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平成２０年 八尾市教育委員会（１月定例会）会議録 

  

【寺前委員長】 皆さん、おはようございます。 

 それでは、ただいまより１月定例教育委員会を開催いたします。 

 まず１２月の定例教育委員会会議録について審議をいたします。委員の先生方、何かご

質疑ございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 皆さん、ご異議なしと認めます。よって、１２月の定例教育委員会会議

録について承認と決しました。 

 次に、１２月臨時教育委員会会議録について審議いたします。 

 委員の先生方、何かご質疑ございますか。 

【全議員】 異議なし。 

【寺前委員長】 全委員ご異議なしと認めます。よって、１２月の臨時教育委員会会議録

について承認と決しました。 

 それでは次に委員長報告を私から行います。 

（委員長報告） 

12月25日（火） 

１月６日（日） 

１月11日（金） 

１月14日（月） 

午前10時15分より、臨時教育委員会議に出席。 

午前11時より、年賀交礼会に出席。 

午後１時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時より、成人式に出席。 

 

【寺前委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いをいたします。 

開 催 年 月 日  平成２０年１月２２日（火） 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

寺前 委員長 

篠原 委員長職務代理者 

百瀨 委員 

山本 委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

・巽教育次長兼教育総務部長・川田学校教育推進長・藤田生涯学

習部長・斉藤教育総務部次長兼総務人事課長・中山教育総務部次

長・浅野教育総務部次長・下司教育総務部次長・倉本生涯学習部

次長兼生涯学習スポーツ課長・松村生涯学習部次長・松岡教育政

策課長・藤井学務給食課長・柿並指導課長・吉岡教育サポートセ

ンター所長・渡邉人権教育課長・竹内青少年課長・大谷八尾図書

館長・蒲生桂青少年会館長・田中安中青少年会館長・岸本文化財

課長・浅田教育総務部参事 
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（教育長報告） 

12月21日（金） 

 

12月25日（火） 

 

12月26日（水） 

12月27日（木） 

 

12月28日（金） 

 

 

１月６日（日） 

１月７日（月） 

１月９日（水） 

１月10日（木） 

 

１月11日（金） 

１月14日（月） 

 

１月15日（火） 

 

 

１月17日（木） 

１月18日（金） 

１月19日（土） 

 

１月21日（月） 

午前10時より、市議会12月定例会本会議（３日目）に出席。 

午後５時より、部長会に出席。 

午前９時より、部長会に出席。 

午前10時15分より、臨時教育委員会議に出席。 

午後２時30分より、図書寄贈に対する市長感謝状贈呈式に出席。 

午前９時30分より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後１時30分より、文化振興事業団理事会に出席。 

午後４時より、職員表彰式に出席。 

午後４時30分より、仕事納め式に出席。 

午後７時30分より、歳末夜警詰所激励訪問に出席。 

午前11時より、年賀交礼会に出席。 

午前10時より、仕事始め式に出席。 

午前９時30分より、部長会に出席。 

午前10時より、行財政改革調査特別委員会に出席。 

午後６時より、八尾地区保護司会 新年交礼会に出席。 

午後１時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時より、消防出初式に出席。 

午後２時より、成人式に出席。 

午前10時より、市議会１月臨時会本会議に出席。 

正午より、八尾地区更正保護女性会 新年交礼会に出席。 

午後３時より、府都市教育長協議会 定例会に出席。 

午後１時30分より、体育振興会理事会に出席。 

午後３時30より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後２時30分より、パネルフォーラム「新潟県中越沖地震被災地に

学ぶ安全・安心の地域づくり」に出席。 

午前10時より、市議会１月臨時会本会議に出席。 

 

【寺前委員長】 ただいまの委員長報告並びに教育長報告について、何かご質疑ございま

すでしょうか。 

【篠原委員長職務代理者】 １２月２６日の図書寄贈に対する感謝状、市長の感謝状贈呈

式ということですが、もう少し詳しく教えてもらいたいんです。まず、先ほどの説明では

絵本中心での寄贈があったということですね。その寄贈先はもちろん市立図書館なんでし

ょうか。そしてその寄贈された方、これは個人なのかあるいは団体なのか、多分個人だと

いうふうに思うんですけれども。 

 なぜこういう質問をするかといいますと、かねがね図書館ですね、学校図書館の中には

やはり地域の方から、もうこれは要らなくなったとかなんとかいろいろな本がいっぱい家

庭に、言葉は悪いですけど埋もれているように思うんですね。こういう機会にどんどんど

んどん活用できるならば、そういう寄贈という形で図書館にくださったら、そういう読書
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ということに対してのこのごろ児童生徒の意欲もちょっとだんだんだんだん落ちていると

いう中で、大いに活用できるんじゃないかなとこう思うんです。 

【大谷八尾図書館長】 １２月２６日の寄贈の件でございますが、市内刑部にお住まいの

女性の方から昨年１２月１８日に１００万円相当の図書の寄贈をいただいたところでござ

います。冊数にいたしますと約１３０冊余りを、八尾には３館ございますので、３館に振

り分けて、それぞれ市民の方にご利用いただくように設置をしたところでございます。 

 近年図書の減少、ちょっと続いているわけでございますけれども、できるだけ多くの方

から寄贈いただくように我々も努力をしているところでございますが、日々図書館に対し

ての寄贈の申し出がございます。我々はそれをありがたくお受けさせていただいて、そし

て再利用できるものにつきましては一般の市民の方にご利用いただくと、そういうような

形をとっておるところでございます。 

【篠原委員長職務代理者】 これ、毎月恒例ということなんでしょうか。今回はそういう

感謝状というのは初めてなのかどうか。 

【大谷八尾図書館長】 今回、市長の方から感謝状をお渡ししていただいたわけでござい

ますが、市の取り組みといたしまして、感謝状につきましては２０万円以上を対象とされ

ていると。それ以下につきましては礼状の取り扱いをされているというようなところでご

ざいまして、寄附の申し受けは随時図書館の方でお受けさせていただいているところでご

ざいます。 

【篠原委員長職務代理者】 これ以上申し上げませんけれども、先ほど質問しました学校

ですね、学校に対する寄贈ということ、これ今、市の３館の図書館へということでござい

ますけれども、各学校へというのはこれはもう学校長の方に立場は移すと思うんですけれ

ども、各地域の方々から各学校へそういう図書の寄贈ということをもっともっとＰＲなり

あるいは盛り上げる方法があるんじゃないかとこういうふうに私は思うんですけれども。 

【藤田生涯学習部長】 今回の寄贈の本につきましては、かなり絵本、大型の紙芝居とか

そういう本が多かったので、あえて小さい子どもから親と親しんでもらうというのを中心

にさせていただいた、こちらからさせてもらったと。ただ高学年の本もございますので、

これはもう一応期間を決めてやはり学校のほうにも一応回していくと。毎年５００冊ぐら

いは私ども図書館のほうから学校のほうへ渡しておりますので、そういう仕組みで一応学

校のほうへも八尾の図書館からお渡しさせていただきます。要望があれば、また司書を派

遣もさせてもらったり相談も乗らせてもらっておりますので。そういう仕組みは一応やら

せてもらっております。 

【柿並指導課長】 学校図書館に対する地域からの寄贈ということでございますが、今現

在も各学校に地域や各家庭のほうから本の寄贈をいただいている現状がございます。もち

ろん学校のほうから再利用可能な本はございませんかというような形で、各保護者のほう

に呼びかけをさせていただいたり、また保護者や地域の方から逆にこういった本があるん

ですが、学校のほうで活用いただけませんかというような申し出をいただきましたときに、

学校がいただいて活用させていただくなど各学校ごとに取り組みを進めているようなとこ

ろでございます。 

 ただ冊数等につきましては、ちょっと資料等ございませんのでご報告申し上げられませ

んが、毎年調査をいたしておりますが、各学校の増加冊数の中には、新規に学校で買われ
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た本とともに寄贈を受けた本というようなところが含まれておりますので、毎年いただい

ているような現状でございます。 

【篠原委員長職務代理者】 今大体説明でわかりました。これからいわゆる古書というの

か古本までいかなくても家庭でいろいろある本の中に、出せば何か再生紙になってしまう

ようなもったいない話があちこちにあろうと思いますので、今柿並課長からありましたよ

うな学校を通じてどんどんそういうのを活用できる方法をさらに模索していただきたいと

こういうふうに思います。結構です。 

【寺前委員長】 他に何か意見ございませんか。 

【百瀨委員】 教育長のほうへ少しだけ教えていただきたいと思います。 

 特に１２月２７、１０日、１８と含めまして、行財政改革等にかなりの多く教育長出席

されております。報道等の中でも今回の機構改革の中で青少年課が市長部局のほうへ移管

されたと報道されております。ひとつこの件につきまして、教育長のほうで知っておられ

る部分、総論的な部分でなく各論的な部分の中で、少し教えていただけたらと思います。 

【中原教育長】 今回の機構改革の中で、青少年課が市長部局に移管するということにな

りましたが、子育てで、教育の視点と福祉の視点が非常に大事だろうと思います。いろん

な相談事になったとき、教育の話しだけでなく、医療や福祉やそれから司法というような

ところでかかわることが多くなって、とりわけ福祉との連携をしないととてもやっていけ

ない部分があります。そのようなこともあり、移管はするんですが、常に連携を今まで以

上にしっかりして、一人の子どもを多角的に見ていこうというのが今回の趣旨でございま

す。 

 いろんな考え方はありますが、教育の機能、青少年教育の視点をしっかり持ちながら、

市長部局の福祉と連携するという、簡単に言えばこういうような形になっております。 

 もう少し深くならば、後でお答えさせていただきたいと思います。 

【松岡教育政策課長】 特別委員会につきましては、極めて異例ではございましたが、事

務分掌条例及びそれに伴う補正予算が継続審議ということで、１月に特別委員会が再度開

かれるという形になりました。 

 さまざまな議論がされておったわけでございますが、教育委員会の部分につきましては、

ただいま教育長のほうから説明がございましたが、青少年課、それから青少年課所管の施

設、それから両青館ということで、その三つが市長部局の子ども未来部に移管、統合され

るということでございまして。 

 あとそこの部分には現在の福祉部門にございます保育施設課、子育て支援課、いわゆる

保育部分の機能が統合され、なおかつ福祉の一部も統合されるということでございまして、

就学前の子どもさんから青少年期まで一貫して施策を検討していく、推進するという部局

になろうかと思います。 

 ただご承知のように、当然のことでございますが、学校教育を含む教育部分につきまし

ては、当然法的にも教育委員会の所管ということは変わりはございません。ただ、時代の

流れと申しますか、総合行政が求められる中で、一般的に言われています中では、年齢別、

対象者別の行政ということが一つございます。子どもを全体的に縦割りではなくて対応し

ていこうということにつきまして、ただ教育委員会に残る学校教育とか生涯学習、社会教

育というものがございますので、そういった部分とは当然引き続きさらに連携をしながら、



 

－5－ 

大きな枠組み、例えば次世代育成支援とか青少年健全育成といった部分については、両者

が連携して今後とも進めていこうということで、今回の機構改革ということでございます。 

【百瀨委員】 政策課長より説明していただきましたので、十分理解できたわけですけれ

ど、常に子どもを中心に据えてかかわっていくということですので、そのことの意味にお

きまして、これからもぜひ連携をとりながら進めていただきたいとそう考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

【寺前委員長】 ほかに何かございますか。 

 ないようでしたら、次に移らせていただきたいと思います。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 今月は議案の審議はございませんので、報告事項に移らせていただきたいと思います。 

 まず最初の報告事項ですが、平成２０年度八尾市幼稚園園長等候補者選考について、中

山次長から報告をお願いいたします。 

【中山教育総務部次長】 総務人事課より、平成２０年度八尾市幼稚園園長等候補者選考

について報告いたします。 

 今年度末におきまして、市立幼稚園で園長の退職者が生じますので、お手元にお配りい

たしております八尾市幼稚園園長等候補者選考要領に則りまして、園長、主任の選考を執

り行いますのでご報告申し上げます。 

 園長は、２、選考のところのＡの（２）にありますように、幼稚園教諭一種免許状を有

する者で、４０歳以上５７歳以下の者、かつ主任の職に３年以上の経験を有する者を該当

者としております。 

 また主任につきましては、裏面にありますＢの（２）に明記しておりますように、幼稚

園教諭一種または二種免許状を有する者で、教職経験５年以上で５７歳以下の者を該当者

としております。 

 選考人員は、平成２０年度任命しなければならない任命予定者の２倍以内の数を選考し

ようと考えております。 

 試験日程につきましては、２月２日（土）に個人面接を行いまして、筆答は２月４日

（月）に行う予定をしております。 

 以上簡単ではございますが、八尾市幼稚園園長等候補者選考についてご報告させていた

だきます。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 ただいまの報告に関しまして、委員の先生方、ご意見ございますでしょうか。 

【篠原委員長職務代理者】 これはもう例年と全く文言変わったところございますか。 

【中山教育総務部次長】 これは必要年次において実施しておりまして、平成１７年度に

行ったときからの変更はございません。 

【寺前委員長】 それでは、私のほうから一言だけちょっとお聞きしたいんですけれども。

任命予定者の数ですね、２倍程度ということですけれども、まだ確定はしていないんです

か。何人ぐらい、どうですか。 

【中山教育総務部次長】 現在、今年度の退職予定者が６名ございます。それと嘱託園長

のほうの絡みもありまして、なおかつ選考を行った上で、本当に園長としてやっていただ
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けるかどうか等々も含める中で、任命予定者、次年度２名の退職者も見込みまして、任命

予定者の数を決めていきたいと考えております。 

【寺前委員長】 もう一点ですけれども、選考のところの（１）ですね、園長のところで

すけれども、現に指導主事である者及び校長経験者については筆答試験、面接試験を免除

することができるとこういうふうになっていますね。特に一応できるということになって

おって、筆答も面接も両方とも免除とこういう形でなされているんですか。指導主事なん

かの方ですね。 

【中山教育総務部次長】 ここにあります指導主事というのが、今年度はいないのですが、

幼稚園の主任を経て、一度園長テストを受けた者で、指導主事として入っている年度がご

ざいます。そのようなときに関しましては免除という形をとらせていただいております。 

【寺前委員長】 ということは、両方とも免除とこういうことですか。 

【中山教育総務部次長】 はい。なおかつ、現小・中から上がってきました指導主事につ

きましては、この文面からは対象となるんですけれども、資格のところに幼稚園教諭一種

免許状を有する者ということになりますので、幼稚園教諭の一種免許状が必要となります。 

【中原教育長】 これは、府も同じですが、任命権者である、教育委員会に入っている場

合は選考を免除することになります。ほとんどがそういうような形で任命権者である教育

委員会に所属している指導主事についてはそのまま辞令だけで現場へ行くという形態をと

っており、これは府と同じような形態を市もとっているということです。 

【寺前委員長】 例えば校長の任用試験で指導主事、八尾市でおられる方なんかでしたら、

筆答試験は免除やけども面接なんかはなさっているのと違いますの。それはどないなんで

す、府のほうで。 

【中山教育総務部次長】 市から府の試験を受けに行く場合、指導主事であれば面接はあ

るんですけれども、府の指導主事には府の任命権者の中の指導主事ですので、府の指導主

事に関しては今度校長で出るときには面接も免除という形です。 

 だから今回市の任命権者になりますので、同じ形をとらせていただいております。 

【寺前委員長】 よく説明でわかったんですけれども、今日的に非常に管理職の先生も大

変厳しい時代ですので、筆答試験は僕はいいと思うんですけれども、なにせ現におるから

というて面接まで免除するということについては、ちょっと今のこの時代にそれでいいん

かなという気がしたもんで、今回はこれでいいとしても、一遍将来のことも見据えて検討

していただいたらどうかなと、こういう思いを持ったわけですので。 

【中山教育総務部次長】 今後の懸案事項として引き継いでいきたいと思います。 

【寺前委員長】 推進長、どないです、その辺は。 

【川田学校教育推進長】 指導主事につきましては、府の指導主事を現場に管理職で戻す

場合ですが、そこの所属長の必ず内申、意見具申をいたしますので、それをもって免除と

いう形でのものになっているというように思っております。 

 本市の場合も指導主事職を見ておりますと、日々の業務を行う中で面接以上のことはし

ているなという感じはしておりますので、そういう面で、業務と取り組む姿勢等も加味し

ての内申があるというふうに考えております。今回の案につきましてはお示しいたしまし

たようにさせていただいておりますが、委員長からのご指摘もございますので、持ち帰ら

せていただいて検討させていただきたいと考えております。 
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【寺前委員長】 他市の状況等も踏まえて検討していただいたらとこのように思います。

結構ですよ。 

 他にはございませんか。 

 他にご意見がございませんので、次に入らせていただきたいと思います。 

 平成２０年度八尾市教育重点目標中間報告につきまして、松岡課長から報告をお願いい

たします。 

【松岡教育政策課長】 それでは、平成２０年の度八尾市教育重点目標策定に向けまして、

１１月１７日以降、これまでに計３回のワーキング会議を開催し、検討を重ねてまいりま

した。本日はワーキング会議において検討いたしました内容を踏まえて策定いたしました

中間案につきまして、別紙資料に基づいてご説明をさせていただきます。 

 それでは、まず初めに、大きな変更点につきましてご説明をさせていただきます。 

 本市では、先ほどもございましたが、機構改革に伴いまして、次年度から生涯学習部の

青少年課及び桂青少年会館、安中青少年会館が市長部局であります子ども未来部へ移管さ

れる予定でございます。移管後は青少年課及び桂青少年会館、安中青少年会館所管の業務

が子ども未来部で行われることになります。これまで教育委員会が担ってまいりました青

少年の健全育成に係る取り組みが市長部局で行われることとなります。 

 なお先ほどご説明を漏らしておりましたが、事務分掌条例の変更に基づく教育委員会の

規則改正につきましては、３月定例会でご審議をお願いしたいと考えておりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 ワーキング会議ではこららの点を踏まえまして検討を行い、加筆修正を行ったところで

ございます。 

 それでは２ページをお開き願います。 

 「はじめに」の６行目におきましては、「地域での青少年健全育成の活動」を削除する

必要があることから、５行目の、「「人権と共生の世紀」と言われる今」以下の文章を削

除するとともに、本市の教育が「「人権と共生の２１世紀を担う」人間の育成をめざして

いる」旨の表現に改めております。 

 また、五段落目では、機構改革後も市長部局の連携のもと、教育コミュニティの構築を

さらに推進する必要があることから、「八尾市次世代育成支援行動計画及び青少年健全育

成重点目標などの趣旨を踏まえ」という文言を加えております。 

 次に、３ページをお開き願います。 

 ３ページにおきましては、平成２０年度に限った表現といたしまして、今回の機構改革

について説明をするとともに、機構改革後も社会教育法に定めのございます社会教育とし

ての青少年教育をさらに充実させる必要があることから、アンダーラインで示しておりま

す文言をつけ加えております。 

 次に、４ページをご参照ください。 

 ４ページでは、青少年の健全育成に係る取り組みが市長部局へ移管された後も、学校園、

家庭、地域社会による教育コミュニティの構築及び家庭教育の推進が重要であることから、

教育重点目標の４本柱の一つであります「青少年の健全育成の推進」を「総合的な教育力

の向上」に改めるとともに、「心豊かな青少年の健全の育成の推進」を「教育コミュニテ

ィの構築」に、それぞれ大阪府を参考にしながら改めたところでございます。 
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 次に、７ページをご参照ください。 

 ７ページにおきましては、「青少年の健全育成の推進」という見出しを「総合的な教育

力の向上」に改めるとともに、知・徳・体、調和のとれた人間を育成するためには教育コ

ミュニティの構築を推進することが重要である旨の表現に改めております。 

 また、家庭教育の推進に関しましては、アンダーラインで示しております文言を加えて

おります。 

 次に８ページの、心豊かな青少年の健全な育成の推進におきましては、見出しを「教育

コミュニティの構築」に改めるとともに、青少年の健全育成に関する記述を削除し、アン

ダーラインで示しております文言に改めております。 

 次に飛びまして、１８ページをご参照願います。 

 １８ページでは、「心豊かな青少年の健全な育成の推進」という見出しを、「教育コミ

ュニティの構築」に改めるとともに、（１）に、「子ども未来部など、関係諸機関との連

携を強化する」という文言を加えております。 

 また、（２）では、必要な文言修正を行うとともに、アンダーラインで示しております

文言を加えております。 

 なお、従前の青少年課及び桂青少年会館、安中青少年会館に関する記述であります

（３）から（６）はすべて削除いたしておりまして、従前からございます青少年課所管の

青少年健全育成重点目標の中に反映される予定でございます。 

 次に１９ページをお開きください。 

 １９ページにおきましては、家庭の日の取り組みにつきまして、青少年課所管の事業に

関する記述は削除しておりますが、次年度以降も教育委員会としてかかわりが非常に深い

ということから、「子ども未来部など、関係諸機関との連携を強化する」という文言を加

えております。 

 以上が機構改革に伴います変更点でございます。 

 次に、その他の変更点についてご説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、１０ページへお戻りを願いたいと思います。 

 １０ページの安全で安心できる学校園づくり（７）では、教職員の大量採用期を迎えて

いるということから、「八尾の教育の継承・発展のため経験の少ない教職員の育成に努め

る」旨の文言を加えております。 

 次に１１ページをお開きください。 

 １１ページの確かな学力の充実におきましては、情報教育に関する（４）を削除いたし

まして、情報モラルに関する記述を１２ページの（１２）に統合いたしております。 

 次に１３ページに参りまして、１３ページの健康教育・体力づくりの推進（３）では、

次年度から各校において食に関する全体計画を策定することから、アンダーラインで示し

ております文言を加えております。 

 次に１４ページをお開きください。 

 １４ページの進路指導の充実（２）では、特別な教育的支援の必要な幼児・児童・生徒

の就園就学に関して、一人一人の教育的ニーズや本人、保護者の意向を把握しつつ支援を

行う必要があることから、必要な文言修正を行っております。 

 次に１５ページをお開きください。 
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 １５ページの生徒指導では、児童生徒の携帯電話保有率が高まり、インターネット利用

が広がる中で、誹謗中傷、人権侵害に関する事象が増加傾向にあることから、（７）にア

ンダーラインで示しております文言を加えております。 

 次に、１２月本定例教育委員会協議会において重要課題であるとご指摘いただきました

学力向上についてご説明申し上げます。 

 学力向上につきましては、過去３年間、本市独自の学力実態調査を実施するとともに、

昨年度は国におきましても学力等の実態調査が行われまして、今後はその結果の活用が望

まれているところではございますが、２ページの「はじめに」におきまして、確かな学力

の育成に向け、学校での指導方法や内容等の工夫改善に努めることを明記するとともに、

６ページの生きる力を育てる教育と教職員の意識改革の推進では、学力実態調査の結果を

踏まえた指導方法の改善に努め、基礎・基本の定着を目指すこと、１２ページの（９）で

は、その具体的方法等について記述をいたしておりました。次年度におきましても、その

徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 その他詳細な説明は省略させていただきますが、数カ所におきまして必要な文言及び字

句修正を行っておりますので、ご了解いただきますようお願い申し上げます。 

 以上、平成２０年度八尾市教育重点目標案の中間報告について、甚だ簡単でございます

が説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【寺前委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の先生方、ご意見ございますでしょ

うか。 

 そうしたら私のほうからお聞きしたいんですけれども、過日の協議会でもある程度意見

交換もさせていただいて、その中でこの６ページの、豊かな教育活動の推進のところで、

ＮＰＯ法人等ということの関係について委員のほうからもご意見ございましたけれども、

この文言についてその後何か検討されたか、いかがなものですか。 

【松岡教育政策課長】 前回の協議会でもさまざまな点について、各委員からご指摘をい

ただきました。各項目につきましては現在検討中でございますけれども、本定例会議のほ

うで再度ご検討いただけるということでございましたので、詳細につきましては、全体の

ご意見を伺った後に、最終的に全体としての文言修正等させていただきたいなというふう

に思っております。 

【寺前委員長】 ということは、今日もう一度意見交換を交えてやりたいなということで

すね。わかりました。 

【篠原委員長職務代理者】 先ほど課長からの説明によりまして、３ページの基本概念に

かかわる文言ですね、それちょっといらいたいような気もするんですけれども、最終的に

は来月の教育委員会議でもって決定するとこういう流れですね。３月ですか、２月ですか

ね。 

【松岡教育政策課長】 スケジュール的なものもございますので、ただ、まず今回の部分

につきましては、大規模な機構改革の分も含めた話がございます。そちらの形式的には規

則改正とのかね合いがございますので、２月か３月と、ただ規則との関係もございますの

で、それも含めたものになると３月になる可能性も一部あろうかなというふうに思ってお

ります。 

【篠原委員長職務代理者】 今の関連ですけど、子ども未来部の設置に向けてですけれど
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も、３行程の文言を修正してどこへ持っていくのかという、この初めのところはどうかな

と私迷うとるのですけれども。そのほかこういうふうに変わりますよというだけの説明で

いいのかどうか。位置づけというのは難しいと思うんですが。 

 それから松岡課長の説明で、前回の協議会で文言について若干触れさせていただきまし

たけれども、また同じことを申し上げていいんですかね。３、４点申し上げたんですけれ

ども、その中の、気になりますのは１０ページの、教職員の大量採用期を迎えという

（７）ですね。ここのところで、前回申し上げたのは、「八尾の教育の継承・発展のため

経験の少ない教職員の育成」、「経験の少ない教職員の育成」と、こういうふうにも読み

取れますので、ここらの文言を考えてほしいということで、私は前にも提案申し上げたの

は、「教職員の大量採用期を迎えて、一層綿密な研修をされること」とか何かそういう文

言はどうかなということを申し上げましたんで、再度提案したいと思います。 

 それとあとの「てにをは」のところはもういいと思いますので、私のほうからは、です

からそれだけでいいと思います。以上でございます。 

【寺前委員長】 百瀨委員、何かございませんか。 

【百瀨委員】 まずこれだけの文章、十分に担当に事務局のほうで練った文章ですわね。

また重いですので、これは十分に受けとめて進めていかなければならないなと思っており

ます。 

 感想めいたことでお願いということならば、やはりこの重点目標がすべての教育活動等

いろいろな場面の中でバイブル的なものとして活用されていってほしいなと。そのために、

これ総花的にこれ何でもかんでもやるんではなくて、例えばこの中から一定に各分掌、各

担当において、この重点目標を受けて、橋を、ここに一本橋をかけるんだと。そしてその

一本橋を各担当がかけていくさいの一つの大きな目標みたいなものとしてしっかりと見え

るような設定ができればなと。そこのところ各学校へ各分掌等がどんどんどんどん渡って

いくときには、それは十分にこの重点目標を中心に進んでいることを認めていただいて、

そして渡り切ったときに、ああよかったねと言えるようなひとつ設定が見えるようになれ

ばなと。そのあたりを十分に校長会等の中でひとつ重点的に絞ったことについても含めな

がら、具体なものを示していただけたらなという気はします。 

 特に機構改革等ありますので、このあたり教育委員会事務局だけで進めるんじゃなくて、

市長部局のほうからも来ていただいて、このあたり十分、こういうことでやっていくんだ

と、そのあたり校長会とも連携とって、市長部局とも連携をとりながら進めていただきた

いとそう思っております。 

 ただ、文言的なこともいいというならば、少し自分の個人的な思いですけれど、これは

間違っているんじゃなくて少し考えていただけたらなということで、聞いていきたいと思

います。 

 まず６ページです。 

 これは自分の思いですが、この言葉が少しいいのかどうかということで、「自己の個性

の発見」という言葉があるんですね。「自己の個性の発見」という言葉が少し自分として

は具体に読んでいくと、この言葉がどういうように解釈したらいいのかなということをふ

と疑問に思いましたので、再度検討してみてください。 

１０ページになります。 
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 ここのところですね、教職員大量採用期を迎え、八尾の教育の継承・発展のための経験

の少ない教職員の育成という言葉の中で、経験の少ない教職員の育成という言葉がちょっ

とこの辺当たり。 

 そして次は１２ページ、本当に細かいことになって申しわけないです。１２ページの

「わかる授業」というところの中で、（１２）ですね。ここのところで情報モラルの育成、

情報モラルの徹底、どちらのほうが適切に考えるのか、徹底したほうがいいのか、育成な

のか、少し見ていただけたらななんて思いました。 

 それから１４ページの（５）に当たります、上のほうです。 

 卒業生の定着指導という言葉が全文の言葉の流れの中で定着指導て何なのかと、このあ

たり少し具体なものが出ればなと思いしたので、このままでよかったら、進めていただい

ていいですけど、ちょっと見ていただけたらと。 

 それから１６ページ、いいですか、この細かいことでも。申しわけないです。せっかく

練っていただいたところを。自分として読んでみて、上から（４）、行動力まで高めると

いう言葉に、行動力にが入ったのがいいのではないかなと、この「に」という言葉を自分

の中には据えてみました。（４）のところですね。「に」が入ったほうがより的確に表現

できるのではないかなと。 

 それから一番下に当たります（１）、支援学校のところですけれど、一番最後の行にな

ります。推進体制のもとに、より障害の状況をふまえたきめ細かい指導ということで、こ

れもこのまま十分意通っているわけですが、自分はこういうように解釈してみました。も

とにある、「より」を取っていただいて、障害の状況をふまえた「より」きめ細かい指導

がなされるというのが、強く意が通るのではないかなという気がしました。 

 それから１８ページ、強化するという、（１）になります。強化するでとめております

が、前後との関係から「こと」を入れておいたほうがいいのではないかなという気がしま

したので、この「こと」を自分なりにちょっと修正してつけ加えてみました。いかがです

か、またご検討ください。 

 細かいこと言いましたが、文章的な表記の中で思ったことを述べさせていただきました

ので、検討のほうをよろしくお願いいたします。 

【寺前委員長】 山本先生、何かありますか。 

【山本委員】 一言だけ言わせていただきます。 

 １７ページの４番の、ＬＤやＡＤＨＤの件なんですけれども、特別支援コーディネータ

ーの方を中心として、連携に努めるとあるんですけれども、それだけではなくて、幼・

小・中の高も含めてですけれども、全先生方にもっと徹底して、このＬＤ、ＡＤＨＤとか

自閉症について理解を示していただくことと、それともっと知識を持っていただきたいと

いうことを私は思っております。これは保護者の立場から言わせていただきました。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 過日の協議会等でも意見交換もさせていただきまして、今日また新たに百瀨先生並びに

山本先生からもご意見もございました。これらを踏まえて、またワーキング会議のほうで

ご検討願いたいなとこのように思います。 

 また、次回の協議会のときにでもご提案していただければとこのように思っております。 

 教育長、それでよろしいですか。 
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【中原教育長】 はい、ありがとうございました。 

 特に昨年、今年度から昨年度へ通年的なものとして、一つ国全体の問題点になっており

ます学力の問題がございますので、そこが比較的見えやすいように、レベルのところでこ

ういう事実を持っていって、どういう方向性か、特に事務局で考えていただいております

ように、校区で学力を上げていこうやないかという取り組み、それから朝からもちょっと

話出たんですけれども、研究授業がやっぱり少ないということ、大阪ゼロというところが

何ぼかあるということですし、やっぱり研究、教員としての教育内容を研究して、そして

具体的なものにしていくというようなことが、どこかに目出しされていて、それを校長会

で徹底していくというような方法がいいでしょうし、あと規範意識の関係もあります。そ

ういうところをちょっと見えるような形でまたしていただいたらありがたいなと思ってお

ります。 

【寺前委員長】 今、教育長がおっしゃいましたように、とりわけたまたま僕は今日新聞

見ておったら、授業研究をともなう校内研修、これ府教委の調査ですけれどもゼロの学校

もあると。多いところは１５回もやっているというような記事も載っていましたし、朝、

ちょっと皆さんと話もしておったんですけれども。やはり教職員の研修ということは大変

大事なことで、サポートセンターでも、あるいは指導課でも、随分やっていただいていま

すけれども、やはり学校現場においてこれをやっていただくということで、よりきめ細か

く指導できるんじゃないかなとこのように思いますし、また自分ところの学校の実情に応

じた研修もやってもらえるとこのように思いますので、これはまた校園長会等で指導して

いただければなとこのように思います。 

 実態をつかんでいただいていたら、柿並課長、そうしたらお願いします。 

【柿並指導課長】 今、授業研究の件がございましたが、本市におきましては、昨年１８

年度におきましては、およそ幼・小・中、３校種合わせまして年間２４０回程度の校内授

業研究会が行われております。この中には新任の授業者が行う授業研は含まれておりませ

んので、さらに新任の先生方のされている授業研を含めますと膨大な数に上るというふう

に考えております。 

 主に指導課、指導主事が中心となりまして、これらの研究会に指導助言に行っておりま

すが、指導課、指導主事だけでは当然間に合いませんで、各課の指導主事の先生方にも応

援をいただきながら実施をしておりますが、特に実施の多い曜日等になりますと、全指導

主事が出てまいりましても、指導助言お断りをしなければならないというような日もござ

います。 

 さらに各学校では、先ほど申し上げました２４０回というのは指導主事が指導助言に参

りました回数ですので、それ以外にも各学校独自の授業研を実施されておられるところも

ございますし、また自主授業研といいますか、それぞれ学園単位で授業を相互見学をしな

がら研究をしていくというようなことに取り組んでいただいている学校も多数ございます。 

 また昨年度授業研を一度も実施しなかったというような学校は八尾にはございません。 

【寺前委員長】 指導課長のほうから本市の実態についてご報告願ったわけですけれども、

この件について何かご意見等ございますか。 

 僕からちょっと一つだけお聞きしたいんですけどね、このいわゆる今の指導の関係です

けれども、八尾の場合幼・小・中、先ほどひっくるめて２４０回とこういうご報告ござい
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ましたけど、ちょっと前いわゆるこの重点項目についての点検したものをいただいたこと

があったわけですけれども、そのときの書類をちょっと見ましたら、幼稚園と小学校は非

常に多いんですね。学校の数も小学校に比べたら中学校少ないですけれども、極端に中学

校少なかったように思うんですけれども、そういったあたりどないです。 

【柿並指導課長】 ご指摘のように確かに中学校と小学校の回数の比較をいたしますと、

中学校のほうが少ないという現状はございます。中学校はご存じのように教科に分かれて

いる関係がございますので、それぞれの教科ごとの授業研究というような形になっており

まして、学校全体での授業研究会というのは、小学校のように同じ課題を全部で共有して

というような形で実施されるケースとは若干異なる部分があると考えております。 

 そのあたり、どのような形で克服をして、中学校の授業研等もさらに充実をさせていく

ことが今後必要と考えております。 

【寺前委員長】 今、柿並課長の方から報告いただいたわけですけれども、極端に少なか

ったんですわ、中学校。幼稚園も多いんですよ。それが僕ちょっと気になっていたことが

あるんです。だから一遍、もう一遍十分点検していただいて、また場合によっては次の協

議会の場でも報告なり、どういう取り組みを今後していくんかというあたりも含めて、ひ

とつお願いしたいなとこのように思います。 

 そうしたらこの件につきましては、また次回の協議会等でワーキング会議のほうで一定

整理していただいたものを報告していただくということで終わらせていただきたいと思い

ます。 

 それでは次に移らせていただきます。 

 次に、八尾市奨学基金への寄附採納について、藤井課長よりご報告願います。 

【藤井学務給食課長】 学務給食課から、八尾市の奨学基金への寄附についてご報告申し

上げます。 

 昨年１２月２５日に大阪市在住で、八尾市にあります日精テクノロジー株式会社取締役

会長でございます辻花氏より、八尾市に対して５００万円の寄附をいただきました。その

うち３００万円は福祉政策にということで、あと２００万円を八尾市の奨学基金へという

形で教育委員会へは２００万円の寄附をいただいたということでございます。 

 以上、簡単ではございますが、報告させていただきます。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 ただいまの報告に関しまして、委員の先生方、何かご意見ございませんか。 

 それではないようでございますので、次に入らせていただきたいと思います。 

 次に、パネルフォーラム「新潟県中越沖地震被災地に学ぶ安心・安全の地域づくり」に

ついて、倉本生涯学習部次長よりご報告を願います。 

【倉本生涯学習部次長】 それでは、パネルフォーラム「新潟県中越沖地震被災地に学ぶ

安心・安全の地域づくり」についてご報告申し上げます。 

 １月１９日（土）午後２時半から、市役所６階大会議室において、中河内地区ＰＴＡ協

議会、八尾市ＰＴＡ協議会が共催し、昨年７月に新潟県中越沖地震で被害を受けた柏崎市

の教育委員会や学校関係者を招いて、パネルフォーラムを開催したところ、市内外の保護

者や学校、消防、防災関係者など１０３名もの参加をいただき、盛会に終わりました。 

 開催のきっかけは、自衛隊の勤務する八尾市ＰＴＡ協議会会長の田原正伸氏が、現地で
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の救援活動を行う中で、柏崎市日吉小学校の校長先生との交流を通じて、今回の被災体験

から学んだことを話してほしいと申し出たことにより実現し、震災時の子どもたちのケア

を主にして防災意識、地域連携を高める目的で行ったものでございます。詳細については

別紙開催要項に記載しておりますので、ご参照ください。 

 当日は、市長、教育長に講師の方々で表敬訪問を行った後に、パネルフォーラムに移り

ました。 

 まず、柏崎市の涌井学校教育課長が、被災時の際、教育委員会として行った応急対策、

県や市との連絡調整等について報告した後、続いて日吉小学校の松井教頭より、小学校現

場において行った２４時間体制での子どもへの対応を中心に報告していただきました。 

 次に、教育センター臨床心理士の小林先生より、被災後すぐに小学校内に子どものケア

ルームを設け、児童や保護者の急性ストレス性反応の対応に当たった様子についても説明

されました。これらにつきましても別紙に添付しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 その後、帝塚山大学の神澤教授のコーディネートのもと、参加者との質疑応答が行われ、

大地震が発生したときに子どもたちを安心させるにはどうすればいいか、学校再開に向け

てどのように取り組まれたかなど、活発な意見交換が行われました。 

 お話の中で重要なポイントは、教育委員会と学校現場の対応が迅速であり、児童の安否

確認がわずか１日で済んだことや、再開に向けた対応などが滞りがなかったことがありま

す。これらには２００４年に起きました中越地震の経験が教訓となっており、迅速な対応

にはふだんから学校、家庭、地域が連携し合って、子どものために今何が重要か、ふだん

から想定し、コミュニケーションをしている結果と言えます。 

 その他当日の様子をコピーした資料、また柏崎市教育委員会で取り組んでいる学校、家

庭、地域の三者が実践、体験、創造と三つのアクションを行う３・３・３運動についても

資料提供いただきましたので、添付しております。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、パネルフォーラムの報告とさせていただきます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 今、倉本次長のほうから報告ございました。この件について何かご意見ございますでし

ょうか。 

 今の倉本次長の報告を聞かせていただいたら、柏崎市の取り組みがうまくいって、非常

に子どもたちのケアについても十分なされたというような報告があったわけですけれども。 

 せっかくのパネルフォーラムですので、これさっき１０３名ということでしたけれども、

この大会議室といったら相当入れるのと違います、人数的には。 

【倉本生涯学習部次長】 大会議室につきましてはキャパが大体１００名ちょっと程度で、

３人がけの机でございまして、それとっぱろうたらもう少し入るんですけれど。それ以上

入りますと、消防法上もちょっと問題が出ます。 

 急遽の話でございまして、プリズムホール等押さえようとも考えたんですが、いろいろ

事情がございまして、大会議室でさせていただきましたが、ＰＴＡの方々につきましても

この市庁舎内にこういうふうな大会議室という形で集まる場があるということもご紹介さ

せていただきまして、よかったなと思っております。 

【寺前委員長】 せっかくのこういう取り組みでしたんで、もう少し大きな会場等も用意
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していただいて、十分ＰＲもしていただいたら、もっと来られたんじゃないかなと。今日

的には非常に大切な企画やと思いますし、今震災、災害教育についても結構課題になって

きていますし、まだまだ十分なされてないということで、マスコミでも報告されておるよ

うな状況でございますので、本市としましても、またそれぞれの学校では避難訓練等もな

さっているようですけれども、新年度に入りましたらもう一つ突っ込んだ取り組みが必要

じゃなかろうかなとこのように思います。 

 ほかに何か。 

【中原教育長】 私も当日にこれを聞かせていただいたんですが、報告された方がおっし

ゃっていたのは、前に中越地震があって、そのときの対応がマニュアル化されていて、今

回地震が起こったのでうまくいっているということです。やっぱり風化させてしまうと、

よく災害は忘れたころにやってくるといいますが、忘れないように常に委員長おっしゃっ

たように訓練を続ける必要があるやろうなというのが一つと、それから今回児童生徒のけ

がが５名ということで、極めて少なかった。亡くなっている方はほとんどがお年寄りで、

各家庭では耐震化を進めていたとのことです。子どもがいる家庭は耐震化を進めていたん

ですが、お年寄りの家庭は耐震化を進めていなかったようです。この差が出てきたという

ことです。 

 それともう一つは地域との連携がうまくできているので、今報告の中にありましたけれ

ど、安否確認が極めて短い時間、数時間のうちに安否確認できた学校もあるようです。や

っぱり地域のコミュニティの関係、Ａさんのことを学校が知らなくても、ＢさんがＡさん

のことを知っているというネットワークみたいなのができているみたいです。 

 一番困ったのは、家に住めなくなって他の地域に転居してしまった例などです。もし、

近所の人に、どこどこへ行くわね、と言っていったら安否確認できるんですけれども、突

然いなくなったからどうなっているんやろうということで安否確認に時間がかかった。だ

からやっぱり一言かけたりかけられる状況をつくっておくことが必要になります。隣はい

ないけれども下敷きになっていないということがわかったら、そこを探さなくてもいいわ

けですので。そういう関係をどういうふうに構築していくか、地域全体の課題であり、学

校も含めて考えていく必要があるなと感じさせられました。 

 恐らくＰＴＡの方が、たくさん聞いていただいておりましたので、次年度何らかのアク

ションがあるだろうなというふうに思っております。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

【藤田生涯学習部長】 私も途中でちょっと退座したんですけれども、山本教育委員さん

も来られていましたんで、感想を聞いていただいたらいいと思うんですけれど。 

 これ、まず中越地震が教訓になったようですけど、この資料にもございますように、そ

れ以後、柏崎の教育３・３・３運動というカラー刷りの表をごらんいただいたらとてもお

もしろいと思うんですけど、こういうふうに三つにまず割って、さらにカラーを三つで割

って、結局２７のトータル事業に集約しているんですね。私どもも教育重点目標がござい

ますけれども、非常にわかりやすい具体的な実践を掲げていまして非常におもしろいなと

まず思ったのと、この中越沖地震で小学生、特に中学生が中心になって皆大人が勤めに出

た後の空きスペースの掃除を行ったり、小学生がまたお年寄りに声かけてラジオ体操をし

たりとか、非常に実践的にやっているんですね、子どもたちが。そんなことに非常に感心
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しましてね、ちょっとうちも具体に目に見えたものをもっとやらなあかんなというのを感

想として持っております。 

【寺前委員長】 この阪神・淡路大震災も１３年ですか、ちょうど１月１７日ということ

で、これ１９日になさっているし、非常にタイムリーな企画であったとこのように思いま

す。 

 よく、先ほど教育長もおっしゃったように、忘れたころにとおっしゃいましたけれども、

１月のこの時期には結構盛り上がっていろいろ話題にもなっていますけれども、これが過

ぎるとまたどうも皆さん忘れ去るような感じですので、学校園の現場としては子どもさん

たくさん抱えておられるわけですので、折に触れて注意喚起をするということで、今後と

も取り組んでいただきたいとこのようにお願いしておきたいと思います。 

 特に、山本委員さんはどないですか。 

【山本委員】 ２部から聞かせていただいたんですけれども、１部のほうのいろいろ資料

を見させていただき、２部のほうのお話を聞かせていただいて思ったのは、すごくいい取

り組みだなと思ったんですね。今までこういうことはこんなにきちんとした、実際に遭わ

れた方のお話を伺うことは余りありませんでしたので、そういうことからすると、本当は

もっともっとたくさんの方に聞いていただければありがたいなと思ったんですが。 

 これを機に本当は子どもの目線から、この柏崎のこの教訓とかそういうのを子どもの目

線で地域や学校のほうでもっと取り組んでいただきたいなと思いました。こういうことを

していたという柏崎の子どもたちとかそういう中越地震のときの教訓を得たとか、そうい

うことをたくさんのことを子どもたちのほうにもっと聞かせていただきたいなと、そうい

うふうに思いました。 

【寺前委員長】 どうもありがとうございました。 

 学校園で子どもたちに十分心構えと、日ごろからそういうことについては注意して危機

感を持っておくというのは必要であろうとこのように思います。我々かて子どものときは

まだ戦時中でしたんで、幼稚園ぐらいのときに寝る前になったら枕もとに防空ずきんとか

身の回りの物をふろしきに包んで寝ていたような記憶がありますわ。そんなんでやはり毎

日毎日日ごろから心がけが大切だと思いますので、学校園に対しましては折に触れてまた

指導していただきたいとこのように思います。 

 それでは次に入らせていただきたいと思います。 

 次に、第５５回成人式の開催結果につきまして、竹内課長よりご報告を願いたいと思い

ます。 

【竹内青少年課長】 それでは、第５５回八尾市成人式の実施報告をさせていただきます。 

 お手元の資料の第５５回八尾市成人式実施報告をご参照ください。 

 本年の成人式は八尾市総合体育館で、平成２０年１月１４日に、八尾市及び八尾市教育

委員会並びに八尾市選挙管理委員会の主催で開催いたしました。 

 当日の参加者は１，９７８人で、対象者の７２．２％の参加率で、昨年度と比較します

と、１．４％の増となっております。 

 内訳は男性が１，００７人、女性が９７１人、例年女性の参加率が低い傾向にありまし

たが、本年度は女性の参加者が昨年度と比較しますと、参加率で８．５％、参加人数で７

８人の増となっております。 
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 なお、本年度の成人式におきましては、成人式実行委員会２２人、八尾市青少年育成連

絡協議会７０人、八尾市女性団体連合会５０人の応援をいただき、また関係各課の職員１

０４人の多くの方々のご協力をいただき、無事終えることができました。この場をおかり

しましてお礼を申し上げます。 

 甚だ簡単ではございますが、第５５回八尾市成人式についてのご報告といたします。 

【寺前委員長】 どうもありがとうございました。 

 ただいま、課長のほうから成人式について報告がございました。委員の先生方、何かご

意見ございますでしょうか。 

 特に何かないですか。 

【篠原委員長職務代理者】 一言で申し上げて今年の成人式も非常によかったと思います。

今説明によりますと、参加者もパーセンテージでふえていますし、そして成人たちのパフ

ォーマンスらしきものも特になくて、粛々と行われたように思います。 

 いろいろテレビの放送なんかも午前中にやっているところがありました。それからいつ

もおもしろおかしくマスコミが取り上げました沖縄の問題とか、いろいろ日本国中いろい

ろあるんですけれど、八尾のこの成人式はまた今年も立派であったというふうに思います。 

【寺前委員長】 私も今、篠原職務代理がおっしゃったような感想を持っておりまして、

とりわけ関係団体もいろいろ協力もしていただいていますし、また職員の皆さん方もたく

さん出ていただいて、終始周囲にも気も配りながら取り組んでいただいた、そういうおか

げであろうとこのように思っております。ありがとうございました。 

 それでは、一応本日の報告案件等につきましては、以上でございます。 

 何か先生方のほうで特にご意見ございましたら、次回に向けても含めて意見を出してい

ただいたらとこう思いますけれども。 

【百瀨委員】 この次の協議会等でも結構なんですけれど、全国の学力調査の結果がもう

とっくに発表されておると。そういう中で保護者に向けて八尾市としてはどのような公表

をしていったのか、するのか等々、やはり学力調査の目的の中には、保護者等へ公表する

等々いうことは記述されてはおらないですけれども、やはり説明する責任としては何らか

の方法で調査の結果の公表をすることは大切なことだと考えますので、そのあたりどのよ

うにお考えなのか、少し聞かせていただけたらと思います。 

【柿並指導課長】 全国学力・学習状況調査の市民の皆様に対する公表でございますが、

さきに教育委員会等でもご報告をさせていただいたような内容で、市政だよりを通じて文

章でご報告をさせていただく予定にしております。現在２月２０日号の市政だよりでの公

表というような形で進めているところでございます。 

 ただそれ以外にも、ホームページ等での公表等につきましても、現在内容等について検

討を進めているような状況でございます。 

【百瀨委員】 ぜひ保護者に向けての方向性をどんどんどんどん提示していっていただき

たいとともに、この件について校長会とどのようなお話をされたのか。もしその方向が見

えましたら教えていただきたいなと思います。 

【柿並指導課長】 各学校の校長先生方に対しましては、教育委員会でご報告をさせてい

ただいた後に、校長会で同じ内容のご報告をさせていただいております。 

 前後いたしましたが、市政だより等で報告をさせていただくことについても、校長会の
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ほうにも既にご連絡をさせていただいているところでございます。 

【百瀨委員】 １点、その中で気になったのは、個票等の扱いがあるとかと思うんですよ。

その個票等について各担任からどのように返されたのか。またそれをどのように活用され

たのか。各学校としてこの調査におきまして、一定に教師たちの意識がばらばらであった

ら、これはやったことの意義がないと思うんですね。そのあたり教職員へ周知徹底してい

った部分とか、個票等の扱いについてはどのようにお考えになったのか。そのあたり、も

し見えるようでしたら聞かせていただきたいなと思います。 

【柿並指導課長】 個票につきましては、子どものほうにもうすべてお返しをしていると

いう状況でございます。返却等につきましては、中学生等につきましては、子どもの手を

通して返却をするというようなことで返却をしております。また小学生等につきましては、

封筒等に入れて子どもに持って帰らせるというような形で、家庭に届くような形で保護者

のほうにお返しをするということになっております。なっておりますというよりももう既

に返却済みでございます。 

 各学校の教職員につきましては、校長会でお示しした全国学力・学習状況調査の分析に

ついてのひな形等をお示しをしながら、それぞれ学校のほうで分析をしていただいており

ます。また、その分析結果に基づいて、次年度に向けた指導方法、指導内容の工夫改善に

取り組んでいただきたいということで、これは１１月２０日に教頭先生と、それから学力

担当の先生方にお集まりをいただいて、研修会等も開かせていただいているところでござ

います。 

 また次年度の学力向上に向けた事業等にもかかわりまして、今週開かれる予定になって

ございます校長会でも再度各学校のほうで分析結果に基づいた学力向上に向けた指導方法、

指導内容の工夫改善について取り組んでいただくようにお願いをするところでございます。 

 これにつきましては、先ほど教育長のほうからもございましたが、各中学校区単位での

学力向上に重点を置いて取り組んでいただくというようなことについてもお願いをしてい

く予定でございます。 

【百瀨委員】 わかりました。特に自分自身もやったままではなくて、一人ひとりの児童

生徒を含めまして、これが一つの指導計画として、子にどんどんどんどん返していくもの

だとそう考えておりますし、せっかく生活の実態調査もやっておりますので、環境等がど

のように影響を及ぼしているか等を含めまして、今後ともひとつ取り組んでいただけたら

とそう思っておりますので、よろしくお願いします。 

【寺前委員長】 百瀨委員さんのご意見ですけどね、もっともなことだとこのように思い

ます。 

 先ほど柿並課長のほうからもご説明ございましたように、先生方にも説明もしておると、

また各家庭にホームページ、あるいは来月の２０日ですか、市政だよりでも掲載させてい

くということでありますので、そういったあたりも子どもにも説明していただいて、校長

先生のほうから。市政だよりは皆各家庭にも行くわけですので、見ていただくというよう

なこともＰＲしていただきたいなと。そのことが家庭の教育なり、あるいは家庭での学習

ということにもつながっていくんじゃなかろうかなとこのように思いますので、ぜひひと

つお願いしておきたいとこのように思います。 

 その他何かございませんか。 
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 そうしたら、事務局のほうで何かございませんか。 

 事務局のほうもないようでございますので、１月の定例教育委員会、これで終わらせて

いただきたいと思います。 

 本日の署名委員に篠原委員を指名したいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 それではこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

 

（署 名）篠原委員 

 


