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７月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２６年７月２２日（火） 

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 

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・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・高

橋教育政策課長・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・菊池指導課長・山本教育サポートセンター所長・

本鍋田人権教育課長 

 

【百瀨委員長】 ただいまより７月定例教育委員会を開催します。本日の会議録署名委員

に浦上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。 

 

【百瀨委員長】 まず、６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。 

 この件について、委員の皆様方、何かご質疑等ございませんでしょうか。 

 

【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、６月定例会会議録について承認と

決しました。 

 なお、非公開審議部分の会議録は、市議会での指定管理者指定議案議決後に公開いたし

ます。 

 

【百瀨委員長】 次に、委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

６月20日（金） 

７月４日（金） 

７月５日（土） 

７月７日（月） 

 

７月15日（火） 

午後２時25分から、市議会文教常任委員協議会に出席。 

午後１時から、全国市町村教育委員会連合会理事会に出席。 

午後５時から、八尾美術展表彰式に出席。 

午前10時30分から、長浜市とらひめ認定こども園先進事例視察に出

席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 
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７月16日（水） 

午後４時から、教育委員、校園長会役員及び教育委員会事務局幹部

職員意見交換会に出席。 

午前10時から、臨時教育委員協議会に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を浦上教育長よりお願いいたします。 

（教育長報告） 

６月20日（金） 

６月24日（火） 

６月25日（水） 

６月28日（土） 

 

 

７月１日（火） 

 

 

７月３日（木） 

 

７月４日（金） 

 

７月５日（土） 

７月７日（月） 

 

７月８日（火） 

７月15日（火） 

 

 

７月16日（水） 

 

７月19日（土） 

７月20日（日） 

７月21日（月） 

午後２時25分から、市議会文教常任委員協議会に出席。 

午後２時から、生涯学習センター学習プラザ運営審議会に出席。 

午後２時30分から、府学校給食会理事会に出席。 

午前９時30分から､美園小学校における土曜スクール視察に出席。 

午後１時から、教育者研究会に出席。 

午後２時から、青少年健全育成八尾市民大会に出席。 

午前７時30分から、曙川小学校における社会を明るくする運動街頭

啓発活動に出席。 

午前９時から、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前10時から、市議会６月定例会本会議（３日目）に出席。 

午後２時から、庁議に出席。 

午前９時から、部長会及び人権施策推進本部会議に出席。 

午後３時から、府都市教育長協議会定例会に出席。 

午前８時45分から、永畑小学校における土曜スクール視察に出席。 

午前10時から、市民表彰選考委員会に出席｡ 

午後４時から、中河内地区人事協議会に出席。 

午前10時から、社会教育委員会議に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後４時から、教育委員､校園長会役員及び教育委員会事務局幹部

職員意見交換会に出席。 

午前10時から、臨時教育委員協議会に出席。 

午後２時から、行政対象暴力対策連絡協議会に出席。 

午後４時30分から、納涼の夕べに出席。 

午前11時から、吹奏楽フェスティバルに出席。 

午後３時から、国際学術シンポジウムにおける公益社団法人日本ユ

ネスコ協会連盟副事務局長の市長表敬訪問に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況等について何かあり

ましたらご報告いただければと思います。何かございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 先ほど、委員長からもご報告がありましたが、７月７日

（月）に、長浜市とらひめ認定こども園の視察に、木下委員、御喜田委員とともに出席し

ました。また、その日の午後から、長浜市の教育長をはじめ、教育委員会事務局の方々と

懇談をさせていただきました。 
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 次に、７月１２日（土）午前９時から、中学校４校の吹奏楽クリニックを視察しました。 

また、７月１３日（日）午後１時から、中学校１校の吹奏楽クリニックを見させていた

だきました。１校あたり約２時間とっていただいているので、徐々に効果が出てきている

と思います。また、大阪フィルの若手の優秀なメンバーがこのクリニックの指導者になっ

てくれているので、今後も楽しみにしております。 

 最後に、７月２０日（日）午後０時３０分から、八尾市吹奏楽フェスティバルを視察し

ました。皆さんご存じのように、八尾市教育委員会も後援しており、八尾市内のブラスバ

ンド部のある中学校７校の演奏を聞かせていただきました。以前よりレベルが上がってき

ておりますので、これからも応援したいと思っております。 

 

【木下委員】 感想になりますが、先ほど委員長よりご報告がありましたように、７月７

日（月）に、長浜市立とらひめ認定こども園を見学させていただきました。午前はとらひ

め認定こども園の園長先生をはじめ、園の皆様方のお話を聞き、午後は長浜市教育委員会

の教育長をはじめとしまして、皆様方の取組みを聞きました。やはり、このような新しい

取組みをしていくうえでは、しっかりといろんなことを話し合っていかなければならない

と思わされましたので、今後、本市においても話し合いの機会があればと強く思った次第

です。 

 

【百瀨委員長】 委員長報告及び教育長報告を含め、ただいまの報告について何かご質疑

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 ｝ 

 

【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。 

 

７月の議案 

議案第３１号 平成２６年度教育委員会の点検及び評価に関する件 

 

【百瀨委員長】 議案第３１号「平成２６年度教育委員会の点検及び評価に関する件」に

ついて審議いたします。提案理由を高橋課長より説明願います。 

 

【高橋教育政策課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３１号「平成２６年

度教育委員会の点検及び評価に関する件」について、ご説明いたします。 

 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６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。 

 提案の理由といたしましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１

項の規定に基づき、平成２５年度における本市教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議
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会に提出するとともに公表する必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 教育委員会の自己点検・評価についてでありますが、平成１９年６月、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律が改正され、地方教育行政における教育委員会の責任体制の明

確化について規定され、あわせて同法第２７条において教育委員会の評価については、議

会への報告と公表を行うこととされたものでございます。 

 本市教育委員会といたしましても、平成２０年４月から教育委員会みずからがその事務

を着実かつ効果的に行っているかどうかを定期的に検証し、事務の見直しを行うべく、自

己点検・評価を行ってきたところであります。 

 本年度につきましては、昨年度と同様に、八尾市教育振興計画の実現を図るため、同計

画の進行管理についても本点検・評価報告書の中に掲載し、学識経験者の知見も活用しな

がら、一体的に実施していくものでございます。また、学識経験者につきましては、昨年

度に引き続き大阪教育大学教育学部教授木原俊行氏、大阪市立大学文学部准教授森久佳氏

にお願いいたしたところでございます。 

 それでは、本年度の点検・評価報告書案について、その概要をご説明いたします。 

まず、表紙をお開きいただきまして、目次をご覧ください。「１ はじめに」に、

（１）趣旨、（２）根拠、（３）実施方針、（４）八尾市教育振興計画の進行管理、

（５）評価の対象年度、（６）学識経験者、（７）評価の方法、「２ 教育委員会の活動

状況」に、（１）教育委員会の構成、（２）教育委員会、（３）教育委員の諸活動、「３ 

八尾市教育振興計画の進行管理」に、（１）進行管理と評価、（２）推進のための基本方

針、取組み、事務事業一覧、（３）取組みの実績評価及び事務事業評価シートの見方、

（４）進行管理に①取組みの実績評価及び事務事業評価、②代表的な成果指標、（５）学

識経験者からいただいたご意見、「４ 総評」となっているところでございます。 

 次に、４ページから９ページをお開きください。「２ 教育委員会の活動状況」では、

教育委員会の委員構成、教育委員会の定例会、臨時会の開催状況、議事及び報告事項の一

覧、教育委員の諸活動として学校行事、地域行事及び式典、研修・視察等について掲載い

たしております。 

 次に、１０ページから１２ページをお開きください。「３ 八尾市教育振興計画の進行

管理」では、４つの基本方針、１６の取組み、７９の事務事業を一覧として整理しており

ます。なお、事務事業については教育振興計画の実現に寄与すると思われる事業について、

教育委員会事務局で執行しておる全事務事業の内から整理し、掲載をいたすものでござい

ます。 

 また、平成２５年度に変更があった事業についてご説明申し上げます。 

まず、平成２４年度まで実施しておりました「小・中学校パートナーシップ推進事業」

については、これまでの事業成果を生かし、「学力向上推進事業」の中で新たな取組みを

実施すべく、事業の再構築をいたしております。 

また、「人権教育推進学校園支援事業」については、最も基本的な人権である「命」を

テーマにした取組みを進めるとともに、本市の人権教育をより発展させるため、「命を育

む教育推進事業」、「自他の人権を大切にする子どもを育てる研究校支援事業」に組みか

えております。 

 次に、１３ページをお開きください。取組みの実績評価及び事務事業評価シートの見方
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については、教育振興計画に定める４つの基本方針に位置づく取組み、事務事業の位置づ

けについて確認するとともに、取組みの実績評価についての考え方、取組みに位置づけら

れた各事務事業評価シートの見方についてお示しするものでございます。なお、取組み実

績評価につきましては、４つの基本方針に沿った事業の展開がなされ、成果が上がってい

るかどうかについて、事業評価における指標の達成度及び実績をもとに、その評価をＡか

らＤで表示しております。基本方針に沿って事業展開がされ、成果があがっている。計画

値についてはほぼ達成している場合は「Ａ」、基本方針に沿って事業展開がされ、概ね成

果があがっている。計画値については８割程度を目安に概ね達成している場合は「Ｂ」、

事業によっては基本方針に沿った展開が図れず、十分に成果をあげることができていない。

計画値については８割程度を目安に概ね達成している場合は「Ｃ」、基本方針に沿った事

業展開が図れず、成果があがっていない。計画値をほとんど達成できずを「Ｄ」としてい

るところでございます。また、実績評価の補足説明として、基本方針に対しての取組み実

績、指標の達成状況の分析、今後の課題、方向性等を記載いたしております。 

 次に１４ページをお開きください。事務事業評価シートにつきましては、事務事業名、

事業の概要等、平成２５年度に実施した内容、事務事業の改善点や課題や課題に対する対

応方針、指標、単位、指標の説明、平成２３年度実績値、平成２４年度実績値、平成２５

年度計画値、平成２５年度実績値、平成２７年度計画値、事業評価、所管課について掲載

しているところでございます。事業評価につきましては、２５年度において教育委員会を

含む行政評価の総合評価と一致した評価としており、総合評価につきましては実績値のみ

による評価ではなく、妥当性評価、有効性評価、効率性評価、参画と協働のまちづくり推

進度評価の各評価を総合的に判断して評価しています。なお、評価結果と指標実績に乖離

がある場合には、その理由を付記しております。 

 １５ページから１１５ページまでは、進行管理の内容を掲載いたしております。 

 次に、１１６ページの代表的な成果指標については、本指標は教育振興計画の推進にあ

たって、全国学力・学習状況調査や全国体力・運動能力、運動習慣等調査などの全国調査

の結果を掲載するものでございます。 

 次に、１１７ページから１２３ページまでの学識経験者からいただいたご意見について

は、取組み実績評価、事務事業評価の結果を踏まえ、基本方針単位でご意見をいただいた

ものでございます。 

 さらに１２４ページでは、教育委員会の活動状況も踏まえた中で総評をいただいたもの

でございます。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますよう、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ございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 学識経験者からはとても良い評価を得ているように思います。 

ただ、次年度の課題として、例えば、事務事業の２５ページの「２－１－２ 子どもが

輝く学校園づくり総合支援事業」、３３ページの「２－１－９ 進路指導対策事業」、３
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５ページの「２－１－１１ 学校評議員運営事業」の平成２５年度実績値については、１

００％になっていますが、その内訳をもう少し知ることができればと思います。 

 その他にも、４６ページの「２－２－７ 学校園に対する指導助言業務」、６４ページ

の「３－２－１ 帰国・外国人児童生徒受入等支援事業」、８７ページの「３－６－３ 

既設給食施設更新事業」なども詳しく数値を出していただくと、市民の方が見られたとき

に、より十分に納得していただけるのではないかなと思いました。 

この点についてはいかがでしょうか。 

 

【高橋教育政策課長】 ご指摘の点につきましては、指標の中には「％」で単位を設定し

ているものがございますので、次年度以降、例えば、１００％の内訳として、分母と分子

がわかるように表記ができればと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 次に、７０ページの「３－４－１ 就学援助事業」、７３ペ

ージの「３－４－４ 民族学校に在籍する児童・生徒に係る就学奨励補助事業」、７７ペ

ージの「３－４－７ 特別支援学校就学奨励補助事業」の指標については、経済的理由に

よる不登校率になり、実績値が０％になるのでよいのですが、７３、７７ページの事業評

価はＢになっています。この点についても少しわかりにくいので、ご説明いただきたいと

思います。 

 

【万代学校教育部次長】 ご指摘いただきましたとおり、「民族学校に在籍する児童・生

徒に係る就学奨励補助事業」及び「特別支援学校就学奨励補助事業」につきましては、そ

の指標が「就学援助事業」と同一になっているにもかかわらず、評価がＢになっておりま

す。この点については、それぞれの事業評価の付記にお示しのとおり、計画値に対する実

績値は達成しておりますが、参画と協働のまちづくりの情報公開の視点から、ホームペー

ジに掲載している、していないといった違いが見られることから、今後、検討・改善の余

地があるということでＢ評価としたところでございます。なお、１２０ページの総評にお

いても言及いただいておりまして、「「Ａ」という評価を下すことも可能であるが、改善

の余地があるために「Ｂ」という評価と示したということである。今後は、等しく教育を

受ける機会を保証するという理念をより一層有効な形で実行できる支援体制の強化をお願

いしたい。」というご意見をいただいておりますので、今後、そのような形で取り組んで

まいりたいと考えております。 

 

【御喜田委員】 基本方針１「幼児教育の充実に取り組みます」について、１１７ページ

の学識経験者からいただいたご意見のところで、市立幼稚園で開催された園内保育研修会

は６２回になっていますが、今後、八尾市が認定こども園に向けて進んでいくうえで、幼

保連携がとても大切になると思います。先日、とらひめ認定こども園に行かせてもらった

ときも、幼保の研修を繰り返し実施し、幼稚園の先生と保育園の先生の交流を深め、幼稚

園と保育園の文化の違いを知り、０歳から２歳までの子どもたちへの対応の仕方なども幼

稚園の先生は勉強したと聞いたので、今後、幼稚園と保育園の合同での園内研修などが必

要になると思います。このことについては何か考えておられますか。 



－7－ 

【菊池指導課長】 園内保育研修会につきましては、市立幼稚園のみになっておりますが、

今年度は、今後のこども園化を見据えて、幼保一体化施設整備プロジェクトチームにも園

内保育に参加していただいております。また、夏の研修では保育所とともに幼保小合同研

修を行っており、これからも研修の拡充に努めていきたいと考えております。 

 

【高橋教育政策課長】 補足になりますが、今年の幼保小合同研修会におきましては、昨

年度に作成いたしました接続期における教育・保育実践の手引きの活用を進めております

が、このような機会も通して、幼保小が一体となって研修を進められるようにしてまいり

たいと考えております。 

 

【木下委員】 基本方針２「学校教育の充実に取り組みます」ですが、学校教育の充実に

取り組まれていて、それぞれの事業において実績をあげられているので、全体的にＡ評価

ですが、幾つかＢ評価になっているところが見られます。これらの中には個別の事情で事

業評価のところに付記もありますが、「２－３－１ 学校ＩＣＴ活用事業」、「２－４－

１ クラブ活動支援事業」、「２－４－５ 教職員表彰事務」、いずれもＢ評価になって

います。そこに関わってご説明をお願いいたします。 

 

【山本教育サポートセンター所長】 ４９ページの「学校ＩＣＴ活用事業」につきまして

ご説明申し上げます。本事業は、実績値が計画値を下回っておりますが、平成２２年度に

書画カメラや電子黒板などを導入し、その使用方法、活用の仕方についての研修を行い、

昨年度につきましてはその周知も一定図られまして、研修を行いませんでしたので、その

分受講者数は減っております。ただ、ＩＣＴ活用研修、ソフトウエア活用研修、情報モラ

ル研修等、毎年継続的に実施しております情報教育の基本となる研修につきましては計画

どおり実施し、内容も充実したものでありましたので、Ｂ評価とさせていただいておりま

す。 

 

【木下委員】 要するに、ＩＣＴ機器については、活用のためのスキル形成と授業等でど

う活かすのかという２つの部分が出てくると思います。その部分の研修は大体済んでいる

と理解してよろしいでしょうか。 

 

【山本教育サポートセンター所長】 ただいま委員からご指摘がありましたように、その

部分については先生方にご理解いただいたものと考えております。 

 

【松井生涯学習部次長】 続きまして、「クラブ活動支援事業」についてご説明させてい

ただきます。クラブ活動従事者に対する報償費は、八尾市が受け持っている部分と大阪府

教育委員会が受け持っている部分の２種類がございます。 

まず、八尾市が受け持っている部分については、週休日４時間未満従事した教員に対す

る報償、大阪府教育委員会が受け持っている部分は、４時間を超えた教員に対する報償を

支払っております。大阪府と八尾市を合わせ持って考えますと、我々が考えている以上に

クラブ活動に熱心に従事されているという実態がございますが、八尾市が受け持っている
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部分だけを捉えて考えますと、一部の運動部が非常に熱心に申請を上げてこられている反

面、一部の文化部や小学校がまだまだ申請を上げていただけたらなという部分もございま

す。そういったところで、全てのクラブ活動において充実したクラブ指導ができるように

ということで、Ｂ評価とさせていただいております。 

 続きまして、「教職員表彰事務」については、計画値は１００人でございますが、これ

は年度末退職者の感謝状が大きく占めております。ただ、年度末退職で、２５年勤続以上

の者で、学校長が推薦する者について、感謝状を贈呈してきたところですが、その退職者

が徐々に減少傾向にあること、また、死亡叙勲など、叙位叙勲の対象者については、かな

り細かく追跡調査を行っておりますが、追跡できなくて叙位叙勲を漏らしてしまうという

ケースが本当に少ない状況ではありますが、ゼロではないという状況でありますので、Ｂ

評価としたところでございます。今後につきましては、この感謝状だけではなく、教員の

モチベーションを上げる優秀な教員に対する支援、表彰をさらに積極的にやってまいりた

いと考えております。 

 

【木下委員】 クラブ活動従事者の報償費については、計画値とこれまでの実績値に大き

なばらつきがあります。また、報償費が多ければ多いほどいいのかなという問題もありま

すが、この評価基準の立て方についてはどのように考えられていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 ご指摘いただいた計画値については、今後に向けての大きな課

題かなと思っております。申請者が多ければ多いほどクラブ活動が充実しているのかとい

うと、決して数だけの問題ではなく、中身の問題もあると思います。あるいは、教員の負

担が叫ばれている中で、土日に出勤してきてクラブ指導をやれば、それで評価が高くなる

のかという点も今後議論していかないといけないと思っております。これまでは財政ヒア

リング等で予算が確保できたところを計画値としてきた経緯がございますので、今後、そ

のあたりを見直しながら、本当に教員と子どもたちにとって充実したクラブとは何なのか

という根本的な課題を検討してまいりたいと思っております。 

 

【木下委員】 「教職員の表彰事務」についても、表彰の基準が決まっているのに、そこ

に達する人がそれぞれの年度で多いのか少ないのかという問題になりますので、同じこと

が言えると思います。その事業評価は、基準に沿って表彰すべき人が表彰できたら１０

０％、Ａ評価であるべきで、その数が多いか少ないかは問題ではないだろうと思いますの

で、少し考え直してみる必要があると思います。また、退職時など、いろんな表彰の時期

があるとしても、さらに先生方を励ますような表彰の機会があればいいのかなと考えたり

もします。ご一考をお願いいたします。 

 

【松井生涯学習部次長】 ご指摘いただきましたように、退職者の数は特に頑張ったから、

頑張っていないからというようなものではなく、むしろ現職の教員がいかにモチベーショ

ンを高めて子どもたちの指導にあたっていくかという点で、クラブ活動や日ごろの授業、

指導などが評価できて、表彰できるものがあれば、今後積極的に考えてまいります。 
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【浦上教育長】 本年度の４月に各学校園長に４つの課題提起をさせていただきました。 

１点目は学力の向上、２点目が小・中連携の強化、３点目が安全・安心の学校園づくり、

４点目が道徳教育の充実、この４点を１年間しっかり頑張っていただきたいというお話を

させていただきました。 

 この観点から点検・評価報告書を見ていきますと、１点目の学力向上については、１２

４ページの総評で活用と応用力の向上についてあげられています。５、６年前に全国の実

態調査が始まってから、各学校で学力向上に取り組んでいただいていますが、やはり、応

用力、活用能力が不足しているという欠点があります。その克服が一番の命題ではないか

と感じており、教育委員会としても主体性をもって取り組んでいく必要があると考えてい

ますが、この点についてはどのように考えていますか。 

 ２点目の小・中連携の強化については、先日、校長先生と面談をさせていただき、小・

中連携は非常に進んできたと思っています。従前と比べたら、校長先生の意識がとても変

わってきていると思いますが、この点について、面談時に同席された課長から情報提供を

お願いしたいと思います。 

３点目の安全・安心の学校園づくりについては、いじめ、不登校をなくすために、各学

校で子どもたちの豊かな心をはぐくむ取組みをしていただいています。一方、教職員につ

いては、人権教育に関わる部分が深まっていないと、いじめが発見できないこともあると

思います。この点検・評価報告書の１１９ページでも、人権教育を経験の浅い教職員に継

承していくための取組みの充実を課題として掲げられていますが、このあたりの今後の取

組みについてはどのように考えていますか。 

最後に、４点目の道徳教育の充実については、学校現場から聞いておられる実践につい

て報告していただきたいと思います。 

  

【百瀨委員長】 浦上委員から、４点についての考え方等を聞かせていただきたいという

ことですので、まず、１点目の学力向上についてご説明をお願いいたします。 

 

【菊池指導課長】 まず、学力向上につきましては、この間の学力向上の分析に関わって

申しますと、基礎基本については一定の定着が図られていますが、基礎基本の意味理解に

ついてはまだ理解が不十分であるという分析結果が出ております。やり方は覚えたけれど

も、なぜそうするのかまで理解できていないために、活用する力が付いていないのではな

いかという分析になっております。また、図や式など関連づけて考える力、説明する力に

課題があると捉えておりますので、教育委員会といたしましては授業改善が一番大きなポ

イントになるのではないかと考えております。授業改善については、各指導主事が学校園

に指導助言に行っておりますが、その際に、授業づくりのポイントとしては、目当てや振

り返りのある授業づくり、話し合い活動、音読を取り入れるなど、子どもたちが積極的に

声を出す活動をすることが非常に大事ではないかと考えております。また、自分の考えを

書くといったノート指導についても研究を進めていく必要があるのではないかと考えてお

ります。この３点につきましては、指導主事が各学校を訪問した際、授業づくりのポイン

トとしてお伝えするようにしております。一方、個に対する支援も非常に大事ではないか

と考えておりますので、例えば、学力向上推進事業を活用した学生サポーターの配置によ
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りまして、個別の支援を行っていくことも考えております。 

 次年度以降につきましては、指導主事が継続的に各学校に入り込み、指導ができるわけ

ではございませんので、例えば、退職校長や退職教員等を活用して、学校に対する継続的

な支援が行えるような体制を組む必要があるのではないかと考えております。また、家庭

学習の支援についても非常に大事ではないかと思っておりまして、今年度につきましては

家庭学習用リーフレットを作成する予定をしており、家庭学習の支援についても検討を進

めていきたいと考えております。 

 

【浦上教育長】 今の説明はよくわかりましたが、子どもたちの活用する力、応用力を伸

ばすためには、教育委員会として何か打ち出していかなければならない時期ではないかと

思っています。今後、教育委員会としての主体性が問われると思いますので、この点につ

いてもう少し詳しく説明をお願いします。 

 

【菊池指導課長】 先ほど、一つは授業づくりと申しましたが、授業づくりのためには教

職員の授業力の向上が非常に大事だと考えております。研修については、教育サポートセ

ンターが主に担っていただいておりますが、若手教職員の育成についても非常に大きな課

題として捉えており、学校の中では年齢構成にばらつき等もございまして、今まで行われ

ていたことを若手教職員につないでいかなくてはいけないような状況が出てきていること

もあります。学校の中での体制づくりについては、教育委員会としても校長先生がリーダ

ーシップをとって、教職員の指導力の育成に向けて取り組んでいただけるような支援をし

ていく必要があるのではないかと思っております。その一つの方策として、次年度以降退

職教職員等を配置した中で、継続的な支援を行っていきたいと考えております。 

 

【木下委員】 現在、学力向上は問題になっていて、教職員の資質向上と授業改善の方向

性を出されていることについてはそのとおりだと思いますが、もう少し強制力も要るのか

なと思いはじめているところがあります。例えば、あるところでは、全ての学校に１０回

以上の校内研修を学校評価として課しています。あるいは、校内研修などをやりましょう

と言っても忙しくて実施しにくいので、授業を誰がいつ見に行ってもいいということを各

学校に指示し、上からかぶせているところもあります。そのようなことも含めて、授業改

善には校内研修が要ると思いますので、全ての先生が年に１回は公開授業をしましょうと

か、具体的な方法が必要ではないかと思います。かけ声だけでは授業は変わらないし、人

に見てもらわないと授業は変わらないので、このままでは学力向上に結びつかないのでは

ないのかなといろんな経験から思っているところです。 

 

【柿並学校教育部長】 今のご指摘につきましては、学校教育部内でも検討を進めている

ところでございます。ただ、いろんなことを各学校にお願いしていくにあたっては、教育

課程の編成権の関係もございますので、校長会とも詰めていかなければならないと考えて

おります。例えば、具体的なところで申し上げますと、活用力の向上については校内評価

の中にどのように位置づけていくのか、校内研修の実施についても、現在、指導主事が各

学校にまいりまして指導助言をさせていただいている状況ですが、その内容については、
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指導案の作成段階から関わって、継続して授業実施後まで指導していくことも必要ではな

いかと考えております。ただ、そうすると、指導主事が一日学校に張りつかなければなら

ないこともございますので、そのようなところについては退職された校長先生、教職員の

方々の活用を検討しているところでございます。また、学力とは直接かかわりませんが、

挨拶運動につきましても学校にお願いしているところがございまして、教育委員会事務局

からもう少し提案をさせていただくことも検討しております。例えば、中体連、小体連で

はいろんな活動、大会を実施されていますが、そのようなところで挨拶が非常によかった

ことを評価するような賞をつくっていただくなど、まずは校長会としっかりと相談をさせ

ていただいて、他市の効果的な事例等も含めて、できるだけ教育委員会から効果的な提案

をしていきたいと考えております。 

今回の点検・評価におきましては、焦点化した事業が少ないというご指摘もいただいて

おりますので、次年度以降、そのあたりについては改善していきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 授業改善については、今後の方向性を定めて進めていただきたいと思い

ます。また、部長が申されましたように、各学校園においてよき実践をしているところが

あると思いますので、そのような情報を積極的に発信し、活用していただきたいと考えて

おります。 

ただ、点検・評価報告書の１１６ページに代表的な成果指標がありますが、特に全国学

力・学習状況調査のＢ問題の平均正答率等を踏まえ、どのように課題を捉えて、今後の改

善・見直しを行っていこうとされているのでしょうか。 

 

【菊池指導課長】 全国学力・学習状況調査の平均正答率につきましては０．９６になり、

平均値まであと一歩というようにも見えますが、平均正答数で比較しますと、１問以上で

はないということになっておりますので、そのあたりを踏まえて、子どもたちが少しでも

粘り強く取り組んでいく中で、学力向上につながっていければと考えております。 

 

【百瀨委員長】 指標については、教育振興計画の後期計画に向けてどのように改善しよ

うとしているのでしょうか。そのあたりもお考えがあれば、聞かせていただきたいと思い

ます。 

 

【高橋教育政策課長】 指標につきましては、教育振興計画が平成２７年度に見直しとな

りますので、そのあたりも踏まえて検討する余地はあると考えております。ただ、これま

でも成果をあげる努力をしてまいりましたので、その努力も継続していきたいと考えてお

ります。 

 

【百瀨委員長】 次に、２点目の小・中連携の強化について、教育長と校長先生の面談に

出席された課長から説明をお願いします。 

 

【山本教育サポートセンター所長】 先日、教育長が学校長と面談される傍らで記録をと

らせていただきましたが、各学校の小・中連携の取組みについて、特徴的な部分を教育委
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員の皆様方に４点お伝えさせていただきます。 

 １点目は、指導課が取り組んでおります「「チャレンジする中学校区」推進事業」を活

用しまして、中学校の定期テスト前１週間に合わせて、小学校でも家庭学習週間を実施さ

れています。中学校が試験１週間前にクラブ活動がなく、勉強態勢に入るのに合わせて、

小学校も強化週間とし、キャッチフレーズを考え、のぼりを作られたり、地域の方の協力

もいただきながら、校区の至るところにその１週間だけのぼりを立てて学力向上のため小

学校と中学校が連携して取り組まれていました。実際に取り組まれる中で、小学校では宿

題の提出率が上がり、保護者が宿題を見る機会も多くなったという報告もございました。 

 ２点目は、小・中学校の教員の交流についてですが、給食交流をされている小・中学校

が非常に増えていると感じました。これは、中学校の教員が小学校の給食を食べにいくだ

けではなく、４時間目から小学校にいらっしゃって、授業に一緒に入り、給食の準備から

後片づけ、もちろん食べるときも一緒に小学校の子どもたちと食べる、その後の昼休みも

子どもと一緒に遊ぶ中で、中学校の先生方が小学校の取組みの丁寧さ、給食の配膳、手洗

い指導など、細やかに指導されていることに気づき、とても良い効果があったと聞いてお

ります。また、小学校６年生の子どもたちが、中学校の先生と一緒に遊ぶことによって、

中学校へのハードルが下がり、知っている先生が中学校にもいることによって、中１ギャ

ップの解消にもつながるのではないかというお話もございました。 

 ３点目は、先ほど委員からもお話がありましたが、校内研修について、小・中学校の間

で、小学校の先生が中学校の校内研修に、中学校の先生が小学校の校内研修に参加し、研

修を皆さんで共有することによって、同じ方向を向いて子どもを育てていく取組みもされ

ているというお話がございました。 

 最後に、４点目は、月１回、幼稚園の園長先生、小学校、中学校の校長先生が集まられ

て、子どもの様子、安全・安心の面で気になる部分など、情報交流の中でお互いに伝え合

う場をほとんどの中学校区がもたれていました。そこで、子どもの様子を交流することで、

小学校から中学校への進学時に配慮しなければならない点について、これまで以上にお互

いの共有が進み、生徒指導などの面で同じ方向を向いて取り組めるようになったというお

話を聞いております。 

 

【本鍋田人権教育課長】 私も教育長と学校長の面談に入らせていただきました。具体的

なことについては、山本所長とほとんど一緒ですが、校長先生同士が密に連絡をとり合っ

ているなと感じました。先ほどもありましたが、月１回、定期的に小・中学校での情報交

換をやっておられて、その中で困ったこと、相談すべきことがあればすぐに話をするよう

になったということで、連携が充実していると言われていました。また、教頭先生、生徒

指導担当者などの連携も進み、授業やクラブ活動等についても中学校区で連携されている

という報告がありました。 

 

【百瀨委員長】 次に、３点目の安全・安心な学校園づくりについてご説明をお願いいた

します。 

 

【本鍋田人権教育課長】 安全・安心な学校園づくりにおきまして、人権教育の推進は喫
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緊の課題であると考えております。現在、各学校で取組みが広まるように、先生に対して

年間５回の研修、管理職に対して年間２回、人権主担者に対して年間２回の実践交流会を

実施しております。特に、いじめについては喫緊の課題でありますので、今年度の研修で

は、年間５回の開催のうち前半２回に、いじめをテーマにした研修をさせていただきまし

た。各学校も学校、集団等での人間関係を把握するため、Ｑ－Ｕ等も使って集団づくりを

行いながら、いじめの早期発見、早期対応への取組みを進めていただいておりますので、

当課といたしましても、子どもをしっかり見ていくことができるように、支援を進めてい

きたいと考えております。 

また、各学校では、人権教育の継承として、教職経験の浅い先生方への伝達も大きな課

題として考えておられますので、この夏休みにも２回、研修を開催し、人権教育の推進に

取り組んでいきたいと思います。 

 

【浦上教育長】 Ｑ－Ｕ調査については、特に同じ校区内の小学校６年生と中学校１年生

が対象になり、１５中学校区のうち半数は小６、中１を対象に調査が実施されています。

小学校から中学校に上がっていくときに様々な課題が見えてきますので、校長先生も小学

校の段階で集団づくりをしっかりやっていかなければならないと考えておられます。 

 

【百瀨委員長】 次に、４点目の道徳教育の充実についてご説明をお願いいたします。 

 

【菊池指導課長】 道徳教育の充実に関しましては、今年度、大阪府より、豊かな人間性

をはぐくむ教育推進事業を受けております。こちらの事業は、中学校区を単位として、道

徳教育の推進を図っていこうとする事業で、中学校区での授業公開、道徳授業の研究が進

められております。一方、人権教育課で取り組んでおります命を育む教育推進事業と絡め

て、命の授業を道徳で行う学校がたくさんございます。また、年間指導計画の中にも位置

づけられて、それを効果的に使いながら取り組んでいるところでございます。また、いじ

め等に関しましても、例えば、低学年でちくちく言葉やふわふわ言葉を考えて、相手に対

する思いやりの心を育てるという教材を活用した授業づくり等も進んでいると聞いており

ます。さらに、授業参観で保護者に公開する学校数が非常に増えてきておりまして、保護

者に対しても現在行われている道徳授業を通じて啓発できるようになっております。 

 

【百瀨委員長】 それでは、改めまして、今回の点検・評価についての質疑に戻りたいと

思います。委員の皆様方から、ご質疑ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 第４章の生涯学習とスポーツの関連については、例えば、９

７ページの「４－１－６ 文化財施設管理運営事務」の指標に、文化財施設４館の合計の

数字が出ていますが、それぞれの利用者数が見えないので、教えていただきたいと思いま

す。 

 あと、「４－２－５ 生涯学習人材バンク推進事業」の取組内容についてお聞きしたい

と思います。 
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【渞文化財課長】 文化財課施設の入館者数につきましては、歴史民俗資料館が１万１，

８６１人、埋蔵文化財調査センターが１，４６４人、しおんじやま古墳学習館が１万５，

２４４人、安中新田会所跡旧植田家住宅が８，５８９人でございます。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 続きまして、「生涯学習人材バンク推進事業」につきま

してご説明申し上げます。人材バンクにつきましては、文化活動指導者及びスポーツ活動

指導者、運営協力者としてご登録をいただいております。平成２５年度の実績といたしま

しては、２１８名の方にご登録いただいております。この人材バンクの冊子につきまして

は、市内の幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、大学をはじめ、生涯学習センター、

各出張所、コミュニティセンター等にも配布させていただきまして、活用を図っていると

ころでございます。平成２４年度の活用実績につきましては、文化活動は１３件、スポー

ツ活動は９件、運営協力は２件となっております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 「４－４－５ 各種スポーツ教室事業」の指標については、

受講定員の充足率となっており、平成２５年度計画値は１００％、平成２５年度実績値は

５５％になっていますが、平成２７年度の計画値は１００％とされています。この数字に

ついてはどのように考えられたのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 各種スポーツ教室事業の実施にあたりましては、定員を

超えるご応募をいただきたいということで、計画値を１００％にしております。ただ、平

成２５年度の実績値は５５％となっており、１００％はなかなか難しい状況にあると感じ

ているところでございます。今後、計画値につきましては一定実績値に即したような数値

に見直していきたいと考えているところでございます。 

 

【百瀨委員長】 総合計画の前期計画と教育振興計画の前期計画は平成２７年度までとな

り、次年度は計画の見直しを図っていかなければならないと思いますが、後期計画の方向

性についてはどのように考えていますか。 

 

【高橋教育政策課長】 平成２７年度に教育振興計画を見直していく際の視点につきまし

ては、先のご指摘のとおり、市民の皆様にとってわかりやすい内容となるように、工夫し

ていきたいと考えております。また、当該年度の点検・評価につきましては、前年度の評

価となりますが、その点検・評価を実施した年にも参考になる内容をめざしていきたいと

考えております。具体的には、平成２５年度事業を点検・評価するのは平成２６年度にな

りますが、平成２６年度の事業にも反映し、かつ平成２７年度に向けても活用できるよう

な内容をめざしていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 後期計画の策定にあたっては、先ほど出ておりました代表指標の問題等

も含めて、教育委員とともに議論していきたいと考えておりますので、今後、情報提供し

ていただきながら、十分に話し合いができるようにお願いしておきます。 

 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。 
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 議案第３１号につき、原案を適当と認めることに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３１号「平成２６年度教育

委員会の点検及び評価に関する件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 なお、この件については、今後の教育施策をさらに充実させるため、教育委員会の活動

を点検・評価し、次に反映していくことが求められていると思います。このことは教育委

員会制度の根幹にも関わると思いますので、今後もよろしくお願いいたします。 

 

｛ 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。本日は報告事

項は予定されておりませんが、よろしいでしょうか。 

 委員の皆様方から何かございませんか。 

 事務局からございませんか。 

 ないようですので、以上をもちまして、７月定例教育委員会を終わらせていただきます。 


