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３月定例教育委員会会議録 

 

【篠原委員長】 それでは、ただいまより３月の定例教育委員会を開催いたします。 

 この３月は、学校園で卒業あるいは卒園式が行われ、皆様方のご努力によって非常に立

派な卒業・卒園式が行われたと聞いておりますし、私自身も２校に参加いたしまして、毎

年よくなってきていると実感いたしました。本当にご苦労様でございました。 

 なお本日は、こども未来部長に委任している事務に関する議事が予定されておりますの

で、こども未来部長、青少年課長及び放課後児童室長にもご出席いただいております。 

 

【篠原委員長】 それではまず、２月臨時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すでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 それでは全委員、異議なしと認めます。よって、２月臨時会会議録につ

いて承認と決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、２月定例教育委員会会議録の一部承認について審議いたします。

２月定例会については、非公開審議部分がありましたので、公開可能な時期がきた段階で

会議内容について再度審議いただきたいと考えております。従って、今回は公開可能な一

部のみの審議となっております。委員の皆様方、何かご質疑ございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。よって、２月定例会会議録の一部につい

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） 

開 催 年 月 日  平成２１年３月１９日（木） 

開 催 場 所  本館６階 大会議室 

開 催 時 間  午後１時３０分 

出 席 委 員 

 

篠原  委員長 

百瀨  委員長職務代理者 

山本 委員 

安藤  委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

岡村教育次長兼学校教育部長・浦上教育推進担当部長・藤田生涯

学習部長・濱野教育委員会事務局理事・杉分学校教育部次長兼総

務人事課長・中山学校教育部次長・倉本生涯学習部次長兼生涯学

習スポーツ課長・田中教育政策課長・橋本施設管理課長・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・森

人権教育課長補佐・大谷八尾図書館長・岸本文化財課長 
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２月21日（土） 

３月９日（月） 

３月13日（金） 

 

３月18日（水） 

 

午前１１時より、八尾市少年サッカー大会閉会式に出席。 

午前１０時より、市議会文教産業常任委員会に出席。 

午前９時３０分より、市立中学校卒業証書授与式に出席。 

午後１時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前９時３０分より、市立小学校卒業証書授与式に出席。 

午後７時３０分より、日本少年野球八尾大会開会式に出席。 

 

【篠原委員長】 それでは次に、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

（教育長報告） 

２月20日（金） 

２月21日（土） 

２月22日（日） 

 

２月23日（月） 

２月24日（火） 

 

２月25日（水） 

２月27日（金） 

１月12日（月） 

 

３月１日（日） 

３月２日（月） 

 

３月３日（火） 

３月４日（水） 

３月５日（木） 

３月６日（金） 

 

３月９日（月） 

３月11日（水） 

 

３月13日（金） 

３月18日（水） 

午後７時３０分より、長池小学校区タウンミーティングに出席。 

午前１１時より、八尾市少年サッカー大会閉会式に出席。 

午後２時より、八尾小学校区タウンミーティングに出席。 

午後７時より、東中学校区タウンミーティングに出席。 

午後１時より、全庁的業務改善プロジェクト改善実施報告会に出席。 

午前１０時より、八尾市立スポーツ施設審議会に出席。 

午後２時３０分より、部長会に出席。 

午後７時３０分より、南高安中学校区タウンミーティングに出席。 

午前１０時より、市議会３月定例会本会議（１日目）に出席。 

午後２時より、成人式に出席。 

午後４時より、臨時校長会に出席。 

午後１時より、こどもフェスティバルに出席。 

午前９時より、部長会、八尾市ＩＴ推進本部会議、緊急経済雇用対策

会議及び八尾市生涯学習推進本部会議に出席。 

午前１０時より、市議会３月定例会本会議（２日目）に出席。 

午前１０時より、市議会３月定例会本会議（３日目）に出席。 

午前１０時より、市議会３月定例会本会議（４日目）に出席。 

午前１０時より、市議会３月定例会本会議（５日目）に出席。 

午後７時より、ＰＴＡ会長会議に出席。 

午前１０時より、市議会文教産業常任委員会に出席。 

午前９時３０分より、消防記念日式典に出席。 

午前１１時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後１時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時より、八尾青少年育成いちょう基金による児童の安全のため

の防犯ブザーの寄附に係る目録贈呈式に出席。 

午後７時３０分より、日本少年野球八尾大会開会式に出席。 

 

【篠原委員長】 それでは、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

疑ございませんでしょうか。 

【百瀨委員長職務代理者】 教育長報告の中で、３月２日に緊急経済雇用対策会議があっ

たとのことですが、これについて八尾市の児童・生徒にも何らかの影響が出ているのかど
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うかを少しお聞きしたいと思いますがいかがですか。 

【中原教育長】 昨年来の経済状況の中で極めて厳しい状況に陥っているということは、

市役所全体で認識しております。それに対応していかなければならないということで、特

に雇用関係についてはきちっとやらないと、職に就けない方がたくさん出ているという状

況を懸念しております。 

 併せて、子どもたちの現状を見ますと、親の不安定な就労の中でかなり厳しい部分も出

てきていることも聞いております。私どもとしてなかなか直接的な支援はできませんが、

例えば緊急の場合の就学援助の相談や、親の仕事の関係で進学するための奨学金が急に必

要になったという相談もありますので、そういったところでできるだけ子どもたちの学校

生活に影響が少なくなるようそれぞれ対応しているところでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 どうもありがとうございました。 

 それと、先ほど委員長から卒業式についてのお話があったわけですが、私自身も小学

校・中学校で２つの学校の卒業式に出席させていただきました。両校とも、本当に粛々と、

整然と行われていて、改めてそういう雰囲気に感動したわけです。各学校の雰囲気が十分

に反映され、子どもたちにも保護者にも、卒業式をしっかりと盛り上げたいという意識を

感じましたので、改めてお礼を申し上げながら、この風潮が拡がっていったらいいなと感

じたところでございました。特に小学校での国歌斉唱は、大きな声で見事に歌いきってい

る姿を見せていただきました。非常に感動した思いで一杯でした。 

【篠原委員長】 他の委員も各学校園の式に出席され、特に安藤委員は４校も出席されま

したが、それぞれ感銘あるいは感動を受けられたと聞いております。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは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１１号「平成２１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

案件でありますので、この案件に関わる会議は非公開としたいと思いますが、委員の皆様

方よろしゅうございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。よって、議案第１１号については非公開

で審議することにいたします。それでは議事進行の都合上、この案件については、他の議

案の審議及び報告等が終了した後で行いたいと思います。 

 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 

３月の議案 

議案第１１号 

議案第１２号 

議案第１３号 

議案第１４号 

平成２１年度八尾市教育委員会の人事に関する件 

八尾市立学校園の管理運営に関する規則の一部改正の件 

教育財産の用途廃止の件 

八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件 

 

 議案第１２号「八尾市立学校園の管理運営に関する規則の一部改正の件」について審議

いたします。提案理由を柿並課長より説明願います。 
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【柿並指導課長】 ただいま議題となりました議案第１２号「八尾市立学校園の管理運営

に関する規則の一部改正の件」につきまして、提案理由をご説明いたします。 

 学校評価につきましては、義務教育段階の各学校、教育委員会における学校評価の取組

みの参考に資するよう、平成１８年３月に文部科学省において「義務教育諸学校における

学校評価ガイドライン」が策定されました。また、幼稚園における学校評価につきまして

は、平成１４年４月に施行されました幼稚園設置基準におきまして、自己評価の実施とそ

の結果の公表に努めることとされました。 

 その後、平成１９年６月の学校教育法の改正により、学校評価の根拠規定が新設され、

これを受けて同年１０月に、学校教育法施行規則において自己評価の実施・公表、保護者

など学校関係者による評価の実施・公表、自己評価結果・学校関係者評価結果の設置者へ

の報告に関する規定が新たに設けられました。 

 これらを踏まえ、本市立学校園におきましても、教育水準の向上に努め、学校運営の改

善を図るため、学校教育法の規定に基づく学校評価を実施するにつきまして、規則の一部

を改正するものでございます。 

 恐れ入りますが「八尾市立学校園の管理運営に関する規則の一部改正  新旧対照表」を

お開き願います。改正の内容といたしましては、第１３条の次に１条を加え、第１３条の

２として、「学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を

行い、その結果を公表するものとする。」「学校は、前項の規定による評価の結果を踏ま

えた当該学校の生徒の保護者その他の当該学校の関係者による評価を行い、その結果を公

表するよう努めるものとする。」「校長は、第１項の規定による評価の結果及び前項の規

定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとするものとす

る。」「前３項に規定するもののほか、学校評価に関し必要な事項は、別に定める。」と

規定するものでございます。 

 なお、この規則につきましては、平成２１年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、はなは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にお願いいた

します。 

【篠原委員長】 提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑ございま

すでしょうか。 

【安藤委員】 改正案の第２項の規定で、「その結果を公表するよう努めるものとする」

というところが少し消極的に思えるのですが、その努力と内容をどのように考えているの

かをお聞きしたいと思います。 

【柿並指導課長】 学校評価につきましては、自己評価と学校関係者評価の２つがござい

ます。学校教育法や同施行規則におきましては、自己評価については公表するものと規定

しておりますが、学校関係者評価につきましては、実施及び公表について努力義務と規定

しております。そのため、本規則におきましても同様の表記をしております。 

 ただ、学校評価の趣旨から申しますと、学校の状況等について、目標を設定し、チェッ

クし、評価をし、そして地域に報告することで、説明責任を果たしていくというものでご

ざいます。この点につきましては、更に研究しながら、要綱等で積極的に公表に努めてい

くように進めてまいりたいと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 この公表についての形式は規定があるのかないのか、もしあ

るならば、基準等や、あえて各学校独自でするようにしていいのかどうか等も含めて、そ
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の考えを少し聞かせていただきたいと思います。 

【柿並指導課長】 この度の学校評価ガイドラインの改訂では、学校の全ての校務につい

て評価を行うのではなく、年度当初にその学校の重点的な目標を定めて、その結果につい

て評価を行い、公表を行うというものでございます。 

 そういった点から、学校が評価する内容につきましては、学校の様々な課題の中のとり

わけ重要な部分についての自己評価、関係者評価であると考えておりますので、そういっ

た点につきましては積極的に公表に努めていくべきものと考えております。 

 ただ、公表の方法等についての規定は特にございません。これまでも各学校では、学校

の自己診断の結果等を学校通信やＰＴＡの総会等で知らせておりますので、それぞれ学校

で工夫しながら公表することを考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 私自身としては、評価を正しく出すためには、ある程度の形

式も示す必要があるのではないかと考えます。特に学校全体をマネジメントしている長と

しては、目標を持っておらなければ報告もできないと思います。そういう意味で、これは

きちんとしておかないと、学校長自身はマニフェストを作らねばならないような状況下に

あるなど、色々あるかと思います。できれば、「このような考え方や方向性でしていただ

く」ということを定めるよう考えてもらえればありがたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

【篠原委員長】 これは各学校によって違うとは思いますが、当該学校の関係者というの

は非常に幅広いですので、具体的にどの辺りまで考えられるのかをお答えください。 

【柿並指導課長】 学校評価ガイドラインでは、児童・生徒の保護者、またその学校の校

区地域の住民の方々を学校関係者と規定しております。 

 ただ、委員長が仰いましたように、各学校に様々に関係されている方々が増えてきてお

りますので、学校によってそれ以上の方々を含むことも１つの手法ではあると考えており

ます。 

【篠原委員長】 もう１点、この規則の改正案の第３項、第４項についても、雛形がある

のか、あるいは他市もこれと同じような規定を作っているのかどうか、その点をお聞かせ

願います。 

【柿並指導課長】 この規則につきましては、基本的には学校教育法施行規則の内容と同

じものです。ただ最後に第４項として、市として必要な事項も定めていきながら実際の運

用に当たっていきたいということで、先ほども補足的なものをというご指摘もございまし

たが、今後この内容につきましては、要綱を定めて実際の運用を進めていきたいと考えて

おります。 

 また府においても、報告書について各府立学校に配付されておりますが、今年度につき

ましては、参考様式という形で示されております。特に市としてもまだ決まった様式がご

ざいませんので、その点についても検討していきたいと考えております。 

【篠原委員長】 せっかくの改正ですので、絵に描いた餅にならないように、いい方向に

向かって活用されることを願っています。 

【安藤委員】 新聞等を見ていますと、学校評議員という制度があるようですが、先ほど

の学校関係者との関連性があるのかどうか教えていただきたいと思います。 

【柿並指導課長】 本市の学校におきましては、学校評議員制度を採用しております。各

学校におきまして、校長の諮問機関的な役割を担っていただいているのが学校評議員であ
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りますが、学校評議員の構成には、ＰＴＡの保護者の方が入っておられる場合もございま

すし、また地域の福祉委員長をはじめ地域関係者の入っておられる学校もございます。ま

た、大学の先生方や高等学校の先生方に入っていただいていたり、医師に入っていただい

ていたりと、様々な構成がございます。保護者、地域住民の入っていただいている学校評

議員会も１つの学校関係者であると認識しております。ただ、学校評議員をそのまま学校

関係者評価委員会にしてよいのかどうかにつきましては、構成や学校の状況によると考え

ております。 

 また幼稚園につきましては学校評議員制度がありませんので、また別に考えていかなけ

ればならないと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 評価をして公表するというのは、学校長が、自分の学校の教

育内容等だけの評価・公表をするということではないですよね。考えてみれば、今も意見

が出ていましたように、学校自身の評価、それから関係者の評価、第三者評価という３つ

の評価の中で学校評価をしていかなければならない時代になってきていると思います。こ

ういう中で、学校評価委員会の内容等も含めて学校評議員を活用するという形ではいかん

のですか。 

【柿並指導課長】 今ご指摘のように、学校が行う自己評価についてのみ実施と公表が義

務づけられており、また設置者への報告も義務づけられております。 

 学校関係者評価につきましては、努力義務になっておりますが、先ほど申し上げました

ように、法の趣旨等を考えますと積極的に取り組んでいくべきものであると考えておりま

す。そういった点を少し検討させていただきまして、実際のところでは、要綱で細かい内

容も検討した上で、八尾市にとってよりプラスになる内容にしてまいりたいと考えており

ます。 

 ただ、第三者評価につきましては、学校に全く関係のない、大学の学識経験者や研究者

といった方々の評価という意味合いがございますので、第三者評価につきましては、現在

実施する方向では考えておりません。 

【中原教育長】 各学校では、毎年総括会議などという形で、それぞれの教科・領域を全

ての教職員が検証し、また共有できるように総括して、次年度はどのように進めていくか、

いわゆるＰＤＣＡのサイクルに乗せながらやっています。重点的に取り組む事柄をここに

当てはめていくとするならば、例えば学校で規範意識を醸成しようという目標にした場合、

それの下で、道徳の時間では何をするか、特別活動で何をするか、それぞれの教科の中で

何をするかというのを、年間計画をもって実践し、そして評価していくということになり

ます。ただ、このような総括をしても、内部の評価だけでは限界もあることから、第三者

評価をどのようにやっていくのか。こういったことはまだ研究・検討段階とは思いますが、

何か例があれば教えてください。 

【柿並指導課長】 学校の重点的な目標を、各学校でどのように設定するかが１つのポイ

ントになってくると考えます。例えば教育課程に係わるもののほか、また生徒指導上の課

題であるもの、また学校の組織の運営上の課題であるものなど、必ずしも学力や規範意識

といった生徒に関わるものだけには留まらないと考えております。 

 そういった中で、学校関係者評価につきましては、学校関係者が常に学校の中においで

になるわけではございませんので、もちろん参観等を通して実態も見ていただくことはあ

りますが、学校関係者評価は学校の自己評価についての評価を行うということがガイドラ
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インに示されております。そのため、全くゼロから学校関係者が学校を評価していただく

のではなく、学校が定めた重点目標に対する学校の取組み、それに対する学校の評価、次

年度に向けての改善策、こういったことについて評価をしていただくものであると考えて

おります。 

 今、教育長が仰いました第三者評価につきましては、目標の設定段階からどうであるの

か、学校が重点目標としている部分についてどうであるかという、もっと高い段階での評

価をいただくものになるのではないかとイメージしております。 

【百瀨委員長職務代理者】 こうやって公表をすれば、当然結果の活用について問われて

くると思います。その点で、「公表せよ」だけでは済まないと思いますので、これを活用

する姿勢について、今後どのように考えていくのかの見通し等を含めて、少し教えていた

だきたいと思います。 

【柿並指導課長】 学校自己評価につきましては、評価の結果のみを公表するのではなく、

その課題に対する更なる改善策も併せて公表していくべきものと考えております。今年度

の目標に対する結果と課題、そして次年度に向けての改善策を併せて公表することで、地

域や保護者のご理解・信頼を得ていく必要があると考えております。 

【篠原委員長】 それでは、意見も出尽くしたように思いますので、採決に移りたいと思

います。 

 議案第１２号について、原案を適当と認め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。 

【篠原委員長】 それでは全委員、異議なしと認めます。よって議案第１２号「八尾市立

学校園の管理運営に関する規則の一部改正の件」については、原案を適当と認めることに

決しました。 

 

 それでは次に、議案第１３号「教育財産の用途廃止の件」について審議いたします。提

案理由を倉本次長より説明願います。 

【倉本生涯学習部次長】 それでは、議案第１３号「教育財産の用途廃止の件」につきま

して、提案理由を説明いたします。 

 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、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は、八尾市立桂青少年会館分館跡地について、青少年会館の用に供

する必要がなくなったことに伴いまして、教育財産の用途廃止をするため本案を提出する

ものでございます。 

 恐れ入りますが、お手元の資料の「教育財産の用途廃止について」をご覧ください。用

途廃止いたします教育財産の内容でありますが、八尾市桂町一丁目１番（一部）、５９．

７７平方メートルほか５筆でありまして、合計２,５７３．３６平方メートルの八尾市立

桂青少年会館分館跡地でございます。 

 なお、用途を廃止する期日は平成２１年３月３１日でございます。 

 以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよろ

しくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

【篠原委員長】 提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方何かご質疑ございますで

しょうか。 



 

－8－ 

【百瀨委員長職務代理者】 八尾市立桂青少年会館分館というのはどのような役割を果た

していたのか、少し教えていただきたいと思います。 

【倉本生涯学習部次長】 八尾市立桂青少年会館の経緯でございますが、今本館が建って

おります桂青少年会館が昭和５０年６月に開設されました。それに伴いまして、高学年部

が分館使用、あるいは低学年の方々が分館使用というようにそれぞれの施設を使用してき

たという経緯がございました。それで、平成１１年４月には、桂青少年会館改修工事に伴

い全事業部において分館を使用しておりますが、平成１２年３月の桂青少年会館改修工事

完成に伴い、分館としての機能を廃止いたしました。平成１２年７月に分館建物撤去工事

を終了いたしましたが、今申し上げました６筆の地籍が残っておりました。それについて

平成１９年度に官民境界、民民境界が確定いたしまして、今後、普通財産に移行する過程

として教育財産の廃止を求めるものでございます。 

【篠原委員長】 他にご質問ございますか。他に質問ございませんので、採決に移りたい

と思います。 

 議案第１３号について、原案を適当と認め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。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。よって議案第１３号「教育財産の用途廃

止の件」については、原案を適当と認めることに決しました。 

 

 それでは次に、議案第１４号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件」につ

いて審議いたします。提案理由を倉本次長より説明願います。 

【倉本生涯学習部次長】 それでは、議案第１４号「八尾市放課後児童室条例施行規則の

一部改正の件」につきまして提案理由を説明いたします。 

 八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件につきましては、教育長に対する事務

委任等に関する規則第２条第３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は、安中地区放課後児童室の独立棟新築並びに用和地区放課後児童

室、南高安地区放課後児童室及び永畑地区放課後児童室の分割改修に伴い、児童室名、児

童室数及び定員を変更する必要が生じたため、同規則の一部を改正いたすものでございま

す。 

 「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正  新旧対照表」をご覧願います。改正点

につきましては、別表第１（第２条関係）の用和地区放課後児童室の児童室名、児童室数

及び定員を、用和地区第１放課後児童室、定員７０名、用和地区第２放課後児童室、定員

５０名の２児童室に、また安中地区放課後児童室の児童室名、児童室数及び定員を、安中

地区第１放課後児童室、定員５０名、安中地区第２放課後児童室、定員５０名の２児童室

に、また南高安地区放課後児童室の児童室名、児童室数及び定員を、南高安地区第１放課

後児童室、定員６０名、南高安地区第２放課後児童室、定員６０名の２児童室に、また永

畑地区放課後児童室の児童室名、児童室数及び定員を、永畑地区第１放課後児童室、定員

６０名、永畑地区第２放課後児童室、定員６０名の２児童室に改めるものでございます。 

 なお、附則におきまして、平成２１年４月１日からの施行といたしております。 

 以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよろ

しくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 
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【篠原委員長】 提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方何かご質疑ございますで

しょうか。 

【安藤委員】 人数についてですが、例えば南高安地区では１４０名の定員が、トータル

で１２０名と少なくなっています。７０名を１００名に増やしたりするのは、あまり問題

はないかと思うのですが、減らすことについてはいかがですか。 

【竹内青少年課長】 南高安地区の放課後児童室につきましては、平成１５年度に独立棟

を新築して、定員１４０名ということで事業を運営してきましたが、児童室の面積は２０

５ｍ 2程度しかありませんので、そこを分割して７０名の入室児童を入れるということは、

ガイドラインに照らしても、ちょっと過密な状態で、子どもの安全等を考えれば、定員６

０名で、合計１２０名に人数を減らしたということです。 

 ただ、今年度の南高安地区の入室希望等を考慮しましても、希望者は１２０名以下にな

っておりますので、児童室の運営としては問題ないという状況です。 

【篠原委員長】 第１・第２と分かれる場合、指導員の人数は影響ないのですか。 

【竹内青少年課長】 放課後児童室の指導員の配置につきましては、放課後児童室の指導

員の適正配置という内規を作っておりまして、１児童室当たり嘱託指導員を２名配置して

おります。そのため、例えば安中であれば、今まで定員７０名の１教室で、嘱託指導員が

２名だったのが、今度は第１児童室、第２児童室となって、それぞれ嘱託職員を２名ずつ

配置していきますので、現行２名のところが４名に増員になると思います。 

【百瀨委員長職務代理者】 今後、独立棟を新築するということで、八尾市としての見通

しはどうなのか。それから今回、分割改修するとのことですが、なぜ分割しなければなら

ないのか、もう少し詳しく教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

【竹内青少年課長】 分割のことから説明しますと、放課後児童室の運営補助金について

補助要綱等が示されておりまして、以前は、独立棟等を建てるときに、９０名、１２０名、

１４０名といった大規模なものについても建設補助等も出て、運営補助金も国・府から出

ていました。それが、ガイドラインと運営補助金の要綱等の改定により、大規模について

は、２２年度以降は運営補助金を出さないということになりました。ですから２１年度ま

でに定員７０名以下に分割を図りなさいということが国から示されておりまして、それに

応じて、八尾市の大規模な児童室の分割を進めているところです。 

 ２１年度につきましても、まだ後７箇所残っていますので、それについても児童室とし

ての仕様を２１年度中に整えて、規則改正等をお願いすることになります。 

 それと独立棟についてですが、２１年度は、志紀で第３教室として１教室分独立棟を建

設いたします。実施計画の中では、２２年度は大正北地区の放課後児童室を、２３年度は

高安西地区の放課後児童室を新築する予定でございます。 

【篠原委員長】 他にございませんか。それではないようですので、採決に移らせていた

だきます。 

 議案第１４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でしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって議案第１４号「八尾市放

課後児童室条例施行規則の一部改正の件」について、原案を適当と認めることに決しまし

た。 
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｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、引き続き報告事項に入らせていただきます。 

 全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の公表について、柿並課長より報告願います。 

【柿並指導課長】 それでは、全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の公表について

報告いたします。 

 平成２０年度に実施されました全国体力・運動能力、運動習慣等調査について、本市の

結果の分析ができましたので、別紙の内容を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ください。構成といたしましては、１ページ目に「調査の概要」と

して、調査の目的、調査の内容、対象学年、調査日時を、「調査の参加状況」として、参

加学校数、児童・生徒数を示しております。 

 ２ページ目に本市の小学校、３ページ目に本市の中学校の、それぞれ調査結果について、

全国や府の平均との比較も含めて数値やレーダーチャートで示すとともに、運動習慣、食

習慣の一部をグラフで示しております。また、最後に本市の特徴的な傾向を文章で示して

おります。 

 ４ページ目には、調査の結果を受け、本市や各学校の今後の取組みの説明と、各家庭で

取り組んでいただきたいことについて書いております。 

 最後に、公表の日時についてでございますが、本日の教育委員会で内容等についてご確

認いただき、３月２３日（月）以降に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。また、時期は少しずれますが、市政だより等でも公開してまいりたいと考えており

ます。 

 公表内容につきましては以上でございますが、事務局といたしましては、今後も更に分

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運動習慣を見直すことに繋がる情報

の提供に努めることで、本市の体力向上に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、はなはだ簡単でございますが、公表案の報告とさせていただきます。 

【篠原委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方何かご意見はございません

でしょうか。 

【安藤委員】 調査の参加状況ですが、中学校が４校、小学校が１１校ということで、こ

れから分析していくにはちょっと数字が少ないと思います。今後、参加を呼びかけていく

のかどうか、方向性があれば教えていただきたいと思います。 

【柿並指導課長】 平成２０年度につきましては、年度当初に、全学校での実施というよ

うな新聞報道等もございましたが、実際には、各学校に参加の有無について意向調査がご

ざいました。本市では、ほぼ全ての学校が独自にスポーツテストを実施しておりますので、

２０年度につきましては、もう実施日・内容等も決まっていたという状況がございました。

そういったことから、中学校４校、小学校１１校という参加状況になった次第でございま

す。 

 次年度につきましては、１月３０日の府の学校体育主管課長会におきましても、できる

だけの参加をという依頼もございました。そういったことも受けまして、校長会を通し、

例えば運動場の改修といった特段の理由がない場合は、できる限り全国調査に参加してい
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ただきたいと依頼しているところでございます。 

【安藤委員】 私が危惧するのは、これを見る限り、ほとんどの項目でどこもそんなに大

差はないと思うのですが、これによって子どもたちがただ単に数字によって比べられてい

くのではないかということです。知・徳・体ということで、身体と健全な学習の一体感が

持てるような中で進めてほしいと思いますので、そういう意味も含めてちょっとお聞きし

たわけです。 

【柿並指導課長】 競争に繋がるといった点につきましては、そうあってはならないと考

えております。ただ、この体力の数値等につきましては、学力の場合と異なり、例えば問

題の内容や質によって数字が変わるというものではなく、子どもたちの体力・運動能力を

素直に反映している数字と考えております。 

 また実施されている内容も、例えば握力や立ち幅跳びといった、基本的な体力を測るも

のでございますので、これについて競争が生まれることはちょっと考えにくいとも思って

おります。 

 また、本市では、過去よりずっと体力テストを実施しておりますので、本人の結果、全

国の結果、それから学校の結果の平均等につきましても、個票の中に含まれて今までもお

返ししている状況がございます。 

 そういったところから、体力につきましては、学力等とはやや異なる部分があるのでは

ないかと考えております。 

【篠原委員長】 こういう件については悉皆調査というのは非常に難しいとは思いますが、

結果報告をしてホームページで公開するといった関係では、どのような調査やアンケート

にしても、参加率が２０％や３０％ではちょっと寂しい感じがしますので、次回からもう

少し参加数が多くなるように努めていただきたいと思います。 

 他にご意見はないようですので、このような形で公表することでよろしゅうございます

か。 

 それでは特に反対もございませんので、このように公表するように、よろしくお願いし

ておきます。 

 他に報告事項はございませんか。事務局からも他にございませんか。 

 

それでは、他の委員からも卒業式の感想をそれぞれお願いしたいと思います。 

【山本委員】 今年は、小学校と中学校に出席いたしまして、中学校は初めてですが、高

美中学校の卒業式に出席いたしました。式については、皆さんとても規律よく、びしっと

していて、とても感動しました。自分の子どもの時よりも感動したぐらいに、すごく素晴

らしいものだったと思います。小学校は竹渕小学校の卒業式に出席いたしましたけれども、

人数は少なかったですが、その中で、５年生の子どもたちの贈る言葉と歌がすごく素晴ら

しくて、とても長い時間を完璧にこなして、来賓の皆さん方も感激しておられましたが、

素晴らしいものがありました。それに答えてくださった６年生の皆さんも負けずに、涙な

がらにきちんと自分たちの言いたいことを言っていて、よい卒業式に参加させていただい

て、よかったと思っております。 

【安藤委員】 私は、初めて教育委員として出席して、式場に入るときに一番前で、校長

先生の次ということでびっくりして、「こんなに責任が重いのか」と思ったのがまず１つ

です。 
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私は初めてですので、いろんなところへ行ったほうがよいということで、中学校が１校、

小学校が１校、それから夜間学級、特別支援学校と４カ所に出席いたしました。今日も朝

から支援学校の式に出席いたしまして、昨年は卒業生がおられなかったとのことですが、

今年は小学生２人、中学生１人ということで２年ぶりに開催されました。校長先生をはじ

め先生方が一体となって、卒業式に向けて、次に新しく送っていくために、支援・サポー

トが本当に大変な中でここまできたということを感じました。 

また、先日の夜間学級の式でも、中学校で一人ひとりを見守り、支援されたということ

で、そのときの校長先生のお話にも本当に感動しました。今年は８名の方が卒業されまし

たが、中には卒業したくないという方もおられ、長い中で学校とともに育てられたという

ことをすごく感じました。出席されたのは２０名ですが、まだこれからの人たちが約８０

名おられるということも、現場に行って初めて知りまして、素晴らしさを感じました。 

【篠原委員長】 委員の皆様方、それぞれ感想を述べていただきましたが、こういう言葉

を、現場、特に校園長にお伝えいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 それでは最後に、議案第１１号「平成２１年度八尾市教育委員会の人事に関する件」に

ついて審議を行いますが、会議は非公開で行いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の署名委員に山本委員を指名したいと思いますので、どうぞよろしくお

願いします。 

 

（以下、非公開審議） 

 

【篠原委員長】 それでは、議案第１１号「平成２１年度八尾市教育委員会の人事に関す

る件」について審議を行います。提案理由を中山次長より説明願います。 

【中山学校教育部次長】 （提案理由及び八尾市教育委員会事務局指導主事人事、八尾市

立幼稚園長人事について資料に基づき説明） 

【篠原委員長】 提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ございます

でしょうか。 

【百瀨委員長職務代理者】  学校現場で中心となって活躍している教員を学校現場から割

愛することで、現場がしんどくなるのではないかと思いますが、資料では、今回もたくさ

ん指導主事に割愛されています。学校長としては本当につらいと思うのですが、その点は

どのように考えておられるか、お聞かせいただきたいと思います。 

【中山学校教育部次長】  確かにご指摘のように、現場で活躍している先生方を市教委に

配置することになりますが、決して現場を考えていない訳ではなく、彼らが数年の行政経

験をすることにより、学校現場に戻ったときにより学校が活性化するように、将来の管理

職育成をめざしての人事異動を心がけています。今回は本市においても３０代の指導主事

も誕生いたします。これから退職までの長期スパンに、指導主事経験の後にまた現場で指

導教諭あるいは首席として活躍してもらい、再度教育委員会に戻ってくる等、そして、将

来教頭、校長をめざす流れをつくっていきたいと考えています。現場の教員配置について

は、中心となる教員の割愛後の人事配置についても、総務人事課の各人事担当指導主事が

配慮して考えているところでございます。 

【山本委員】  幼稚園の園長先生の異動は、何年ぐらいが単位となっているのですか。 
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【中山学校教育部次長】  小中学校と同じく３年程度ですが、管理職の場合は、２年の場

合もあるし、４年の場合もあるという状況でございます。また、場合によっては１年とい

うこともあり得ます。 

【百瀨委員長職務代理者】  所属長である指導主事が大きく異動するようですが、事務局

から転出する方も、またその後に配置される方も、それぞれが大いに活躍することを願っ

ております。 

【中山学校教育部次長】  教育委員会事務局の教育推進担当部長配下の所属長を全て校長

として出すことになりますが、次年度各所属長に据える者は、いずれも行政経験も豊富で、

きちんとその職をこなしていくものと考えております。 

【中原教育長】  確かに、教育委員会事務局から所属長をたくさん校長として異動させる

ことになりますが、事務局内部の体制が維持できるように配慮して人事異動に努めたとこ

ろでございます。後任となるそれぞれの職員が力を発揮して頑張ってくれるものと考えて

おります。 

【篠原委員長】 それでは、他にご質疑ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第１１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でしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって議案第１１号「平成２１年度八尾市

教育委員会の人事に関する件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

  それでは、以上をもちまして、３月定例教育委員会を終了いたします。 

 

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

山本委員 

 

 

                                        

 

 

 


