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１０月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日 平成２５年１０月２２日（火） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館６階 研修室 

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 

 

 

 

伊藤教育次長兼生涯学習部長・柿並学校教育部長・吉岡教育委員

会事務局理事教育政策課長事務取扱・瀧瀬生涯学習部次長兼施設

一体型小・中学校整備プロジェクトチーム総括者・松井生涯学習

部次長・西崎生涯学習部次長兼教育人事課長・万代学校教育部次

長兼学務給食課長・福嶌学校教育部次長兼人権教育課長・杉島生

涯学習スポーツ課長・南八尾図書館長・渞文化財課長・本鍋田指

導課長・山下教育サポートセンター所長 

 

【百瀨委員長】 ただいまより１０月の定例教育委員会を開催いたします。 

 本日の会議録の署名委員に御喜田委員を指名させていただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 それでは、まず、９月の定例教育委員会会議録の承認について審議のほ

うをいたします。委員の皆様方から、何か御質疑はございませんか。 

 

【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、９月の定例教育委員会会議録に

つきまして承認と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

９月20日（金） 

９月29日（日） 

10月６日（日） 

10月８日（火） 

10月15日（火） 

10月18日（金） 

午前10時30分から、臨時教育委員協議会に出席。 

午前９時から、中学校体育大会に出席。 

午前９時から、小学校運動会に出席。 

午前11時から、臨時教育委員協議会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後１時から、近畿市町村教育委員研修会に出席。 
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【百瀨委員長】 次に、教育長報告を浦上教育長よりお願いします。 

(教育長報告) 

９月20日（金） 

 

９月22日（日） 

９月23日（月） 

９月24日（火） 

９月27日（金） 

９月29日（日） 

10月４日（金） 

 

10月６日（日） 

10月７日（月） 

 

 

10月８日（火） 

 

 

10月９日（水） 

10月11日（金） 

10月13日（日） 

10月15日（火） 

 

 

10月18日（金） 

10月19日（土） 

10月20日（日） 

 

午前10時30分から、臨時教育委員協議会に出席。 

午後２時から、交通安全「市民のつどい」に出席。 

午前10時から、大阪知的障がい者福祉大会（八尾大会）に出席。 

午後４時から、ＪОＣシティコンサートin大阪2013に出席。 

午後２時から、市民表彰選考委員会に出席。 

午後１時から、文化の日教育委員会表彰審査会に出席。 

午前９時から、中学校体育大会に出席。 

午後３時から、府都市教育長協議会定例会に出席。 

午後７時から、ＢＢＳ発足式、更生保護協議会発足式に出席。 

午前９時から、小学校運動会に出席。 

午前10時から、各派代表者会議に出席。 

午後７時から、出張所・コミュニティセンターのあり方についての意

見交換会に出席。 

午前10時から、決算委員協議会に出席。 

午前11時から、臨時教育委員協議会に出席。 

午後７時から、ＰＴＡ協議会役員と市長との意見交換会に出席。 

午後２時から、図書館協議会に出席。 

午後３時30分から、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前８時30分から、地区市民スポーツ祭に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後７時から、出張所・コミュニティセンターのあり方についての意

見交換会に出席。 

午後１時から、近畿市町村教育委員研修大会に出席。 

午後１時30分から、ダンス協会前夜祭ダンスコンサートに出席。 

午前10時から、全国地域安全運動に出席。 

午後１時から、新版市史編纂記念講演会に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方のほうから、この間の活動状況につきまして

何かありましたら御報告いただけたらと思います。何かございませんでしょうか。 

  

【安藤委員長職務代理者】 重複しますが、１０月６日、小学校の運動会に出席いたしま

した。私は用和小学校のほうに行かせていただきまして、やっぱり訪問することによって

そこの子供たち、先生方の対処というのが非常によく見えて、用和小学校も創立今年で１

４０周年ということで、何かかえってこちらのほうが身が引き締まったという感じで、本

当にＰＴＡの方々も一緒になって盛り上がっていた、いい運動会だったと思います。特に

前の日に雨の予想があったんですが、いいお天気に恵まれて非常によかったなと。  

 もう一点は、先ほども委員長と教育長も御報告されましたが、先日の近畿市町村教育委

員会研修会に出席させていただきまして、そこでちょうど今後の教育委員会のあり方とい
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うお話が出まして、我々としてもそれを注目していきたいと、そういうように思っており

ます。  

 

【百瀨委員長】 ほかに、委員の先生方ございませんか。  

 それでは、委員長報告、また教育長報告を含め、ただいまの報告につきまして何か御質

疑等ございませんでしょうか。  

 他に御質疑がなければ、次に進ませていただきたいと思います。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、本日の議案審議のほうに入らせていただきます。 

10月の議案 

選挙第１号 

議案第36号 

議案第37号 

議案第38号 

議案第39号 

議案第40号 

八尾市教育委員会委員長の選挙の件 

平成25年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件 

平成26年度八尾市立学校園教職員人事基本方針の決定の件 

八尾市社会教育委員の委嘱の件 

八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件 

八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件 

 

【百瀨委員長】 議事について、まず選挙第１号「八尾市教育委員会委員長の選挙の件」

について、審議のほうをいたします。 

委員長の選任、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、議事進行につきましては、浦上教育長のほうに

議事進行役をお引き受けいただいて、進めたいと思いますが、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】 そうしましたら、全委員異議がないようですので、浦上教育長に議事の

進行のほうをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【浦上教育長】 それでは、御指名により議事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お願いし

たいと思います。 

 

【伊藤教育次長】 それでは、選挙第１号「八尾市教育委員会委員長の選挙の件」につい

て、御説明いたします。 

百瀨委員長の委員長としての任期が平成２５年１０月２３日付で満了いたすことに伴い

まして、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、
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委員長の選挙を行う必要がございますので、御提案申し上げるものでございます。任期は

平成２５年１０月２４日から平成２６年１０月２３日までの１年間と相成ります。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

名推選の方法が規定されておりますが、従来からの慣例で指名推選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。 

 

【浦上教育長】 ありがとうございます。ただいま教育次長のほうから説明がありました

が、委員長の選挙の方法につきましては、教育委員会会議規則によって、今の御説明のと

おり２つの方法がございます。１つは無記名投票、それからもう一つは指名推選というふ

うな形になっておりますけども、従来からの慣例で指名推選という形で行ってよろしいで

しょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【浦上教育長】 御異議がございませんので、指名推選の方法をとらせていただきたいと

思います。それではまず、どなたか御指名をお願いしたいと思いますが、どうでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 本市の教育行政も非常に重要な時期を迎えておりまして、委

員長の職務は本当に大変なことは重々わかっておるんですが、このまま引き続いて御苦労

を百瀨委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【浦上教育長】 ただいま安藤委員から、百瀨委員のほうにお引き受けいただいたらどう

かという御意見がございました。八尾市のほうでは現在多くの課題を抱えておりまして、

やはり引き続いた形で百瀨委員長のほうでお願いできたらと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【浦上教育長】 全委員異議なしですので、選挙第１号「八尾市教育委員会委員長の選挙

の件」につきましては、百瀨委員を委員長に選任することに決しました。 

 それでは百瀨新委員長より御挨拶をお願いします。 

 

【百瀨委員長】 それでは、一言御挨拶を申し上げます。今、職務代理者が申されました

ように、本市の教育の現状をいいますと高安中学校区における施設一体型小・中学校、幼

保一体化、いじめ、体罰、不登校等々、日々その厳しさが増してきておることを実感して

おるところです。また、教育委員会制度、組織及び運営のあり方、また、教育委員そのも

ののあり方についても非常に問われているところであります。 

そういう中にあって、本日、このように教育委員長をお受けし、またそれを担うという

ことに改めてその責任の重さと、一方で、期待をしていただくという思いに対してのあり

がたさも思いとして感じているところです。事務局の皆様方、そしてまた委員の皆様とと
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もに八尾市の教育行政の発展と向上に全力を尽くして、これからも頑張ってまいりたいと

思いますので、ひとつこれからもよろしくお願いいたします。 

 

【浦上教育長】 どうもありがとうございました。それではこの後の議事進行について、

百瀨委員長のほうにお願いしたいと思いますので、座席のほうを変わらせていただきます。 

 

【百瀨委員長】 それでは、引き続きまして議事のほうを進めてまいりたいと思います。

それでは次に、議案第３６号「平成２５年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」に

つきまして審議のほうをいたしたいと思います。 

 議案のほうの提案理由を、これは吉岡理事より説明願います。 

 

【吉岡理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第３６号について御説明申し上

げます。本件は、平成２５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、このたび同条第

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、御提案申し上

げるものでございます。恐れ入りますが、平成２５年の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。まず初めに、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る成績を上げた児童・生徒を表彰の対象とい

たしております。本年度につきましては、スポーツ部門は１２名と６団体を、文化部門で

は１１名と３団体を、福祉活動部門は１団体を基準に該当するものとし、表彰対象として

おります。 

 次に、教育一般の部でございますが、学校園協力と生涯学習活動の分野におきまして、

長年にわたり教育現場等に御協力いただいている方を表彰の対象といたしております。今

年度につきましては、学校園協力の分野で４名と３団体、生涯学習活動の分野で１団体を

表彰対象といたしております。 

 続きまして、なお、学校医の分野につきましては、今年度は該当者がございませんでし

た。以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案の理由がございましたが、委員の皆様方から何か御質疑等

ございませんでしょうか。 

  

【御喜田委員】 今年度は学校医等の表彰がなかったっていうことなんですが、去年はあ

ったと思うんです。そうなった理由を教えていただいていいですか。 

 

【百瀨委員長】 吉岡理事。 

 

【吉岡理事】 学校医、学校歯科医、学校薬剤師の先生方に対しましては、この教育委員
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会表彰規則の第１条第３号におきまして、長年本市に勤続し、その成績の優秀な者といた

しまして、具体的には教育委員会の表彰基準で、本市学校に勤続１５年以上の者というこ

とで規定されております。今年度にあたりましては、残念ながら該当者がいらっしゃいま

せんでしたので、見送らせていただいたものでございます。 

 

【百瀨委員長】 他に委員の皆様方、何か御発言ございませんか。 

  

【安藤委員長職務代理者】 今、御説明あったのですが、今回珍しいなと思ったのが、福

祉活動部門が導入されているように思うんですが、これについてちょっと説明をお願いで

きますか。 

 

【吉岡理事】 この部門につきましては、教育委員会表彰規則の第２条第２号、教育委員

会の所管に属する学校園並びに園児・児童・生徒であって、特に他の模範とするに足りる

行為があった者を受けまして、同表彰基準で定められている「地域、学校園等により他の

模範となり得る行為があった個人または団体」の規定に基づく表彰を具体化させたもので

ございます。具体的には福祉活動や慰問活動、伝統文化の継承、地域貢献等に関する各種

活動等において、日頃から継続してこういう活動に取り組まれている、いわゆるスポーツ

部門や文化部門というふうな順位や賞を決める大会というものがございませんが、地道な

活動を一定年数継続して取り組まれている学校に対して、新たに表彰枠を設けたものでご

ざいます。その中で、内容といたしまして、今回曙川南中学校のスマイルクラブを上げさ

せてもらっております。このクラブにつきましては、平成２０年４月に設立いたしまして、

構成員といたしましては女子生徒が８名で、今活動をされています。校区の内外におきま

して、様々な方々と触れ合うことで自分が他人の役に立つことを感じて、自分の存在に誇

りを持って、ひいては自分を好きになるということにつなげていくことを目的として創ら

れたと伺っております。具体的な活動内容といたしましては、保護司会の姉妹団体でござ

います更生保護女性会によるひとり暮らしの高齢者への朝食サービスとして、いきいきサ

ロンでの配膳のお手伝いであったり、あるいは共に食事をして高齢者の方々から親の大切

さなどについて話を聞いたり、あるいは手品を教えてもらう交流を毎月第３土曜日の午前

中に、曙川コミセンで活動をされています。また、特別な活動といたしまして、同じく更

生保護女性会の主催される曙川コミセンのイベントである子育てフェスティバルでの、う

ちわを作成したり、あるいはピンポン玉入れといった遊びコーナーでの手伝いをされたり、

あるいは刑部集会所では８月の第１週に夏休みを利用して地域の団体が主催する高齢者と

の交流会に参加して、鉢植えをしたり、カレーを炊いたりして、そういうお手伝いをする。

さらに、毎年冬におきましては、近鉄高安駅に座布団を制作して、それを駅の待合室に設

置しています。校内活動では、トイレの清掃やどぶ掃除、あるいは廊下、草抜き等の清掃

をはじめ、トイレの芳香剤のカバーの製作や図書室の図書のしおり作成等、長年に亘って

地道に活動されております。そういった活動を曙川南中学校のホームページに掲載し、紹

介されるとともに、曙川地区の福祉委員会の機関紙でも紹介されたり、あるいは８月には

ＦＭちゃおでも放送されるということで、地域はもとより八尾市内における多彩な活動に

対して評価に値する団体でございます。 



－7－ 

【百瀨委員長】 他に委員の先生方から御質疑等はございませんか。 

 

【木下委員】 いろんな福祉活動をしておられるということで表彰されるということにつ

いて異議はないのですが、これは曙川南中学校の部活動なんですか。それともコミセンの

団体なのでしょうか。このスマイルクラブというのはどういう位置づけというか、どうい

う性格のものでしょうか。 

 

【吉岡理事】 曙川南中学校の部活動でございます。 

 

【百瀨委員長】 他に委員の先生方、ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 児童・生徒の表彰に対しては府の優勝、またはこれに準ずる

ということが対象なんですが、今回見せていただいて、奨励賞という部門もノミネートさ

れているのですが、この奨励賞の基準における位置づけみたいなのを教えていただけます

か。 

 

【吉岡理事】 奨励賞の位置づけについてでございますが、今回奨励賞というものが文化

部門におきまして４件表彰候補として上げさせてもらっております。 

具体的には、３番のピアノコンクール、それから８番と９番の人権作文コンテスト、そ

れと１３番の年賀状コンクールでございます。これらにつきましては、例えば人権作文コ

ンテストでは、大阪府の応募作品数が２万７，６１９点ということで、その中から大阪府

の最優秀賞５名の中に入って全国大会に推薦された、そして全国で若干数の奨励賞を受賞

されました。あるいは年賀状コンクールにおきましても、絵手紙部門ということで、中学

校、高校の部では３，０７７点だったんですけれども、その中の１０点の奨励賞に入って

いる、これは絵手紙部門全体では、４万３，７４６点の応募があり、その中で５０点の奨

励賞に入っているということで、このように数多くの参加、応募の中での少ない奨励賞と

いうことで、表彰に該当するものといたしまして答申をさせていただいたものでございま

す。また、一方、ピアノコンクールにありましては、これは１、２年生部門ということで、

参加者数は４８６名ということで、さほど多くはないんですけれども、今回アジアでのフ

ァイナルステージに立つまでに、国内での地区大会での金賞を受け、日本大会での銅賞を

受けて日本の代表になられたということと、それと何よりこの主催団体というものにつき

まして、このピアノコンクールの大会ではプロフェッショナル部門というのがございまし

て、この部門の金賞受賞者には５年に１度開催されるショパンピアノ国際コンクールの予

選が免除されるということもございまして、歴史と伝統のあるショパンピアノ国際コンク

ールと連携したジュニアの国際大会での奨励賞ということで、表彰に該当するということ

で、答申をしていただいたものでございます。 

 

【百瀨委員長】 ほかに、委員の先生方ございませんか。 

 

【浦上教育長】 この福祉活動部門、今年度から新たに入れたんですけども、これまでス
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ポーツでは大阪で何位とか、あるいは文化部門でも大阪で優秀賞や、関西への出場までと

か、そういうような基準があったところですが、できるだけ多くの子どもたち、頑張って

いる子どもたちに賞を与えようというような趣旨で考えたものかと思います。これについ

ては、校長会のほうにも事務局のほうから働きかけをされたと思いますが、今回１件しか

上がってこなかった。そのあたり、もうちょっと発掘の仕方を工夫していかなければと考

えますが、事務局サイドではそのあたりどういうふうに、来年度のことを考えておられる

のか。 

 

【吉岡理事】 委員御指摘のとおり、今回１件しか上がってきませんでした。当初、私ど

もといたしましては、八尾市内の学校園を東西南北の４つに分けて、それぞれのブロック

から１校ずつぐらいは出してもらおうというふうには考えておりましたけれども、残念な

がら実現できませんでした。 

今後につきましては、これを契機に今回答申しているスマイルクラブの活動内容等を周

知して、各学校園でも認識を深めていただくようＰＲに努めてまいります。八尾市ではい

ろんな伝統文化の活動というのは盛んに行われているというふうに聞いております。例え

ば河内太鼓の演奏であったり、あるいは地域での祭りにつきましても、学校側がかなりク

ラブ活動の中の一環でも入られているというふうな話も伺いますので、そういう事例をち

ょっとこちらの方で集約いたしまして、校長会等でもＰＲに努めていきたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

【百瀨委員長】 それでは、ほかにございませんか。 

 他に質疑等ないようですので、採決のほうに移りたいと思います。御喜田委員のほうか

ら出ましたように、学校保健の功労者につきましては、今後ともその表彰のあり方等につ

いて、基準も含めて、今後の方向性についても捉えていただけたらと思います。 

また、今回、福祉部門が追加されたということは評価をしていきたいなと考えておりま

す。今後とも、表彰候補者の掘り下げのほう、またよろしくお願いしておきたいと思いま

す。 

 それでは、議案３６号につき、原案を適当と認めることに御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させていただきます。 

 よって、議案第３６号「平成２５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させていただきました。 

 次に、議案第３７号「平成２６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、審議のほうをいたします。 

 議案の提案理由のほうを、松井次長よりお願いいたします。 

 

【松井生涯学習部次長】 それでは、議案第３７号「平成２６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、御説明申し上げます。 
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 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す。 

 提案の理由ですが、平成２６年度八尾市立学校園教職員人事を実施するに当たり、学校

園教育の健全な発展と円滑な運営を期するため、適切な人事管理のもとに教職員の適正配

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す。 

 今年度末、来年度当初の人事異動におきましても、これまでどおり適切な教職員定数の

管理と、教職員組織の充実を図りながら、本市教育の向上への期待に応える人事を行って

まいりたいと考えているところです。 

 それでは、人事基本方針の内容を１枚めくっていただきまして、１ページ目、２ページ

目に示しております。下線部分が追加修正部分です。資料の最後に、新旧対照表をつけて

おりますので、あわせて御参照ください。 

 それでは、順に御説明いたします。１点目は、１の教職員の人事についてです。（１）

異動及び配置換につきまして、まずアでお示しいたしましたように、幼児・児童・生徒の

増減に基づく定数事情を勘案した上で、新規採用とともに他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。 

 次に、イの学校園における教職員の構成につきましては、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し、また特別支援教育の振興を図るた

めの教職員配置に配慮するとともに、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配置に努めてまいりたいと考えております。 

 ウにつきましては、校園長の経営方針のもと、魅力ある学校づくりを推進するとともに、

若手教職員が学校運営へ参画できるよう、教職員の意欲向上に向けた人事に取り組んでま

いりたいと考えております。とりわけ、下線部にお示しいたしましたとおり、先進的かつ

特色ある学校づくりに必要な人材を適切に配置する旨を追加いたしました。先進的かつ特

色ある学校づくりに適した人材を計画的に配置し、その取り組み成果を本市全体に拡大し

てまいりたいと考えております。 

 エ、同一校での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、広域人事異動交流や、小中学校の人事異動交流を推進するよう、人事面でも取り組

みを進めてまいりたいと考えております。 

 （２）新規採用者の配置につきましては、新規採用者対象のヒアリングで、これまでの

経験や特技等を十分把握し、資質、能力が発揮できるよう配置してまいりたいと考えてお

ります。 

 ２点目、校園長及び教頭の人事についてですが、管理職を適材適所に配置できるよう努

めてまいりますが、同時に若手教職員の管理職登用を念頭に置いて、主席や指導教諭など、

ミドルリーダーの育成が進むような人事配置を行ってまいります。 

 ３点目、生命、人権尊重の教育についてでありますが、本市教育振興計画の趣旨を踏ま

え、生命、人権尊重の教育を推進するため、適切に人材を配置してまいります。 

 最後になりますが、４点目の女性教職員についてですが、主席指導教諭、主任などに女

性教職員を任命し、将来の管理職登用へとつなげられるよう、配慮してまいりたいと考え
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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

会で提示してまいる予定です。 

 以上、簡単ですが説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、この件につきまして委員の

皆様方のほうから、何か。 

 

【木下委員】 ２６年度の人事について、去年と変わって２行新たにつけ加わったことが

改正内容かと思いますが、追加するにあたっては、その必要性があるからだと思いますの

で、その点の説明をお願いします。 

 

【松井生涯学習部次長】 これまでもさまざまな取り組みで小学校と中学校の連携という

のを推進しているところでございます。今回、今般新たに八尾市教育委員会、八尾市のほ

うで小学校、中学校の施設一体というところを計画してるというところでございますので、

施設面の整備だけではなく、こういった人材、人事面での整備といいますか、配慮をしな

がら小学校、中学校の連携を強化してまいりたいと、このような思いがございまして、こ

の２行を追加したところでございます。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他に、ほかの委員の先生方から御質疑ございませんか。 

 

【木下委員】 施設一体の学校づくりを視野に入れた人事ということですが、校園長会

等々で合意が得られる状況にあるのでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 この新しい新たな施設一体の学校園をつくっていくに当たりま

しては、さまざまなところで校長会等々にも情報提供、情報をさせていただいているとこ

ろですが、人事面でのこういった新たな取り組みにつきましては、当然のことながら本日

の教育委員、定例の教育委員会で教育委員さんの皆様に御承認いただいた後、提示してま

いるというのが道筋であろうかなと思っておりますので、この件については今後丁寧に各

学校、校長会を中心に説明させていただきながら、できるだけ適切な配置ができますよう

に努めてまいりたいと、このように思っております。 

 

【百瀨委員長】 委員の先生方、どうですか。よろしいですか。他にございますでしょう

か。この件につきましては、ぜひ今後新しいつけ加えた傍線の部分ですかね、この内容に

つきましても校長会、また教育現場とも十分に教育委員会との考え方を共有できるように、

しっかり取り組んでいただきたいと思います。また、ぜひ今後ともこの件につきましても

八尾市として、今後も取り組みを進めていくんだということでよろしくお願いしておきた

いと思います。 

 それでは、採決のほうに移らせていただきます。 

 議案第３７号につきまして、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 
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【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めさせていただきます。 

 議案第３７号「平成２６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、原案を適当と認めることに決しさせていただきます。 

 それでは次の議案になりますが、これは議案第３８号「八尾市社会教育委員の委嘱の

件」、また３９号「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」、第

４０号「八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件」につきまして、これは一括の

ほうで審議のほうをさせていただきたいと思います。 

 提案理由のほうを杉島課長よりお願いいたします。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは議案第３８号「八尾市社会教育委員の委嘱の

件」、議案第３９号「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」、

議案第４０号「八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件」の３件につきまして、

一括して提案理由を御説明申し上げます。 

 本３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１４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。 

初めに、議案第３８号につきましては、委員変更に伴い、新たに委員を委嘱する必要が

生じたため、本案を提出する次第でございます。 

 お手元の八尾市社会教育委員名簿（案）に基づきまして、御説明申し上げます。社会教

育関係者といたしまして、八尾市青少年育成連絡協議会からの派遣を受け、委嘱しており

ました中路明雄氏の御逝去に伴い、引き続き同協議会からの派遣委員として、村尾佳代子

氏を委嘱するものでございます。任期につきましては、平成２５年１０月２２日から平成

２６年５月３１日までの残任期間でございます。 

 続きまして、議案第３９号につきまして御説明申し上げます。 

 提案の理由でございますが、委員変更及び市民委員公募の実施に伴い、新たに委員を委

嘱する必要があるため、本案を提出する次第でございます。 

 お手元の八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員名簿（案）に基づきまして、

御説明申し上げます。まず、委員変更につきましては、社会教育関係者といたしまして、

八尾市青少年育成連絡協議会から派遣を受け、委嘱しておりました中路明雄氏の御逝去に

伴い、引き続き同協議会からの派遣委員として、村尾佳代子氏を委嘱するものでございま

す。 

 次に、公募市民委員の委嘱につきましては、新たに高橋京子氏を委嘱するものでござい

ます。任期につきましては、両氏とも平成２５年１０月２２日から平成２６年９月３０日

までの残任期間でございます。 

 続きまして、議案第４０号につきまして御説明申し上げます。 

 提案の理由でございますが、市民委員公募の実施に伴い、新たに委員を委嘱する必要が

あるため、本案を提出する次第でございます。 

 お手元の八尾市立スポーツ施設運営審議会委員名簿（案）に基づきまして、御説明申し

上げます。公募市民委員といたしまして、新たに鈴木敦子氏及び田中冨美江氏の２名を委
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嘱するものでございます。任期につきましては、平成２５年１０月２２日から平成２７年

５月３１日まででございます。なお、生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員及びス

ポーツ施設運営審議会委員の市民委員の公募につきましては、私が思うこれからの生涯学

習施設の姿、または私が思うこれからのスポーツ施設の姿と題した作文の提出を求め、８

月２０日から９月３０日までの間、公募を実施いたしましたところ、両審議会とも２名ず

つの応募がございました。委員候補者の選考につきましては、市職員５名からなる選考委

員会におきまして、選考基準に照らし選考するとともに、学識経験者の意見も踏まえ、選

考を行ったものでございます。 

 以上、簡単雑駁ではございますが、提案理由の説明といたします。よろしく御審議いた

だき御承認賜わりますよう、お願い申し上げます。 

 

【百瀨委員長】 提案理由の説明をいただきました。この件につきまして委員の皆様方、

何か御質疑等ございませんでしょうか。 

 

【御喜田委員】 公募委員の件です。それぞれ２名ずつの応募っていうことなので、スポ

ーツ施設の運営審議会のほうは２名応募されて２名決まられたということなんですけど、

もう一つの生涯学習センターのほうは２名応募されて１名の方が決まったということなん

ですけど、レポート提出してもらってということなんですけど、評価をするに当たっての

ポイントをちょっと教えてもらっていいですか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 今回の公募市民委員の選考に当たりましては、評価項目

といたしまして社会教育の現状について正確に把握した内容か、幅広い視点で述べられて

いるか、公平性の観点から延べられているか、実行可能性のある新しい視点で八尾市生涯

学習スポーツ振興計画の基本方針実現に貢献できる内容かということで、評価をさせてい

ただきました。 

 

【百瀨委員長】 他に御質問、ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 １点お願いします。今、御報告いただいて、３８、３９、４

０の議案を一括ということなんですが、その中で突然の中路さんの御逝去ということで、

その代理というか、補欠ですね、そして村尾さんが推薦されてるのですが、それぞれ３つ

ともかかわられてる、一括なのでこれはどうしても名前を見てしまうんですが規定という

か、そういう要綱の中で決められていると思うのですが、その辺についてちょっと教えて

いただけますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 委員の委嘱につきましては、審議会等の設置等に関する

要綱という取り決めがございます。その中には、幅広い年齢層の中から人材を選任するで

ありますとか、女性委員の登用につきましては、平成２７年までに３５％以上にするとか

いうような規定がございます。そのほかにつきましても、同一の委員が審議会に選任でき

る数については４機関までという部分もございます。ただいま御指摘を受けました村尾氏
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につきましては、我々がこれまで審議会の委員としてやはり女性の登用という部分が少な

かったということもございますので、各団体等に選任をお願いする場合には、そういう女

性委員の登用について御配慮いただきたいということで、依頼を申し上げているところで

ございます。その辺を踏まえまして、今回青少年育成連絡協議会のほうから女性委員とし

て村尾氏を御推薦をいただいたと考えております。その中で、ただいまの要綱の中で、お

一人の委員が選任できる数が原則４機関というのがございますけども、当該審議会等の所

掌事務に密接な関連を有する団体を代表する者及びこれらに準ずると認める者で、当該団

体内での適任者の状況等を鑑みて、なお選任の必要があると認める場合につきましては、

ただいまの規定を適用しないという条文を適用いたしまして、委員に委嘱をしていきたい

というふうに考えております。なお、推薦団体の事務局を預かっている担当課の職員のほ

うにも、その辺につきましては御意見をお伺いしまして、次回以降の選任に当たりまして

は、その４機関という部分につきましても配慮しながら選任のほうをしていきたいという

お答えもいただいておりますので、今回につきましては村尾氏の委嘱をご了承いただきた

いというふうに考えております。 

 

【百瀨委員長】 他に委員の先生方、ございませんか。よろしいですか。 

 もう既に各種審議会等含めて、もう半期が済んでおり、今後の審議の内容等、検討項目

について、どのように予定されているのか。 

  

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それぞれの審議会につきましては、現在生涯学習部で抱

えている今後の課題等につきまして、まだまだ残されているものもございます。その辺に

つきまして、積極的に各担当課のほうから提示をしていき、それに関します御意見等をい

ただくような場を設けていきたいというふうに考えております。それと合わせまして、こ

れまで同様それぞれの担当課が取り組んでおります事業内容につきまして、御報告等申し

上げ、それぞれの審議会なり社会教育委員会議のお立場での御発言、御意見等を伺える機

会をつくっていきたいというふうに考えております。 

 

【百瀨委員長】 ほかにございませんか。 

 ぜひともね、残りの審議、またはその内容、また項目等十分に市民の思いを、また意見

等くみ上げていただき、反映できるようにぜひともしていっていただきたいなと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、採決のほうに移らせていただきたいと思います。 

 議案第３８号から第４０号につき、原案を適当と認めることに御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３８号から第４０号につきまして、いずれも原案を適当と認めることに決

しさせていただきます。 
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｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、報告事項のほうに移らせていただきたいと思います。 

 「平成２５年度全国学力・学習状況調査の結果について」ということで、これは本鍋田

課長よりの報告を願います。 

  

【本鍋田指導課長】 それでは、平成２５年度全国学力・学習状況調査の結果の分析につ

いて報告させていただきます。まず調査の目的ですけども、国、府、市、学校等が児童・

生徒の学力や学習状況を把握、分析することにより、行政上の課題の改善に向けた取り組

みをしっかりやって改善させていくことになっております。また、児童・生徒一人一人が

みずからの学習困難状況を正しく理解することにより、みずからの学力課題に目標を持っ

て取り組み、それらの向上や意欲を高めていくという目的で行っています。調査の対象学

年ですが、小学校６年生と中学校３年生、それぞれ国語・算数、国語・数学という形で今

年度は平成２５年４月２４日に実施しております。右側の八尾市の調査結果ですが、

（３）、学力に関する調査結果についてということで、小学校、中学校それぞれで国語Ａ、

Ｂ、算数Ａ、Ｂ、数学Ａ、Ｂの形で表に載せさせていただいております。平均正答数にお

きましては、小学校においては最大でも算数Ｂの全国に比べてマイナス０．４ポイント、

それから中学校のほうでは国語Ａのマイナス０．８ポイントということで、正答数の差が

１問に満たないということで、特に府との比較では、ほぼ同水準であるという判断をして

おります。ただ、活用に関する問題Ｂのほうについてはやや課題が見られると考えており

ます。 

 その裏面ですけども、小学校の国語Ａから順番に教科に関する調査結果について、それ

ぞれの正答数をグラフにあらわしたものです。棒グラフになっているのが八尾市の分で、

それぞれの折れ線グラフのほうが府と国になっております。小学校の国語Ａにつきまして

は、全国比０．９８ということで、国語Ｂが０．９６というようになっております。正答

率につきましては、問題数が少ないこともあり、全国と比べるとやや下回っていますが、

大阪府とほぼ同様の結果ということで、漢字の書き取り等の基礎基本については良好な結

果を得ていると考えております。ただ、Ｂ問題に関しましては、記述式に課題があると考

えております。文字数を限定されて抜き出す問題であったり、条件に合わせて考える問題

に課題があると考えております。それから右側の小学校の算数Ａ、Ｂですけども、算数Ａ

のほうが全国比１．０１、算数Ｂのほうが全国比０．９５という形になっておりますが、

計算問題等、これも基礎的な問題については良好な結果であります。Ｂ問題につきまして

は、記述式とか、数学的な考え方、算数的な考え方について少し課題があると分析してお

ります。 

 下半分、中学校のほうですが、国語Ａが全国比０．９６、それから国語Ｂが０．９４、

全国比０．９４となっております。ここも、そこに書いておりますように漢字を正しく読

んだり書いたりすることはおおむね良好ですが、目的に応じた表現に書き直すことに課題

があると捉えております。Ｂ問題についても同じように記述式に課題があると捉えており

ます。 

 それから右側、数学のＡ、Ｂのほうですが、これにつきましてはＡのほうが全国比０．
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９７、Ｂのほうが０．９２となっており、大阪府とほぼ同様の結果となっております。こ

れも計算問題についてはおおむね良好ですが、活用の数学Ｂのほうについては資料の活用

等に課題があります。このような結果から、本市の子供たちの様子が、基礎基本について

は学校のほうで丁寧に取り組みをしていただいてる結果、全国と比べてよく頑張っている

なという部分もあるんですが、やはり記述式の問題とか抜き出していく問題について、ま

だまだ授業の中で活用しきれていない部分があるのではないかと考えますので、学校には

そのことを伝えていきたいと考えております。 

 続いて、児童・生徒質問紙ですが、２枚目の上、基本的生活習慣の朝食についてをご覧

下さい。毎日食べているというのは小学校では全国とほぼ変わらない結果です。中学校に

おいては平成２３年度から朝食を食べている生徒がふえており改善されてきていますが、

全国に比べてマイナス４．９ポイントとなっており、小学校と比べると差が広がっていま

す。次に、その下の起床時刻につきましても、小学校では７時までに起きている数が、左

側から３番目の白いところまでなんですけども、平成２５年度の八尾で言いますと、５７．

４％に対して、全国では８割の子どもが起きているということで、マイナス２２．６ポイ

ントの差があります。中学校ではさらにその差が広がりまして、７時までに起きている生

徒が八尾では３６％に対して、全国では７１．２％となっており、倍ほどの差になってき

ております。起床時刻と学力との相関関係も見られることから、この辺にも大きな課題が

あるのではないかと考えております。 

 次に、その右上のところですが、就寝時刻の比較です。ここにも少し改善されている部

分はありますが、やはり遅い時刻、１時以降に寝ている中学生が、八尾が３８％に対して、

全国は２３．５％ということで、就寝時刻が遅くなって、合わせて起床時刻が遅くなって

きているという、少し悪循環の部分も見られると考えております。 

 次に、携帯電話の使用状況にも差がありましたので、載せております。小学校では５割

を超える児童が八尾市では携帯電話を持っていますが、全国では５割に達していません。

中学校のほうでは、５人に４人は携帯を持っているという状況で、携帯電話の使い方等、

約束を守ってというようなこともあるんですが、全国に比べると所持率が高くなっている

という現状が浮かび上がっております。 

 次に、その裏面ですが、家庭学習の状況のほうです。学校の宿題に関しての質問ですが、

小学校ではきっちりしていると答えている児童が、プラス１．９ポイントと、全国を上回

っています。ところが、中学校のほうでは、全国より９．５ポイント下回っております。

平成１９年度から見ていきますと、中学校でも宿題をしている生徒が増えており、改善さ

れている部分があるので、これも各中学校で宿題の出し方等に工夫をされている結果が少

しずつではありますが出てきているのではないかと考えております。次に、平日の学習状

況ですが、２時間以上やっている子どもが小学校、中学校とも全国を上回っております。

１つ目と２つ目の部分になるんですが、八尾では小学校３０％、全国では２７．２％。中

学校では八尾では４２．７％、全国では３６．５％と、いずれも全国を上回っております。

逆に右側の２つのほうの、ほとんどやってない部分についても全国より上回っているとい

うことで、本市の子どもたちの学習状況は二極化がかなり進んでいるという結果になって

います。その右上の休日の学習状況ですけども、全くしないという児童・生徒が全国と比

べると約２倍いるという現状も大きな課題であると考えております。予習についても、予
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習を全くしていないという児童が小学校のときも全国より多いんですが、中学校に入ると

その差が広がってきており二極化につながっている要因の一つであると考えております。 

 次に、復習についてですが、八尾の子どもたちと全国の子どもたちを比べると、小学校

で１５．４ポイントの差、中学校で１３．９ポイントの差ということで、このあたりにも

課題があり家庭学習の定着が必要であると考えております。 

 次に、読書につきましても、学力の相関関係を教育フォーラムでも言わせてもらいまし

たが、昨年度までぐっと上がってきたんですが、今年度少し下がっております。この調査

の実施時期が今年度４月だったんですが、昨年度、一昨年度と６月ということで、学校の

取り組みが影響している部分があるかなというふうに考えています。ただ、この結果を見

ますと、実際に子どもたちに定着しきれていない部分もありますので、その辺については

課題であると考えております。それは右上の読書時間を見てもわかっていただけますよう

に、一昨年、昨年と比べますと少し読書時間が減少しているというような状況になってお

ります。 

 続いて規範意識についてですが、小・中学校とも学校の決まりを守っている子どもたち

が増加傾向にあるというのは、学校でのいろんな取り組み、子供たちへの働きかけが功を

奏して徐々に上がってきている結果であると捉えています。 

 続いてその裏のグラフですが、いじめ、道徳心ということで、人の気持ちがわかる人間、

人の役に立つ人間、それからいじめはどんな理由があってもいけないっていう部分なんで

すが、これも肯定的な意見が全てにわたって八尾市の子どもたち、上がってきております。

こういう気持ちをしっかり大事にしていくことで、学習意欲等にもつながってくる、いろ

んな生き方につながってくるんではないかと考えております。これらの結果を踏まえまし

て、先日校長会で結果分析について報告させていただきました。１１月には学力担当者を

集めまして、研修会を行い、課題認識をしていただき各校での改善に役立ていただきたい

と考えております。授業研等で指導主事を派遣しておりますので、この調査結果を活用し

ながら学力向上につながる指導助言をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

【百瀨委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方から御意見のほうをいただ

きたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 例えば復習についてとか読書時間について、２３年度、２４

年度で増えているんですね。だからいい意味でここでは何に、どういうようなことに取り

組んだからこういうことができたのかという、そういう良い部分をちょっと聞きたいんで

すが。この辺の分析はいかがですか。 

 

【本鍋田指導課長】 学校のほうでよくやられるような朝学習とかもあるんですが、朝読

にも取り組んでいる学校もあり、そういう取り組みが継続していくことで、本を読む興味

と関心が高まり、読書に対する意欲というのが育っているんじゃないかなというように思

います。今年度につきましては、１学期が始まったばっかりという時期での調査で、子ど

もたちの意識の中に根づいていなかったというか、その部分についてはまた今後の課題か
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なというふうに思いますけども。 

 

【安藤委員長職務代理者】 ありがとうございます。もう一点、今、半分しかお答えいた

だいてないんですが、復習についてですね、予習じゃなしに復習について、これについて

も、これも先ほどは例えば読書については学校の取り組みが云々とおっしゃったんですが、

それのところもいい、もし何かこういうポイントがあったというものを聞かせていただく

と、これから参考になるかなと思います。その辺の分析はいかがですか。 

 

【本鍋田指導課長】 これもやっぱり学校生活の中で、ノートの点検等できっちり整理し

て提出するという部分で子どもたちの意欲が出てきますので、やったことをすぐ理解して

いくということにつながっていくのではないかと思いますので、子どもたちに対するそう

いうきめ細かい取り組みが定着に、つながってくるのではないかと思っております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 ということは、本人さんと先生方との取り組みによってそれ

は向上していくっていうふうに見たらいいんですかね。 

 

【本鍋田指導課長】 基本はやっぱり１対１、子どもをしっかり見ていく中での指導が全

体のクラスの雰囲気、学年の雰囲気、学校の雰囲気につながっていくと思います。 

 

【百瀨委員長】 他に意見ございませんか。 

  

【木下委員】 この資料についてお尋ねします。どの部分が八尾の教育委員会の分析で、

どの部分が分析のもとになっている資料か、この資料の説明をお願いします。例えばこの

学力調査のこのグラフは、どこから、どういう形で来ているのか、ここにかかっているひ

し形マークのこれは八尾でした分析なのか、それともこのグラフについて何か注がついて

きているのか、あるいはこちら側の調査結果についてもどういう形で返ってきて、八尾で

どのように比較分析をされたのかなど、資料とその分析結果がわかるように説明していた

だけますでしょうか。 

 

【本鍋田指導課長】 資料のグラフについては、国が作成しておりますが、コメントにつ

いては、本市の担当のほうがそれぞれ細かい分析を継続して進めていますのでその部分か

ら簡単に示しております。 

 

【百瀨委員長】 八尾市が分析をした部分がどこなのか等々含め、この表から見えるもの

をもう少し詳しく説明していただきたいというふうに思うのですが。 

 

【木下委員】 例えば１枚目の学力のグラフは、府教委から来たグラフでしょうか。 

 

【本鍋田指導課長】教科に関するグラフについては国から来たものですが、児童・生徒質

問紙のグラフは、今年度分のデータと過去のデータを組み合わせて、本市で作ったもので
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ございます。 

 

【柿並学校教育部長】 ちょっと説明不足で申しわけありません。教科に関するグラフは

国から各市町村のほうに同じ形式で送られております。 

 それと、その下の括弧、ひし形の部分については、これは本市の教育委員会事務局の指

導課の中で、それぞれ正答率、各問題の正答率等を見ながらどの問題が、どういった問題

ができているのか、またできていないのかというようなところを分析をした中で、指導課

長申し上げましたように、代表的なところを少しここにお示しさせていただいているとい

うようなところでございます。まだ、ただいまグラフとの縦の就寝時刻との相関関係です

とか、そういったところも一つの課題というふうには考えておりますが、そういった部分

については現在もまだ分析を続けているというような状況でございます。 

 

【木下委員】 わかりました。もう一つだけ聞かせてください。中学校の数学Ｂですが、

これは八尾市が全国平均と比べてどうかこうかという話ではなく、そのグラフ自体が非常

に課題を持っているグラフかと思います。例えばそういうことについて、府教委から何か

の分析がもう既に出ているのか、それとも、それはまだなのか、それはどういう形でいつ

ごろ八尾へ入ってくるのか、そういう府の分析等々ですね、それはいつごろわかるのでし

ょうか。 

 

【本鍋田指導課長】 府のほうは、９月当初には、全国との比較を含め、結果概要につい

ては説明いただいております。また、各市町村で分析を進めやすいよう、分析ツール等、

サポートいただいております。ただ、細かい、今御指摘のような左側に寄り過ぎてる部分

ですよね、できてない部分が多いということについての細かい分析等はいただいておりま

せん。基本的に市でしっかり分析して、課題の把握に努め、活用するよう指示を受けてお

ります。 

 

【木下委員】 恐らく今後の課題になると思うんですが、問題と八尾の特有のものとの分

析が要るので、全国平均のちょっと上か下かとかいうこと自体は、基準にはなるかもしれ

ないけど、余り意味がないというふうに考えますので、今後よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 一定申し上げたいなと思うのが、簡単に御報告していますという言葉が

出てきております。今までも学習調査がこういう公開の場で、簡単な報告のみで終わって

はならないと。これを主体的に教育委員会のほうでどう捉え、考えていくのか。 

教育振興計画の中で非常に重要な指標として、全国平均を上回るということがあげられ

ているなかで、この学習状況調査の結果をどう捉え、また、各学校にどのようなおろし方

をしているのか。そのあたりの取り組みをもう少しきっちりと具体的に説明していくって

いうことが大事ではないかなと。特に、各学校のこれに対する取り組みはどうなるのか、

八尾市としてどのように取り組もうとしているのか、学校別の公開についても今後いろい

ろ問題になってくる中で、いろいろな面からやっぱり話し合っていただきたいと。自分な

りの要望として捉えていただけたらと思います。 
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【柿並学校教育部長】 簡単にという表現も大変失礼な表現で申しわけありません。簡単

にということではなくて、本市の学力状況の特徴的なところをお示しさせていただいてい

るというふうに、私どものほうは認識をしておりますので、そのようなところで御理解い

ただきたいというふうに考えております。また、今御指摘をいただきましたこの分析の活

用についてでありますが、これについては先ほど指導課長から申し上げましたように、各

学校のほうにまずはこの市の分析をしっかりと示していくことで、八尾市全体の課題を示

していきたいというふうに考えております。また、各学校においてもそれぞれの学校の課

題の分析というのを進めていくように指示をしておりますので、各学校ごとにそれぞれ分

析をする中で、この全国学力・学習状況調査の本来の趣旨であります子供の学力向上に生

かしていくというようなところにつなげていきたいというふうに考えております。これに

ついては、先ほど１１月に学力担当者の研修会の実施ということもお示しいたしましたが、

それ以外にも何度か学力担当、または各学校ごとに回っていくような形で、この活用状況

等についても点検をしていきたいというように考えておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 

【百瀨委員長】 学力向上という中では、各学校に対してどのようにここで取り組んでい

くか、大事な一つの指標になるかと思いますし、またこれが小中連携という大きな礎にな

っていく一つの大きな指標になるかと思いますので、今後ぜひともよろしくお願いしたい

と思います。 

 私も昨日まで、ちょっと福井のほうに視察に行ってまいりました。改めて八尾市の教育

の流れであるとか、自分の教育の流れがどうなのか、考えはどうなのかということを見つ

め直したような気がしておりますし、新たに八尾の教育がどう進んだらいいのかという部

分についても、少し垣間見た気もしております。そういう中で、八尾市としてそういう先

進校に対して、現地へ行って、直接視察に行ってみる。研修、視察等を含め、どのように

お考えなのか、少し聞かせていただきたいと思いますがいかがですか。 

 

【柿並学校教育部長】 先進市の取り組み等につきましては、今後どのような形で実施し

ていくかというようなことは考えていきたいというふうに考えております。ただ、今、中

河内等においても情報交換をしながらどういった取り組みが効果を上げているのかという

ような、まずは近いところから進めていくべきかなと。また、本市においても成果を上げ

ている学校もございますので、そういったところの取り組みについてしっかりと点検をし

て、まずは足場をしっかりと固めていきたいというふうに考えております。 

 

【百瀨委員長】 当然、足場も固めていく中で、先進的な取組みをしている、秋田、福井、

などそこから学ぶべき点はあるとおもいます。八尾市の教育現場の中で地域性はあるけれ

ど、小学校と中学校でどうしてそれだけの点数の開きがあるのか等含めていくならば、全

国から自分たちの八尾の教育を見直すということが今後も大きな価値があるかと思います。

そういう意味でぜひともまた委員会の中で、前向きに捉え、考えていただけたらいいなと

思いますので、よろしくお願いしたいと思っております。 
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【浦上教育長】 １点だけ。ちょっと今の話とは関わりませんけども、一昨日、ものすご

く今文科省は開示に対して揺れているような状況です。話の中では、今後市教委として開

示していくどうかについては判断しなさいと、平均正答率を開示するということについて

の判断を市教委に委ねるということを言うてました。それを聞いて、今の話の中でやはり

八尾市の状況とそして分析、そして全体の課題、そして学校の課題を委員会議の中で議論

する中で、情報を開示することが望ましいのか、またそれと反対に必要ないというような

ことを、いつか決定をしないとあかんのです。だからそういう意味においても、今委員さ

ん方がおっしゃっている部分とすごく共通してるところがあるんです。それをしといたら

しっかりと八尾市として考えているというのも、市民にもアピールができると私は思って

いますので、そのあたり事務局として、八尾市として平均正答率の開示についてどうする

のかということを前提に置きながら、ちょっと分析をしっかりとやってほしいなと思いま

したので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 他に委員の先生方のほうから御意見等ございませんか。ぜひとも、各委

員の皆様方のほうからの指摘も十分に捉えていただきながら、学力向上に向けて取り組み

のほう、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは、御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が、委員の皆様方からほかに何か質問等はございま

せんか。事務局はいかがですか。 

 なければ以上をもちまして１０月の定例教育委員会のほうを終了させていただきます。 


