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１２月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２３年１２月２２日（木） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

百 瀨 委員長 

安 藤 委員長職務代理者 

木 下 委員 

御喜田 委員 

中 原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

植田教育次長・伊藤生涯学習部長・中山学校教育部長・田辺教育

委員会事務局理事教育政策課長事務取扱・松井生涯学習部次長・

竹内生涯学習部次長兼八尾図書館長・万代学校教育部次長兼学務

給食課長・西崎教育人事課長・杉島生涯学習スポーツ課長・渞文

化財課長・靍原指導課長・浅野教育サポートセンター所長・福嶌

人権教育課長・南八尾図書館長補佐 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより１２月定例教育委員会を開催いたします。 

 

【百瀨委員長】 まず、１１月定例教育委員会会議録の承認について審議いたします。 

 委員の皆様方、何かご質疑ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、１１月定例会会議録について承認

と決しました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

 

 

 

 

1 1月 2 2日（火） 

1 2月 ２ 日 （ 金 ） 

1 2月 ８ 日 （ 木 ） 

1 2月 1 5日（木） 

 

午前11時から、臨時教育委員協議会に出席。 

午前９時30分から、校園長研修会に出席。 

午後３時15分から、市議会文教常任委員会に出席。 

午前10時から、臨時教育委員会に出席。 

午前10時50分から、定例教育委員協議会に出席。 
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(教育長報告) 

 

【百瀨委員長】 次に、安藤委員、木下委員から、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きたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 １１月２２日（火）午前１１時から臨時教育委員会に出席し

ました。 

次に、１１月２３日（水）午後０時４０分から、プリズムホールで開催された中学校音

楽祭に出席し、教育長と全行程を視察しました。 

 次に１２月１日（木）午後２時４５分から、大正北小学校で行われた大正中学校区３校

１園のＰＴＡによる合同教育研修会で講演と演奏をいたしました。 

 次に、１２月２日（金）午前９時３０分から、校園長会研修会に出席しました。 

 次に、１２月５日（月）午前９時５０分から、芸術文化の課外授業として、志紀中学校

11月 22日（火 ） 

1 1月 2 3日（水 ） 

1 1月 2 4日（木 ） 

1 1月 2 5日（金 ） 

 

 

 

1 1月 2 6日（土 ） 

 

 

 

1 1月 2 7日（日 ） 

 

1 1月 2 8日（月 ） 

 

1 1月 3 0日（水 ） 

1 2月 １ 日 （ 木 ） 

1 2月 ２ 日 （ 金 ） 

 

1 2月 ５ 日 （ 月 ） 

1 2月 ６ 日 （ 火 ） 

1 2月 ７ 日 （ 水 ） 

 

1 2月 ８ 日 （ 木 ） 

1 2月 1 5日（木 ） 

 

1 2月 1 6日（金 ） 

1 2月 2 1日（水 ） 

午前11時から、臨時教育委員協議会に出席。 

午後０時40分から、中学校音楽祭に出席。 

午後２時から、図書館協議会に出席。 

午後２時から、｢河内木綿のふるさとのれんの街八尾｣のれん除幕式に

出席。 

午後４時から、府教育委員会・府都市教育長協議会予算要望説明会に

出席。 

午前10時から、ひゅーまんフェスタ2011オープニングセレモニーに出席。 

午前10時30分から、民族文化フェスティバルウリカラゲモイム開会セ

レモニーに出席。 

午後１時30分から、家庭教育を考える市民集会に出席。 

午後２時から、文化芸術芸能祭授賞式に出席。 

午後３時30分から、ひゅーまんフェスタ2011フィナーレに出席。 

午前10時から、市議会文教常任委員会に出席。 

午後４時から、リーダーシップ養成研修会に出席。 

午前10時から、市議会12月定例会本会議(１日目)に出席。 

午前10時から、市議会12月定例会本会議(２日目)に出席。 

午前９時から、部長会及び男女共同参画施策推進本部会議に出席。 

午前11時30分から、校園長研修会に出席。 

午後４時30分から、庁議に出席。 

午後１時30分から、精神保健福祉協議会市民大会に出席。 

午前10時40分から、大阪経済法科大学創立40周年記念八尾駅前キャン

パス竣工式に出席。 

午後３時15分から、市議会文教常任委員会に出席。 

午前10時から、臨時教育委員会に出席。 

午前10時50分から、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時から、社会教育委員会議に出席。 

午前10時から、市議会12月定例会本会議(３日目)に出席。 
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の２・３時限目の授業を視察しました。 

 次に、１２月８日（木）午前９時３５分から、芸術文化の課外授業の続きとして、志紀

中学校の２・３時限目の授業を視察しました。 

 最後に、１２月１５日（木）に、臨時教育委員会と定例教育委員協議会に出席しました。 

 

【百瀨委員長】 委員長報告及び教育長報告を含め、ただいまの報告について何かご質疑

等ございませんか。 

 ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 本日は審議事案が予定されておりませんので、報告事項に入りたいと思

います。 

 まず、八尾市教育振興計画(案)について、田辺理事より報告願います。 

 

【田辺理事】 それでは、八尾市教育振興計画（案）についてご報告いたします。 

 教育委員会では、これまで毎年八尾市教育重点目標を定めて取組みを進めてまいりまし

たが、平成１８年に改正された教育基本法では、教育の目指すべき姿を明確に提示し、そ

の実現に向けて具体的に教育を振興していく道筋を明らかにすることが重要であるという

観点から、国では基本計画を策定することが義務づけられ、平成２０年に教育振興基本計

画が策定されました。一方、地方公共団体においても、国の計画を参考に計画の策定に努

めることとされたところです。 

そのような流れを受けて、本市においても、教育基本法に則り長期的な展望から本市教

育の方向性を示す基本計画を策定するため、学識経験者や関係団体の代表者、公募市民に

よる八尾市教育振興計画検討市民会議を設け、これまで５回の会議を開催する中で様々な

ご意見をいただいてまいりました。これらのご意見をもとに、事務局において検討を進め、

本計画案を取りまとめてきたところです。 

 それでは、計画案の概要についてご報告いたします。お手元の計画案の１ページから５

ページが第１章です。ここでは先程申し上げました計画策定の趣旨、また本年４月からス

タートした八尾市第５次総合計画との関わりについて記載しており、５ページには本計画

の期間等も記載しています。 

 次に、６ページから２２ページでは、第２章として、本市の教育の概況をまとめており、

幼児数、児童数、生徒数等の推移について記載しています。またこの章では、学校園での

主な取組内容についても記載しているほか、全国学力・学習状況調査や全国体力・運動能

力、運動習慣等調査の結果から、本市の子どもたちの実態について記載しています。 

 次に、２３ページからは第３章として、本市の教育の基本理念を記載しています。また、

２４ページから２７ページでは、新たに１０年後のめざす子ども像として、９つの子ども

像とその内容について記載しております。 

 次に、２８ページからは第４章として、めざす子ども像の実現に向けた基本方針、今後

の取組みについて記載しています。基本方針については４つの方針を示していますが、こ

の体系は八尾市総合計画の体系に基づいた内容になっています。また、今後の取組みの各
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項目については、それぞれの現状と課題及びそれを踏まえた今後の方向性を項目毎に示し

ております。 

 最後に、５０ページからは第５章として、本計画の推進と評価について記載しています。

特に、成果指標については第２章の子どもたちの実態と同様に、全国学力・学習状況調査、

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を指標として取り入れています。なお、目標

設定については、中間年度である平成２７年度を目標年度と位置づけており、数値は全国

平均レベルを目指すという設定としております。 

 以上が計画案の概要ですが、現在この計画案に対するパブリックコメントを募集してい

ます。募集期間は、来年１月５日までの１カ月間を設けています。なお、本計画案につい

てはホームページに掲載しているほかに、八尾市の公共施設に配架しています。募集期間

も少なくなってきていますが、できるだけ多くのご意見をいただきたいと考えており、引

き続き呼びかけてまいる所存でございます。 

 最後に、今後のスケジュールですが、１月２３日に最後の市民会議を開催し、パブリッ

クコメントの意見等を踏まえて計画案についてご検討いただき、改めて内容を精査した上

で教育委員会にて議決を賜りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、策定した計画については、市のホームページに掲載するほか、概要版も作成して、

今後様々な機会で計画の周知に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、八尾市教育振興計画（案）についてのご報

告とさせていただきます。 

 

【百瀨委員長】 教育振興計画については、教育委員協議会でも時間をかけて議論を進め

てきました。その結果、ただいまの報告に至ったわけですが、この報告に関しまして委員

の皆様方からご意見等はございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、２４ページのめざす子ども像については、これまでに

教育委員協議会でも議論し、これからもパブリックコメントをいただいた上で更に検討を

要すると思います。教育委員協議会での議論では、「未来の社会を支える子ども」は意味

が大きくなるのではないかという意見も出ていましたが、この位置づけと他の８つの子ど

も像の順番についてはどのように考えていますか。 

 

【田辺理事】 ご指摘の点は、教育委員協議会でもご意見をいただいており、市民会議で

も多くの時間をかけて議論いただいたところです。 

まず、計画案として提示した内容は、市民会議で出された意見をもとに、９つの項目に

整理したものになります。その中で、「未来の社会を支える子ども」は、大きな意味でこ

れからの方向性を示す子ども像であるのではないかとのご指摘をいただきました。事務局

としても、大きな方向性を示すものとして整理していきたいと考えております。 

次に、子ども像の順番については、前半に個人としての資質・能力に関するもの、後半

に社会や人との関わりに関するものを並べるように整理しました。ただ、並び順について

はこれまでに様々なご意見もいただいていますので、それを踏まえて改めて検討し、再度

整理していきたいと考えております。 
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【木下委員】 めざす子ども像については、「八尾市はこういう子どもを育てたい」とい

うキャッチフレーズがあるといいと思います。 

 成果指標については、何に取り組むにしてもそれが求められる時代ですので、まずは５

年間で全国平均に近づけたいということは大変よく分かります。その上で、成果の測定に

ついては現時点でどのように考えていますか。 

 

【田辺理事】 この成果指標もこれまで相当議論してきた部分です。目標値を示さないこ

とには、何を目指しているのかが分かりづらいというご意見が多数ありましたので、市民

に八尾市の教育の目指す方向性を分かりやすく示すために、実現に向けて取り組める目標

を設定しました。 

その中で、全国学力・学習状況調査等を１つの指標にしましたが、この調査が今後も同

じように行われるかどうかについては未知数なところもあります。そのことを踏まえて、

仮にこの調査がない場合でも、学習等に対する取組状況調査については、本市独自でも実

施することができるだろうということで、指標を組み合わせて評価していきたいと考えて

おります。 

成果指標がかなり多いのではないかというご意見もあると思いますが、複数項目で評価

できるようにしたものでございます。 

 

【木下委員】 ５９ページに、資料として学習指導要領のこれまでの変遷がありますが、

なぜ昭和３３年からあげられているのでしょうか。昭和２２年に学習指導要領ができて、

試案として動いてきた中で、昭和３３年にその性格が若干変わったことは承知しています。

その上で、試案段階である昭和２２年のものを抜いている意図をご説明いただきたいと思

います。 

 

【田辺理事】 この資料は文部科学省が公表している資料を基に作成したものですが、ご

指摘を踏まえ、内容も含めて精査したいと考えております。 

 

【木下委員】 このまま資料とした場合、学習指導要領が昭和３３年にできたと市民に捉

えられてしまって、不都合が出るのではないかと思いますので、資料の整理をお願いいた

します。 

 

【安藤委員長職務代理者】 ４ページで、教育委員会に関係する施策にアンダーラインが

引かれていますが、ラインを引くことによって限定的な解釈をされてしまうのではないか

と思います。例えばラインではなく大文字にすれば、施策の中でもその部分を目標にして

いるようになって、内容とうまく合致すると思いますので、表し方を少し工夫していただ

きたいと思います。 

 

【中原教育長】 ５ページの計画期間に「社会情勢の変化に応じて見直しを行う」とあり

ますが、この中には学習指導要領や幼稚園教育要領を認識しておかなければならないと思

いました。 

 また、３２ページの「特色ある学校づくりの推進」では、魅力ある学校を作っていくこ
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とが大きな課題であり、現在、各学校園ではそれに向けた努力をしています。教育委員会

としてはその取組状況を踏まえ、現在の予算の中で各校に応じてどのような財政措置を講

じていくかについて考えていく必要があると思います。 

 

【木下委員】 この計画では学校教育と幼児教育の基本方針を示していくということです

が、ベースには地域教育や家庭教育との連携の問題があると思います。地域教育は、生涯

学習・スポーツ振興の分野であがっていますが、家庭教育の記述は若干少ないと思います。

それについてはどのように考えておられるのか、あるいはどのように連携の意図を表して

いこうとされているでしょうか。 

 

【靍原指導課長】 家庭教育については、これまでも保護者への情報発信に努めてまい

りました。例えば、全国学力・学習状況調査、体力調査の結果を分析し、それを保護者の

立場からどのように支援していただけるかというように発信を行ってきました。 

更に、来年２月２３日に開催する学力向上フォーラムでは、学校関係者だけでなく、学

校の評議員あるいはＰＴＡにも参加を呼びかけ、現状を知っていただく中で共通の課題意

識を持っていただくところからスタートしていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 家庭教育においてもめざす子ども像は大事なポイントになりますので、

今後もその連携について考えていただきたいと思います。また、家庭に情報発信できる体

制は重要と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、委員の皆様方から指摘または要望等がありましたので、引き続き事務局で検

討していただきたいと思います。特に、未来の社会に向け、子ども像に焦点を当てながら、

先程木下委員がおっしゃったように、キャッチフレーズを出していただきたいと思います。 

 それでは、他にご意見がないようですので、次の報告事項に移ります。 

 

【百瀨委員長】 次に、（仮称）市立病院跡地におけるコミュニティセンター・出張所・

地域図書館複合施設基本設計(案)について、竹内次長より報告願います。 

 

【竹内生涯学習部次長】 それでは、（仮称）市立病院跡地におけるコミュニティセンタ

ー・出張所・地域図書館複合施設基本設計（案）についてご説明いたします。 

 資料の１ページでは、「１．複合施設整備の基本的な考え方」の「（１）施設位置」に

ついては、所在地が八尾市南太子堂２丁目４番７であり、敷地面積は約３，０００㎡です。

地図に計画地の位置が示されていますが、旧市立病院跡地の北西に位置し、敷地の北側が

国道２５号線となっております。 

 ２ページでは、「（２）まちづくりゾーンの基本方針」として、市立病院跡地における

コミュニティセンター・出張所・地域図書館複合施設基本計画では、複合施設の基本機能

や想定施設について位置づけています。基本機能としては、地域図書館では「市民活動・

生涯学習拠点機能」と「市民活動の情報発信・交流拠点機能」そして「市民の多様な学習

サービス拠点機能」の３つの機能を併せ持つ施設整備を考えており、想定規模としては約

１，３００㎡を予定しております。 

 ３ページでは、「（３）整備計画施設」として、複合施設における必要な施設機能と想



－7－ 

定される諸室機能を記載しております。 

 ４ページでは、「（４）複合施設の整備方針」として、各施設の連携機能やスペースの

共有による施設機能の効率性を高めること、省エネルギーへの配慮、また障がい者、高齢

者、子どもなどに配慮した施設を目指すこととしております。 

 ５ページからの「２．複合施設整備計画（案）」では、「複合施設基本設計の考え方」

を記載しています。図書館に関しては、子どもたちや高齢者をはじめ、多くの利用者が見

込まれることから１階に配置し、誰でも気軽に施設に入ることができ、施設西側の道を歩

く市民からは施設の賑わいを感じ取れるようなデザインになっています。また、開架・閲

覧スペースを１階に広く確保することで、利用者や職員の利便性を高める配置にしていま

す。また、２階はコミュニティセンターゾーンになりますが、図書館の対面朗読室や閉架

書庫なども配置することにしています。３階はコミュニティセンターゾーンとして、集会

室や和室などを配置し、市民の交流や様々な講座などに利用する予定です。 

 ６ページ下から７ページにかけては、各施設の各階ごとの配置内容や面積等を記載して

おります。 

８ページには、今後の整備スケジュールを記載しています。今年度は基本設計を進めて

おり、来年度に実施設計、そして平成２５年度に建設工事に着手し、平成２６年度に竣工、

開館を予定しております。 

 ９ページ及び１０ページには大まかな図面を添付しており、９ページは１階、１０ペー

ジは２階と３階のゾーニング図になります。１階は図書館の開架・閲覧スペースと出張所、

２階は図書館の書庫等とコミュニティセンター、３階はコミュニティセンターとなります。 

 最後に、「（仮称）市立病院跡地におけるコミュニティセンター・出張所・地域図書館

複合施設基本設計（案）についての市民意見提出制度実施要領」については、ただいま説

明しました基本設計案について、市民の意見提出制度を行います。実施設計を目的として、

今回の基本設計を策定するにあたり、案を公表し、市民の意見の提出を求めるために実施

するものです。対象者は市内に在住・在勤・在学または事業を営む全ての人及び市内に事

業を有する法人その他の団体で、公表期間と意見募集期間は平成２３年１２月１６日から

平成２４年１月１７日となっております。 

 以上、はなはだ簡単ではございますが（仮称）市立病院跡地におけるコミュニティセンタ

ー・出張所・地域図書館複合施設基本設計（案）についてのご報告とさせていただきます。 

 

【百瀨委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方からご意見はございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 ８ページに「市民意見を反映する」と書かれていますが、こ

れまでのワークショップ等でも市民から意見を聴取されていると思います。第４地域図書

館に対する期待度、ニーズについてはどのように把握されていますか。 

 

【竹内生涯学習部次長】 現在、本市の南西部に図書館がありませんので、市民のニーズ

は非常に高く、期待されていると思っております。 

 

【木下委員】 八尾市はこれで４館体制になります。その中で今の図書館の位置づけも含

め、図書館体制の全体像をどのように考えておられますか。 
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【竹内生涯学習部次長】 現在、八尾図書館が中央図書館、山本、志紀図書館は分館のよ

うになっています。第４図書館を含めた運用については大きな課題であると思います。 

例えば、休日をずらして開館すればどこかの図書館を必ず利用できるのではないかとい

う意見もありますので、４館体制になる中でいろんなことを検討し、市民に利用しやすい

図書館にしていきたいと考えております。 

 

【植田教育次長】 図書館については、第２次図書館サービス計画において、今後の図書

サービスのあり方、あるいは図書館行政についての方向性を示しております。この中では、

八尾図書館が中央図書館的機能を持ちながら４つの地域図書館の整備を進め、将来的に中

央図書館を整備する計画もありますが、これは中長期的なものになると思います。 

また、図書館サービスについては公共図書館にとどまらず、公共施設あるいは学校図書

館等も視野に入れた中でのサービスのあり方も検討していく必要があると思います。市民

の中でもなかなか図書館に来ることができない方、図書館から遠い地域の方は不満をお持

ちですので、身近な施設で図書サービスが提供できるように検討しております。 

 

【木下委員】 図書館は、従来のように本を読む場所から、社会的ニーズも大きく変わっ

てきており、多機能性を持つようになっているのはご承知のことと思いますので、施設機

能、サービスのあり方を多面的・長期的な展望で考え、４館の位置づけを検討していただ

きたいと思います。 

その上で、利用者として感じていることは、図書館はワンフロアにしてほしいというこ

とです。ワンフロアであれば、利用者にとって便利であり、職員数も少なくて済むと思い

ます。もしフロアがまたがると、それぞれに職員を配置しなければなりませんので、その

ための経費の問題も踏まえて、ワンフロアでの整備をお願いしたいと思います。 

また、一定の広さが欲しいと思いますが、この２つのニーズをどう考えていくかが割振

りのポイントになります。入りやすさからいえば１階がいいのですが、もし２階でそれを

保証できるのであれば、それもあり得ると考えられます。 

つまり、図書館としてはワンフロアで一定の広さが欲しいということなのですが、この

平面図では、１階の開架・閲覧スペースの広さが入っていません。また、現在の図書館と

比べて広さはどうなのかが分かりません。市民感覚としては、既存の図書館と比較して広

さがどうなのかということは気になると思いますので、広さがどれぐらいあるかをお聞き

した上で、一定の広さと、ワンフロアでの整備を要望したいと思います。 

 

【南八尾図書館長補佐】 開架・閲覧スペースの面積では、志紀図書館が概ね９９０㎡、

山本図書館も９９０㎡です。９ページの第４地域図書館の開架・閲覧スペースは概ね８５

０㎡ですが、これはバックスペースを１００㎡程度と想定しています。ただ、ゾーニング

の線引きについては、市民の意見を踏まえながら詳細な図面を作っていきますので、今後

実施設計を進める中で変更もあり得ると思っております。 

 

【木下委員】 案では、閉架式書庫だけでなくお話室なども２階になり、利用者が上がっ

ていくことになりますので、その点の検討をお願いしたいと思います。もしかすると、２
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階のほうがワンフロアを確保できるのではないかとも考えられます。 

 それから、この図書館には八尾市民以外の方も来館される可能性があると思いますので、

エントランス等も含めてバリアフリーの整備をお願いいたします。 

 

【中原教育長】 ３点お聞きしたいと思います。 

１点目は、第４図書館で予定している蔵書数と市全体としての蔵書数はどれぐらいにな

るのでしょうか。 

２点目は、利用人数はどれぐらいを想定していますか。 

最後に、専門書を入れてほしいという意見もありますが、各図書館で専門書を持つこと

はなかなか難しいところがあります。現在、それぞれの図書館で比較的多い種類はありま

すか。併せて、第４地域図書館で充実していきたい分野があれば教えていただきたいと思

います。 

 

【南八尾図書館長補佐】 第４地域図書館の蔵書数については、最終的には山本、志紀の

両図書館と同じく２０万冊程度を考えております。ただし、開館当初からそれだけの数が

揃えられるかというと、財政的なことも含めて検討を要すると思います。 

利用者数については、開館時間の設定にもよりますので現在は明確な数字はありません

が、山本図書館と同じぐらいの利用者に来ていただきたいと思っています。 

また、第４地域図書館の図書については、龍華地域の方々に活用いただきたいと考えて

おり、できるだけその地域の特色を持たせた地域情報を揃えて、個性を持たせていきたい

と考えております。 

  

【木下委員】 地域ニーズの高い本と専門書の話が出ましたが、全国の図書館からも本が

借りられる体制になりますか。 

 

【竹内生涯学習部次長】 現在もそのようになっております。 

 

【百瀨委員長】 市民に図書館サービスの将来図を示していくことは大切なことですので、

情報発信をよろしくお願いします。また、これは複合施設でありますので、施設管理につ

いては市長部局と十分に話し合いながら進めていくようにお願いいたします。 

 それでは、他に意見がないようですので、次に移りたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 次に、第２回八尾市小学生なわとび名人検定について、杉島課長より報

告願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、第２回八尾市小学生なわとび名人検定の開催

についてご報告いたします。 

 この取組みは、市内小学生を対象になわとびの一層の普及を図るとともに、児童の跳躍

力・持久力等の体力向上を図ることを目的として昨年度から実施しているもので、本年度

は平成２４年２月２５日（土）午前９時３０分より、八尾市立総合体育館で開催するもの

です。 
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参加者の募集期間は、平成２４年１月２３日から２月１０日までを予定しています。ま

た、検定会当日は、今年度日本一となった立命館大学のダブルダッチサークル「ｄｉｇ 

ｕｐ ｔｒｅａｓｕｒｅ」の皆さんによる模範演技等で大会を盛り上げていただくよう計

画しております。なお、参考までに、昨年度は１１７名の参加者があり、初段５７名、二

段３名、三段１名という検定結果でした。 

 以上、はなはだ簡単ではございますが、第２回八尾市小学生なわとび名人検定の開催に

ついてのご報告とさせていただきます。 

 

【百瀨委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方からご意見等はございませ

んか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 昨年は１１７名の参加でしたが、今年はそれより増えると思

われますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 本年度は、夏休みに公益財団法人八尾体育振興会でなわ

とびの講習会等も実施したということもあり、参加人数は昨年度より増えるものと考えて

おります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 講習会を実施したことで、技術も上がっていくと予測されて

いますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 昨年度の検定では、現在位置づけている最高の段をとっ

た子どもはおりませんでしたが、今年の講習会ではその技術に達している子どももいたと

聞いておりますので、昨年度より成績も上がると思います。 

 

【中山学校教育部長】 昨年度は学校現場におりましたが、この検定基準が出たときには、

教員からも難しいのではないかという反応がありました。ところが、大人の反応とは別に、

子どもたちはこれに基づいて練習しており、１年生の子どもたちも大きな目標を持って跳

んでいます。 

  

【百瀨委員長】 昨年度は検定会場で様子を視察しましたが、女子の参加者が大変多いよ

うに思いました。本市の小学生の大会は男子を中心とした大会が多いのですが、この検定

は女子が多かったので、非常にいい行事だと思いました。 

特に、本市の子どもたちは体力調査で持久力と瞬発力が弱いという結果が出ております

ので、なわとび名人検定の情報を発信していただきたいと思います。 

 

【御喜田委員】 幼稚園では賞状を作り、「これだけ跳べたらこの色の賞状をもらえる」

とか、もっと跳べたらということで、今までになかった後ろ跳びの賞状も作りました。こ

の検定は子どもたちの「やりたい」という気持ちを引き出すようにしているので、いい行

事だと思います。 
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【植田教育次長】 なわとび名人検定の基準については、実は日本で八尾だけにしかあり

ません。つまり、オンリーワンということで、市長にそのような思いがある中で、なわと

び名人検定の基準を作成しました。 

本市としては、子どもたちが名人検定に合格することが大事であり、それによって子ど

もたちの体力低下を防ぐという側面も加味した事業です。 

 

【安藤委員長職務代理者】 学校での取組みはどうですか。 

 

【中山学校教育部長】 なわとびについては、秋の終わり頃から体育の授業で取り入れる

ことが多く、冬に取り組む状況が長年続いていると思いますが、年間を通じてなわとびを

している子どもたちも出てきています。 

また、先程、女子の参加が多いというご発言がありましたが、休み時間に男子はみんな

で球技をしていることが多く、女子はなわとびをしていることがあるので、そのことが少

し影響していると思います。 

 

【百瀨委員長】 昨年参加した子どもたちは名人を目指して頑張っていると思いますので、

名人が出ることを期待しながら、この基準を変えることなく、八尾市独自のものとして進

めていただきたいと思います。 

 それでは他にご意見がないようですので、以上で報告事項については終わります。 

この際、委員の皆様方、また事務局から何かございませんか。 

 なければ、以上をもちまして１２月定例教育委員会を終了いたします。 

なお、本日の署名委員に安藤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

いたします。 


