請数につきましては日々変わるところでございますが、

本年２月２日現在、亀井地区の児童室で９６名の申請がございました。そのうち、本事業

の中心である低学年は８１名、対象学年の拡大により、４年生が１４名、５年生が１名、

合計９６名となります。 

現在は定員７０名となりますので、２６名オーバーしているという状況でございます。 

 

【中原教育長】 現在、児童室の開設時間は基本的に午後５時までで、家庭の都合で午後

６時まで児童を預かれることとなっていると思います。午後５時から午後６時の間は、保

護者が迎えに来ることが条件になっておりますが、６時を越えることはありますか。 

 

【上野山青少年課長】 開設時間の延長は午後６時までになりますので、それを超えるこ

とは基本的にございませんが、保護者のお仕事の関係でお迎えが遅れる場合、午後６時を
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若干超えることがあります。 

 

【百瀨委員長】 現在、６年生まで対象学年を拡大する中で、今回は亀井地区の定員を増

やしていますが、６年生の入室児童がいない状況をどのように考えていますか。 

 

【上野山青少年課長】 ６年生の申込状況につきましては、本年２月２日現在、本市全体

で１５名程度になります。特に、要配慮児への対応、高学年に上がっても児童室に入って

もらいたいという保護者からの要望等への対応が中心になっているところでございます。 

 

【百瀨委員長】 ６年生を午後６時まで拘束する場合、子どもたちの思いをどのように考

えていますか。 

 

【上野山青少年課長】 子どもたちにとっては、高学年になればなるほどクラブ活動や友

達と遊ぶほうが楽しいということもあり、保護者との間に思いの違いなどがあります。そ

の場合、保護者と子どもの思いを調整させていただいているところでございます。 

 

【百瀨委員長】 それぞれの思いを大事にし、保護者と協議をしていただく中で進めてい

ただきたいと思います。 

入室については、１年生から３年生までが優先され、残りの枠を４年生から６年生に当

てはめていくのでしょうか。 

 

【上野山青少年課長】 現在、本事業は低学年が中心になり、高学年につきましてはモデ

ル事業として実施しておりますので、定員を超えてどうしても入れない場合は、低学年が

優先されます。 

 

【百瀨委員長】 入室児童が増える中で、指導員の確保についてはどのように考えていま

すか。 

 

【上野山青少年課長】 指導員の確保につきましては、平成２４年度からは任期付短時間

勤務職員を採用させていただいたところでございます。 

今後はその指導員の研修等を充実しながら、放課後児童室が安全・安心の居場所づくり

になるよう、努めてまいりたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 指導員の年齢層は、どのような状況ですか。 

 

【上野山青少年課長】 年齢層につきましては、概ね３０代から５０代が中心になります

が、２０代の指導員もおります。 

 

【百瀨委員長】 子どもたちの発達状況は、６年生までの間に大きく変わってきますが、

それに対応できる指導員は十分におられるのでしょうか。 
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また、やおマニフェストには指導員に教員ＯＢなどを活用したいという内容がありまし

たが、そうなると年齢の高い方が多くなると思います。この件については、指導員の採用

を含めてどのように考えていますか。 

 

【上野山青少年課長】 現在、指導員につきましては、放課後児童育成室の中に教育職が

１名配置されており、放課後児童育成室の指導のもと、各指導員が現場で動いております。 

今後の教員ＯＢ等の採用につきましては現在協議しておりますが、できるだけ各児童室

に指導が行き届くよう、活用していきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 子どもたちの発達段階を踏まえ、指導員を確保していただきたいと思い

ます。 

 

【御喜田委員】 保護者にとっては、低学年児童であれば、早く迎えにいってあげないと

かわいそうという思いがあると思いますが、４、５年生になると、どうしても子どもより

も仕事が優先になるときがあると思います。１時間延長する子どもたちは、保護者の方に

申請書などを出してもらうのでしょうか。 

 

【上野山青少年課長】 基本的に開設時間は午後５時となりますので、午後６時までの場

合は事前に申請書を出していただき、お迎えに来ていただくことが条件となります。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質疑等ないようですので、採決に移らせていただきま

す。 

議案第１３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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第１３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。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第１４号「平成２４年度大阪府学力・学習状況調査に関する

件」について審議いたします。この件については、先日の協議会においても色々な視点か

ら議論し論議を深めてきたわけですが、改めて審議いたしたいと思います。提案理由を靍

原課長より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、ただいま議案となりました議案第１４号「平成２４年度大

阪府学力・学習状況調査に関する件」につい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、委員会の議決を求めるものです。 

 提案の理由としましては、大阪府学力・学習状況調査については、平成２４年度より実

施要領が一部改正され、児童・生徒に対し、当該児童・生徒に係る調査結果及び当該学校
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の平均正答率が提供されることとなりました。しかしながら、これまで児童･生徒一人ひ

とりが自らの学習到達状況を正しく理解することにより、自らの学力や生活に目標を持ち、

またそれらの向上への意欲を高めることを目的に参加してきた経緯がありますことから、

平成２４年度においても参加することに意義があるものと考えております。 

それでは、大阪府の実施要領の変更箇所についてご説明いたします。お手元の資料

「「平成２４年度大阪府学力・学習状況調査」実施要領新旧対照表」をご覧願います。 

まず、「７．調査結果の取扱い」の「(2)調査結果の提供」のアに「原則として」とい

う文言が追加されています。また、その項目の中で「(ｳ) 児童生徒に対しては、当該児

童生徒にかかる調査結果、および府全体、当該市町村全体、当該学校全体の調査結果」が

追加されています。この点が、大きく変更された点として大阪府教育委員会から説明があ

りました。また、イには「調査に参加した」という文言が追加されています。 

 次に、「(5)調査結果の取扱いに関する配慮事項」に「児童生徒等への影響について十

分配慮するとともに、」という文言が追加されています。また、その項目のウは文章が少

し変わっており、元の文が「学校は、自校の児童生徒や保護者等に対して調査結果を説明

する際は、それぞれの判断により適切な方法で行うこと。」であったのが、「学校は、適

切な方法で自校の児童生徒や保護者等に対して調査結果を説明すること。」とされ、調査

の説明に重点を置いた文章になっています。 

最後に、項目のエに「及び調査の適正な遂行」という文言が追加されており、今回、調

査結果の返し方が変わることから追加されたものです。 

 次に、資料「「平成２４年度 大阪府学力・学習状況調査」の実施について」の説明を

いたします。この資料も大阪府教育委員会から提供があったものですが、大阪府教育委員

会からの説明では、「１．調査結果の取り扱いについて」の３項目目にあるとおり、学校

別結果の公表は行わないという原則については変えるものではないという説明を受けてお

ります。しかしながら、１項目目、２項目目にあるように、個票には平均正答率を記載し

て児童・生徒、保護者に提供するものであり、学校は調査結果をしっかりと説明するもの

であるということが今回改めて強調されたところです。 

 個票が裏面にありますが、これが、実際に児童・生徒が受け取る個票の検討案として大

阪府教育委員会から提示されているものです。右上に学校の平均正答率が入っており、こ

の内容が調査を受けた当人に返却されるということが示されたところです。 

以上、はなは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お願いいたし

ます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、提案理由の説明がありましたが、結果の公表等も含めて、参

加することについては色々と考えていく必要があると思います。そのため、これまでの経

緯等について確認しておいたほうがよいと思いますので、靍原課長より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、これまでの経緯等について説明いたします。大阪府の学

力・学習状況調査については平成２３年度より実施されたもので、本市も悉皆で参加して

います。対象学年及び教科は、小学校６年生の国語及び算数と、中学校３年生の国語、数

学、英語で実施されたところです。 
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また、本市では、平成１７年度から３年間、市独自で学力実態調査を実施いたしました。 

平成１９年度からは、全国学力・学習状況調査が実施されております。この調査の対象

学年及び教科は、小学校６年生の国語、算数と、中学校３年生の国語、数学で、平成１９

年度からの４年間、本市は悉皆で調査を受けております。なお、平成２３年度は抽出で実

施予定でしたが、東日本大震災により未実施となりました。また、平成２４年度の国調査

は既に意向調査が終わっており、本市の学校は抽出で参加を予定しているところです。 

 

【百瀨委員長】 提案理由及びこれまでの経緯等について説明がありましたが、委員の皆

様方、何かご質疑等ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今まで学力・学習状況調査については議案として上程された

ことがなく、報告事項となっていましたが、今回議案として上程された理由について説明

をお願いします。 

 

【靍原指導課長】 市の調査も含めて、これまでの学力調査については教育委員協議会で

ご説明し、合意形成を図られたものと考えております。国の調査がスタートした折も、既

に市独自で調査を実施しておりましたので、その流れの中で国の調査にも参加してきたと

いう経過がございます。 

今回教育委員会でご審議をお願いしましたのは、当初、大阪府教育委員会からは今年度

と同様の調査方法で実施要領が示されたところが、今年に入って急遽一部の変更があった

ことと、資料の説明の中で、懸念される事項等もあることも大阪府から説明があったとこ

ろですので、これについてご審議いただきたいということです。 

 

【木下委員】 前回と今回とで調査の仕方が変更になるということで、学校別の平均点が

提供されることになった点が大きなポイントであると思います。ただ、平均点が持つ意味

あいが、以前と今日とでは変わってきております。平均点は正常分配曲線において意味を

持ちます。検討案では正常分配曲線で描かれていますが、ここしばらくの学力調査等の結

果を見てみると、このような正常分配曲線を描くところは非常に珍しいぐらいになってき

ており、平均点の持つ意味は大きく変わっているわけです。 

もう１つは、平均点という緩やかなものであっても、上位か下位かが分かって子どもに

意識されるようになってきていると思います。学力調査で実態把握することはとても重要

なことですが、後の分析をどうするかが一番の課題です。例えばＰＩＳＡ調査でも、日本

の子どもたちの学力は決して低いわけではないのですが、世界を驚かせているのは、成績

は良いけれど学習意欲が低いということです。ある問題を解くというときに、「やればで

きるかもしれないけれどもしたくない」というのと「やりたいけれどもできない」という

のとでは意味あいが違うということです。日本の子どもは意欲が大変大きな課題になって

います。一般的に言われるのは、右肩上がりの時代には順序付けが学習意欲につながりま

すが、経済的先進諸国のように経済停滞社会、右肩上がりが望めない社会では、競争で学

習意欲を上げることはできません。そのような時代の変化等があると思います。学力の調

査はデータとして必要なものですが、これらの点をどのように配慮していくかが非常に大
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きな問題であろうと思います。 

 

【中原教育長】 先程、教育長報告で、２月２７日（月）の市町村教育委員会教育長会議

の報告をしましたが、これは、学力・学習状況調査を大阪府が実施することについて意見

を聞きたいということで急遽行われたものです。 

大阪府教育委員会の説明では、各学校の平均点は公表しないが、保護者や子どもたちに

は学校の平均点を提供するということでした。また、将来的に情報公開請求があっても府

として平均点を公開していくつもりはないとも説明しています。そして、なぜ提供するの

かについては、やはり調査結果を保護者は知りたがっているし、結果を基に学校の取り組

み、教育委員会の取り組みをさらに進め、学力を上げていきたいということから提供する

とのことでした。 

私も含めて何点かの質問があり、提供された保護者や子どもたちが使い方をどうするの

か。事業者が情報を集積してネット上に公開することも可能であり、そうなると学校の序

列化が進み、社会の中で思いもよらない使われ方がされる可能性があることが懸念材料と

してあるなどの質問・意見が出されました。そうなると、この資料の正しい使い方をしっ

かりと教育委員会や学校が保護者や児童・生徒に教えていく必要があります。また、これ

については、学校で必ず保護者に説明してくださいという府教育委員会の話もありました。

当然、市教育委員会としても、学校としても、保護者に説明していく必要があるだろうと

思います。 

こういったことを踏まえて、正しく提供していくのであれば、調査を受け、活用してい

けるだろうと考えています。大阪府の調査を受けないという選択もありますし、受けると

いう選択もありますが、この点については先日来かなり議論してきており、一定の結論を

得なければなりません。事務局としてもいろんな思いがあると思いますし、先日の協議会

でも様々な点から議論していただいたところですが、更に議論を深めていただければと思

います。 

各市の教育長の中でもいろんな考え方がありますが、八尾市教育委員会としてどういう

方向性とするのかを決めていかなければならないということで、重い課題ではありますが、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 実施要領の変更も含めて、事務局としても議論した上で調査

を受けるという方向性を出されたと思うのですが、その点はいかがですか。 

 

【靍原指導課長】 実施要領の変更についてご説明しますと、まず、「原則として」とい

う文言の追加については、大阪府内でも非常に小規模な、具体的には１学年が１０人に満

たないような学校もあると聞いております。そのような学校については平均点があまり意

味を成さない場合があること、また、平均点が出ることで個人情報に近い情報が流される

危険性があることに対する配慮と聞いており、学年の人数が極端に少ない場合への配慮と

して「原則として」と入れているとの説明でした。 

また、「提供」が「配付」になったことについては、今回の調査は、個票は大阪府が示

した形で返すことが参加の条件であるということで、そういう意味でここに記していると
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のことです。大阪府の説明としては、個票の下のほうに「保護者の皆様へ」という欄があ

りますが、その部分で、更に調査の趣旨や取扱いも含めて、保護者の皆様に分かりやすく

丁寧な説明を加えていきたいとのことで、現段階ではこういうイメージであるということ

と、更に今後検討するとの回答を得ているところです。 

先程来、懸念されることについてご議論いただいているところですが、事務局としても

その点は懸念しているところです。とりわけ、各保護者に自校の情報を提供することは、

例えば中学校では中間・期末の定期考査等の平均点を示したり、学級ごとの平均点を示し

たりする場合もあろうかと思います。ところが、今回の場合は統一的な調査ということで、

その調査結果が何らかの形で集約されることにより、その集約されたデータによって学校

がランキングされ、そのランキングがあたかも学校の評価であるかのような誤解を招くお

それがあるというのが一番の懸念であると、大阪府からも説明を受けました。 

ただ、事務局としては、その点については大きく３つの対応で、逆に保護者の理解を求

めながら、調査の本来の趣旨を普及するチャンスではないかと捉えております。 

１点目は、今回実施要領が改定されたことを受けて、調査の前に、学校は勿論、市とし

ても、個別の学力課題を自分で克服するためのもの、また市町村や学校がそのデータを活

用するためのものであるという調査の趣旨について、十分に練った保護者宛のアクション

をかけていきたいということです。 

２点目は、大阪府も個票の記載について工夫をしていますが、市も保護者に対して、調

査の個票が返る段階で、更に調査で出てきたデータの意味を踏まえて、外部に出すことに

ついて理解を求めていくことも考えています。 

３点目は、それと同時に、出てきたデータについて、今まで以上にしっかりと分析し、

あるいは分析のノウハウ等を学校にも返しながら、学校からそのデータの有効な使い方を

保護者にお示しすることで、保護者の理解を得ていきたいと考えています。 

そういったことを市として行っていくことによって、学校や児童・生徒の学力等の全体

的な向上につながるものと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 ３点の説明のうち、個票のデータを外部に出すということに

ついて、もう少し説明をお願いします。 

 

【靍原指導課長】 個票のデータとして、子どもとその保護者には自校の成績を返します

が、そのデータの取扱いについて、外部に出さないように保護者の理解を求めていくとい

う意味です。 

 

【百瀨委員長】 今回は、参加することについての審議ですが、それに付随してデータの

公開という問題が大きな論点として話し合いがなされてきたと思います。今までは、学校

別のデータは学校間の格差につながることが危惧されることから、公表を控えてきたとい

う経緯があると思います。この点に関しては、国も大阪府も同様の判断であって、その趣

旨を今までは貫いてきたと思います。この点について、何か不安があるようであれば示し

ていただきたいと思います。 
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【靍原指導課長】 本市としても、学校別のデータを公表するという立場には立っていま

せん。先程申しました３つの取組みを行うことで理解を深め、本来の調査の趣旨である有

効な活用に努めていきたいと考えています。 

また、これまで平均正答率のみに情報が偏っていたきらいがあります。今回の調査では

学習状況の調査も併せて行われておりますし、また、体力の調査等も行われたり、各学校

では特色のある取組みやアンケート調査等も実施したりしておりますので、市として、違

う状況の調査も含めた情報提供を保護者にしていきたいですし、各学校にも指示をして、

これまで以上に取組みや学校理解につながるような情報を保護者に発信していくように働

きかけてまいりたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 データの公開は競争原理に陥ってしまうおそれがあると思い

ます。学習状況も伝えていくとのことですが、中学校３年生と小学校６年生ということで、

進学ということからデータが集約される方向に陥りやすいと思います。そういうところは、

平生の教育の中でどのようにケアしていくかの方向性があれば教えていただきたいと思い

ます。 

 

【靍原指導課長】 調査の対象が小学校６年生と中学校３年生ですので、ほぼ小学校での

課程の調査、中学校の課程の調査となっているのは事実です。 

ただ、この調査の目的は２つあり、１つは、児童・生徒が、自分の課題がどこにあるの

か、全国あるいは大阪府という広域の中で、自分の学力状況としてどこに位置するのか、

また、今回は校内の分布も提供されますので、校内でどの位置にあるのかを知ることで、

今後自分が何をしなければならないのかを自覚し、教師がそれを指導するというのが大き

な目的の１つです。 

もう１つは、市全体あるいは学校全体として捉えるならば、組織としてどのような取組

みを改善していくべきなのかという貴重な調査となっています。事実、本市におきまして

も、これを受けて学力向上推進事業等に活用しているという状況もございますので、この

調査が個人の学習効果を高める調査であるとともに、市や学校も含めた大きな取組みにつ

なげていくためのデータになると考えております。 

 

【百瀨委員長】 大阪府としては、学校データの公表は行わないという前提で、しかしな

がら児童・生徒、保護者への情報提供は必要だということから、第３者による公表も含め

て問題が出ているかと思います。情報提供については、保護者に向けて、個人に向けて、

また学校に対してと、いろんなパターンがあると思いますが、指導課としてはどのように

お考えですか。 

 

【靍原指導課長】 ご指摘の点をどうするかが一番大きな課題であると認識しております。

まず、児童・生徒の保護者に対して、どのように説明するかが大きな課題であろうと思い

ます。これについては、調査本来の趣旨やデータとして出てくる数値の意味あいを十分に

説明する機会を、１回に限らず取っていきたいと考えております。また、今年度実施した

学力向上フォーラムのような場で、これまでの結果も含めてどのような傾向にあるのか、
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そして今後本市としてどのような方向性に進もうとしているのかも含めて、教育委員会と

してアピールしていくことで保護者や市民全体の理解を深めたいと考えております。この

調査が、本来持っている調査の趣旨の範囲での調査であること、そして、子どもたちにと

っては、個別の学力の位置を確かめ、今後の学力向上のための励みになるような調査であ

ることを位置づけたいと考えているところです。 

 

【中原教育長】 今まで各学校では授業改善をしてきました。かつての調査から様々な課

題が出てきたことから、取り組みとして朝の読書活動や算数・数学でのドリル等が定着し

ており、さらに授業改善を含め、一定の成果が表れてきています。 

特に、知識に関する問題と活用に関する問題を比べると、知識に関する問題はかなりレ

ベルが上がってきたわけですが、今以上に上げていくために、保護者の協力を是非とも要

請すべきではないかと思っています。平均点だけでなく、生活状況調査の結果を通して、

子どもや学校の実態も知ってもらい、保護者が学校に何ができるのか、あるいは学校が保

護者に何を求めていくのかを考えていただきたいと思います。あまり学力が定着していな

い子どもたちにこそ、保護者に協力を求めて、学校として、地域として学力を上げていく

ような仕掛けを改めて作ることができればと思っています。 

平均点など点数だけの話になりがちですが、生活の関係で言えば、例えば八尾は携帯の

所持率が高いですし、寝る時間も遅いですので、基本的な生活習慣の立て直しを学校が発

信して保護者に求めていくことで、それが子どもたちの生きる力に返っていくのではない

かと考えています。 

 

【木下委員】 調査を実施した後の処置をどうするかで色々とお考えになっていて、そこ

が一番の問題だというのが共通した思いだと考えますが、私は、テストには２つの種類が

あると思っています。１つは相対評価のためのテストで、平均点を出してそれより上か下

かという評価をするためのテストです。もう１つは、小学校６年生あるいは中学校３年生

として、「このレベルは欲しい」という到達度評価のためのテストで、例えば１００点満

点であれば、少なくとも全員７０点は欲しいというようなテストです。 

資料を見ている限り、大阪府は到達度の基準を示していませんので、大阪府の調査は相

対評価のためのテストだと考えられますが、その結果を、絶対評価的な意味あいで、平均

点ではなく調査結果自体をどう活かせるかが課題だと思います。保護者への説明、児童へ

の説明は勿論必要ですが、学校で、あるいは八尾市全体で、どのように学力を保障してい

くか、その際に、生活調査等も行う中で、先程申しましたように、能力よりもむしろ意欲

が低いことや、自尊心が低いことに対して、学校あるいは教育委員会として何ができるか

が大きな課題であると考えています。 

 

【百瀨委員長】 これまでの議論の中で、参加するという方向性については我々も理解で

きましたが、その後の結果の返し方についてはもう少し考えるべきではないかと思います。 

参加する場合は第３者による公表があり得るという前提に立って、改めて参加の是非につ

いてご意見をいただければと思います。 
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【安藤委員長職務代理者】 今ご指摘のあった、相対評価と到達度評価のどちらの方向性

を出すのかについて、もう少し議論が必要だと思います。私個人としては調査を受けても

よいと思いますが、不安材料が多いままですと、教育委員会としても責任がありますので、

もう少し継続して議論してはどうかと思います。 

 

【御喜田委員】 私も、参加することは悪いことではなく、自分の子どもの学力を知るこ

とは良いことだと思いますが、自分の子どもが市全体や学校の中でどのような位置にいる

かを知ってうれしい保護者もいれば、がっかりする保護者もいると思います。 

そこで問われるのは、教員がどのように保護者に説明していくかで、「この調査は学力

のこういった側面しか見ていないけれども、この子にはこのような良い面があります。」

というように、子どもたちが意欲を失わず、保護者も子どもを応援できるような説明が必

要だと思います。 

また、小学校６年生と中学校３年生の調査ですので、そこで習熟度が十分でないまま中

学校・高校に子どもたちが送り出されるというのは、保護者にとっては不安があると思い

ますが、その点はいかがでしょうか。 

 

【靍原指導課長】 調査を実施しただけでは意味がなく、調査の結果を踏まえて児童・生

徒や保護者に学校として説明し、また意欲を引き出していくことが大切であります。全て

の学校に報告を求めているわけではありませんが、例えば、結果は領域別に示されますの

で、できていない部分は担任として把握し、そこを当該児童に補充するなどの対応をして

います。 

ただ、活用に関する問題は、問題慣れや問題の読み込み方も含めて総合的な力が試され

る問題があります。その点については、現在も調査をしながら、どのようなことが子ども

たちにより有効に働いて、力が発揮できるのか、現在も取り組む中で有効性を測っている

という状況であることも事実です。しかし、そのようなところが、これから様々なところ

で求められる学力の１つであることは確かですので、今後とも分析や研究を深めてまいり

たいと考えております。 

 

【中山学校教育部長】 若干補足しますと、子どもや保護者には返しておりませんが、現

在も学校には学校の平均正答率が返っています。学校としては、それを分析して自校の弱

い点や、各教員がどのように子どもにその点を補強していくかを分析して対応していると

ころです。 

 

【中原教育長】 大きな視野から八尾や個々人を見ていくことも必要ですので、私自身は、

全国調査や大阪府の調査に参加したほうがいいと考えています。参加した後の対応の中で、

各学校の課題を学校も子どもも保護者も共有し、そのことを踏まえてそれぞれの役割を分

担していくために資料を提示し、同じ方向にまとめていくのが市教育委員会の役割だと考

えています。実際にはなかなか難しいことですが、保護者に役割分担をお願いしたいとい

う思いがあります。今までにも「宿題週間」等で家庭学習の定着を求めてきましたが、な

かなか成果が上がっていない学校もありますので、子どもを中心にして、学校も保護者も
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教育委員会も一緒に考えていく機会にしたいと思います。その仕掛けを市としてどうする

かが今後の大きな課題ですが、この調査はそのための１つの材料と思っています。 

 

【安藤委員長職務代理者】 要領にある「各学校の教育活動に支障を及ぼすことのないよ

う十分配慮すること。」という一文については、どのように理解していますか。 

 

【靍原指導課長】 この文言は、大阪府の調査だけでなく全国の調査についても盛り込ま

れているものですが、広域の調査が始まった当初は、まだ調査が定着しておらず、捉えも

違っていて、どのように結果が返ってくるかも見えない中でのスタートでしたので、「教

育活動に支障がないように」ということが非常に大きく取り上げられたことを覚えていま

す。しかし、３年、４年が経過して全国調査等も、調査の結果を施策に活かす等効果的な

部分がある程度ご理解いただけているものと認識しています。そういう意味で、大きな支

障があるという今までの懸念はなくなっていると認識しています。ただ、懸念が全くない

かといえば、今回の調査で事務局が最も懸念しているのは学校別データの取扱いで、それ

が間違った認識でランキングされ、間違った情報として刷り込まれていくことは、我々と

しては払拭していきたいですし、そのこと自体が間違っているということを、保護者や市

民に対して情報提供を通じてアプローチしてまいりたいと考えているところです。 

【安藤委員長職務代理者】 中学校３年生と小学校６年生を対象とした調査ということで、

当然その子どもたちはそれまで学校教育を受けているわけですが、保護者には調査の実施

前から理解を求めているわけですか。 

 

【靍原指導課長】 今回、学校のデータを返すということから、調査の意味あいを深く考

えると、調査対象となる学年だけの問題ではなく、この調査は義務教育全体の調査である

という捉え直しを図ったところで、日々の取組みこそがこの調査が反映される意味あいで

あるという捉え直しを図ったところです。そういう意味で、教育委員会からも各学校や保

護者に対して、当該学年だけではない調査の意味、あるいは学力調査の意味を改めて周知

してまいりたいと思っております。 

 

【御喜田委員】 基本的なことですが、この調査は毎年実施されるのでしょうか。 

 

【靍原指導課長】 全国調査が悉皆から約３割の抽出に変わったことを踏まえて、大阪府

では独自に調査する必要性があるということで、大阪府の学力・学習状況調査が平成２３

年度から始まったという経過があります。 

平成２３年度に大阪府の調査が始まる前に、大阪府教育委員会より説明を受けましたが、

全国調査が悉皆にならない限りは、大阪府として全ての小学校６年生、中学校３年生を対

象とした悉皆調査を続けていきたいという方向性を持っているとのことでした。 

 

【木下委員】 学力や学習状況を知るには、やはり調査してデータを取る必要があること

は事実ですので、今回調査を受けてみようという方向で考えることについて反対ではあり

ません。ただ、このデータをどう分析してどう活用するかについては、教員研修の持ち方
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まで及ぶ問題だと考えます。ですから、後の処置をどうしていくかについては、もう少し

具体的な内容についての話し合いが必要ではないかと思います。 

 

【百瀨委員長】 それでは、協議会での議論も含め、これまで話し合った方向をまとめて

みると、２つの点が考えられるのではないかと思います。 

まず、今回の調査は、平成２４年度の大阪府学力・学習状況「調査」でありますけれど

も、これを一般には「テスト」と置き換えてしまうために、点数に目が行ってしまいがち

になってしまいますが、調査であることをしっかりと踏まえながら参加の是非を考えるな

らば、この場においては、色々と懸念される事柄があるものの、これまでの経過等を確認

する中で、やはり児童・生徒の学力向上のために、あるいは地域の教育力を上げるために、

また保護者の教育力を上げるためには、この調査に参加することが適当であるというご意

見であったと思います。 

次に、参加するに当たって懸念される事柄として、各学校の平均正答率が流出して、結

果として学校別の平均正答率でランキングされ、それがあたかも学校の評価になるような

ことが考えられる面があるのではないかということで、再度慎重に論議する時間を残すべ

きではないかというご意見であったと思います。 

そういうことで、参加については一定の合意があるものの、懸念される事柄がまだある

ということから、再度慎重に審議することとしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 それでは、調査に参加した後の結果の返し方を含めて、継続して審議す

ることとしたいと思います。事務局としては、それでいかがですか。 

  

【靍原指導課長】 大阪府教育委員会からは、参加の意向調査として３月２６日までに回答

を求められているところですが、途中で実施要領が変更されるという状況の中で、各市の教

育委員会の日程の関係もあり、２６日以降であっても各市町村で慎重に審議いただきたいと

のことですので、速やかに次回の会議を開催していただければありがたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 結果の提供の問題も含めて、考えていかなければならないことがありま

すので、事務局においては、本市の学校教育で推進していくべきことは何なのか、また学

校現場の理解と協力を得ていくにはどうすればいいのかも含めて、次回までに、懸念され

る各事項について具体的にどのように対応したらよいか、またどのような取組みを行うか

を検討するよう要望し、この議案については継続審議とすることにいたします。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、続きまして報告事項に入らせていただきます。 

まず、（仮称）市立病院跡地におけるコミュニティセンター・出張所・地域図書館複合

施設基本設計概要書及び市民意見提出制度の実施結果と市の考え方について、竹内次長よ
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り報告願います。 

 

【竹内生涯学習部次長】 それでは、（仮称）市立病院跡地におけるコミュニティセンタ

ー・出張所・地域図書館複合施設基本設計概要書及び市民意見提出制度の実施結果と市の

考え方についてご報告いたします。 

 資料の１ページをご覧願います。１、複合施設整備の基本的な考え方でございますが、

まず（１）施設位置につきましては、所在地は八尾市南太子堂二丁目４番７であり、敷地

面積は約３，０００㎡でございます。地図に計画地の位置が示されておりますが、旧市立

病院跡地の北西に位置し、敷地の北側は国道２５号線となっております。 

 次に、２ページをお開き願います。（２）まちづくりゾーンの基本方針として、市立病

院跡地におけるコミュニティセンター・出張所・地域図書館複合施設基本計画でございま

すが、ここでは基本計画で位置づけている複合施設の基本機能や想定施設について記載し

ております。基本機能といたしましては、地域図書館では市民活動・生涯学習拠点機能と

市民活動の情報発信・交流拠点機能、そして市民の多様な学習サポート拠点機能の３つの

機能を合わせ持つ施設整備を考えております。 

 ３ページでは、（３）整備計画施設として、複合施設における必要な施設機能とそのた

めに想定される諸室と、その想定諸室の機能を記載しております。 

 次に、４ページをお開き願います。（４）複合施設の整備方針といたしまして、各施設

の機能連携やスペースの共有により施設機能の効率性を高めることや、省エネルギーへの

配慮、また障がい者、高齢者、子どもなどに配慮した施設を目指すこととしております。 

 次に、５ページからの２、複合施設整備計画では、複合施設の基本設計の考え方を記載

しております。地域図書館に関しましては、子どもたちや高齢者をはじめ、多くの利用者

が見込まれる地域図書館を１階に配置し、誰でも気軽に施設に入ることができ、施設西側

の道を歩く市民からは施設の賑わいを感じ取れるデザインとすることや、開架・閲覧スペ

ースを１階部分に広く確保することで、利用者や職員の利便性を高める配置としておりま

す。 

 また、２階にはコミュニティセンターと地域図書館を配置することとし、地域図書館の

対面朗読室や閉架書庫なども配置することとしております。 

 ３階部分はコミュニティセンターとし、集会室や和室などを配置し、市民の交流やさま

ざまな講座などに利用する予定です。 

 次に、６ページでは、施設全体の計画と駐車場、駐輪場について記載しております。 

 また、６ページ下段から７ページの（２）各階層の配置内容につきましては、各施設の

各階ごとの配置内容や面積などを記載しております。建物全体として延べ床面積は３，４

５１㎡とし、地域図書館は開架・閲覧スペースやお話し室、閉架書庫など、全体で１，３

２７㎡を予定いたしており、１階部分の開架スペースは８９３㎡、ワークルームと合わせ

て１，００８㎡とし、２階部分では閉架書庫を含めて３１９㎡を計画しております。 

 次に、８ページでは、今後の整備スケジュールを掲載しております。今年度は基本設計

を進めており、平成２４年度には実施設計、平成２５年度には建設工事に着手し、平成２

６年度に竣工・開館を予定いたしております。 

 最後に、９ページには平面計画図、そして１０ページには立面図・断面図、１１ページ



－18－ 

は外観イメージ図を掲載しております。平面計画図においては１階から屋上までの平面を

重ねて掲載しており、１階、２階に地域図書館としての開架スペースやワークルームなど

を計画しております。 

 続きまして、資料２の（仮称）市立病院跡地におけるコミュニティセンター・出張所・

地域図書館複合施設基本計画（案）についての市民意見提出制度の実施結果と市の考え方

についてをご覧ください。 

 こちらは、平成２３年１２月１６日（金）から平成２４年１月１７日（火）まで、パブ

リックコメントを実施した結果、市民の方から提出された意見と、それに対する市の考え

方を整理したものになります。期間中に６０人の方から１４３件の意見をいただいており、

意見の分類につきましては、１、複合施設整備の基本的な考え方に対する意見としては１

９件、２、複合施設整備計画に対しては１１２件、３、整備スケジュール及びゾーニング

図についてはそれぞれ１件ずつ、その他の意見としては１０件となります。 

 主な意見として、子どもたちが利用しやすい図書コーナーの設置、１階のエントランス

ホールにおける軽食コーナーなどの設置規模や吹抜けに関するもの、他には自習室を設け

てほしいなどの意見をいただいております。これらの意見につきましては、次年度からの

実施設計を進める上での参考とさせていただくとともに、複合施設全体の管理運営のあり

方を協議する中で検討していきたいと考えております。 

以上、甚だ簡単ではございますが、（仮称）市立病院跡地におけるコミュニティセンタ

ー・出張所・地域図書館複合施設基本設計概要書及び市民意見提出制度の実施結果と市の

考え方についてのご報告とさせていただきます。 

 

【百瀨委員長】 複合施設における地域図書館の整備につきましては、これまでも適宜ご

報告いただいておりました。 

委員の皆様方、ただいまの報告に関しましてご意見等ございませんか。 

 

【木下委員】 パブリックコメントでは、いろんなご意見が出てきていると思います。そ

の中で、ごもっともというように考えられたものはありますか。それとも、ある程度、想

定内の内容だったのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長補佐】 今回のパブリックコメントでは、１階に地域図書館と出張所、

２、３階にコミュニティセンターを配置するというゾーニングを示させていただき、ご意

見をいただいたところです。 

 具体的に、「図書館はこのようなレイアウトにしてほしい。」、「コミュニティセンタ

ーに喫茶コーナーを設けてほしい。」など、実施設計を進める上で、それぞれの諸室の中

でどのような機能を付加していけばよいのかというところでご意見をいただいたと思って

おります。 

今回のご意見をもとに、基本設計を大きく見直したところはございませんが、実施設計

の中で検討していくべき項目を多々いただいたと思っております。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご意見等がないようですので、この件に関してはこれで
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終わります。 

委員の皆様方から他に何かございませんか。 

事務局から何かございませんか。 

 

【竹内生涯学習部次長】 八尾図書館より、八尾市図書館協議会の市民委員の公募につい

てご報告いたします。 

 現在、第１７期図書館協議会につきましては、５月に任期満了を迎え、新たに第１８期

図書館協議会委員を選任することになります。 

次期図書館協議会委員の選任にあたりましては、市民参画と共同のまちづくり基本条例

第１４条に基づき、若干名の市民委員の公募枠を設ける予定です。公募による市民委員を

図書館協議会に置くことにより、多様な市民の意見を把握することができるとともに、市

民参加の図書館運営がより一層推進されることを期待いたしております。 

 市民委員の公募は市政だよりや本市ホームページなどに掲載して募集を行い、公募者を

選考して、６月定例教育委員会に教育長に対する事務委任に関する規則第２条第１４号に

基づき、議案上程する予定でございます。 

 以上、簡単ではございますが、八尾市図書館協議会の市民委員の公募についてのご報告

とさせていただきます。 

【百瀨委員長】 八尾市図書館協議会委員の公募は、初めて行われるのでしょうか。それ

とも、従来から行われていたのでしょうか。 

 

【竹内生涯学習部次長】 八尾市図書館協議会委員につきましては、これまではこちらで

選考いたしており、公募委員はおりませんでしたが、この度、公募委員を設けることにな

りました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 公募委員の人数はどれぐらいになりますか。 

 

【竹内生涯学習部次長】 現時点で、２人ぐらいを考えております。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご意見がないようですので、以上で報告事項については

終わります。 

委員の皆様方から他に何かございませんでしょうか。 

事務局から何かございませんか。 

それでは、人事案件の審議については非公開で行うことにいたします。 

 

（以下、非公開審議） 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案第１２号「平成２４年度八尾市教育委員会の人事に関す 

る件」について審議いたします。提案理由を松井生涯学習部次長、西崎教育人事課長より

説明願います。 

【松井生涯学習部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１２号「平成２ 
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４年度八尾市教育委員会の人事に関する件」について説明いたします。 

本件は、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

議決を求めるものでございます。 

提案の理由ですが、平成２４年度八尾市教育委員会事務局内部の人事及び八尾市立幼稚

園長人事について、配置換え等を行う必要がありますので、本案を提出するものでござい

ます。 

 

（以下、異動内容説明） 

 

【西崎教育人事課長】 続きまして、行政職の人事異動についてご説明いたします。説明 

に入る前に市全体の異動状況を説明いたします。まず、団塊世代の退職が最終段階に入っ 

ておりますが、部長級職員の退職は市全体で８名となっております。また、大阪府からの 

権限委譲、防災体制の充実、都市競艇組合への派遣、耐震関係の建築職の増強などに重点 

を置いた人事異動がなされております。さらに、教育委員会では耐震化事業の推進、図書 

館の整備や中学校給食への取組み、学校ＩＣＴ化などへの対応を行うため、市長部局等と 

の人事交流及び事務局内の異動を行うとともに、新規採用職員を配置することで、職員の 

適材適所の配置、職場の活性化を図ることを目的に人事異動を行います。 

（以下、異動内容説明） 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ご

ざいますか。 

幼稚園の異動が多いように思いますが、なぜでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 今回は嘱託園長が新たに配属となりますので、このような人数

になっております。 

 

【木下委員】 小学校長との兼務園長を嘱託の専任園長に変えられたということでしょう

か。 

 

【松井生涯学習部次長】 本年度の課題が兼務園長であり、平成２４年度は専任の嘱託園 

長を配置してまいりたいと考えております。 

 

【中原教育長】 平成２３年度に兼務園長をしていた方で、平成２４年度に嘱託園長にな

られる方は何名いますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 １名になります。 

 

【中原教育長】 他の方は初めての幼稚園長ですが、今までに嘱託園長選考も実施してお 

り、資質も持っていることから、園経営には特に不安はありません。 
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【松井生涯学習部次長】 幼稚園長を配置するにあたり、一番の課題は年齢構成になりま 

す。教職員の５５歳より下の年齢層につきましては、４６歳が１人、続いて４４歳、４３ 

歳、４０歳が各１人ずつ、３０歳台になると各年齢で２人から４人がいる状況です。 

これから主任園長になろうとする適齢の方が本当に少ないという現状であり、今３０歳

台の方があと数年経ち、園長・主任園長に相応しい年齢になるまでは、この体制を続けて

いかざるを得ないと考えております。 

 

【御喜田委員】 園長職に相応しい年齢とはどれぐらいの年齢ですか。 

 

【松井生涯学習部次長】 例えば、２２～２３歳位で教諭になったとしますと、複数の幼 

稚園で教諭や主任を２０年程度勤め、八尾の地域性もわかった４０歳中頃、後半からでな 

ければ、地域も受け入れにくい部分があると思います。 

小中学校も同じですが、八尾という地域を知った上で管理職になっていくことを考える 

と、４５、６歳位になると思っております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 嘱託期間はどれぐらいですか。 

 

【松井生涯学習部次長】 ３年間になります。今年度、兼務園長で多くの男性の園長が入 

り、園長会や事務局にも多くのご意見を頂戴したところです。その結果、例えば幼小連携 

教育についてなど、従前の女性幼稚園長にはない視点でのご意見も頂きました。このよう 

なところはこれからの嘱託園長に期待できるのではないかと考えております。 

 

【百瀨委員長】 これから幼稚園は大きく変化していくところであり、十分にこの状況を 

話しておいていただきたいと思います。 

 

【中原教育長】 幼稚園長については公募という方法もありますが、今後研究する必要が 

あります。 

また、幼稚園と保育所が総合こども園として一体化していく過渡期になるとも思われま 

すので、しばらくは嘱託園長という制度が続いていくと考えています。 

 

【百瀨委員長】 園長は幼稚園教諭や保育士の免許・資格がなくてもよいのでしょうか。 

 

【中原教育長】 免許・資格がなくても園長になることができます。 

 

【百瀨委員長】 各幼稚園に養護教諭は配置されていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 ほとんど配置されていない状況です。 

 

【中原教育長】 小規模園には１名の加配を配置しているのですが、各園には養護教諭か 

加配教諭のどちらかを選択してもらっています。ほとんどの園では教諭を希望されるので、 
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養護教諭が配属されないことになります。 

 

【百瀨委員長】 今後、幼稚園で養護教諭が必要になってくることは、考えられないです

か。 

 

【中原教育長】 小規模園には教諭・養護教諭の２名を加配することは、市の財政状況か 

ら考えると、難しいということもあります。 

 

【百瀨委員長】 行政職においては、十分に検討をした上での異動をされたのではないか

と思います。 

 

【西崎教育人事課長】 前回機構改革がありましたので、今回は最小限の規模にさせてい 

ただいたところです。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきま 

す。議案第１２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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第１２号「平成２４年度八尾

市教育委員会の人事に関する件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

それでは、以上をもちまして、３月定例教育委員会を終了いたします。 


