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７月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、７月定例教育委員会を開催いたします。  

 本日の会議録署名委員に、御喜田委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 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。委員の皆様

方、何かご質疑ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは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。  

 

【中山教育長】 それでは、教育長及び教育委員の報告に移ります。 

  

（教育長報告）  

６月25日（土）  

６月27日（月）  

６月29日（水）  

７月１日（金）  

 

 

７月４日（月）  

７月６日（水）  

午後２時から、青少年健全育成八尾市民会議に出席。  

午前10時から、予算決算常任委員会全体会に出席。  

午前９時から、第３回行財政改革推進準本部会議に出席。  

午前７時30分から、社会を明るくする運動街頭啓発活動に出席。  

午前11時から、第４回行財政改革推進準本部会議に出席。  

午後３時から、大阪府都市教育長協議会７月定例会に出席。  

午前10時から、６月市議会定例会本会議（第３日）に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

開 催 年 月 日  平成２８年７月２２日（金） 

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  

 

中 山 教育長 

百 瀨 委員（教育長職務代理者）  

安 藤 委員 

木 下 委員 

御喜田 委員 

出 席 職 員  

 

吉川教育次長兼教育総務部長・田中生涯学習担当部長・靍原学校教

育部長・今岡教育総務部次長・瀧瀬教育総務部次長・馬場教育総務

部次長兼教育政策課長・西崎教育総務部次長兼八尾図書館長・辻内

学校教育部次長兼学務給食課長・高橋総務人事課長・南生涯学習ス

ポーツ課長・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・岡田人権教育課長  
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７月７日（木）  

 

７月９日（土）  

７月11日（月）  

７月12日（火）  

 

７月13日（水）  

 

 

７月14日（木）  

７月15日（金）  

７月17日（日）  

７月19日（火）  

 

７月20日（水）  

終了後、第３回行財政改革推進本部会議に出席。  

午後３時から、かもめ～る贈呈式に出席。  

午前10時から、第１回市民表彰選考委員会に出席。  

午後３時から、第１回中河内地区人事協議会に出席。  

午後５時から、八尾美術展表彰式に出席。  

午後２時から、第５回行財政改革推進準本部会議に出席。  

午後１時 30分から、八尾市社会教育委員委嘱状交付式・平成 28年度

第１回八尾市社会教育委員会議に出席。  

午前10時から、平成28年度八尾市精神保健福祉協議会第１回常任理

事会に出席。  

午後２時から、八尾市立スポーツ施設運営審議会に出席。  

午後２時から、八尾市行政対象暴力対策連絡協議会定例会に出席。

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午前11時から、八尾市吹奏楽フェスティバルに出席。  

午後４時 20分から、交通安全子ども自転車大阪府大会市長表敬訪問

に出席。  

午前10時から、平成28年度八尾防犯協議会第60回総会に出席。  

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。  

 

【中山教育長】 他の委員の皆様方から、この間の活動状況について何かございましたら

ご報告いただければと思います。何かございますか。 

  

【安藤委員】  それでは２点報告させていただきます。７月９日土曜日、大阪フィルのメ

ンバーの方々が講師で、プリズムの大ホールで吹奏楽クリニックがございました。朝９時

20分から５時 10分まで、見せていただきました。  

 もう１点、教育長の報告にございますが、７月 17日の日曜日、教育長は朝から１日出席

されたんですが、私は午後から出席いたしまして、７つの八尾市の中学校の演奏を聞かせ

ていただきました。今回は昨年以上に本当に充実した演奏だったと思います。ますます八

尾が吹奏楽のまちになっていくという予感がいたします。  

 

【中山教育長】 私も安藤委員とともに聞かせていただいて、吹奏楽のまちになっていっ

ているということを実感いたしました。ほかにございませんでしょうか。では、次に進ま

せていただきます。  

 

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 それでは、議案審議に入らせていただきます。  
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７月の議案  

議案第２４号 

議案第２５号 

議案第２６号 

議案第２７号 

平成28年度教育委員会の点検及び評価に関する件  

平成29年度使用八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件  

平成29年度使用八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件  

視覚に障がいのある児童・生徒に対する「拡大教科書」の採択に関

する件  

 

まず、議案第 24号「平成28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。 

 提案理由の説明を、馬場教育総務部次長兼ねて教育政策課長よりさせていただきます。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  ただいま議題となりました議案第24号「平成28

年度教育委員会の点検及び評価に関する件」についてご説明をさせていただきます。  

 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 26条第１項

の規定に基づき、平成 27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 26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、自己点検評価を実施してきたところでござい

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、大阪市立大学文学部准教授森久

佳氏、そして新たに同大学文学部准教授島田希氏にお願いを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、概要を説明させていただきます。  

 まず、表紙をお開きいただき、目次をご参照願います。目次の構成ですけれども、１、

はじめに、２、教育委員会の活動状況、３、八尾市教育振興計画の進行管理、そして４、

総評と、大きく４つに分かれております。それぞれ、１のはじめにおきましては、（１）

としまして趣旨、（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）評価の方法となっております。  

 大きな項目の２、教育委員会の活動状況につきましては、（１）といたしまして教育委

員会の構成、（２）教育委員会、（３）教育委員の諸活動となっております。  

 ３の八尾市教育振興計画の進行管理につきましては、（１）といたしまして進行管理と
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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、（４）のうち、①といたしまして、取組

みの実績評価及び事務事業評価、②といたしまして代表的な成果指標、そして（５）とい

たしまして学識経験者からいただいたご意見。  

 そして大きな項目の４、総評となっております。  

 恐れ入ります、４ページをご参照願います。４ページから８ページまで、大きな項目の

２ですが、教育委員会の活動状況を掲載しており、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、議案、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、掲載をいたしております。  

 次に、９ページをご参照願います。９ページから 11ページになりますが、３、八尾市教

育振興計画の進行管理といたしまして、４つの基本方針、 16の取組み、82の事務事業を一

覧として整理しております。なお、事務事業につきましては、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ります全事務事業のうちか

ら整理して、掲載をいたしております。  

 また、平成 27年度に新たに実施した事業といたしましては、９ページ、番号で２－１－

15、子どもの健康・体力づくり推進事業、 10ページになりますが、３－４－５、小学校給

食管理運営業務、そしてその下の３－４－６、中学校給食管理運営業務、ページが変わり

まして11ページ、３－６－３、小学校給食施設整備事業、そしてその下の３－６－４、中

学校給食施設整備事業、そして最後になりますけれども、４－３－３、今東光資料館運営

事業となっております。 

 次に、12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に

ついて掲載しております。教育振興計画に定めます４つの基本方針について、その基本方

針ごとに、取組み、事務事業の位置づけについて示すとともに、取組みの実績評価につい

ての考え方、各事務事業評価シートの見方について記載しております。  

 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。その評価でございますけれども、「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」を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」ものを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」、これを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といたしております。  

 また、実績評価の補足説明としまして、基本指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、13ページをご参照お願いいたします。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 27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 24年から平成26年の実績値、平成27年の

計画値及び実績値、事業評価、所管課について記載をいたしております。事業評価につき

ましては、行政評価の総合評価と一致した評価といたしており、その総合評価につきまし
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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をいたしております。  

 なお、評価結果と指標実績に乖離がある場合につきましては、その理由を付記いたして

おります。  

 14ページから 116ページまでになりますが、こちらについては進行管理の内容を記載い

たしており、教育振興計画に掲げられた４つの基本方針に基づく取組みの実績評価を記載

いたしております。  

 14ページをご参照願います。基本方針１、幼児教育の充実に取り組みます、についてで

ありますが、当該基本方針に基づく、いずれの取組みも実績評価はＡとなっております。

本取組みに位置づく事務事業であり、 17ページ記載の１－２－１、幼保連携・一体化の推

進（教育）については、平成 27年度の計画値を実績値が下回っているものの、幼保連携・

一体化の推進に向けての取組みといたしまして、幼保小合同研修会の実施や認定こども園

の整備に向けました計画の策定、市民説明会等を実施しており、事業目的に沿った事業実

施が図られていることから、Ａ評価といたしたところでございます。  

 次に、恐れ入ります、19ページをお開き願います。基本方針２、学校教育の充実に取り

組みます、についてでありますが、当該基本方針に位置づく、実績評価でございますが、

いずれの取組みも20ページ以降になりますが、Ａとなっております。  

 恐れ入ります、少し飛びまして、 56ページを参照願います。基本方針３、子どもたちの

教育機会を保障します、についてでありますが、６つの取組みのうち、３－３、教育相談

及び教育支援体制の充実の取組みに対する実績評価、ページで言いますと 59ページになり

ますが、こちらについてはＢとなっておりますが、その他の取組みについては、いずれも

Ａという結果になっております。 

 次に、91ページをご参照願います。基本方針４、生涯学習とスポーツの基礎を培います、

についてでありますが、全ての取組みの実績評価がＡとなっております。評価につきまし

ては、92、93、94ページとなっております。  

 次に、117ページをお開き願います。代表的な成果指標についてでありますが、本指標

につきましては、教育振興計画の推進にあたっては、全国学力・学習状況調査や全国体

力・運動能力、運動習慣等調査の全国調査の結果を評価するものでございます。  

 まず、全国学力・学習状況調査につきましては、平成 27年度は、小中学校ともに、基礎

的・基本的な力の定着を示す国語Ａは全国平均を下回っており、算数Ａ・数学Ａについて

は、全国とほぼ同水準となっております。平成 26年度と比較いたしましても、全国平均と

の差は縮小してきており、継続的な実績となるよう、引き続き取り組んでまいります。  

 また、知識の活用を示す国語Ｂ、算数Ｂ・数学Ｂについては、小学校では依然として全

国平均との差が縮まっているとは言えない状況であり、さらなる取り組みが必要でありま

す。一方、中学校では、全国水準との差については大きく縮小してきており、この傾向を

持続させ、全国水準以上の学力達成に向けて取り組んでまいります。あわせて、自己肯定

感・自己有用感、規範意識の向上に向けた取り組みや、全国体力・運動能力、運動習慣等

調査の結果を受けて、持久力、瞬発力、基本的生活習慣の向上に向けた取り組みが必要で

あります。  

 最後になりますが、 118ページから122ページまでが、学識経験者から基本方針単位でい
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ただいたご意見を掲載しており、 123ページにおきましては、総評となっております。  

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろ

しくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。  

 

【中山教育長】 ただいまの議案につきまして、何かございませんでしょうか。  

  

【安藤委員】  今、ご説明いただいたんですが、総評の部分で本当に学識経験者からのい

い評価を得ていると思います。きちっと分析されて、一つ一つが本当に有効で、例えば、

Ｂがあっても、それなりの理由がちゃんと理解できると。学識経験者も本当に厳しい目で

しょうけども、今までの活動というものを非常に評価されているということは、我々にと

っても、うれしいことだと思っております。  

 あと、後ほど細かいところは幾つか、教えていただきたいと思います。  

 

【中山教育長】 みんなで頑張ってこのような結果が出たかと思いますが、委員の皆様、

忌憚ないご意見、よろしくお願いします  

 

【百瀨教育長職務代理者】  私から３点ほどご質問したいと思ってます。  

 ページ28の、２－１－５の学校図書館の活用についてご質問させていただきたいと思い

ます。図書館活動というのは本当に子どもたちにとっての学力向上、読書活動の意欲を持

たせるということに向けては、大変大事な取り組みの一つだと考えております。これまで

もその充実については委員の皆様方も多く求めているところでございますけれど、特に今

回、事務事業の改善や課題という中に、特に図書館サポーターの配置人数についてと、時

間数の増加の検討が必要ということでございますが、この事業の課題改善に対する対応方

針ということで、平成 26年度と比較し、27年度はどうであったのか。また、本年度の実態

についてはどのようにお考えなのか、聞かせていただけたらと思います。  

 

【菊池指導課長】  図書館サポーターに関しましては、ここ数年配置人数については変わ

っていない状況でございます。ただ、たくさんのサポーターが継続して活動いただいてお

り、図書環境の改善であったり、整備を進めていただいてるところです。図書館サポータ

ーと学校の担任等が連携する中で、子どもたちに本を読む楽しさであったり、読書活動の

推進というところで協力していただいてるところです。今、現在小学校では、半日を単位

に４日間、中学校では２日間ということになっておりますので、担当課といたしましては、

図書館サポーターを小学校も中学校も毎日来ていただけるような状況が出来ればと思って

おりますが、引き続き検討を進め、学校と連携する中で、読書活動の推進に努めていきた

いと考えております。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 特にここの課題で、一定の人数及び時間数の増加が必要であ

るということに子どもの学力向上等含めていくならば、さらなる充実をしていくっていう

方向が委員会としても大事かと思いますので、今後よろしくお願いしときます。  
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【中山教育長】 続けてどうぞ。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 39ページの２－１－15、子どもの健康・体力づくりについて

ご質問させていただきます。瞬発力、持久力の向上を一番課題とする中で、この縄跳び大

会が取り組みとしてなされてまいりました。昨年度、体力づくりについては非常に顕著に

成果が伸びつつあるということが報告されたと思っております。特に平成 28年度の学校園

の重点取り組み事項の中で、各小中学校において体力づくりの推進計画を各学校が策定し

ていくということが、今年度指示されていたと思います。この点について、各学校は今ど

のように体力づくりに向けてやっておられるのか、その現状についてわかっている範囲で、

説明していただけたらと思います。  

 

【菊池指導課長】  各学校における体力向上についてですが、各学校では体育科の授業を

中心に子どもたちの体力づくりを系統立てて計画をしているところです。学校の授業計画

の中では、１年間の授業計画を計画的に作成している中で取り組みを進めております。推

進計画については、今年度につきましては、府の事業を活用している高安中学校区、曙川

南中学校区、で作成し、それを全校的に広められる部分があれば、参考として活用してい

ただければと考えているところです。  

 また、サポートセンターでやっております研究協力員を中心とした体力向上に向けての

授業づくり等についても、引き続き取り組みを進めているところです。  

 

【中山教育長】 知徳体、バランスのとれた子どもたちを育てるということで、先ほど百

瀨委員が言ってくださった縄跳びなども、生涯学習スポーツ課と連携して教育委員会が一

体となってやっていかなければならないと思いますので、事務局、引き続きよろしくお願

いします。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 今、高安小中フロンティア校の中で取り組んでいると報告さ

れたんですけれども、これは各学校ごとに個別の課題を捉えて進めていくということが、

忘れてはならないことではないかと考えます。特に教育振興計画の中においても、代表的

な成果指標ということでもありますので、ぜひ取り組みを進めていただければと思います

ので、よろしくお願いします。もう１点。 123ページの総評について、これは学識経験者

から常に指摘されているということで、指標の改善、計画値の見直しはどう取り組んでい

るのかと、問われているところでもございます。後期計画についてはここにおられる事務

局の皆様方で、十分に、もう改善に向けては取り組んでおられるということですけれど、

今後どのように改善していったらいいのか、具体的な点がわかっているようでしたら教え

ていただきたいと思います。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】 学識経験者とお話しする中では、この点検評価

はこの報告書に基づいて、総評にも書かれておりますけれども、ＰＤＣＡサイクルに基づ

いてよりよい事業執行をしていくという性格を有していることから、適切な評価をしてい

くべきであると今回の報告書全般を通じてご意見をいただいているところでございます。
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そのような意味におきまして、後期計画に基づいた評価について十分検討して考えてくだ

さいというご指摘を学識経験者からいただいております。  

 

【中山教育長】 後期に向けての見直しという大きな課題をいただいてますので、その点

は事務局も検討よろしくお願いします。  

 百瀨委員からいただいたこの計画値について、ほかの委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 

【木下委員】  学識経験者の総評を見せてもいただいて、全体的な八尾市の教育活動の評

価を見て、非常に丁寧に評価してもらってるし、事務局大変努力されてるということがよ

くわかります。今、評価の基準っていうんですか、評価値の話が出ていて、なかなか難し

いことだと思うんですけども、総評でも書かれているように、量的評価から質的評価への

移行というのが今の大きな動きなんですね。ですから、実数で何件というのもありますが、

例えば52ページのサポート活動とか、それから 29ページの学校園支援事業等々でちょっと

話させていただきましたけども、学校支援事業を何件解決しましたではなくて、何件要請

があって、何件解決できましたという達成率のような形、あるいはサポート活動のところ

も各学校から何名要請が来ました、何割派遣できました、何割達成というような、例えば

達成率を挙げていく、それから学識経験者は指摘されてるけど、研修の充実が図られてる、

だから研修参加人数ではなくて満足度でいったらどうなのかという指摘がありますよね。

そういうふうに、質的に向上してるかどうかが一つの評価にも移ってきてるし、今後の八

尾市の教育活動の充実のために必要なのではないかなと思っていますので、大変なことな

んですが、ぜひ考えていただけたらうれしいなと思います。  

 それともう一つは、学校のクラブ活動について、指摘も入ってますが、これは文科省も、

報道でご承知のように、クラブ活動についてはいろんな形で動き出してもきてるし、ここ

の指標をめぐってもあるし、それは八尾市の後期計画との絡みでクラブ活動をどのように

していくのがいいのかも含めた、恐らく検討になると思います。でないと、後期の評価の

ときに困ると思います。 

 

【中山教育長】 今、木下委員からご指摘いただいたように、指標等々量的評価から質的

評価にということ、指標は達成比率に変えていったほうがいいのではないかというような

ことも含めて、一度事務局、検討いただきたいと思います。  

 それから、新聞でも教職員のクラブ活動へのかかわり方についてはシリーズにもなって

特集されていましたし、文科省から通知文等々も出ていますので、その件については早急

にまた検討を進めていかなければならないと思っております。よろしくお願いします。  

 その件につきまして、事務局、何かありますか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】 今、木下委員から述べていただきましたように、

この点検評価をする中では、学識経験者からここの評価はこうしたほうがよりいいのでは

ないかというような、個別のご提案もいただいておりますので、担当課とお話しさせてい

ただきながら進めたいと思っております。  
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【吉川教育次長兼教育総務部長】 評価指標ですけど、これまでも実施計画の評価も含

めて、全体的に事業をどういう形で進捗状況をあらわすかという、その指標というのはも

のすごく大切な項目だと認識をしてます。ただ、木下委員もおっしゃったように、その設

定についてはいろんな見方があるんで、その設定をどういう形で考えていくかというのは、

難しいところもございます。その事業の持っている目的、あるべき姿をどういうこの評価

があらわせるのかという、そこを的確にあらわす項目がどうなんかという、そこら辺を考

えたときに、難しいところがあって、今回いろいろ指摘等も受けているところがございま

す。先ほどいただきました意見、量よりも質だという、研修についても参加人数ではなく

て、その研修でどれだけの効果が生んでいただけたかという、そういう見方をしていく必

要があるということです。これまで前期計画の進捗を見るためにはこの一定設定したもの

を経年で見ていかなければならなかったということもございましたが、今後は後期がスタ

ートしておりますので、後期の進捗状況を的確に把握していくために、いろんな学識経験

者のご意見もいただきながら、指標の見直しを考えていきたいと思っております。  

 

【中山教育長】 百瀨委員から指標の改善、計画値の見直しということでご意見いただき、

木下委員からもご意見いただいたんですが、ほかに委員の皆様、何かご指摘等ありました

ら、お願いします。  

 

【御喜田委員】 幼児教育の充実に取り組みますという項目の、幼保連携一本化の推進の

ところですが、ここでは指標が、幼保一体化として取り組む施設数となっているので、計

画値が２に対して実績がゼロ、ただ事業評価としてはＡっていうことで、先ほど事務局か

らもいろいろ教えていただきましたし、学識経験者からも丁寧に書いていただいてるんで

すが、難しい年だったと思います、平成 27年度は。その年に丁寧に市民説明会を進めてい

かれたり、個別な対応をされてるっていう事務局の話も聞いていますので、これからます

ますいろいろな問題があると思いますが、幼保連携、一本化の推進に向けて頑張っていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 ほかにご意見は。  

  

【安藤委員】  吉川教育次長もおっしゃったように、指数というものの出し方、それと内

容についてですが、まず51ページの２－３の教職員の指導力の向上、26年度の計画値は見

えないですけども、27年度の計画値を下げて、実際には 27年度の実績値が上がるという、

これもここの内容に書かれてますように、教育の質の向上を上げるということで非常に分

析が難しいと思いました。  

 もう１点は、ページ 106の４－２－５の家庭教育学級事業で、これに関しても数値的な

出し方で、実績数が決してこれは少ないから悪いという意味ではないと思いますが、実際

に何が行われたのか、 27年度の計画値は6,500で、逆に27年度の実績値としては 6,693と上

がっていると。だけど、前年度から比べた場合にはそれは少ない。だからそれが悪いとい

うのでなく、これも質と量とのバランスのことなのかと思ったので、その辺をお聞きした

いと思いました。  
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【中山教育長】 計画値と実績値ということで、前年度実績値がかなり上がってるけれど

も、計画値がまた下がってるとか、バランスの部分もあるんで、それも含めて今後の検討

も含めて事務局、何かありますか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  先に家庭教育学級の現状についての説明をさせていただこ

うと思います。今、安藤委員おっしゃったように、 106ページの家庭教育学級事業につき

ましては、実績値、平成26年度の実績値と27年度の実績値については下がっております。

実際、一定Ａ評価とさせていただいている要因を先に説明させていただきますと、 27年度

の計画値が6,500に対して、27年度は実績値が6,693ということで、計画値を上回っており

ました。ここの事業評価につきましては、実績値だけの検証ではなくて、この数字では見

えてこない事業の妥当性、有効性、それと効率性、市民の参加のまちづくり度合いであっ

たりとか、いろいろなことを含めまして定性的なことを含めまして総合的に評価をさせて

いただいたところでございます。この家庭教育学級におきましては、どちらかといいます

と保護者に対しまして、その地域の中での子育てにおけるさまざまな食育の問題であった

りとか、子どものしつけの仕方であったりとか、そういったことを学んでおりましたけれ

ども、もう少し課題の大きな家庭もあるであろうということも含めまして、家庭教育学級

のあり方につきましても、学校教育部とも連携しながら、家庭教育を支援していくため、

これまでの家庭教育学級事業が対象としておられた家庭以外のさまざまな問題を抱えてる

家庭に対してもどうアプローチしていくのかというところも含めて、教育委員会全体とな

って連携をしながら、事業を進めていかせていただこうと思っておりますので、それを含

めて来年度から、できることからやっていけたらと考えております。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  教育研究研修事業につきまして、計画値 5,500とい

うことで、ここ数年計画値を上回っておるんですけれども、そもそも、研修会出席者数と

いうのを設定した当時の意図としましては、悉皆研修と申しまして、委員会で必ず受けな

さいよと、指名するような形の研修もございますが、先生方が自主的に自分はこういうと

ころをもっと極めていきたい、学んでいきたいというような形で、ご自身が選ばれて受講

される研修も含まれており、先生方がご自分で多くの研修を選んで参加していただきたい、

そういう思いのもとで、指標は研修出席者数という形で当時設定されたものでございます。

先ほどもご教授いただきましたように、量的な部分から、質的な部分というのはまさにそ

のとおりだと考えておりますので、今後はその部分も考えていきたいと思っております。

現在、なぜこのまま指標改善に、 5,500のまま置いておいたかと申しますと、教職員の数

の減少ということも今後見据えた上で、この形で置かせていただいております。  

 ＩＣＴも、まさに同じ意図でございます。先生方が自主的にたくさん受けていただきた

い、特にＩＣＴ関係は自信がないのでもっとたくさん学びたいという方たちに学んでいた

だきたい、自主的に学んでいただきたい。  

 それから、一方でＩＣＴ機器の導入等もございますので、年度によって新しい機器が入

りました年は、たくさん受講していただかなければいけない形も出てまいります。そのあ

たりも含めまして、計画値 350で、年度によってばらつきがありますのは、実際は新しい

機器が入った年度というのは、理解していただくための研修をたくさん打っております。
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これも先ほどと同じように、量的な部分から質的な部分というのは検討してまいりたいと

思います。  

 

【中山教育長】 皆様からご指摘いただいたように、後期計画もうスタートしてますので、

それに向けてはご指摘いただいたこと、ご教授いただいたことを事務局で生かしていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。ほか、何かございませんでしょうか。  

  

【百瀨教育長職務代理者】 もう１点だけ。総評の中で、妥当性あるっていう言葉が非常

に頭に響きます。特に事業の評価、改善を行うためには、妥当性のある指標を設けること

が一定必要であるという指摘ございますので、ぜひ後期計画の中の評価については指標の

改善、計画値の見直しと、十分に事務局で進めていっていただきたい。特に、前期におい

ては本当に事務局の頑張りも本当に評価していきたいと思っております。妥当性のある評

価とはどういうことなのか、十分考えていただく中で進めていっていただけたらと思いま

すので、改めて一言申し添えさせていただきました。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。これを読ませていただいて、総評の中でも学識

経験者も書いていただいてるんですが、委員の皆様が本当に八尾市はご活動いただいてる

ことが多岐にわたっておりまして、総評でも教育委員の方々が本当に審議や協議を重ねて

きて、なおかつこの積み重ねが基本方針の徹底や取り組みや事務事業の充実の基盤になっ

ているというような評価をいただいております。また、教育委員の方々の真摯な活動と、

それに取り組む姿勢に敬意を表すると書いていただいてます。私も身の引き締まる思いで

これを読ませていただいてますので、 28年度も同じような状況で頑張ってまいりたいと思

っております。どうかよろしくお願いいたします。  

では、議案第24号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょ

うか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全員異議なしと認めます。よって議案第 24号「平成28年度教育委員会の

点検及び評価に関する件」につきまして、原案どおり可決いたしました。  

 次に、議案第25号、それから26号、27号につきまして、一括して審議したいと思います

ので、提案理由を菊池指導課長より説明願います。  

  

【菊池指導課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第 25号、26号、27号、一括

でご説明をさせていただきます。  

 まず初めに、議案第 25号「平成 29年度使用八尾市立小学校教科用図書の採択に関する

件」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９号の規定により、次のと

おり委員会の議決を求めるものでございます。  

 理由といたしまして、教科書が教科の主たる教材として学校教育において重要な役割を

果たしていることを鑑み、採択権者の判断と責任により、適切に行われる必要がございま



－12－ 

す。その点につき、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 14条に、「義

務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令

で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。」と示され

ております。また、その期間につきましては、同施行令第 15条において、同一教科書を採

択する期間は４年と定められております。つきましては、別紙の八尾市立小・中学校教科

用図書一覧にある各図書を平成 29年度八尾市立小学校教科用図書として採択していただき

たいと考えております。 

 次に、議案第26号「平成29年度使用八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件」につ

き、前号の第 25号と同様に、別紙の八尾市立小・中学校教科用図書一覧にある各図書を平

成29年度八尾市立中学校教科用図書として採択していただきたいと考えております。  

 次に、議案第27号「視覚に障がいのある児童・生徒に対する「拡大教科書」の採択」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９号の規定により、次のとおり委

員会の議決を求めるものでございます。  

 理由といたしまして、現在、市内の中学校に対象となる生徒が在籍しており、学習に拡

大教科書が必要になることから、国等が作成する拡大教科書を学校教育法附則第９条に規

定する教科用図書として承認していただきたく、本案を提出する次第でございます。  

 以上、甚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申し上げま

す。 

 

【中山教育長】 では、この３件につきまして、ご質疑ございませんでしょうか。  

  

【木下委員】  小学校、中学校ともに現行の教科書を採択するとのことですが、何か現場

でこの教科書等につきまして、ご意見なり出ておりますでしょうか。 

 

【菊池指導課長】  現在学校の先生方からも、それから管理職の先生方からも使いにくい

といったようなご意見はいただいておりませんので、問題なく活用できてると考えており

ます。 

 

【中山教育長】 ほかにご意見、ご質疑等ございませんでしょうか。  

 それでは、議案第25号、26号、27号につきまして、ご質疑ございませんようですので、

採決に移らせていただきます。  

 この３件につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、議案第25号「平成29年

度使用八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」、26号「平成29年度使用八尾市立中

学校教科用図書の採択に関する件」及び 27号「視覚に障がいのある児童・生徒に対する

「拡大教科書」の採択に関する件」につきまして、いずれも原案どおり可決いたしました。 

 



－13－ 

｛報告事項｝ 

 

【中山教育長】 続きまして報告事項に移らせていただきます。  

 本日、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。ほかに、事務局から

何かございませんでしょうか。委員の皆様も、よろしいですか。 

 それでは、以上をもちまして、７月定例教育委員会議を終了いたします。  

 

 

 


