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１０月臨時教育委員会会議録 

 

【寺前委員長】 それでは、ただいまより１０月臨時教育委員会を開催いたします。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【寺前委員長】 まず、議案審議に入らせていただきます。 

 

１０月の議案 

議案第３６号 八尾市立小・中学校適正規模等審議会規則制定の件 

 

 議案第３６号「八尾市立小・中学校適正規模等審議会規則制定の件」について審議いた

します。提案理由を田中課長よりご説明願います。 

【田中教育政策課長】 ただいま議案となりました議案第３６号「八尾市立小・中学校適

正規模等審議会規則制定の件」につきまして、ご提案申し上げます。 

 本件は、八尾市立小・中学校適正規模等審議会規則制定につき、教育長に対する事務委

任等に関する規則第２条第３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。 

 提案理由でございますが、執行機関の附属機関に関する条例第１条の規定に基づき、八

尾市立小学校及び中学校の適正規模等について調査、審議を行うために設置する八尾市立

小・中学校適正規模等審議会の組織、運営、その他審議会について必要な事項を定める必

要があるため、本案を提出するものでございます。 

 次に、内容についてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、別紙、八尾市立小・中学校適正規模等審議会規則をお開き願います。 

 第１条では規則の趣旨について、第２条では審議会の任務について、第３条では委員を
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１５人以内とすること及び学識経験者をはじめ公共的団体等の代表者、市立小・中学校の

校長、公募による市民等をもって組織することについて、第４条では委員の任期について、

第５条では会長及び副会長について、第６条では会議の運営について、第７条では委員報

酬について、第８条では処分について、第９条では関係者等の出席について、第１０条で

は委任について、それぞれ規定するものでございます。 

 なお、規則につきましては、平成２０年１０月８日から施行するものでございます。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお

願いいたします。 

【寺前委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、何かご質疑

ございませんでしょうか。 

【篠原委員長職務代理者】 質問が２点ございます。 

 まず、この適正規模等審議会は、過去にこういった審議会を持ったことがあるのかどう

か、それが１点。 

 それから、第３条に審議会は１５人以内でもって組織するとあるんですが、その中で公

募による市民委員について、これは前にも質問しまして、作文を書いてもらうという回答

があったんですが、この１５人の中で、公募による市民委員というのは大体何名と考えて

いるのか、前にお聞かせいただいたかもしれませんが、まずその２点をちょっと聞かせて

いただきたいと思います。 

【田中教育政策課長】 まず第１点目の、このような審議会を今まで行ったことがあるか

というご質問でございますが、この審議会につきましては、執行機関の附属機関に関する

条例を先月の市議会で一部改正し、新たに八尾市立小・中学校適正規模等審議会を設置し

ましたものでございます。そのため、この審議をするのは今回が初めてでございます。 

 第２点目でございますが、公募の人数につきましては、今考えておるのは若干名で、２

名程度と考えております。 

【篠原委員長職務代理者】 今回初めてこの審議会を設けるとのことですが、大体は理解

できるんですけれども、なぜ今かということについて、明快な回答があったらお聞かせい

ただきたいと思います。 

 それからもう一つ、これは要望なんですが、先ほど２名の公募市民とのことでしたが、

私はできたらもう少し多いほうがいいのではないかと考えます。それについて何か回答が

ありましたらお願いいたします。 

【田中教育政策課長】 この審議会の設置につきましては先般の教育委員会でご提案させ

ていただきましたが、昨今、少子化が進んでいる中で、例えば小学校では平成５年をピー

クに、現在、約半数となっておる状況がございます。その中で、適正規模等について考え

る必要があるということで、以前より教育委員会でも課題となっておりました。 

 今年度になりまして、庁内でまず検討会議を開催し、その中で、今後スピード感をもっ

て対処していかなければならないということが議論され、第三者の意見もお聞きすべきと

いうことでもって、今回、９月に条例提案させていただき議決をいただいたという経過で

ございます。 

 また、審議会の人数につきましては、色々意見がございました。市民の皆様の目線が大

事と思いますので、今考えているのは全体で１１名、内訳につきましては、学識経験者、
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各種団体、ＰＴＡ、校長先生といった方々と、公募市民２名の計１１人で考えています。 

 ただ、今後議論を進める中で、それぞれの委員から、もっと専門性や、他の意見が必要

といった議論になった場合、１５人以内という規則になっていますので、そこで増やすこ

とも考えることはできます。 

【百瀨委員】 審議会の委員の任期について、１点質問したいと思います。 

 要望になるんですが、審議会の委員には各種団体の代表の方もおられるわけで、その団

体での任期が１年で終わるにも関わらず、この審議会の委員に選定されるということもあ

り得ると思うんですね。 

 この中で、特に自分の言いたいのは校長の件です。学校長は、１年でこの審議会委員を

終わってしまうよりも、やはり２年間の任期を見据えて代表を選んでいくように考えてい

ただけたらと思いますので、要望しておきたいと思います。 

【田中教育政策課長】 第１回目の審議会の開催は１１月末頃を予定しております。従い

まして、任期についても、今年度の１１月から最終答申をいただく２２年８月頃までの１

年９カ月ぐらいを考えております。 

 今おっしゃいましたとおり、団体等の任期につきましては、やはり１年とか２年でござ

いますので、途中で切れる可能性もございます。 

 現在、各団体には委員につきましてご依頼申し上げておりまして、その中で、できるだ

け引き続きできる方をご推薦いただきたいとお願いしています。 

 ただ、団体のご都合もございましょうし、そのルールの中で、最大限ご配慮をお願いし

ております。 

【寺前委員長】 百瀨委員がおっしゃったことも当然であろうと思いますので、審議が充

実したものになるためには、今おっしゃったことは十分考慮しながら各種団体にお願いし

ていただきたいと思います。 

 他にいかがでございますか。 

 そうしたら、私から１点だけお聞きしたいんですが、先般の文教産業常任委員会でも、

先ほど篠原委員がおっしゃったように、１５人以内ということで、課長から当初は１１名

で出発したいとのことでしたけれども、進行の度合いによっては増やすことも十分考慮し

ていくというご答弁をなさいました。その場合、例えば増やすこともあれば減らすことも

あると思いますが、増やす場合は、この第１０条を適用して、会長が別に定めるという、

この委任事項を適用されるということでいいわけですね。 

【田中教育政策課長】 委員を増やす必要が出てきた場合には、委嘱について改めて教育

委員会に提案させていただきたいと考えております。 

【寺前委員長】 いずれにしましても、審議会の委員は、精力的にやっていただかなけれ

ばならないと思います。非常に大事な審議会でもございますので、十分に資料も提供しな

がら、折に触れてまた教育委員会にも報告していただかなければならないと思いますし、

市議会の文教産業常任委員会の委員にも報告しながら、各般の意見を聴取していただきた

いと思います。 

【中原教育長】 今、委員長からお話がありましたが、文教産業常任委員会でも条例につ

いて、時間をかけて審議していただいて議決をいただきました。注目度も非常に高いです

し、各市ともこのような審議会を立ち上げているところも結構多いわけです。精力的に審
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議していただいて、答申をいただくことになりますが、また追々報告もさせていただきな

がら進めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

【寺前委員長】 その点はよろしくお願いしておきたいと思います。 

 他に質疑がないようでございますので、採決に移らせていただきます。 

 議案第３６号につき、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 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、議案第３６号「八尾市立小・中学校適正規模等審議会規則制定の件」について、

原案を適当と認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【寺前委員長】 次に、報告事項に入らせていただきます。 

 「全国学力・学習状況調査について」でございますが、全国学力・学習状況調査の公表

につきましては、市町村ごとに公表のあり方を示していく責任がございます。 

 そのために、９月１２日の臨時教育委員会以降、市議会や、先日のＰＴＡ協議会などに

おきまして、学力向上に関する多様な視点からご意見を聞かせていただき、議論を深めて

まいりました。 

 事務局の分析も一定終わっており、１０月３日の臨時教育委員協議会におきまして、本

市の平均正答率や正答数、領域ごとの傾向と生活調査との関連等についての分析調査につ

きましても報告を受け、公表についての事務局の考えも説明がございました。 

 分析結果につきましては、速やかに市民や保護者に情報公開してまいらねばならないと

思いますので、本日の臨時教育委員会で公表のあり方について皆さん方と確認してまいり

たいと考えております。 

 まず、９月の定例教育委員会では、文教産業常任委員協議会で委員のご意見を聞かせて

いただくとのことでしたので、その報告を浦上部長よりお願いいたします。また、事務局

や学校に寄せられているご意見等もありましたら、１０月３日の臨時教育委員協議会での

内容とあわせて、ご報告願いたいと思います。 

【浦上教育推進担当部長】 まず９月２４日の文教産業常任委員協議会についてでござい

ますが、当日は、指導課長より９月１２日の臨時教育委員会でご説明いたしました主旨で

ご報告いたしました。各委員からはこの件について特にご質問もご意見もございませんで

した。 

 次に、１０月３日の臨時教育委員協議会の内容についてご報告いたします。 

 協議会では、冒頭に指導課長から本市の各教科の平均正答率や項目ごとの正答率・誤答

率等の概略と、各教科の知識・活用ごとの分布状況や、児童・生徒への質問紙調査から見

られる本市の特徴や学力との相関関係についてなど、分析結果の説明を行いました。 

 また、事務局からは、市民や保護者から学力向上に関する意見をいただくとともに、本

市の取り組みを伝える機会としたいこと、本市の学力を正確・丁寧に伝えることで、過度

な競争や序列化などの危惧を払拭していきたいなどの理由から、教科ごとの平均正答率や

誤答率等の数値や度数分布などを含む丁寧な公表を行ってまいりたいという考えも述べさ
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せていただきました。 

 委員からは、「各学校が一生懸命やっていることを理解していただく上で、数値等も公

表すべきである」「公表する限りは、数値等を含む多くの情報を提供すべきである」「社

会の課題も大きいことから、総合的な学力対策が今必要である」「数値等を示すほうが保

護者はありがたいのではないか」などの意見が出され、序列化や過度な競争に配慮する観

点から学校別の数値については公表すべきではないが、市町村の状況については、数値等

を含む正確かつ分かりやすい情報を提供することが重要とのご意見が多かったと記憶して

おります。また、本日の臨時教育委員会で再度意見交換を行い、教育委員会として本市の

公表のあり方について方向を示すとのことでございました。 

 次に、１０月７日のＰＴＡ協議会では、様々な教育課題について話し合う中で、調査結

果の公表については非常に関心が高く、出席された９名全員が、平均正答率を含む数値等

についても公表すべきというご意見でございました。なお、学校間格差を煽るような公表

のあり方は控えていただきたいというご意見もございました。 

 最後に、市民や保護者から直接寄せられているご意見ですが、現在まで事務局には５件

の電話・メール・ファクスが寄せられております。 

 うち２件が「平均正答率の数値を公表すべきである」というご意見であり、３件は「平

均正答率等の数値は公表すべきではない」というものでございます。 

 また、各小・中学校にも照会をかけておりますが、学校にご意見が寄せられたという報

告は今現在入っておりません。 

 以上、甚だ簡単でございますが、報告とさせていただきます。 

【寺前委員長】 今、浦上部長から文教産業常任委員協議会、ＰＴＡ協議会、また１０月

３日の臨時教育委員協議会の場での我々の意見交換等も含めて報告があったところでござ

います。 

 この件については、多様なご意見があることは十分承知しております。事務局から調査

結果の公表について色々と報告もいただきましたし、そのあり方については、我々委員が

相互に十分確認してまいりたいと考えております。 

 次に、前回報告いただきましたが、各市の状況について、その後いかがなものか、報告

できることがありましたらお願いしたいと思います。 

【柿並指導課長】 各市の状況についてでございますが、前回ご報告させていただきまし

たとおり、新聞報道等によりますと、９月１６日に柏原市が公表を決定されて以来、次々

と各市が公表のあり方について、市の方向性を示しております。 

 本日現在の状況でございますが、柏原市や大阪市など２１の市町が平均正答率等を含む

数値の公表を決定しております。また、吹田市や池田市など８つの市町が教科ごとの平均

正答率の非公表を決しております。現在、まだ公表のあり方について示していない市は、

本市を含めて１４市町となっております。 

 ただ、新聞等における公表・非公表の扱いについては、項目ごとの平均正答率のみを公

表する市町については、「公表」と扱う新聞もございますし、項目ごとの平均正答率のみ

の公表は「非公表」という扱いをしている新聞もございますので、数値は新聞によって違

いがあろうかと考えてございます。 

【寺前委員長】 公表のあり方については、各新聞社の扱いも違う面もあるということで、
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今、柿並課長から報告があったわけでございます。 

 本市の場合、１９年度の結果につきましては、ホームページや『市政だより』で公表し

たことは、前回の定例教育委員会で報告があったとおりでございます。今回の公表につい

ては、とりわけ平均正答率等の数値の公表をするかどうかが一番大きなポイントであろう

と考えております。 

 この点につきまして、委員の先生方から何かご意見等ございましたら、受けさせていた

だきたいと思います。いかがでございますか。 

【百瀨委員】 そうしたら、口火を切って私から質問させていただきます。 

 臨時協議会を含めて、公表のあり方については十分論議してきたわけですが、基本とし

て、なぜ公表するのかという考えをお示し願いたいと思います。 

 平均正答率等を公表するならば、それに当たって学校教育に対してどのような影響があ

ると考えているのか、またどのような教育効果があると考えているのか、これらを含めな

がら、公表の目的とともに基本的な考えを明らかにして答えていただけたらと思いますの

で、よろしくお願いします。 

【浦上教育推進担当部長】 ただいまの百瀨委員のご質問に対してお答えいたします。 

 まず、数値の公表に関しまして、これはあくまで学力の一部であり、また学校教育活動

の一側面であるという認識は当然持っております。 

 その中で、数値がひとり歩きして競争の激化や序列化につながっては困るという考えは

当然持っております。 

 今、ご指摘の部分で、公表に当たっていろんな影響が出てくるだろうと予想されますの

で、私どもは、できるだけ今回の調査の趣旨あるいは目的を、保護者あるいは地域の方々、

学校にしっかりと説明を果たすことが一番大事と考えております。 

 今、新聞等でも、公表したとか、あるいは非公表であるとかといったことしか触れられ

ず、中身については一切触れられていない報道が多くございます。 

 本市としては、そういう影響が出ないように、しっかりとした考え方で、先ほど申しま

した保護者や地域住民に働きかけをしていきたいと考えております。 

 その中で、今回の調査結果を見て、家庭にも考えていただかないといけない部分もあり

ますし、また学校がいろんな形で指導内容の改善や指導内容の工夫をしていますが、それ

が果たして効果が上がったのかどうかも検証する必要があります。また、一側面である学

力、平均正答率が子どもたちの家庭での生活環境、習慣と関連性がないのかも考える必要

があります。 

 実際に分析しますと、大きな課題が見えてきました。学校だけで子どもの学力を伸ばす

ことは、不可能だと私たちは考えております。ですから、今回はこの平均正答率を含む点

数、あるいは全てのデータを明らかにすることによって、家庭の協力を得て、子どもたち

の学力向上に努めてまいりたいと考えています。 

【寺前委員長】 今、浦上部長から、この調査の趣旨・目的、あるいは調査結果について、

序列化や過度の競争にならないような配慮も必要であるとか、あるいはまた学校・家庭・

地域との協力体制、さらには分析した後の今後の課題について、教育委員会として、また

現場としてどう対応していくのかが大切であるということでございました。 

【篠原委員長職務代理者】 今、浦上部長が回答されたことと全く同感です。 
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 現在の状況を考えてみますと、平均正答率の公表や、あるいは公開・非公開といったこ

とが大きな焦点になっていて、ちょっと的がずれておるんじゃないかという感じがします。 

 最も大事なのは、平均正答率の公表や非公表ということに拘らず、受験した、あるいは

それ以外の児童・生徒、その個々の指導をいかにするのかというための調査であると私は

思うんです。 

 先ほど、児童・生徒の学力や、あるいは学習状況を把握・分析なさっているという答え

がありました。それにあわせて、児童・生徒の学習改善や学習意欲の向上にそれを利用し

て、向上させる一助にしなければならないと思っておるんです。 

 児童・生徒の学力向上は学校だけで頑張ってもどうしようもないというのは言い過ぎで

すが、学校だけでは不十分でありまして、家庭や地域の力が大きな役割を担ってくると思

っております。 

 そのために、平均正答率とともに、分析結果はかなりいいものができているように思い

ますので、それを明確にして、学力向上に向けての取り組みや、学校としての取り組み、

あるいは保護者・市民がどういう感覚を持ってそれを迎えているのかも我々は知る必要が

あると思います。 

 しかし、１つだけ押さえておかないといけないのは、私、先ほど児童・生徒に向ける必

要があると言いましたが、学校ごとの数値の公表には様々な問題があります。ついこの間

の報道によりますと、鳥取県の南部町が学校ごとの数値まで公表して、国からちょっと指

導が入ったということも聞きました。そういうことで、非常に問題を抱えておりますので、

これは控えるべきであろうと思います。 

 そして、学校と市民あるいは保護者との間に、信頼関係をお互いに維持、醸成すること

に一生懸命努めなければならないと思っております。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 他に、何かご意見ございませんか。 

 今、百瀨委員と篠原職務代理からご意見がございました。学校ごとの数値の公表は避け

るべきというご意見であったと思いますし、一方はまた市民の知る権利もございますので、

情報公開によって地域のご家庭の協力も得られるだろうというお話であったと思います。 

【山本委員】 先ほどから皆さんのご意見を伺いまして、情報公開の必要性であるとか、

課題や問題点を保護者や市民と共有することは大事だというのは私も同じ意見です。今、

オープンスクールや公開授業などはかなり開かれているんですが、こういう公表をするこ

とによって、課題や問題点を市民にもお知らせすることは、開かれた学校づくりを進めて

いく上では良いことではないかと思います。開かれた学校づくりをするために、どのよう

にして皆さんにお知らせするかについて、先ほどホームページや『市政だより』というこ

とをおっしゃっていましたが、それ以外には何か工夫していただけることがあったらお願

いしたいと思います。 

 ホームページは、パソコンがない方もいらっしゃいますし、『市政だより』で見過ごす

こともありますので、たくさんの方に見ていただくということができたらそれが一番だと

思いますし、見ていただくことによって、保護者の協力も得られるようになればいいと思

います。こういう問題は、保護者の協力がなければ絶対解決できないと思うんです。です

から、そのためにも、家庭の役割や地域を含めた市民の役割をもう一回みんなで考えよう
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じゃないかという点で、私はとても良いことだと思うんです。 

 前向きに検討していただいて、私たちが取り組めるようになればいいと思います。ただ、

先ほども出ていましたが、序列化や過度の競争は私たちにとっても怖いところです。その

ことに気をつけて吟味していただければありがたいと思いますし、みんなで前向きに考え

ていけばいいと思っております。 

【浦上教育推進担当部長】 今ご指摘の件、２つあったと思います。 

 １点目の、ホームページや『市政だより』だけで、学校側の発信はないのかというご質

問ですが、各家庭へこの分析結果の『概要版』をお届けしようと思っておりまして、既に

完成はしています。 

 これは教育委員会あるいは学校の教育に係わる説明責任と、事務局としては考えている

んですが、この『概要版』に表れるのは特定の一部の学力ですけれども、そこから見えて

くる課題、あるいは家庭での生活状況がどうであるか、これは全国比較や八尾市との比較

ができますので、うちの家はどうなのかということを改めて保護者が見ることができるチ

ャンスになると思います。 

 ですから、本市としては、きめ細かな情報提供、分かりやすい情報提供として、そのよ

うな『概要版』をＡ３判の表裏に印刷して配布する予定をしております。 

 その目的は、先ほども申しましたが、保護者にしてみれば自分の子どもの学力向上が一

番のポイントになるわけで、必要なわけです。だから、どのようにうちの子どもの力、も

ちろん学力だけではなく生きる力などいろんなものがありますが、そういったことも総合

的に培った子どもの力をつけるのかを考えていただく材料を保護者に提供して、協力して

いただけたらありがたいと考えております。 

 また、その中で、子どもたちが自分の点数と、この表やグラフを見て、自分自身でどう

していかなければならないのかを考えることが、やはり生きる上で一番大事だと私は思っ

ています。ですから、子どもたち自身がその表を見て、「朝早く起きなあかんな」とか、

あるいは「本を読まなあかんな」とか、いろんな考えが出てくるし、それを先生と保護者

と子どもの関係の中で培っていってほしいという願いがあって、敢えてそういうものも含

めて作らせていただきました。 

 もう１点は、序列化の件でございます。市の平均や項目別の平均正答率が出ると、保護

者はますます関心が出てくるのは当然です。学校はこの結果を受けていろんな形で要望さ

れる場合もあります。しかし、それは当たり前であって、学校がそれに対して防衛するの

はおかしい話で、それをちゃんと払拭しようと思ったら保護者と連携しながら、「うちの

学校ではこのような教育活動をしていきますよ」ということを校長先生から保護者にお伝

えできるように、校長会でも指導してまいりたいと考えていますので、その点も払拭でき

ると考えております。 

【寺前委員長】 今、浦上部長から、山本委員の質問に対しまして、教育委員会としても

学校現場と十分連携をとって対応していく、また公表方法についても、『概要版』を作っ

てお渡しするということで、きめ細かく対応するということも報告いただいたわけでござ

います。 

 この『概要版』については、どの程度発行するのか、お渡しするのは受験された小学校

６年生と中学校３年生なのか、その点についてもう少し詳しくご報告願いたいと思います。 
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【浦上教育推進担当部長】 説明責任を果たすという意味では、やはり受験された家庭に

配布しなければならないと思います。今考えているのは、小学校６年生と中学校３年生の

ご家庭で、大体5,300～5,400部程度になると思います。 

 また、八尾市の実際のデータはどうなのかということで、ご希望があれば当然お渡しも

しますので、そのような配慮もしたいと考えております。 

【寺前委員長】 今、『概要版』は小学校６年生と中学校３年生の家庭に配布し、さらに

他にも希望があればお渡ししたいということも報告いただいたわけでございます。 

 確かに、山本委員からご意見がございましたように、ホームページは機器がなければ見

ることができませんし、また『市政だより』も、スペースの関係で十分こちらの意向が伝

わらない場合もあろうと思いますので、『概要版』等でそれを補完していただくとのこと

で、ありがたいと思います。 

【百瀨委員】 再度、少し考えを聞かせていただきたいと思います。 

 多分重複すると思いますが、序列化の問題も含めながらお答え願えればと思います。 

今回の調査の測定範囲は、学力の特定の一側面であり学校教育の一側面であるわけです。

これは実施要綱にもきちっと明記されております。そういうことから、国語、算数・数学

という教科だけの調査ですので、学校教育の全てをこれだけで評価すべきではないと自分

は考えています。 

 その中で、先ほど序列化について少しお答えいただいたのですが、もう少し具体的な問

題としてお尋ねしたいんですけれど、学校の序列化は避けながら、どのような形で公表し

ようとしているのか、少し具体的にどのようなお考えなのかを聞かせていただきたいと思

います。 

【浦上教育推進担当部長】 学校の序列化に対してどのような対策を講じていくのかとい

うご質問と思います。 

 先ほども申し上げましたとおり、公表することによって、保護者がいろんな形で「心配

である」というご意見を学校に寄せられる場合があります。また、学校の平均正答率は出

しませんので他校と比較はできませんけれども、噂などが出回るおそれもあります。その

場合、学校として真摯に保護者のご意見をお受けしながら、教育方針や、学校現場の今年

度調査の分析をもとに、保護者の方々にお伝えするなど、できるだけ序列化や過度の競争

につながらないように学校として対応していってもらおうと私どもは考えております。 

【百瀨委員】 やはり正確な情報を伝えることは、大変大事だと思うんです。しかし、学

校ごとの平均正答率の公表は、調査結果の１つの情報にすぎません。そういうことを考え

て、これは学校同士のランクづけにつながっていくことは否定できないと考えるんです。 

 そういうことで、平均正答率の公表は市レベルの情報に止めるべきだと考えるんですが、

いかがですか。 

【浦上教育推進担当部長】 今、百瀨委員がおっしゃったとおりでございます。事務局と

しても、当然、序列化につながるような学校別の公表は一切しないということで対応して

まいります。 

【百瀨委員】 成績ばかりに目が行くことなく、調和のとれた人間を育成していくという、

教育の根本から外れないようにお考え願ったらと思いますので、よろしくお願いします。 

【中原教育長】 この間、様々な報道がなされておりまして、今、２１市町で平均正答率
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の公表を予定しているとのことで、公表しない方が少数派です。また橋下知事から予算の

件が出ておりますが、我々としては議論をする中で、そのようなことは関係なしに、教育

委員会としても子どもの学力をどう伸ばしていくかということから議論を相当重ねてまい

りました。 

 単に「どこが公表したから」「どこが公表しないから」ということよりも、子どもに本

当に生きる力をつけていってほしいと思いますし、そのために、いろんな情報をたくさん

持って、そして正確な情報を学校にも保護者にも子どもたちにも提供し、その中で、最も

良いやり方を進めていきたいという議論の中で、公表は必要な条件なのではないかという

話も出てまいりました。 

 ただ、数字はひとり歩きしますので、そうしないためには、数字の読み取り方を皆さん

にどう分っていただけるか。先ほどから議論がありましたように、確かに国語と算数・数

学という非常に狭い分野であり、それが全ての学力ではありませんが、その中で見えてく

る応用力や活用能力にやはり問題がある。それから、生活習慣がついていないという点は、

子どもたち、それから学校、保護者を含めて進めていかなければなりませんので、そうい

うことも含めて情報提供してご協力を願っていけば、子どもたちの学力に少しでも役立つ

だろうと考えたところでございます。 

 学力向上には、子ども自身が意欲を持つこと、そして教員が授業を工夫・改善すること、

そして保護者のサポートが必要となります。特に生活習慣の定着度は、全国と比べて八尾

は余り良いことはありません。「夜遅くまで起きている」「テレビを見る時間も長い」と

いうこともありますので、その点をご理解いただいて、親はスポーツ観戦したいかもしれ

ませんが、その時間をちょっとご協力いただいて、子どもたちの学習時間を習慣的に必ず

１時間なら１時間やるというように確保できるといったことを、改めて発信してまいりた

いと思っているところでございます。 

 ただ、過度な競争や序列化というのは、子どもたちのやる気をそぐ意味から、すべきで

はないと思っております。「やればできるんだ」「やれば変わっていけるんだ」というこ

とをどれだけ子どもたちに実感してもらえるか、そのために平均正答率の正確な数値を出

すことによって、そこへ結びつけていきたい。難しいことですが、そのように考えており

ます。 

 また、中学校では１つの学年の１つの教科を複数の教員が担当する。例えば、２年生の

１、２組をＡ先生が持って、３、４組をＢ先生が持つことがよくあるんですが、そのとき

にお互いに、教員自身もですが子どもたちも、切磋琢磨していって、いい環境になってい

くこともあります。隣のクラスより成績が悪かったら、何点ぐらい開いているのか、どこ

が悪かったのかということを、定期テストでは必ず分析しますので、「この部分ができて

いなかったから、もう一度ここを復習しておこう」という話になって、悪かったところを

復習しながら、教員も指導方法の工夫・改善していくことが今まで行われてきました。競

い合うというよりも、中身の点検を含めて、先生方が授業方法を工夫・改善し、そして保

護者がサポートし、そこで子どもたちが意欲を持っていくという、この三つの流れを作り

たいと思っています。このために、平均正答率の数値を公表していくのがいいのではない

かと思っております。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 
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 今、教育長からも、他市の状況等は別に置いて、本市として子どもの学力を伸ばすには

いかにすべきかという点からご意見があったわけでございまして、どう子どもたちの意欲

を伸ばすのか、あるいは先生の指導方法の改善、地域や家庭のサポート、こういった点も

おっしゃったわけでございます。私自身も、公表そのものよりも、その分析結果を、それ

ぞれの立場でどう受けとめて今後につなげていただけるかが大変大事だと思います。 

 そのためには、分かりやすく丁寧に、また序列化や過度な競争につながらない方法での

公表であるべきと思っております。 

 今、各委員からご発言がございました。平均正答率の数値の公表については、様々な配

慮を行った上で積極的に公表する。そのことが本市の学力の向上にとっては有益であろう

というご意見であったと思います。 

 過日の協議会での事務局の考え方も、数値等については丁寧に公表することで、保護者

や市民の理解を得たいということであったと思います。私としましても、先ほども申し上

げましたように、過度の競争や序列化に対する配慮は、文部科学省からも通知が来ており

ますように当然であろうと思います。その上で平均正答率等の数値を公表することで、本

市の学校教育の一層の推進をしていくべきと考えております。 

 皆さん方も、この件については同じようなご意見であったと思います。従いまして、委

員の皆さん方、数値等を公表するとの方向でご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 全委員、異議なしということでございます。 

 それでは、平成２０年度の全国学力・学習状況調査の公表については、平均正答率等の

数値を含めた公表を行うことといたします。 

 なお、学校別の公表については行わないことを改めて確認をしておきたいと思います。

よろしゅうございますね。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 それでは事務局から、公表について提案できることがございましたら、報告願いたいと

思います。 

【柿並指導課長】 分析が終わりました段階で速やかに公表していけるように、事務局と

しましては、昨年同様の文書による公表、また今ご確認いただきました数値等を含めた公

表、いずれの場合にも速やかに公表できるよう準備を進めてきております。 

 ただいま、数値等を含めた公表ということをご確認いただきましたため、その形で公表

していく資料を用意しておりますので、まずそちらをご覧いただきたいと思います。 

 

（教育委員及び傍聴者に分析資料の配付） 

 

【柿並指導課長】 今、お手元に配付させていただきましたような内容で、平成２０年度

全国学力・学習状況調査の分析について、ホームページ上で公開してまいりたいと考えて

おります。 

 お手元の資料をご覧いただきたいと思います。 

 まず、構成でございますが、１ページ目には、「全国学力・学習状況調査の概要につい
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て」として、調査の目的、対象学年、調査日時、学校数、児童数及び調査内容と返却日を

示しております。 

 ２ページ目には、「八尾市の調査結果について」として、本市の調査結果の全体的な傾

向と調査結果の取り扱いについてお示しいたしております。これは、既にご報告させてい

ただきました内容でございます。調査結果の取り扱いにつきましては、８月２２日付の文

部科学省通知で、本調査が学力の特定の一部分であることや、学校の教育活動の一側面で

あることを踏まえることが示されておりますので、それを明記しております。 

 ３ページ目は、「教科による調査結果」として、平均正答率等の説明を行うとともに、

質問紙調査結果として、児童・生徒に対する質問紙調査と学力との相関関係について説明

を行っております。 

 ４ページ目は、「八尾市の取り組みの状況について」として、本市の学力向上のための

施策や各学校の取り組みのページとしております。 

 次に、教科別の公表用紙をご覧いただきたいと思います。 

 数値等は今入ってございませんが、はじめに左上の正答率比較をご覧ください。 

 この部分には、全国と大阪、本市の正答率や、正答数と無答率の数値を示すとともに、

その右側の空欄の部分で全国との状況や本市の傾向について文章で解説いたします。 

 その下の「正答数分布」につきましては、分布の状況を示すとともに、その分布状況を

文章で解説いたします。 

 次に、右下の「領域・観点・問題形式別の比較」におきましては、それぞれを全国、大

阪、本市の平均正答率で比較しております。さらに、傾向をレーダーチャートで示すとと

もに、特徴的な傾向を文章で表記いたします。なお、領域・観点・問題形式ごとの説明は

重複して取り上げられており、数値の合計は、設問総数や全体の平均正答率と一致するも

のではございませんので、補足をさせていただきます。 

 左下の「成果と課題」の部分でございますが、例えば小学校国語では「同音異義語を使

い分ける問題には課題がある」ですとか、中学校数学では「多角形の内角の和を求める公

式の意味の理解に課題がある」など、各教科につきまして、知識と活用ごとの成果と課題

の特徴的なものを３点から６点にわたって文章で解説いたします。 

 次に、裏面の生活調査と学力との関連をグラフ化したページをご覧ください。 

小・中学校ともに「朝食を毎日食べていますか」「学校に持っていくものを前日かその日

に確かめますか」「ふだん何時ごろ起きますか」「ふだん何時ごろ寝ますか」「携帯電話

で通話やメールをしますか」「家や図書館で一日何時間ぐらい読書をしますか」「家で計

画を立てて勉強していますか」「家で学校の宿題をしていますか」「新聞やテレビのニュ

ースなどに関心がありますか」「学校の決まりを守っていますか」という１０項目につい

て、全国や大阪、本市の児童・生徒の状況を棒グラフで示しております。また、それぞれ

の項目と国語と算数・数学の調査結果との相関関係を折れ線グラフで示しております。 

 さらに、右側の空欄部分には、全国や大阪と本市の状況を文章で解説してまいります。 

 なお、４ページの質問紙調査結果にも示しておりますとおり、この折れ線グラフが示し

ます傾向は、今年度の調査結果との関連において見られる傾向であり、これをもって学力

全体の傾向を示すものではございません。 

 最後に、公表の日時でございますが、ホームページ上での公開は、できるだけ早い情報
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提供を行うという観点から、明日、１０月９日から公開してまいりたいと考えております。 

 ホームページの公表内容については以上でございますが、事務局としましては、今後も

さらに分析を続けることで、各学校がそれぞれの教育内容を見直し、学校と家庭が一層連

携して教育に取り組むことや、児童・生徒自身が自らの生活や学習習慣を見直すことにつ

ながる情報の提供に努めてまいりたいと考えております。 

 また、現在実施しております学力向上の施策を一層推進、充実させるなど、本市の学力

向上に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、公表案の報告とさせていただきます。 

【寺前委員長】 今、柿並課長から資料をお渡しいただきまして、説明があったわけでご

ざいます。 

 詳細に分析していただいて、文章での解説、あるいは棒グラフや折れ線グラフ、さらに

はレーダーチャートも使った解説ということで、大変ご苦労をおかけしたことであろうと

思います。 

 また、本市の取り組みにつきましても、さらに分析する中で、新たな対応も考えていき

たいということもおっしゃっていただいたわけでございます。 

 委員の皆さん方、この資料を配付いただきましたが、この件についてご意見がございま

したらお受けしたいと思います。 

【中原教育長】 調査報告の中で、無答率についても出していただいており、非常にいい

と思います。全国と大阪とを比較しても無答率が多い。これは我々の課題で、どう最後ま

で問題に食らいつかせていくかというのがなかなか難しいことですので、無答率もしっか

り示すことによって、ここを変えて、最後まで一つのことに取り組んでいくこともやって

欲しいと思っております。 

 それと併せて、生活実態も保護者につぶさに見ていただくことで、トータルに成長させ

ることの大切さについては、偏りだけでは難しいということも今後出てくるのではないか

と思いますので、うまくまとめていただいたという感じがします。 

【篠原委員長職務代理者】 この調査結果に基づいて、各学校では児童・生徒の学力向上

について、いかに伸ばせるかということをこれから一生懸命考えていただくと思うんです

が、私が思いますに、各学校での指導方法のあり方は色々差があって当然だと思います。 

 八尾市全体で同一レベルで「これをやりなさい」という問題ではありませんので、例え

ばある小学校では、考えさせる力をいかに養うかといったように、これは大まかな問題か

もしれませんが、例えば朝日新聞に載りました記事でも、考える力あるいは読み取る力が

足りないということが書いてありましたが、それをどのようにするのかというと非常に難

しいと思います。 

また気になりますのは、これは問題のせいかもしれませんが、非常に時間が足りていな

い。時間が足りないというのは、考える力やじっくり考える時間が足りないという相反す

る面もあるんですけども、そういったことについて、これからこのデータや分析ができ上

がって、学校に渡って、学校でいかにこれを活用していくかについては、私たちもこれか

ら大いに見守っていかないといけないと考えております。 

【百瀨委員】 今後、配布に当たりまして、八尾市としての学力の課題をしっかりとらえ

てもらうように考えなければならないですし、その結果、今後に取り組んでいく方向は何
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なのかを明確にしていくことが必要と思います。その中で見えてきた課題の改善策を示し

ていくものでなければならないと考えます。 

 こういう中で、大変具体的で綿密に示されるわけですが、平均正答数だけでなく度数分

布やレーダーチャートを併せて載せることについて、詳しくご説明願いたいと思います。

いかがですか。 

【柿並指導課長】 先に部長から、様々な部分を丁寧に説明していきたいというお話がご

ざいました。 

 今、平均正答率が非常に際立って取り上げられている状況がございます。ただ、平均正

答率は、選択式の問題も記述式の問題も同じ１問として数えております。また、問題数そ

のものも、１２問や１８問と非常に少ない問題数でございます。そのため、平均正答率で

は数ポイント開いている状況であっても、実際に平均正答数を見てみますと、０．２問程

度の開きしかないというものもございます。 

 このように、問題数により、平均正答率の開きは非常に大きなものになってまいります

ので、併せて平均正答数も載せることで、正確な状況が保護者にお分かりいただけるので

はないかと考えております。 

 また、平均正答率は全体を一括りに平均したものでございますので、例えばその分布状

況が、正規分布になっているのか、あるいは右と左に二極化した状態になっているのかと

いう特徴も示していくことで、学校の中で補充的な学習を充実させていくべきなのか、ま

たは発展的な学習に取り組んでいくのかにつきましても、１つの参考資料として見ていた

だけるのではないかと考えております。 

 また、レーダーチャート等を見ていただきますと、それぞれの領域や観点、問題形式の、

全国との比較が可能になっております。本市の児童・生徒が、例えば話すことにおいては

どうなのか、また書く能力においてはどうなのかということも見ていく必要があるのでは

ないかということから、項目ごとの数値も入れさせていただきました。 

 ただ、ご覧いただけば分かりますように、レーダーチャートでは、全国、大阪府、八尾

市が狭い間隔の中で描かれておりまして、非常に見にくくなっております。 

 傾向としてはほぼ全国と同じということはご理解いただけるかと思いますが、内容につ

きましては、数値で正確にお示しした方がより分かりやすいということで、レーダーチャ

ートの下に項目ごとの平均正答率も入れた次第でございます。 

【百瀨委員】 もう１点だけ。度数分布を載せることについて、これは順位につながるこ

とは考えられないですか。 

【柿並指導課長】 度数分布を掲載しておりますのは、今も申し上げましたように、平均

正答率からは見ることのできない、どういったところに課題があるかという八尾市の特徴

を示すためでございます。 

 この度数分布につきましては、大ざっぱな分布が分かるような形ではございますが、度

数が大きくなっておりますので、直接的な順位にはつながらないと考えております。 

 また、先ほども申し上げましたように、例えば補充的な学習をしている意味、または発

展的な学習をしている意味がどこにあるのかにつきましても、保護者や市民の皆様にご理

解いただける資料と思います。 

 また、とりわけ中学校におきましては、中間テストや期末テスト、または実力テスト等
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で、こういった度数分布を示して、子どもたちに学習の状況を示している学校が多いと認

識しておりますので、この点については、市としてもお示しするほうが保護者にとっては

分かりやすいのではないかと考えております。 

【中原教育長】 この間の議会の質問でもありましたが、中学校数学の平均正答率が大阪

府を下回っている。他は府を全部上回っているわけですが、この部分に焦点を当てて、今

後の取り組みの中で、特に指導主事等で「こういう方法があるんではないか」というもの

や、方向がもし出ているならば、お話しいただけますでしょうか。 

【柿並指導課長】 今ご指摘いただきました点は、とりわけ特徴的な部分と考えておりま

す。 

 本市におきましては、基礎・知識につきましては成果を示しているものの、活用になる

と、非常に課題が見られるという傾向は、小・中学校ともにございます。 

 ただ、小学校よりも中学校の方がその課題がより顕著になっているという状況がござい

ます。 

 この点につきましては、本市が取り組んでおります学力向上のための学識経験者を入れ

た会議等でも取り上げられておりまして、数年前から学識経験者を入れて基礎・基本に取

り組んできた学校においては、かなり成果を上げている学校もございます。ただ、そうい

ったところでも、活用でどのように力を伸ばしていくべきかがやはり課題になっておりま

す。 

 特に、先日のその会議の中で、学識経験者から、じっくり考える問題を授業の中にどう

取り入れていくかということが、市としての方向性につながっていくのではないかという

意見が出されました。 

 ただ、じっくり考えるといいましても、問題についてはしっかりと精査していかなけれ

ばならないと思いますので、今後、市としても研究を進め、活用の力を伸ばしていくよう

にしていきたいと考えております。 

 とりわけ、冒頭申し上げましたように、小学校でついている力が中学校に活きていない

のではないかということもございますので、小・中の連携を今年重点的に取り上げており

ますが、その点もさらに連携を強化して、カリキュラム等の見直し等も含めて考えていか

なければならないと考えております。 

【中原教育長】 今お話を伺った中で、次々と問題をこなさせるのも大切ですが、じっく

り考えることも大切であり、やっぱりどこかの場面でじっくり考えさせるようにする必要

があると思います。 

 授業の中でも大切ですけれども、家庭で１つの問題を１時間かかっても構わないのでじ

っくりと考えていく、１つのことにこだわり続けていくといった場面があってもいいので

はないかと思います。授業の中では１つの問題を巡って１時間議論させるというような、

思い切った授業がなかなかできないのも現実ですが、ご家庭の協力も得ながら、子どもた

ちのじっくり考える時間について、学校へ提案していくのもいいと思います。 

【山本委員】 今後、課題を克服するにあたって、先ほど浦上部長が、保護者・子ども・

先生が１つになって問題を解決していくとおっしゃっていましたが、そのことに関して、

保護者は、子どもたちの意見も聞き入れてほしいという考えもありますし、また先生方の

思いやこの教育委員会の思いを、保護者や地域の方、市民の皆さんに聞き入れてもらうに
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はどうしたらいいかということも大切なことだと思うんです。 

 授業参観の後の懇談会や三者懇談会、また地域の市民大会などの時に、皆さんと考える

場をもっと提供していっていただきたいことと、ＰＴＡ会議など、身近なところで学校で

先生方と保護者との交流があると思いますので、そういうところで問題提起をしていただ

けたらありがたいと思います。 

 小さなことから少しずつクリアしていかないと、この問題は解決できないと思います。

そういう点でお願いしたいと思います。 

【浦上教育推進担当部長】 山本委員のご意見にございましたように、ＰＴＡと学校との

連携を密にしていかなければならないということで、昨日の晩にＰＴＡ協議会があったと

いうことを、先ほど報告させていただきました。 

 その中でも、同じご意見をおっしゃっていた方がおられまして、小学校６年生から中学

校１年生に上がる際に、スムーズな上がり方をできるだけお願いしたいというように教育

委員会に対して要請もしておられました。義務教育９年間のスパンの中で、小学校も中学

校も学校としてどう育てていくのかが一番大事であって、そのためには保護者と協力・連

携しながら、学校に対するいろんなご希望があれば積極的に言ってくださいとお伝えした

ところでございます。 

 そんな中で、学校もそれを親身に受けて、お互いに話し合いながら、子どもの健全育成

を図っていくことが一番大事だということも、お話しさせていただきました。全く同じご

意見だったので、報告も兼ねてお話しさせていただきました。以上でございます。 

【寺前委員長】 それでは、私から１点だけお聞きしたいんですが、今回の平均正答率は、

昨年度の平均正答率と違いがあるのか、どの領域に差があるのか、そういった点について、

説明できる範囲で結構ですのでご報告願いたいと思います。 

【柿並指導課長】 昨年度と今年度の比較についてでございますが、今年度と昨年度の平

均正答率を見てまいりますと、大きなところでは１０数ポイント、全体を見渡しましても

１０ポイント前後、今年度の平均正答率の方が低いという状況でございます。これは、本

市においても全国においても同じ傾向でございます。これは恐らく、児童・生徒にとって

設問が難しかったのであろうということでございます。教科の担当者が問題を確認してお

りますが、やはり昨年度と比較して今年度の問題はかなり難しくなっているとのことです。 

 また、各領域別の問題につきましても、昨年度とは、レーダーチャートの形は変わって

おります。昨年度は、例えば読むことは易しい問題が入っていたけれども、今年度は読む

ことの問題が難しかったので、昨年はレーダーチャートが外側に大きく振れていたものが、

今年度は内側に入っているということがあり、単純に比較することは難しいと考えており

ます。 

 ただ、全国との傾向の違いを見てまいりますと、昨年度も本市の傾向は全国とほぼ同じ

傾向を示しておりますし、今年度につきましても全国とほぼ同じ傾向を示しております。

そういった面では、昨年度も今年度も、本市は全国と同じようなところに成果を有し、課

題を有していると考えております。 

 また、そのような状況がございますので、国から、昨年度と今年度の結果を平準化して

比較するソフトも送られてきております。そういったものを利用して、平均正答率の本市

と全国との関係を見てまいりますと、ほぼ昨年度の関係と今年度の関係は同じ状態という
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状況でございます。 

【寺前委員長】 今、課長から説明がございましたように、今年度は問題が難しかったと

いうのは、新聞等でも取り上げられていますし、点数の面ではやむを得ないであろうと思

います。 

 また、全体的な傾向としては、全国的な平均から見ますと、昨年度と同じような傾向だ

というご説明だったと思います。 

 しかし、先ほど教育長からもご意見がありましたように、無答率が高いとか、あるいは

正答率が極端に低い子どもが結構多いということが以前からも言われているわけです。 

 そういった点が一番大きな課題であろうと思いますし、そのためには、子どもたちの意

欲をどう上げていくのか、あるいは正答率が１割か２割しかない子どもには、やはり習熟

度別授業なども必要であろうと思います。それぞれ学校が自らの学校の結果を十分整理・

点検していただいて、自らの学校で何をどうしたら上げられるのかということを、家庭・

地域・先生も共々に考えていただくよう指導していただきたいと思います。 

 他に何か本件についてはございませんか。 

 公表内容については質問がないようでございます。 

 今、部長・課長から色々と説明がございました。数値だけではなく、グラフなどを用い、

文章で分かりやすく説明していくことなど、我々教育委員の議論も踏まえたものになって

いると考えております。 

 他にご意見がないようでございますので、この内容で公表していくことでよろしゅうご

ざいますか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 それでは、異議なしとのことでございますので、この内容で公表してい

ただきたいと思います。 

 また、公表の方法について色々と工夫していただいておると思いますが、再度報告願い

たいと思います。 

【柿並指導課長】 先ほど部長からも報告させていただきましたが、ホームページ等をご

覧になることのできないご家庭もあろうかと考えておりますので、調査対象の児童・生徒、

つまり小学校６年生と中学校３年生ですが、そのご家庭には、今お示ししましたホームペ

ージの中身をＡ３版１枚の裏表にまとめさせていただいて、やや内容は縮小いたしますが、

『概要版』を配布したいと考えております。 

 また、この配布につきましては、１０月１４日以降の週に、できるだけ早い段階で各学

校から児童・生徒を通して家庭に配布していきたいと考えております。 

 それから『市政だより』につきましては、１１月２０日発行の１２月号で、本市の学力

の概要等についてお伝えしていきたいと考えております。ただ、これにつきましては、ス

ペース等の関係もございますので、今、私どもで考えておりますのは、数値等を含めずに

文章でお示しして、ホームページに詳細が載っていることをお伝えしていこうと考えてお

ります。 

 また今後、各学校で、学校ごとの分析をしていかれると考えておりますが、学校ごとの

分析を含め、本市の状況を、学校から保護者にご説明いただくような機会を持っていただ

くようお願いしてまいりたいと考えております。 



 

－18－ 

【寺前委員長】 公表の方法について、『市政だより』は１２月号、これは１１月２０日

頃に各家庭に配布されるとのことです。 

 それから『概要版』については、１０月１４日以降に、受験した小学校６年生と中学校

３年生の児童・生徒の家庭に配布するとのことです。 

 『市政だより』は、ページ数の関係もございまして、詳細なものにはならないと思いま

す。従って、それを補完する意味で、ホームページ、『概要版』も配布するとのことで、

せっかく分析もして公表するわけですので、見ていただかなければ何もならないわけでご

ざいます。その点は、十分各学校にも説明していただきたいと思います。 

 それでは、平成２０年度の全国学力・学習状況調査の公表については、平均正答率を含

む、先ほど配付していただきました内容で、１０月９日にホームページ上で公開していた

だくように進めていただきたいと思います。 

 ただ、再度お願いいたしますが、正確かつ丁寧で、保護者、市民、児童や生徒にとって

分かりやすい内容としていただき、序列化や過度の競争とならないように十分ご配慮願い

たいと思います。 

 さらに、この公表だけで終わることなく、本市の学力向上の施策についてはしっかりと

考えて取り組んでいただきたい。これが一番大事だと思いますので、改めてもう一度確認

しておきたいと思います。 

 以上で、本件について終わりたいと思いますが、委員の先生方、何か他にご意見ござい

ますか。 

 事務局もないですか。 

 それでは、本日の臨時教育委員会は、これで終わりたいと思います。 

 なお、本日の署名委員には篠原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。 

 それでは皆さん、長時間ありがとうございました。 

 

 

（署 名）寺前委員長 

 

 

                                                    

 

篠原委員 

 

 

                                        

 


