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４月臨時教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２４年４月１日（日） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館７階 ７０１会議室 

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 

浦 上 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・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・靍原学校教育部次長兼指導課長・山下教育サポートセ

ンター所長・福嶌人権教育課長 

 

【百瀨委員長】 それでは、会議の開催に先立ちまして、浦上委員が去る３月２９日の市

議会本会議におきまして、教育委員として選任同意され、本日付で就任されましたことを

ご報告申し上げます。浦上委員、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより４月臨時教育委員会を開催いたします。本日の

会議録署名委員に、木下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。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

４月臨時会の議案 

議案第14号 

議案第15号 

議案第16号 

平成24年度大阪府学力・学習状況調査に関する件（承前） 

八尾市教育委員会教育長任命の件 

八尾市図書館協議会運営規則の一部改正の件 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 まず、議案第１５号｢八尾市教育委員会教育長任命の件｣について審議いたします。提案

理由を田辺理事より説明願います。 

 

【田辺理事】 それでは、議案第１５号｢八尾市教育委員会教育長任命の件｣についてご説

明いたします。 

 中原前教育長におかれましては、平成１９年６月１日より教育長の重責を担っていただ

いておりましたが、昨日、平成２４年３月３１日付で教育委員の職を辞されたことにより、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１６条第２項の規定に基づき、委員長を除く
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委員の中から新たに教育長を任命していただく必要がありますので、ご提案いたすもので

ございます。 

なお、任命の方法につきましては、従来の慣例では指名推選の方法で実施されていると

ころでございます。以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、説明がありましたが、教育長の任命方法については従来から

の慣例では、指名推選の方法で実施されているとのことです。これについて委員の皆様方

からご意見ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議がないようですので、指名推選の方法で実施することにいた

します。 

 それでは、どなたかご指名をお願いいたします 

 

【安藤委員長職務代理者】 教育長には、人格が高潔で、教育・学術・文化に関する高い

見識、教育行政に対する豊富な経験を有しておられる浦上委員が適任であると思います。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、安藤委員長職務代理者から浦上委員をご指名いただいたわけ

ですが、指名があるとこの議案がご自身に関わる議案になることから、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１３条第５号の規定により、本議事には参与できないことにな

っておりますので、浦上委員にはここでご退席いただきます。 

 

（浦上委員 退席） 

 

【百瀨委員長】 ただいま安藤委員から、浦上委員が教育長として最も適任であるとのご

意見がございましたが、他の委員の皆様方、いかがでしょうか。 

 

【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１５号｢八尾市教育委員会

教育長任命の件｣について、浦上委員を教育長に任命することといたします。 

 

（浦上教育長 入室、着座） 

 

【百瀨委員長】 それでは、浦上教育長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【浦上教育長】 教育長としてご承認いただき、ありがとうございます。 

現在、学校現場においてはいじめや不登校の問題、子どもたちの教育を保障するための

環境整備等、さまざまな教育課題があり、教育長の職責の重みを痛感しております。 
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今後とも皆様方のご協力を得まして、教育委員会としてそれらの課題に取り組んでいき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

【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。この案件については、３月定例教育委員会において審議を

行い、本調査に関しては参加が適当であるという意見が各委員から出されておりました。 

しかし、学校別の平均正答率が子どもたちや保護者に情報提供される中で、起こり得る

状況を勘案し、それに対する八尾市教育委員会としての考え方、具体的な対応、取組みに

ついて引き続き検討を要することから、継続審議とさせていただいておりました。 

まず、今回はその部分について審議を行ってまいりたいと考えておりますので、靍原指

導課長より、前回の審議内容について補足説明をお願いいたします。 

 

【靍原学校教育部次長】 前回の審議内容について補足説明させていただきます。 

 まず、本調査に関わるこれまでの経緯に関しまして、平成２４年度全国学力・学習状況

調査については、抽出で参加する意向を国に伝えております。 

また、大阪府学力・学習状況調査については、全国学力・学習状況調査を受けて、平成

２３年度より小学校６年生、中学校３年生を対象に実施されておりますが、本年度の調査

では実施要領に一部変更があり、児童、生徒に返却する個票に学校別データを印字し、参

加者に情報が提供されることになります。なお、大阪府教育委員会の見解としては、学校

別データは公表しないが、児童、生徒や保護者への情報提供は必要であることから、実施

要領が変更されたものであります。 

以上、事務局から説明を申し上げた後、前回の審議におきましては、参加への懸念事項

として、各学校の平均正答率が流出する可能性があり、結果として学校別の平均正答率が

ランク付けされかねないこと、そしてそのランキングが学校評価に結びつけられる危険性

があることなどが確認されたところでございます。 

 最終的には、これまでの経過等を確認する中で、児童、生徒の学力向上のために参加す

ることが適当であるとのご意見をいただきましたが、懸念される事柄があり、この点につ

いては慎重な議論を要することから、継続して審議することになったところでございます。 

 

【百瀨委員長】 継続審議に至る補足説明がありましたが、特に、学校別のデータが個票

に印字され、その情報が調査に参加した者に提供されることについては、新たに大きな問

題として取り上げる必要があります。 

この懸念事項については、事務局から具体的な対応を説明していただき、議論を深めて

いきたいと思います。 

 

【靍原学校教育部次長】 事務局としては、１つ目に調査に直接関わる面、２つ目に調査

の活用に関わる面で対応してまいりたいと考えております。 

まず、調査に直接関わる面におきましては、児童、生徒また保護者に調査の趣旨を周知

徹底し、調査結果の取扱いについても、保護者に周知徹底していきたいと考えております。 

具体的には、保護者に調査の趣旨をご理解いただけるように、５月下旬に小学校１年生
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から中学校３年生までのすべての保護者に対して、市教育委員会が作成した文書を配布し

てまいりたいと考えております。また、当該学年である小学校６年生と中学校３年生の保

護者に対しては、学校から調査の趣旨や取扱いに関する注意事項を丁寧に説明するよう指

示してまいりたいと考えております。また、個票返却時におきましては、保護者に取扱い

についてご理解いただけるように、教育委員会が作成した文書を併せて配布してまいりた

いと考えております。 

 次に、調査の活用に関わる面におきましては、個票返却時に学力調査とともに、学習状

況調査等の情報も提供してまいりたいと考えております。また、各学校からは自校の取組

み、あるいはこれからの取組みの方向性も併せて、積極的に情報提供するように指示して

まいりたいと考えております。 

 さらに、これまでに本市が行ってまいりました学力向上フォーラム等においては、調査

の趣旨や学力の問題を正しくお伝えできる機会でありますので、そのような機会を積極的

に活用しながら、教育委員会の姿勢や方向性等をご理解いただけるように説明してまいり

たいと考えております。また、教育委員会が中心に行っておりました学力向上の分析に関

するノウハウについても、さらに詳しく分析を行う必要があることから、学校にも提供し

ていきたいと考えているところでございます。 

これらの機会を通じて、我々の姿勢を保護者にご理解いただけるようにしていきたいと

考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 学校にも分析方法を周知していくとのことですが、学校では

これまでにどのような受けとめ方をされてきたのでしょうか。また、今回はそれがどれぐ

らい伝えられるのでしょうか。 

 

【靍原学校教育部次長】 まず、国の学力調査では、これまでの調査よりも広域なデータ

が出てくるため、市としての分析だけが主体になりましたが、その分析のノウハウについ

ては各学校にも示しております。そして、各学校ではその分析の基本的な方向性を基に、

自校の教科会議等を重ね、丁寧に分析して保護者等に提供してきたところでございます。 

ただ、本年度の調査では懸念される事項があり、さらに注目されることが予想されます

ので、市教育委員会としての分析方法をさらに一歩進めていきたいと考えております。 

そして、その部分を学校にさらに提供していくことによって、より詳しい情報提供が可

能になり、分析の活用方法もさらに広がりますので、保護者が本来の調査の趣旨、目的を

さらにご理解いただけるようになるのではないかと考えております。 

 

【木下委員】 今回の調査における最大の懸念は、学校別のランク付けが行われる危険性

が大変高いことです。 

学校別のランキングがなぜいけないのかということに関しては、学習意欲の向上にそれ

を結びつけることが難しい状況にあるところが最大の問題であろうと考えています。つま

り、そのようにならないように、保護者に対して事前に周知徹底し、授業でいろんな手だ

てをとっても問題は出てくるので、むしろ調査の活用と事後対応が重要になると思います。 

これまでの調査については非常に丁寧に分析されており、各学校も非常に丁寧に取り組
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もうとされていますが、調査の分析結果を学校に返して、学校がどう変わったのかという

部分が必要になると思います。要するに、学校や保護者に伝えるだけではなく、子どもや

保護者が分析結果を生かして学校や授業が変わったことを実感すれば、調査を実施してよ

かったと思われます。 

学校環境や授業改善のために、職員の派遣や補助など、教育委員会としてのフォローに

ついてはどのように考えていますか。 

 

【靍原学校教育部次長】 ご指摘いただいた点は非常に重要であると考えております。 

調査が導入されたときも、子どもたちが自らの学力について考える機会とすることは大

きな目標でしたが、それとともに各学校の改革も重要なテーマでした。私どもといたしま

しては、国調査が４年間実施されてきた中で、授業改善がかなり進んでいると考えており

ますが、今回の調査では受けた対象者に学校別のデータが提供さますので、学校において

も調査データの重みがさらに増すこともあると思います。 

教育委員会としては、今回の調査をきっかけに学校でも学力向上の取組みをさらに進め

ていきたいと考えております。例えば、授業研究の場に指導主事を派遣し、場合によって

は学力向上推進会議に関わっていただいている大学の先生方を講師として派遣させていた

だくなど、一歩踏み出した形で関わっていきたいと考えております。 

 

【浦上教育長】 個票に平均正答率を載せると、保護者から学校長に対していろんな声が

出てくるので、学校が保護者にどのように説明することができるかというあたりが一番肝

心になると思います。 

平均正答率を載せることについては異議はありませんが、それを載せることによる弊害

が考えられますので、校長会等に十分な説明が必要になると思います。また、各学校の認

識が違うと大変困りますので、その部分についても教育委員会からの働きかけをお願いし

たいと思います。 

 

【靍原学校教育部次長】 ご指摘いただいた点は、最も問題になってくるだろうと考えて

おります。 

現在の予定では、４月当初の校長会におきまして、本日の議論の要旨を説明させていた

だきたいと思っております。その後、市教委からいつどのような文書が出るのか、あるい

はどんな形で保護者にお話しいただきたいのかということを学校長に対して実施前に説明

させていただきたいと考えております。最終的には担任が保護者に一番近い立場になりま

すので、その情報が担任の先生に正確に周知されて、調査の趣旨や取扱いの方向性等が十

分に理解されるような機会を持っていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 この件については、教育現場に市教委の方向性を示していくことが一番

大事になると思いますので、本日取り上げた部分については学校に伝えて、学力の向上に

つなげられるように考えていただきたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 調査結果については、子どもたちが一番影響を受けやすいと
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思います。平均正答率だけでなく、子どもたちは自分の結果によって落ち込むこともある

と思いますが、その部分のケアについてはどのように考えていますか。 

 

【靍原学校教育部次長】 本調査の子どもたちへの影響はご指摘の部分もあると思います。

この調査の趣旨は、子どもたちが自分の学力状況を正しく知り、そこから学習意欲にいか

につなげるかという部分になると思っております。 

学校ではこれまでも子どもに話しかける時期や場面を工夫されておりますが、今回は学

校別の結果が表れるので、詳しい情報を盛り込みながら、学校長に再度どのような形が理

想的なのかということも含めて説明させていただきたいと思います。そして、それぞれの

学校においてもこれを基にして、支援のあり方を考えていただきたいと思っております。 

 

【御喜田委員】 この学習状況調査で一番気になるところは、子どもの気持ちと保護者の

受けとめ方になると思います。小学校６年生のときにその結果をもらい、自分の通ってい

る学校がランク付けされたときに、中学校というステージで頑張りたいと思っても、自分

の学校が調査結果が思わしくない場面は、子どもたちはそこでちょっとした劣等感を持つ

ような気もします。 

学力だけではなく、子どもたちが違う部分で自信を持てるようなケアも考えていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【靍原学校教育部次長】 ご指摘いただいた点は、核心部分になると思います。ペーパー

テストだけでは表れない子どものよさ、あるいは授業の教科学習だけではない子どものよ

さを伸ばして、子どもに総合的に生きる力をつけさせていくことが、学校の本来あるべき

姿であると考えております。 

今回の調査の意味も踏まえて、さまざまなデータや学校での様子などを子どもたちに返

していけるように、あるいは保護者に提供していけるように、教育委員会から各学校に働

きかけていきたいと考えております。 

 

【木下委員】 おそらく、分析結果によって対策を打てば、平均点は上がる可能性があり

ます。ただ、平均点が上がったとしても残る問題があるところが一番重要になります。 

子どものよさを生かすということは、それは学力とは別ではなく、子どもたちは１日６

時間授業を受けているので、６時間の授業の中で一人ひとりの子どものよさが生かされて、

その授業の中で子どもの人間関係が作られていく必要があります。授業と別のところでよ

さが生かされ、人間関係をつくることも重要ですが、学校では６時間の授業がありますの

で、授業の中でそれぞれの子どものよさが生かされ、それぞれの人間関係が崩れることな

く、そこで生きられるという側面は非常に重要なところだと考えられます。従って、授業

改革も含めた、細かい配慮が必ず必要になります。 

 

【靍原学校教育部次長】 授業の大切さは、これまでにさまざまな形で学校現場からも声

が上がっており、本市の場合は授業改革、授業改善のために、研究授業等の開催回数も多

く、質的にも向上してきている状況にあります。今回の調査では改めて学力とは何かとい
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う原点の部分を振り返る機会にもなっておりますので、この調査に参加することによって

授業の質、あるいは授業の中で子どもたちの学力を向上させ、生きる力をつけさせていく

という部分も改めて確認して、進めてまいりたいと考えております。 

 

【浦上教育長】 保護者から「あの先生の授業は成立していない。」「うちの平均は国語

ではこれだけ点数が低い。」「数学、算数はこれだけ低い理由は、授業が成立してないか

ら。あの教員はやめたらいいのでは。」という声が出てくることが一番心配です。また、

教育基本条例が成立し、何年間か続いたらその先生は分限処分になるようなことが報道さ

れているで、そのような考え方が出てくるのではないかという心配があります。 

だから、「うちの学校はこのように改革しています。」「先生の授業力が向上するよう

に、このような研修を行っています。」と保護者に対してしっかり訴えていかないと、と

んでもないことになってしまうような危機感があります。だから、校長会等で校長先生に

そのあたりを理解してもらい、保護者に説明ができるようにお願いしていただきたいと思

います。 

 

【靍原学校教育部次長】 保護者にとってはわが子がどんな授業を受けて、どのような成

績が返ってきたのかという部分が気になると思いますので、教育長からご指摘いただいた

ことが起こる可能性もあると考えております。 

我々はまず学校としっかり連携し、調査の趣旨や学校としての対応、保護者への対応に

ついても十分説明していきたいと考えております。また、教育委員会としてもそのような

事態が起きた場合は支援していきたいと考えております。 

 

【中山学校教育部長】 ご指摘のように、教員の資質向上につきましては、教育委員会事

務局としても心して取り組んでまいります。 

 

【百瀨委員長】 今回の調査は小学校６年生と中学校３年生が対象になるので、その保護

者についてはこの趣旨を十分に説明していきたいということですが、１つの学校として捉

えると、小学校６年生と中学校３年生だけでいいと考えているのでしょうか。それとも、

この状況を学校全体に情報提供したいと思っているのでしょうか。 

それから、現場では調査を受けた教科の担当者だけの問題になってしまっているところ

があります。つまり、学校全体の問題ではなく、国語は国語科だけの問題として捉えて、

学校全体で捉えていない部分があるので、学習調査も含めて、学校全体の問題として取り

組んでいくところにも焦点を合わせていく必要があると思います。この点についてはどの

ように考えていますか。 

 

【靍原学校教育部次長】 まず、今回の調査では小学校６年生と中学校３年生が対象にな

りますが、これまでの趣旨を十分に理解していただくために、すべての学年の保護者に調

査の趣旨、そこから見える本来の学力についてご理解いただけるようなプリントをあわせ

て配布していきたいと考えております。それによって、それぞれの保護者に学校の見方、

あるいは調査の趣旨について理解を図っていきたいと考えております。 
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次に、２つ目にご指摘いただいた点については、我々も同じように感じております。教

科は国語であっても、国語の学力、学習状況を見ることによって、子どもの学習に向かう

姿勢、あるいは授業の進め方等の研究は、すべての教科に関わってまいりますので、その

ことも今後さらに周知理解できる場を設けていきたいと考えております。また、学習状況

についても併せてさらに一歩踏み出したいと思っており、保護者や地域の方にもご協力い

ただいて、子どもの学力向上を図ってまいりたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 学力調査の結果とともに学習状況調査も併せて、十分に情報を提供して

いただきたいと思います。 

 

【木下委員】 学力調査の分析結果は、調査を受けた小学校６年生と中学校３年生に生か

されますが、むしろ６年生の子どもたちが中学校に進学したときに生きてくると思います。

要するに、６年生の結果が中学校でどのように変わっていくのかという部分で、小中学校

が連携し、分析結果を活用していくことが大きなポイントになります。 

八尾市は小中連携を現在進めている段階にあるので、その中で生かしていただきたいと

思います。 

 

【百瀨委員長】 人権教育課はこの件についてどのように考えていますか。 

 

【福嶌人権教育課長】 人権教育課といたしましては、この調査結果については十分慎重

に取り扱う必要があり、特に、保護者あるいは子どもへの返し方については、委員からの

ご指摘を十分に考慮していくことが大切であると考えております。 

なお、人権教育の大きな目的の中に、子どもの自己実現を目指すということがあります。

これを目指すために、学力は欠かせないものとなりますので、その意味では学力・学習状

況調査を実施し、自分の学力を把握することが必要になります。 

また、調査結果を通じて、学力向上に向けて切磋琢磨することも必要になります。ただ、

個人の評価が学力だけでなされるものではないことも子どもたちあるいは保護者、学校に

徹底していく必要があると考えております。学力は指標の１つであり、その他にもさまざ

まな指標がありますので、評価は総合的にされるべきものであるという考え方をきっちり

と説明していく必要があると考えております。 

 

【百瀨委員長】 子どものことを考えながら進めていくことは、非常に大事な部分になり

ます。 

今回の審議では、各学校の平均正答率が流出し、それがランク付けされて、学校評価に

つながってしまうのではないかということが一番懸念されています。 

具体的な対策としては、１点目に府の調査及び調査結果の取扱いについては、事務局か

ら児童、生徒、また保護者に必ず周知徹底すること。２点目に、個票の返却にあたって、

学力調査とともに学習状況調査も情報提供し、これまで以上にさまざまな情報提供を発信

していくこと。３点目として、学力向上フォーラムを開催し、調査結果の趣旨、活用、成

果、課題を保護者や学校関係者等にも積極的に情報発信していくということでした。 
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教育委員会としては、このように取り組んでいくということですが、委員の先生方いか

がでしょうか。 

 それでは、各委員の皆様からもまとめの部分に異議がないようですので、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｣については、本日確認した懸念され

る事項への対応を今後確実に行っていただくことを条件に、参加することついて、委員の

皆様方、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｣については原案を適当と認めることに決しました。 

なお、これからも本調査が児童、生徒一人ひとりが自らの学習の到達状況を正しく理解

し、また子どもたち自身が今後に向けての学力や生活に目標を持ち、学習へのさらなる意

欲を高めることにつながるように、各学校園、保護者に情報を発信していただきたいと思

います。また、学校や本市の今後の施策に効果的に反映していくために、調査結果を十分

に活用していただき、起こり得る問題等も十分に考えながら、進めていただくように要望

しておきたいと思います。 

 次に、議案第１６号「八尾市図書館協議会運営規則の一部改正の件」について審議いた

します。 

 提案理由を竹内次長より説明願います。 

 

【竹内生涯学習部次長】 それでは、八尾市図書館協議会運営規則の一部改正の件につき

まして、提案理由を説明させていただきます。 

 提案の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律第１８条の規定によりまして、図書館法第１５条及び第１６条

が改正され、改正後の図書館法第１６条の規定によりまして、図書館協議会の委員の任命

の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌し、条例で定めることとなったこと

に伴い、このたびの３月議会におきまして八尾市図書館条例の一部改正が行われ、図書館

協議会委員の任命の基準が追加され、平成２４年４月１日より施行されることとなりまし

た。これに伴いまして、八尾市図書館協議会運営規則の一部改正が必要となります。「八

尾市図書館協議会運営規則の一部改正新旧対照表」をご覧願います。 

 まず、第１条の規則の趣旨に、「八尾市図書館条例第４条の規定に基づく」という文言

を追加します。次に、図書館協議会の任命の基準が図書館条例に位置づけられたことに伴

い、運営規則の委員構成の規定を削除します。また、図書館協議会運営規則には委員の報

酬に関する規定がなかったことから、報酬規定の整備を行います。図書館協議会委員の報

酬の額は、特別職の職員で非常勤なものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中の「その

他の委員」として定められている額とするものでございます。 

 以上、八尾市図書館協議会運営規則の一部改正の内容でございます。よろしくお願いい

たします。 
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【百瀨委員長】 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

ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今回は、八尾市図書館条例の一部改正に基づいて改正される

のでしょうか。 

 

【竹内生涯学習部次長兼八尾図書館長】 八尾市図書館条例が改正されましたので、それ

に伴って規則を改正することになります。 

 

【百瀨委員長】 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１６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１６号「八尾市図書館協議会

運営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。 

 それでは、以上をもちまして、４月臨時教育委員会を閉会いたします。 


