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１０月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、10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、木下委員を指名いたしますので、どうぞよろしくお願いいた

します。  

 本日、百瀬委員、御喜田委員から欠席届をいただいておりますので、よろしくお願いし

ます。 

 

【中山教育長】 次に、９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】 異議なしと認めます。よって、９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）  

９月24日（土）  

 

 

９月25日（日）  

 

 

午前10時から、平成28年度「空の日」「空の旬間」記念事業絵画コ

ンテスト表彰式に出席。  

引き続き、世界人権宣言パネル展を見学。  

午前10時から、大阪府下招待柔道団体優勝大会に出席。  

引き続き、交通安全「市民の集い」式典に出席。  

引き続き、市立中学校体育大会を視察。  

開 催 年 月 日  平成２８年１０月２１日（金）  

開 催 時 間   午後２時００分  

開 催 場 所   本館６階 大会議室  

出 席 委 員  

 

中 山 教育長 

安 藤 委員 

木 下 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・瀧川総務人事課長補佐・奥学校教育

部参事 



－2－ 

９月27日（火）  

９月28日（水）  

 

 

９月29日（木）  

10月１日（土）  

 

10月２日（日）  

10月４日（火）  

 

 

10月６日（木）  

10月７日（金）  

10月９日（日）  

10月10日（月）  

10月11日（火）  

 

10月12日（水）  

10月14日（金）  

 

10月15日（土）  

 

10月17日（月）  

10月18日（火）  

 

 

10月19日（水）  

10月20日（木）  

 

10月21日（金）  

午後３時から、第６回行財政改革推進準本部会議に出席。  

午前10時から、市議会９月定例会本会議（第３日）に出席。  

引き続き、予算決算常任委員会全体会に出席。  

午後２時15分から、教育委員会委員任命式に出席。  

午後２時から、第７回行財政改革推進準本部会議に出席。  

午後１時から、「いきいき健康フェスティバルｉｎ八尾」開会式に

出席。  

午前９時から、市立小学校運動会を視察。  

午前９時から、部長会に出席。  

午前10時30分から、第８回行財政改革推進準本部会議に出席。  

午後２時から、高安悠画会「かがやき」絵画展を見学。  

午後３時から、大阪府都市教育長協議会 10月定例会に出席。  

午後４時から、第９回行財政改革推進準本部会議に出席。  

午後１時から、地区市民スポーツ祭に出席。  

午前９時から、地区市民スポーツ祭に出席。  

午前９時から、教育政策会議に出席。  

午後４時から、校長会要望書手交式に出席。  

午前10時から、予算決算常任委員会文教分科会に出席。  

午前９時から、定例教育委員協議会に出席。  

午後５時から、予算決算常任委員会総務分科会に出席。  

午後１時 30分から、八尾市ダンス協会ダンスコンサート開会式に出

席。 

午後１時から、庁議に出席。  

午前９時30分から、臨時教育委員協議会に出席。  

午前10時から、臨時教育委員会に出席。  

午後２時30分から、八尾市社会教育委員会議に出席。  

午前10時から、予算決算常任委員会全体会に出席。  

午前10時から、手をつなぐ子らの会連合運動会に出席。  

午前11時45分から、各派代表者会議に出席。  

午前10時から、市議会９月定例会本会議（第４日）に出席。  

 

【中山教育長】 委員の皆様方から、この間の活動状況につきまし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。  

 

【木下委員】  ９月25日に成法中学校の体育大会に参加しました。団体競技がいろいろ言

われており、大変工夫して取り組んでおられました。ただ、一度体育大会のありようは考

える時期に来ているのかなとも思いました。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。それでは、次に進ませていただきます。  
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｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 議案の審議に入ります前に、本日審議いたします議案のうち、議案第 33

号及び議案第 34号の取り扱いについて、お諮りいたします。  

 まず、議案第33号「安中新田会所跡旧植田家住宅の指定管理者指定の市議会議案提出の

件」につきましては、関係資料が八尾市情報公開条例の規定により、公開可能な時期が来

るまでは非公開とすべきものであり、また、議案第 34号「平成28年度八尾市教育委員会の

人事に関する件」につきましては、人事案件であることから、本２件に係る審議は非公開

としたいと思いますが、委員の皆様方いかがでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全員異議なしと認めます。よって、議案第33号及び議案第34号について

は非公開で審議することといたします。議事の進行の都合上、この案件につきましては、

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、議案第31号「平成28年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」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。  

 

【高橋総務人事課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第 31号「平成 28年「文

化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」についてご説明申し上げます。  

 本件は、平成28年文化の日表彰式典における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条の規定に基づき、教育委

員会表彰審査会にて審査いたしました被表彰者の選考結果について報告がありましたので、

これを決定するにつき、ご提案申し上げるものでございます。  

 恐れ入りますが、お手元の平成 28年文化の日表彰式典における被表彰者の選考結果につ

いてをごらんください。 

 まず初めに、学校医・学校薬剤師の部についてですが、八尾市立学校園に 15年以上学校

医・学校歯科医・学校薬剤師として従事していただき、学校園の保健衛生の向上に多大な

るご貢献をいただいた方を被表彰者としております。今年度につきましては、学校医４名、

学校薬剤師１名を表彰対象としております。  

 次に、児童・生徒の部ですが、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しております。今年度につきましては、スポーツ部門

では８名と４団体を、文化部門では４名と３団体を、伝統文化継承活動部門では、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

たり教育現場等にご協力いただいている方を表彰の対象としております。今年度につきま

しては、学校園協力の分野で２名と３団体を表彰対象としております。  
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 また、今後の表彰の流れでございますが、表彰の当日、壇上での表彰につきましては、

児童・生徒の部のスポーツ部門、文化部門、伝統文化継承活動部門でそれぞれ１名、また、

それ以外では学校医等の分野で１名、教育一般の部では学校園協力の分野でそれぞれ１名、

合計５名の代表者を壇上にて表彰させていただく予定でございます。  

 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。  

 

【中山教育長】 ただいまの提案理由の説明を聞かれまして、委員の皆様、質疑等々お願

いします。  

  

【安藤委員】  スポーツ部門ですが、９番目の第 13回デッレナツィオーニトーナメントで

すか、これはどういう競技でしょうか。  

 

【奥参事】 お答えいたします。この第 13回デッレナツィオーニトーナメントというもの

は、日本代表の15歳以下の選手をもちまして…（地震発生）  

 

【中山教育長】 ただ今、地震が発生しました。傍聴者はおられないようなので、会議参

加者は身の安全を確保するとともに、揺れの終息後は、各自職場に戻って、所管業務への

影響を確認したうえで、会議に戻ってください。それでは、暫時休憩いたします。再開は、

確認後とします。  
 

（休憩）  

 

【中山教育長】 確認ができたようなので、休憩前に引き続き、会議を再開します。  

 引き続き、奥参事、説明をお願いします。  

 

【奥参事】 ９番目の西尾隆矢君の第 13回デッレナツィオーニトーナメントというのは、

イタリアの都市で行われる大会でございまして、欧州遠征の 15歳以下の日本代表メンバー

として西尾君が選ばれているものです。４月２４日から５月１日まで欧州を中心とした 12

カ国でトーナメント大会が行われます。その大会におきまして、日本チームが準優勝を飾

ったということです。西尾君につきましては、そのレギュラーメンバーとして活動された

ということでございます。  

 

【中山教育長】 ちなみに、アンダー15ということで、サッカーですね。 

 

【奥参事】 サッカーの大会でございます。  

 

【中山教育長】 ほかに質疑ありましたらお願いします。 

 

【安藤委員】  今回団体と個人の両方の表彰ですが、スポーツ部門の４番目の方について、

あと12番目の方については今中学生であるのに小学校と記載されている点についてお聞き
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したいんですが。 

 

【奥参事】 ４番目の宗助夢羽君でございますが、こちらは柏原ジュニアバレーボールク

ラブに所属で、学校のクラブではございません。第 36回全日本バレーボール小学生大会の

大阪大会で、幾つかの部があるんですが、混合の部で、府下各支部より選出された８チー

ムの中での対戦結果におきまして、優勝をされております。そして、この大会を経まして、

全国大会が本年８月に実施されまして、そちらでは各都道府県から出てまいりますエント

リー48チームでのベスト８を飾られたということでございます。  

 12番目の松田英里奈さんについてですが、こちらにつきましては小学校６年生の時代に、

第40回大阪新体操選手権大会に出場なさいまして、予選 44人中のエントリーで３位を獲得

されました。そして、上位８人が決勝大会に進み、そこで見事大阪１位になったというこ

とでございます。現在は上宮中学校に進学されているということでございます。  

 

【中山教育長】 これは昨年11月３日の授賞式が終わって以降のことということで、今回

対象となっているということなんですね  

 

【奥参事】 はい、間違いございません。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。  

 

【安藤委員】  はい。 

 

【中山教育長】 ほかに質疑等々ありましたらお願いします。ここで議決しても、それが

11月３日ということで、もう日にちもないような状態なんですけれども。  

 確認のために、私からよろしいですか。この伝統文化継承活動部門において、確認して

いただいて、学校ではなくて曙川東地区ということが確認できたということでよろしいで

しょうか。最初、曙川東小学校ということであったのが、地区の中でということだったと

いうことですね。  

 ほか、委員会が表彰するのが適当であると認める業績または行為のあった者ということ

でも、５件ほど上がっているんですが、委員の皆様、いかがでしょうか。よろしいですか。  

 そしたら、この議案第31号「平成 28年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」につ

きましては、異議なしと認めます。よって、原案どおり可決いたしました。  

  引き続き、議案第32号「平成29年度八尾市立学校園教職員人事基本方針の決定の件」

について審議いたします。  

 提案理由を、今岡教育総務部次長より説明願います。  

 

【今岡教育総務部次長】 それでは、議案第 32号「平成29年度八尾市立学校園教職員人事

基本方針の決定の件」につきましてご説明申し上げます。  

 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５号の規定によ

り、委員会の議決をお願いするものです。  
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 提案の理由ですが、平成29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、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。  

 平成28年度末、29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こたえる人事を行

ってまいりたいと考えているところです。  

 八尾市立学校園教職員人事基本方針（案）をごらんください。順にご説明いたします。  

 １の教職員の人事についてです。学校園の活性化、教職員の資質向上の観点から、特に

次の点に留意して行います。まず、アでお示しいたしましたように、定数事情を勘案した

上で、新規採用とともに、他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

切に配置して、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、人権尊重の教

育、特別支援教育、生徒指導が推進されるよう、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、魅力ある学校園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。  

 エにつきましては、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。 

 オの、多様な人事交流の推進についてですが、市町村間、異なる校種間に加え、府立学

校、さらには教育委員会事務局も新たに明記いたしました。これまでも取り組んでまいり

ましたが、さまざまな学校現場、あるいは教育行政を経験することで、教職員の育成に資

する人事異動を推進してまいります。なお、教育委員会事務局への人事異動につきまして

は、初めての教育行政を経験する教員が少しでも安心して勤務できるよう、府の給与体系

に準拠することを合わせて示しております。そのほか、ここには書いておりませんが、大

学附属学校との人事交流につきましても、これまでどおり積極的に進めてまいりたいと考

えております。  

 ２の新規採用者の配置につきましては、新規採用者との面談や経歴、特技等を勘案し、

資質・能力が十分発揮できるよう、配置してまいりたいと考えております。  

 次に２点目、学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、首席や指導教

諭などの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。なお、本年度

の首席・指導教諭選考ですが、首席は 17名、指導教諭７名が受験いたします。指導教諭７

名の受験者のうち３名は、首席が首席のまま異動できないことから、指導教諭を受験して

いる、すなわち異動に備えての受験です。首席につきましては、現在の首席が異動や退職

等でいなくなることも見通し、受験いただいており、府の選考結果によりますが、来年度

は首席は全小・中学校に配置、指導教諭も過去最高の 27名の配置になる予定です。首席・

指導教諭が学校運営上有効に機能するように、その職責の重要性について、校長に改めて

指導してまいりたいと考えております。  
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 人事基本方針に戻らせていただきます。３点目の生命・人権尊重の教育につきましても、

その推進に向け、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、将来の管理職登用へとつなげ

られるよう、人事配置に配慮してまいりたいと考えております。  

 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する

予定です。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の

上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 それでは審議に入りたいと思いますが、まず説明の中で、教職員人事で、

相当長期にわたっての勤務という言葉がありましたが、もう少し詳しく、何をもって相当

と言うのかを教えてください。  

 

【今岡教育総務部次長】 初任者、１校目の教員につきましては、４年、最長でも６年ま

での１校目の経験となります。２校目以降につきましては、７年、最大でも10年までに異

動するということになっております。  

 

【中山教育長】 ということは、それを超える者はないと考えていいんですね。最長が６

年、10年ということですね。 

 

【今岡教育総務部次長】 基本的にはそうなるんですが、例えば異動ができない状況です

ね、産育休等でお休みをしているという状況であるとか、あと学校運営上特にどうしても

ということがある場合には、その年限を超えることも多少ございます。  

 

【中山教育長】 多少というのが微妙な言い回しですが、それは協議の上で決めていると

いうことですね。  

 

【今岡教育総務部次長】 長く１つの学校におりますと、その職員が次に異動したときに

戸惑いというのが大きくなりますので、できるだけ先ほど申しました４年、７年での異動

を進めておるところです。ただ、さまざまな、それこそ学校事情ということがございます。

そうなった場合には、府と協議いたしましてその年限を超えることも認められる場合もご

ざいます。  

 

【木下委員】  新卒４年から６年、それから２校目以降は７年から 10年というのが大体異

動の対象になる人たちですね。ここで言う相当長期にわたる者というのは、それを超えて

いる人なのか、この範囲の人が相当長期にわたる人なのか、どういう読み方をしたらいい

のでしょうか。  

 

【今岡教育総務部次長】 基本的には、２校目以降でいきますともう７年目となりますと、

もう異動対象になってまいります。先ほども申しましたように、人事の活性化を図るとい
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う意味で、相当長期という言葉の幅がなかなか難しいところではございますが、７年とい

うことを区切りには、校長に話をしていっているところでございます。  

 

【中山教育長】 この件に関しまして、質疑よろしくお願いします。  

 

【木下委員】  毎年基本方針が出ていますが、昨年度と比べて特に本年度留意している点、

あるいは変更点はありますでしょうか。  

 

【今岡教育総務部次長】 この人事基本方針の２枚目のオの部分になります。人事交流の

ところを記してある部分でございます。昨年度までは市町村、他市町村と、あと異なる校

種ということで書いておったわけですが、本年度は府立学校にも盛んに行っておりますし、

また教育委員会事務局主査や指導主事ということでの交流も力を入れて行っているところ

です。特に、教育行政を経験させることで、資質向上を狙っておるところですので、改め

て明記いたしました。  

 

【中山教育長】 私からもう一つよろしいでしょうか。最後の女性教職員について、長年

ずっとこの項目が上がっていますが、かなりいろんな役職に女性が学校園でついてると思

うんですね。何か調査等々、まとめられたことはありますか。  

 

【今岡教育総務部次長】 数値的なことでわかりやすいのを申しますと、女性の登用とい

うことはもちろん校長にはお話ししているわけですが、数値としてはっきりと出てきてお

るのが、指導教諭の数が非常に高くなってきております。本年度につきましては、指導教

諭のうち女性の割合が６６．７％ということで、指導教諭を経験して管理職であるとか指

導主事になるとかという道がつながっていけばというふうに考えております。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、何か質問ありましたらお願いします。この前、協議会の中

で木下委員がおっしゃっていた首席指導教諭の部分では、今回説明もありましたが、もう

少し詳しくお願いします。  

 

【今岡教育総務部次長】 学校園、学校に首席指導教諭、先ほど申しましたようにできる

だけ配置、全校配置、また学校数相当の配置ということを目指して頑張ってきておるとこ

ろですけども、同時に首席の場合ですと、学校の中のコーディネート的な役割、また地域

連携も絡めということになってきますので、その職責を十分果たせるように、単に首席と

いう職を置くわけではなくて、業務をしっかり遂行できるように、学校長にも指導してい

きたいと思っております。  

 また、指導教諭につきましては、八尾市内の研修の講師を担う等、役割を果たすようサ

ポートセンターとも連携しながら進めておるところでございます。  

 

【木下委員】  指導教諭に女性がかなりの率で挙がっているんですが、小学校と中学校で

傾向的にいかがなものでしょうか。  
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【今岡教育総務部次長】 済みません、少々お待ちください。傾向的に、そうですね。  

 

【木下委員】  細く言えば、校長、教頭ですね、管理職も女性が増えてきているんですが、

増えている数というのは小学校が多くて、中学校、高校はもっと少ないという傾向にある

ので、そのあたりはいかがなものかなということです。数字が欲しいわけではなく、傾向

がわかればそれで結構です。  

 

【今岡教育総務部次長】 傾向としては、小学校のほうが高いというのは実情ではござい

ます。 

 

【中山教育長】 そのあたりも踏まえて、また中学校に女性の登用がふえるようにという

ことで、事務局もよろしく働きかけ、お願いしたいと思います。 

 

【今岡教育総務部次長】 はい、わかりました。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。  

 

【安藤委員】  今の話ですけど、教えてください。要は教職をとったときに、小学校の部

門と中学校の部門と、おそらく違うと思うんです。ですので、木下委員がおっしゃったよ

うに、中学校の人をもっととろうと思えば、中学校課程をとる人を学校にも呼びかけてい

かないと、なかなか難しいのかなと思うんですけど、どうなんでしょう。  

 

【今岡教育総務部次長】 採用の部分ですか。採用数につきましては、小学校、中学校そ

れぞれの欠員に応じて府から配当される部分がございますので、若干府から来てる分を見

ますと、中学校の職員が欠員の割合よりも低い形での配置にはなってきておるのが実情か

とは思います。ただ、それは八尾に限ったことではございませんので、全市的に欠員に応

じて、何％という決まりがあるわけではございませんが、その欠員に応じての配置になっ

てきております。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。  この件は、校長会にはいつおろす予定をしておられ

るのでしょうか。 

 

【今岡教育総務部次長】 11月10日を予定しております。  

 

【中山教育長】 それでは、ほかに質疑がないようでしたら、採決に移らせていただいて

よろしいですか。議案第32号につき、原案どおり可決することにご異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 
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【中山教育長】 ありがとうございます。それでは異議なしと認めます。よって、議案第

32号につきましては、原案どおり可決いたしました。  

 

 

 

｛報告事項｝ 

 

【中山教育長】 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。  

 菊池指導課長より、「学校における児童・生徒の安全対策について」の報告を願います。 

 

【菊池指導課長】  それでは、「学校園における児童・生徒の安全対策について」、初め

に１学期中における学校活動中の事故報告について、口頭にてご報告いたします。  

 １学期中の骨折事故件数についてですが、小学校で 38件、中学校で85件でした。その主

な内訳についてですが、小学校 38件のうち、休み時間中の骨折が15件、授業中の骨折が11

件、クラブ活動中の骨折が３件、その他９件となっております。中学校におきましては、

85件のうち、部活動中の骨折が64件、授業中の骨折が９件、休み時間中の骨折が５件、そ

の他７件となっております。  

 なお、後遺障害が残るような重篤な骨折事故は起こっておりません。また、救急搬送し

た件が、小学校で６件、中学校で４件発生しております。いずれの事故につきましても、

現在は順調に回復し、登校している状況でございます。  

 次に、今年度に実施されました運動会・体育大会の状況についてご報告させていただき

ます。 

 組み立て体操を実施しました中学校 12校、小学校17校におきましては、当初から予定さ

れていた内容で無事終了いたしました。今後は組み立て体操の練習から当日に至るまでの

取り組み状況も含め、丁寧に総括会議を行い、次年度以降の安全な運動会・体育大会の実

施に向け、取り組んでまいりたいと考えております。  

 また、当日、組み立て体操ではありませんが、１件の骨折事故が発生いたしました。事

故の状況ですが、二人三脚で競技中に体勢を崩し転倒した際に、生徒の１人が鎖骨骨折と

なったものであります。また、９月からの練習中においては、３件の骨折事故が発生いた

しました。うち１件は組み立て体操の練習中において、２人組の種目で肩車から膝に移る

際に前に転倒し、手首を骨折したものであります。また、他の２件は組み立て体操ではあ

りませんが、１件はむかで競争の練習で転倒し、先頭の生徒が足の親指を骨折したもの、

残り１件は退場練習の際に転倒し、右足首を骨折したものであります。  

 なお、いずれの事故においても、後遺障害が残るような重篤な事故ではなく、当該の児

童・生徒は現在、以前と同様に学校に通っており、けがは回復に向かっているとのことで

あります。  

 今後は、組み立て体操にとどまらず、学校の安全や危機管理という視点に立ち、学校長

を初め保護者や地域とも連携しながら、教育委員会が主体となり、安全な学校環境づくり

を一層進め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、ご報告とさせていただきます。  
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【中山教育長】 ただいまの報告に関しまして、何かご意見ございませんでしょうか。  

 先ほど、委員の活動の中で、木下委員からも出ていたんですが、組み立て体操だけでは

なくて、運動会そのもの、競技そのものもまたしっかりと検討していくということで、委

員、何か補足等ありましたら。  

 

【木下委員】  いろんな検討が必要だと言いましたのは、集団行動のあり方もあるんでけ

れども、子どものけがの仕方が以前とはどうも違うという、予想もしないところで骨折し

たり、けがをしたりするので、そのことも含めて子どもの体力との絡みで考える時期なの

かなと思いました。  

 

【安藤委員】  中学校での事故の件数ですが、それが 85件、そのうちの64件がクラブであ

るということですが、どういったクラブが多いのでしょうか。 

 

【菊池指導課長】  主なクラブ活動といたしましては、バスケットボール、それからバレ

ーボール等指先での骨折の事故が多くなっております。  

 

【中山教育長】 ボールをとったときの骨折とかですか。  

 

【菊池指導課長】  受け取り方がうまくいかなかった、指先をぽんとはねるような形で骨

折をしただとか、ひびが入ったとか、そういう状況のものが多く報告として上がっており

ます。 

 

【安藤委員】  バスケットボールやバレーボール、今年だけの傾向かもしれないですが、

指導される側の注意力であるのか、それとも子どもたちとのコンビネーションなのか、そ

の辺はどうなんでしょう。  

 

【菊池指導課長】  詳細につきましては、また今後いろいろな聞き取り等を含めて確認し

ていく必要があるとは思いますが、指導者についてはきちんと系統立てた練習計画を立て

ておりますので、そういった中でも事故は起こるということも含めて、子どもたちが事故

を起こさない、事故にあわないような形での練習方法についても工夫改善していく必要が

あれば、そのあたりも学校には周知をしていきたいというふうに考えております。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。それでは引き続き、指導課から、「平成 28年度全

国学力・学習状況調査の結果と分析について」、報告願います。  

 

【菊池指導課長】  それでは平成28年度の全国・学力学習状況調査の結果について、ご報

告させていただきます。 

 お手元の資料をごらんください。調査の対象学年は、小学校６年生と中学校３年生、そ

れぞれ国語・算数数学を平成 28年４月19日火曜日に実施しております。本年度の八尾市の
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調査結果についてでございますが、右側（３）、学力に関する調査結果についてをごらん

ください。この表において、小学校、中学校それぞれで国語Ａ、Ｂ、算数Ａ、Ｂ、数学Ａ、

Ｂの内容ごとに、平均正答数と平均正答率、対全国比に分けて記載しております。  

 全国公立小中学校の平均正答率と比較いたしますと、小学校については、国語Ｂにおい

て若干の改善が見られ、前年度より全国との差が縮小いたしました。また、算数Ａにつき

ましては、昨年度に引き続き全国水準でした。中学校においては、全ての教科・区分にお

いて、全国との差が少し広がりましたが、数学Ａについては、ほぼ全国水準でした。  

 裏面をごらんください。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ございます。棒グラフについては八尾市の数

値、三角の折れ線グラフが大阪府、四角の折れ線グラフが国の数値となっております。折

れ線グラフと棒グラフの関係を見ますと、小学校も中学校も、国や府とほぼ同じ分布状況

となっておりますが、全問正解など正答数の高い児童・生徒の割合が、全国と比較すると

差が見られる傾向にあります。この傾向は、今年度に限った傾向ではありませんが、引き

続き、知識や技能を適切に活用する力や、最後まで丁寧に見直しをし、やり切る力の育成

などが必要だと考えております。  

 それぞれの問題についての分析結果につきましては、グラフの下の囲みの中に記入して

おりますように、複数の資料や文章から必要な内容を判断し説明するといった、活用する

力に課題が見られることから、探求型の授業改善をさらに進めていくことが必要だと考え

ております。  

 また、学力向上の取り組みについては、市内全校で学力向上推進事業を行い、外部講師

を招聘して効果的な研修を行ったり、子どもの個別指導等に学習支援員を活用したりする

ことで、各学校ごとの課題に正対した取り組みを進めております。とりわけ、小学校では

放課後学習、中学校ではトライスクールを実施しておりますが、小学校においては、「放

課後にみんなと一緒に勉強するからやろうと思える」といった声や、中学校においては、

「課題作文の取り組みを通じて書くことへの意欲が高まった」「自学ノートで基礎基本の

定着が図られている」といった声を聞いており、今後もさらなる学力向上に向けて、取り

組みの充実を図ってまいります。  

 続きまして、２枚とじの資料、「児童・生徒の質問紙の調査結果について」をごらんく

ださい。この資料につきましては、全 85調査設問の中から代表的なものを抜粋し、①豊か

な人間性について、②基本的な生活習慣について、③読書・家庭学習について、④学校生

活・地域についての４つの項目に分け、分析したものでございます。  

 まず、①豊かな人間性についてでございますが、小学校では、「いじめはどんな理由が

あってもいけないことだと思う」や、「人の役に立つ人間になりたいと思う」「物事を最

後までやり遂げてうれしかったことがある」において、肯定的な回答をした子どもの割合

が、全国の割合より上回りました。また、小中学校ともに、「自分には、よいところがあ

ると思う」と答えた子どもの割合も増加したことから、学習意欲にもつながる自己肯定

感・自己有用感の向上がうかがえます。  

 次に、裏面の②基本的な生活習慣についてでございますが、小中学校ともに、昨年度に

引き続き「同じ時刻に起床する・就寝する」と答えた子どもの割合は増加し、基本的な生

活習慣の確立については改善が見られました。また、小・中学校ともに、携帯電話やスマ
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ートフォンを「１日当たり 30分以上使用する」と答えた子どもの割合は増加し、全国と比

べても、その割合は高くなっております。家庭への啓発等が、今後も大切だと考えており

ます。 

 次に、２枚目の③読書・家庭学習についてでございますが、小中学校ともに「読書は好

きだ」と答えた子どもの割合は増加しましたが、１日当たり 10分未満や、全くしないと答

えた子どもの割合は全国と比べても高いことから、そういった子どもたちへの読書意欲の

向上を図ることが必要だと考えております。  

 また、小学校では「家で自分で計画を立てて勉強している」「家で授業の復習をしてい

る」と答えた子どもの割合は増加しており、昨年度から始まった放課後学習の取り組みの

成果の一つであると分析しており、基本的生活習慣と合わせて、家庭とも協力しながら、

さらなる改善を図っていく必要があると考えております。  

 最後に、裏面④学校生活・地域についてでございますが、小中学校ともに「授業の内容

がよくわかる」と答えた子どもの割合は若干減少いたしましたが、小学校では算数が、中

学校では国語が全国の割合より上回っております。また、小中学校ともに「地域・社会へ

の関心がある」と答えた子どもの割合は増加しており、今後も地域と連携した取り組みを

推進していく必要があると考えております。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。  

 なお、この結果につきましては、この後ホームページにも掲載させていただきます。  

 

【中山教育長】 今の指導課長の説明につきまして、質疑ありましたらお願いします。  

  

【安藤委員】  ④のペーパーのところですけれども、国語の授業の内容はよくわかります

かという小学校の質問の中で、平成 27年度では37％で、それが28年度では33％に落ちてい

る一方でどちらかと言えば当てはまるの数字が増えているんですけども、理解できている

人が少なくなってきていると見えないことはないと思うんですけども、その辺どうなんで

しょうか。  

 

【菊池指導課長】  当てはまる、どちらかと言えば当てはまるという子どもたちの数値で

言いますと、若干減ってきている、それから当てはまると答えた児童については減ってい

るという状況ではございますが、授業がわからなくなった子どもたちがふえたということ

ではなく、例えば授業の内容の中で、アクティブラーニングの視点を入れた授業を取り組

むことで、少し課題が難しくなったと捉えている子どもが若干ふえているであったりだと

か、調査対象が若干違うということもあって、私たちとしては授業がわからなくなった子

どもたちがふえたというふうには捉えておりません。  

 また、学力担当者会等の中でも、各校の捉え方というのが違ってくると思いますので、

そのあたりについては情報共有しながら、授業改善につなげていきたいというふうに考え

ております。  

 

【安藤委員】  別の面ですが、学力向上が今どんどん進んでいると。その中で、各学校の

取り組みということを先ほどご説明されたんですけれども、それは各学校によって、例え
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ば講師を呼ばれる場合、学校が単独で呼ばれるのか、それとも教育委員会に問い合わせて

呼んでいただくのか、その辺はどうなんでしょう。  

 

【菊池指導課長】  各学校は、年度当初に今年度の研究テーマというものをつくられてお

ります。その研究テーマに沿った形で、各学校が例えば〇〇大学の〇〇先生を呼びたいと

思われて、依頼を指導課にされる場合もありますし、先ほどのアクティブラーニングの件

でもそうですけれども、こういった内容の講師を探しているんだけれども、委員会でどな

たか紹介していただけないでしょうかというご相談がある場合もございます。  

 

【中山教育長】 ほかにございませんでしょうか。子どもたちの学力とか生活実態とかい

ろんなことに、教師の指導力というのは密接に関連するので、またこれは、指導課だけで

はなくてしっかりと連携して、学校教育部としてやっていくという体制で取り組んでいた

だけたらと思います。教職員の研修のあたりも、これと連動すると思うので、山本所長、

何かありましたらお願いします。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  例年全国学力実態調査の結果を参考に、次年度の研

修も組み立てておりますので、今回の結果も重々読み取らせていただきながら、来年度の

研修計画に生かしたいと思います。  

 

【安藤委員】  先ほどのご説明の中に、読書時間の問題で、 10分未満の生徒が増えている

とありました。それと読まない人が増えている。それに対する何か呼びかけというのか、

工夫されている点を教えていただきたいなと思うんですが。  

 

【菊池指導課長】  読書活動については、非常に本市においても力を入れてきたところで

ございます。授業の中においては、図書館サポーターを活用した授業を行っておりまして、

読み聞かせであったり、図書館環境の整備に努めていただいているところです。家庭での

読書週間がなかなか定着しないといったあたりについては、家庭との連携というところが

非常に大事になってくると思いますので、家庭への啓発活動を含めて、取り組みを進めて

いきたいというふうに思っております。  

 一方、図書館で読書通帳というのを作成していただいておりまして、読書が好きな子ど

もたちは本当にたくさん活用する中で、どんどん冊数を伸ばしていってるような状況です。

本を読まない子どもたちの中には、何を読んだらいいのかとか、おもしろい本がわからな

いから読まないという子どもたちもいると思いますので、そういった子どもたちについて

は、先ほどの図書館サポーター等を活用しながら、読書の楽しさを知る事が出来るように

また啓発を進めていきたいと思っております。  

 

【安藤委員】  図書館サポーターというのは、各学校に全部おられるのではないんですか。  

 

【菊池指導課長】  小学校については、４時間を単位として週４日、中学校については週

２日、配置をさせていただいているところでございます。  
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【安藤委員】  もう一つはスマートフォンの話で、今、おとなの方も使う人が増えている

んですけれども、使うなとはなかなか言えないと思うんですが、学校ではそういうトラブ

ルというのは起こってないでしょうか、その辺はどうでしょう。  

 

【菊池指導課長】  スマートフォンとか携帯電話につきましては、基本学校に必要のない

ものということになりますので、持ち込まないということになっております。正しい使い

方ということについては、情報教育の中で適切な使い方ができるように、発達段階に応じ

た指導をしているところでございます。  

 

【木下委員】  先ほどの読書の件の続きにもなるんですが、小学生の回答の率と、中学生

の回答の率のずれというのは気になるんですね。その差が一番大きいのが読書です。小学

校が結構読んでいるけれども、中学校に行くと下がっている。その下がる量が、宿題の時

間などよりも大きいんです。これはどうなんでしょうか、中学校の図書館指導なりの体制

にあるのか、それとも発達的な特徴、運動部などで非常に熱心だとも考えられますし、図

書館での読書通帳もそうです。小学校がすごく多いと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

【菊池指導課長】  中学校になりますと、クラブ活動の時間が非常に長くなって、家に帰

ってから宿題もやり、塾にも行きという形で、なかなか時間がとるのが難しいという状況

もあります。ただ、ここ数年の貸し出し冊数の経緯を見ますと、貸し出し冊数はふえてき

ているという状況でございます。  

【中山教育長】 西崎館長、いかがですか。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  図書館でも、中学生や高校生になりますと、貸

し出し点数はがくっと落ちてまいります。これは全国的な傾向でもあるんですけれど、大

阪府では、本年度におきまして、ＯＳＡＫＡ  ＰＡＧＥ ＯＮＥという事業を立ち上げま

して、１ページでも読んでもらおうということで取り組みを進めており、八尾図書館でも

ヤングアダルトコーナーを設けて、中高生が読みたい本を特集して集めたり、あるいは講

座等をして本を勧めたりしております。ただ、なかなか貸し出し点数が大きく伸びないと

いう悩みは依然抱えておりますので、今後とも工夫が必要だと考えております。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。先ほど学校教育部内でと言いましたが、これは教育委

員会事務局が一体となって図書館の本も一緒にいろんなことで子どもの学力向上について

は取り組んでいってほしいと思います。よろしくお願いします。 委員の皆様、よろしい

でしょうか。ほかに事務局、何かありますでしょうか。ないようでしたら、冒頭にお話し

したとおり、議案第33号及び第34号につきましては非公開で行います。本日は、傍聴なし

ということで、引き続きお願いします。  
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（以下、非公開審議） 

 

【中山教育長】 それでは、議案第33号の審議に入ります。提案理由を渞文化財課長より

説明願います。  

 

【渞文化財課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第 33号「安中新田会所跡旧

植田家住宅の指定管理者指定の市議会議案提出の件」につきまして、ご説明申し上げます。 

 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、委員会の議決をお願いするものです。  

 提案の理由でございますが、平成 29年３月31日に指定管理期間が満了となるため、次年

度以降新たな指定管理者を指定する必要がありますので、本案を提出するものです。  

 まず、指定管理者の選定に至る経過及び選定結果についてご説明申し上げますので、恐

れ入りますが資料①をごらんください。公募につきましては市政だより及びホームページ

によって周知し、７月１日から８月 31日までの間募集いたしました。応募書類は文化財課、

文化財施設及びホームページで配布し、現地説明会には２団体が参加し、最終的に２団体

からの応募がございました。  

 選定は、資料②にございますように、学識経験者２名、公認会計士１名と市の職員１名、

その他教育委員会が必要と認める者１名の計５名からなる文化財施設に係る八尾市教育委

員会指定管理者選定委員会が、資料③にお示ししております評価指針に沿って、提出書類

及びプレゼンテーションにより評価、選定を行ったものでございます。  

 選定結果につきましては、資料④の評価集計表のとおり、総得点 500点中338点を獲得し

たＮＰＯ法人ＨＩＣＡＬＩを指定管理者の候補として選定されたところでございます。  

 選定基準の項目では、１、施設運営の方向性や、２、施設活用の観点の項目が高く評価

されております。また、選定委員のご意見をまとめましたものが、資料⑤の文化財施設指

定管理者選定に係る八尾市教育委員会指定管理者選定委員会による講評でございます。  

 施設管理の方向性において、府内の会所屋敷や建造物との連携を進め、八尾の魅力を発

信する積極的な姿勢や、施設活用の観点では、住民参加やボランティアの育成など、歴

史・文化のまちづくりを市民とともに進め、地域を活性化する提案のほか、昔を思い出す

回想法を取り入れた健康増進の方策、放課後博物館といった日常を使う施設を目指すなど、

施設の特色を生かして提案されており、文化財施設としての効用を十分発揮できるとして、

選定委員各位が判断されたものでございます。 

 なお、指定の期間は平成29年４月１日から平成34年３月31日までの５年間でございます。

また、参考資料といたしまして、資料⑥、応募団体からの事業計画概要書及び指定管理者

募集要項等を提出しております。  

 以上、簡単ではございますが提案理由及び選定経過等でございます。よろしくご審議い

ただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。ただいまの提案理由につきまして、委員の皆様

から質疑ありませんでしょうか。  
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【木下委員】  ２団体の評価、資料④を見ると、ⅠとⅡ管理運営の方向性と施設活用の観

点で、圧倒的な点差がついているので、この具体的な評価をもう少し詳しく聞けたらと。  

 そして、ここで、それだけの評価の差があるのに、Ⅳ、Ⅴはそう変わらないというのは、

なぜなんだろうという、疑問があるんですが、いかがなものでしょうか。  

 

【渞文化財課長】  Ⅰ、Ⅱの施設運営の方向性及び観点につきましては、具体的な管理運

営の方向性の提案をいただく部分なんですけれども、今回選ばれましたＮＰＯ法人ＨＩＣ

ＡＬＩは、ボランティアとともに施設管理・運営を行っていくという地域に根差した展示

や、そういうものをいかにまちづくりに生かしていくかという観点に優れ、地域に根差し

た博物館として、ボランティアとともに施設を運営していこうという意識が強く感じられ

たところでございます。 

 また、放課後博物館といった新たな概念、これは神奈川県の平塚市博物館の方が提唱さ

れておりますけれども、施設を日常的に使っていただきまして、おとなの方に来ていただ

くと同時に、児童の方との世代間のコミュニケーションも一緒に図っていくという提案を

いただいております。  

 また、今回健康に関するご提案をしてくださいということを事業計画で上げていたんで

すけれども、そうした中で回想法という、昔のことを思い出して認知症等の予防等、ある

いは改善を図っていくという方策を、今回進めていきたいというご提案もいただいており

まして、内容的に非常に多岐にとんだ提案をされておられたところでございます。  

 それに対しまして、ⅢとⅣ、Ⅴは、余り点差がついてないんですけれども、まず会社の

規模そのものがＮＰＯ法人規模と少人数のスタッフの株式会社という、同じような団体の

規模である点、あるいは文化財の事業実績に関しましても、同じような博物館の指定管理

受けてるということもございまして、差がつくものではなかったというところでございま

す。 

 

【安藤委員】  そのⅣ、Ⅴ、Ⅵですね、その拮抗している部分で、例えば個人情報の保

護・環境への配慮という部分は、例えばいろんな方がみえて、アンケートなどされたとき

のことも含まれているのかなと思うんです。どうなんでしょう。  

 

【渞文化財課長】  アンケートは次の事業に反映していくというふうな形でやらせてはい

ただいておりますが、個人情報等の管理に関しましては、いずれの施設におきましても、

絶対的な条件でございますので、大きな差がつくものではなかったところでございます。  

 ただし、Ⅲの危機管理体制につきましては、本施設に多くの児童・生徒さんが来られて

いることから子どもの安全を図るという意味で、登録制で子どもさんが１人で来られても、

何かあった場合、親御さんにすぐご連絡ができるような提案をいただいております。この

あたりで差がつかない部分、差がつく部分があったと考えております。  

 

【中山教育長】 ほかに、よろしいでしょうか。  

  

【安藤委員】  このⅣの経費の効率性のところの説明をお願いしたいんですけれども、こ
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の経費の縮減額に両方ともが低い数字が入っている。これは高いほうがいいのか低いほう

がいいのか、その辺説明をお願いできますか。  

 

【渞文化財課長】  経費の効率性のうち、12番の経費の縮減額というところで、両方とも

５点という点数がついております。これにつきましては下の表を見ていただきたいと思う

んですけれども、本市が提案した額というのがございます。それに対してどれだけ縮減で

きるかというふうな形で採点しております。ですから、本市の提案額と同額でしたらゼロ

点、５％未満の削減でしたら５点、５％以上 10％未満なら 10点となります。今回いずれも

本市が提案させていただいた額から５％以内の削減ということで、５点となっております。  

 

【安藤委員】  今説明いただいたんですけども、団体が経費を抑えることによって評価は

上げてもらうことがいいかどうかというのは非常に難しいなと思うんですけども、考え方

というのを教えてください。  

 

【渞文化財課長】  指定管理者制度は、確かに経費の削減というのは一つ大きな要素では

ありますけれども、公共施設としてどういう形で市民の方にサービスを提供できるかとい

うところが一番大きなポイントになってくる。  

平成22年の総務省通知でも予算の縮減だけにとらわれるのではなくて、事業全体のバラ

ンスをもって指定管理者を選定しなさいというふうな通知がございます。本市もそれに沿

って、指定管理者制度の運営をしておるところでございます。  

今回も大きなポイントは、Ⅰ、Ⅱの施設運営の方向性と活用で、どういう事業展開がで

きるのか、どういう形で地域博物館としての役割を果たしていけるのかというところであ

ると考えておりますので、経費だけで全てが決定されるものではありません。  

 

【中山教育長】 八尾市の方向性として、地域博物館であったり放課後博物館という形で

あったりということで、今後運営をしていくことについて、かなり採点もつけられている

かと思いますが、よろしいでしょうか。  

 それでは、この件につきまして、原案どおり可決することにご異議ないでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは異議なしと認め、よって議案第 33号「安中新田会所跡旧植田家

住宅の指定管理者指定の市議会議案提出の件」について、原案どおり可決いたしました。  

 次に、引き続き議案第34号に入りますが、その前に事務局職員の交代のために、５分間

休憩をとりたいと思いますので、事務局職員交代させていただきます。  

 

（休憩）  

 

【中山教育長】 それでは議事を再開いたします。  

議案第 34号「平成 28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
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す。提案理由を今岡教育総務部次長より説明願います。  

 

【今岡教育総務部次長】 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ございます。  

提案の理由でございますが、平成 28年度八尾市立幼稚園長人事について、配置換え等を

行う必要があるため、本案を提出するものでございます。  

 

（以下、資料に基づき説明）  

 

【中山教育長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員のみなさま方、何かご

質疑ございませんでしょうか。  

 

【安藤委員】  任期はいつまででしょうか。 

 

【今岡教育総務部次長】 平成29年3月31日までです。  

 

【中山教育長】 それでは、ほかに質疑がないようでしたら、採決に移らせていただいて

よろしいですか。議案第34号につき、原案どおり可決することにご異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】  全委員異議なしと認めます。よって、議案第 34号「平成 28年度八尾市

教育委員会の人事に関する件」について原案どおり可決しました。  

以上をもちまして、本日の議事はすべて終了しました。それでは、10月定例教育委員会

を終了します。 

 

 

 


