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９月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２４年９月２１日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館６階 大会議室 

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 

浦 上 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

植田教育次長・伊藤生涯学習部長・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・靍原学校

教育部次長兼指導課長・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・山下教育サポートセンター所長・福嶌人

権教育課長 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより９月定例教育委員会を開催いたします。本日の

会議録署名委員に浦上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。 

 

【百瀨委員長】 まず、８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、８月臨時会会議録について承認と

決しました。 

 

【百瀬委員長】 次に、８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、８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。 

 

 



－2－ 

（委員長報告） 

８月22日（水） 

 

８月23日（木） 

８月28日（火） 

９月２日（日） 

９月14日（金） 

９月20日（木） 

午後０時30分から、南木の本防災体育館及び龍華小学校区通学路視察

に出席。 

午後３時30分から、小中学校初任者教職員研修視察に出席。 

午後１時30分から、消費者大会に出席。 

午後４時30分から、河内音頭まつりセレモニーに出席。 

午前９時30分から、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時から、市議会文教常任委員会に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を浦上教育長よりお願いいたします。 

(教育長報告) 

８月22日（水） 

 

 

 

８月23日（木） 

 

８月28日（火） 

８月29日（水） 

８月30日（木） 

 

９月２日（日） 

 

９月３日（月） 

９月４日（火） 

９月６日（木） 

９月７日（金） 

９月10日（月） 

９月14日（金） 

 

９月20日（木） 

午後０時30分から、南木の本防災体育館及び龍華小学校区通学路視察

に出席。 

午後５時から、日中友好都市中学生卓球交歓大会派遣事業の報告にか

かる市長表敬に出席。 

午後３時30分から、小中学校初任者教職員研修視察に出席。 

午後５時30分から、夏の夕べに出席。 

午後１時30分から、消費者大会に出席。 

午前10時から、市民表彰選考委員会に出席。 

午後２時30分から、府都市教育長協議会夏季研修会及び定例会に出

席。 

午後４時30分から、河内音頭まつりセレモニーに出席。 

午後６時15分から、久宝寺寺内町燈路まつりに出席。 

午前９時50分から、文化の日教育委員会表彰審査会に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午前10時から、市議会９月定例会本会議（１日目）に出席。 

午前10時から、市議会９月定例会本会議（２日目）に出席。 

午後４時から、学校給食献立コンテスト表彰式に出席。 

午前９時30分から、定例教育委員協議会に出席。 

午後１時30分から、精神保健福祉協議会常任理事会及び総会に出席。 

午前10時から、市議会文教常任委員会に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況について何かありま

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】 ８月２２日（水）午後０時３０分から、他の委員とともに南

木の本防災体育館及び龍華小学校区通学路視察に出席しました。 

次に、８月２３日（木）午後３時３０分から、小中学校初任者教職員研修視察に出席し

ました。 

次に、８月３０日（木）に、サポートやおでこども未来部主催の保育所、保育園職員の
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研修会があり、講演と演奏をいたしました。 

最後に、９月２日（日）午前１０時から、河内音頭まつりの催しとして市立中学校吹奏

楽部の演奏、マーチングを視察しました。また、同日午後４時３０分から、セレモニーに

出席しました。 

 

【木下委員】 ９月２日（日）に、河内音頭まつりセレモニーに出席しました。また、そ

の後に久宝寺寺内町燈路まつりに行きました。大阪府下では富田林等の寺内町も昔から有

名ですが、久宝寺も歴史を誇る八尾として非常に宣伝効果があるのかなと思いながら眺め

ていました。 

 

【百瀬委員長】 それでは、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

ご質疑ございませんか。 

 それでは、質疑がないようですので次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、審議事項に入ります。 

 

９月の議案 

議案第36号 

 

議案第37号 

八尾市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規

則の一部改正について臨時代理承認の件 

八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件 

 

【百瀨委員長】 議案第３６号「八尾市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する規則の一部改正について臨時代理承認の件」について審議いたします。提案理

由を松井次長より説明願います。 

 

【松井生涯学習部次長】 それでは、議案第３６号「八尾市立学校の府費負担教職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について臨時代理承認の件」につきまして

ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、８月の教育委員会に議案上程し、議決を受けるべきところではあ

りましたが、大阪府教育委員会の改正規則内容の通知が８月２９日でありましたので、議

案上程することができませんでした。しかし、９月１日に施行する必要があり、教育長に

対する事務委任等に関する規則第３条第２項の規定に基づき、教育長が臨時に代理をしま

したので、委員会の承認を求めるものでございます。 

 提案の理由ですが、府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一

部改正に伴い、大阪府教育委員会より平成２４年８月２９日付教委職企第１５４６号にお

いて、市町村立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則、いわゆる

準則の一部改正についての通知があり、急を要したため平成２４年９月１日付で臨時代理

を行いましたので、その承認を求めるものでございます。 
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 改正内容につきましては、次の新旧対照表をご覧ください。現行におきましては第４条

の２に育児または介護を行う職員についての特例として、通常の始業または終業時刻を変

更し、早く来て早く帰る、遅く来て遅く帰ることができる制度があり、小学校就学の始期

に達しない子のある職員または被介護人のある職員であって、当該子の保育所等への送迎

のため、または当該被介護人の介護のため、勤務時間の割振り及び休憩時間が別に定めら

れていたところでございます。このたびの改正で、新旧対照表のとおり、対象者について

は（１）から（３）のようになり、（２）にある小学校第１学年から第３学年までの子の

ある職員で、当該子を児童福祉法第６条の３第２項の規定に基づく放課後児童健全育成事

業を行う施設等に送迎する教職員が新たに追加されました。 

これらの特例を別に定めるとして示されている、府立高等学校等の職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する規則の改正とあわせて、この度の変更点をわかりやすく資料２にまと

めておりますのでご覧ください。 

今回の変更としては、１点目に、育児を行う職員の特例として、小学校就学の始期に達

しない子のある職員で、当該子を保育所等へ送迎する場合、これまでに加え、４５分の遅

出というのが認められるようになりました。 

２点目は、小学校１年生から３年生までの子を育てる教職員で、当該子を放課後児童健

全育成事業を行う施設等に送迎する場合、早出、遅出勤務が新たに認められるようになり

ました。今回の変更によって、保育所に通う子どもを遅くまで預けることができるように

なったり、あるいは学童に通う子どもを早く迎えに行ったり遅くまで預けられるようにな

ったということでございます。ただし、勤務時間は従来どおり７時間４５分になり、変更

はございませんが、出勤時刻と退勤時刻が早出、遅出に連動して変更になることをご理解

ください。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくお願い申し上げます。 

 

【百瀬委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

等ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 職員の方たちは、４５分の遅出に対して臨機応変に対応でき

るのでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 現在、早出、遅出を取得している者は市全体で１２名になり、

そのうち担任を持っている者は中学校教員１名になります。早出、遅出の時間帯によりま

すが、その教員が来ていない間は同じ学年の教員が指導しており、子どもたちの教育活動

に支障がないように、チームワークで対応しているところでございます。 

 また、昨今、仕事と育児あるいは介護等の両立を目的として、人事院規則が繰返し改正

されており、国家公務員では職場の上司や周囲の職員の配慮が求められております。これ

に伴って、各地方自治体におきましても、ワークライフバランスの実現に向けて充実が図

られてきたという経緯がございますので、よろしくご理解のほうお願いいたします。 

 

【百瀬委員長】 教育活動に支障がないように、多くの先生方と協力していただきたいと
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思います。 

 それでは、他にご質疑がないようですので、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異議ございませんか。 

 

【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、議案第３６号「八尾市立学校の府

費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について臨時代理承認の

件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第３７号「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委

員の委嘱の件」について審議いたします。提案理由を杉島課長より説明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 ただいま議題となりました議案第３７号「八尾市生涯学

習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」につきましてご説明申し上げます。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１４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、八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱

につきましては、同プラザ管理運営規則に基づき行っておりますが、このたび委員の任期

満了に伴いまして新たに委嘱を行うものでございます。 

今回の委嘱は本年４月定例教育委員会において、八尾市生涯学習センター学習プラザ管

理運営規則における委員委嘱の規定を学校教育及び社会教育関係者、家庭教育の向上に資

する活動を行う者、学識経験者並びに教育委員会が必要と認める者の中から教育委員会が

委嘱すると改正された後の初めての委嘱でございます。 

委嘱する委員といたしましては、まず学校教育関係者といたしまして市立小学校長、中

学校長を１名ずつ、また社会教育関係者としまして本市の文化振興、女性の地位向上、青

少年健全育成にご尽力を賜っております各団体より１名ずつ委嘱を行うものでございます。

次に、４月の規則改正におきまして新たに規定しました、家庭教育の向上に資する活動を

行う者につきましては、本市の幼児教育、保育の振興並びに学校園におけるＰＴＡ活動に

ご尽力賜っております方を委嘱いたすものでございます。次に、学識経験者につきまして

は生涯教育、生涯学習を専門としている大学教授、長年にわたり教育行政、学校教育現場

においてご活躍され、同分野に精通し、本審議会におきましてもこれまで貴重なご意見を

いただいてきました方を委嘱いたすものでございます。最後に、教育委員会が必要と認め

る者につきましては、自治振興委員会役員並びに市政全般に精通しておられます市議会議

員より委嘱を行うものでございます。この結果、委員の構成につきましては、新任委員２

名、再任委員１４名となり、新たに委嘱を行う２名の委員は大西幹子氏、堀薫夫氏でござ

います。 

任期につきましては、平成２４年１０月１日から平成２６年９月３０日までの期間でご

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。よろしくご
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審議のうえ、ご承認賜わりますようお願いいたします。 

 

【百瀬委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、御喜田委員におかれまして

は、委員候補者の中に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第５項の規定

に該当される方がおられますので、本議事には参与できないことになります。それでは、

御喜田委員、ご退席ください。 

 

（御喜田委員 退席） 

 

【百瀬委員長】 それでは、委員の皆様方、何かご質疑ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今回の区分の仕方と人数が１人減っていることについて、理

由を説明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 まず、区分につきましては、提案理由の中でもご説明さ

せていただきましたが、本年４月に規則改正を行いまして、区分の見直しを行ったところ

でございます。また、その中で市議会議員の方々につきましては、学識経験者の区分に入

れさせていただいておりましたが、これまでの教育委員会での議論の内容を考慮いたしま

して、教育委員会が必要と認める者にさせていただいたところでございます。 

次に、人数が１名減っていることにつきましては、前回までは労働関係の代表者が入っ

ておられましたが、今回は外させていただいております。また、委員が２名減ったからそ

の分を補充するという考え方ではなく、現在生涯学習センターに求められていることにつ

いて議論できる方をメンバーとして選ばせていただいたところでございます。今後も必要

があれば、委嘱等について考えていきたいと思っております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 例えば、教育委員会が必要と認める者の区分で委員を増やす

ことは考えられていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 今回は、お示ししている委員の委嘱について審議してい

ただきたいと考えておりますが、今後、生涯学習センターに求められることに応じて、必

要であれば新たに委員の委嘱を考えてまいります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 教育委員会が必要と認める者については、市議会議員の方々

以外に１人しか選ばれてないので、それでいいのかなという不安を感じます。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 教育委員会が必要と認める者につきましては、これまで

は３名の方々に入っていただき、貴重なご意見をいただいておりました。しかし、現在、

生涯学習センターの運営にあたりましては、家庭教育の向上に資する活動を行っている方

に入っていただくほうがより活発にご議論いただけるという考えがあり、このようにメン

バーを構成させていただいたところでございます。 
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その結果、教育委員会が必要と認める者といたしましては、市議会議員の方を除くと１

名になりましたが、今回お示ししたメンバー構成で十分に議論していただけると考えてお

ります。 

 

【木下委員】 これまでは教育委員会が必要と認める者として労働関係から２名入られて

いましたが、青年問題として労働関係を支援するという意味では生涯学習に必要ではない

かと思います。この点についてどのように考え、今回は外されたのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 労働関係につきましては、重要な問題として考えており

ます。ただ、現在、この運営審議会におきましては、生涯学習センター学習プラザの管理

状況、プログラムの内容等について集中的に審議していただいております。 

八尾地区労働組合協議会並びに八尾商工会議所からの選出につきましては、平成２２年

３月末まで、同施設内に中小企業勤労者福祉サービスセンターの事務所及び勤労者サロン

という相談ブースがございましたので、当審議会の委員として施設の管理運営についてご

意見等をいただいておりました。しかし、サービスセンターが移転いたしまして、２つの

団体の方々と委員の委嘱につきまして協議させていただいたところ、現在この施設に入っ

ておられないということもあり、今回の委嘱につきましては見合わさせていただくことで

ご同意をいただいた次第でございます。 

 

【木下委員】 労働者の資質向上については、新しい問題として八尾の生涯学習プログラ

ムの中で考えていく一つの要素ではあるだろうと考えていますので、ブースの有無と委員

として入られるかどうかについては別の問題ではないかと捉えますが、いかがでしょうか。 

 

【植田教育次長】 地区労等の労働関係団体につきましては、生涯学習センターの建設時

に山本労館等の関係から参画いただくことになり、労働者の視点から生涯学習に関するご

意見を賜りました。そして、今般、新たに商工会議所が本庁舎南側にできたことによって、

労働者の意見集約、諸問題に関わる機関が商工会議所内に設けられたところでございます。 

また、今回の委員選出につきましては、生涯学習に関するさまざまな議論をしていただ

くために必要な委員を選出させていただきましたが、今後、労働問題について議論する必

要があれば、商工会議所等との連携の中でご意見をいただく場面もあろうかと思います。 

従って、事務所がなくなったから委員から外すということではなく、必要があれば商工

会議所等と連携してご意見をいただく必要があると認識しております。 

 

【木下委員】 生涯学習センターの今後のプログラムを考えられるのであれば、労働関係

者が必要ではないかと思いますので、今後のこととしてよろしくお願いします。 

 

【百瀬委員長】 商工会議所に移ったから委嘱をしないのではなく、生涯学習のプログラ

ムとして１つの重要部分になりますので、この要素もしっかり取り上げてほしいと思いま

す。 
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【浦上教育長】 今回は女性委員が３人になり、とても少ないと思っています。生涯学習

においては女性の視点が必要になりますので、委員を選定されるときに女性を増やすよう

努力していただきたいと思います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 全体的に女性の割合が低いと思いますので、今回のご意

見を踏まえて、今後は各団体に可能な範囲で女性委員の派遣について働きかけていきたい

と考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 この審議会は、１年間にどれぐらい会議を開催されています

か。また、その中でどのような取組みをされていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 会議といたしましては、年間２回開催しております。内

容につきましては、前年度の事業報告、決算報告を受けるとともに、今後の取組みについ

てご意見をいただいております。また、その他に部屋の利用率をもとにご意見もいただき、

指定管理者はプログラムの見直し、部屋の利用率向上に向けた取組みを行っているところ

でございます。 

 

【百瀬委員長】 それでは、他に質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第３７号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

 

【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、議案第３７号「八尾市生涯学習セ

ンター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」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、御喜田委員、ご入室ください。 

 

（御喜田委員 入室、着座） 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀬委員長】 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。 

まず、評価育成システムにおける「授業力」評価アンケートについて、松井次長より報

告願います。 

 

【松井生涯学習部次長】 それでは、教職員の評価育成システム改定に係る「授業力」ア

ンケートについてご報告申し上げます。 

 資料１ページをご覧ください。はじめに改定の考え方ですが、平成２４年４月１日に職

員基本条例、大阪府立学校条例が大阪府において施行され、府立学校条例第１９条に、校

長が行う教員の勤務評定のうち、授業を行う教員に係る評価は授業に関する評価を含めて

行うこと、授業に関する評価は生徒、または保護者による評価を踏まえることが規定され
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ました。 

これに伴い、大阪府教育委員会では府立学校の評価育成システムを改定し、生徒による

授業アンケートを実施するということを決定いたしました。同時に、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４６条に、府費負担教職員の勤務評定は、都道府県教育委員会の

計画のもとで行うという旨が規定されており、市町村立学校の府費負担教職員でも児童、

生徒、保護者による授業アンケートを実施する旨、大阪府教育委員会より通知があったと

ころでございます。本格実施につきましては、平成２５年度からということですが、来年

度の円滑な実施に向け、本年度中に市町村立学校の全校でアンケートを試行実施するとい

うものでございます。 

アンケートの内容ですが、資料の２、３ページにありますとおり、授業を興味・関心・

意欲の向上、学習内容の習得、個の状況に応じた支援、望ましい学習集団の育成、児童生

徒への適切な評価といった５つの観点で、児童生徒が保護者と話し合いをしながら小学校

では保護者が、中学校では生徒及び保護者が家庭で記入するというものです。なお、特別

支援学校におけるアンケートにつきましては、現在府教委で検討中ということです。対象

は、授業を行う全ての教員となっておりますので、例えば、小学校では担任だけでなく音

楽専科や理科専科の教員に対して、中学校では国語や数学など、各教科担任の授業に対し

てアンケートを実施するものです。 

 資料の最後に、小中学校でのアンケートの見本を添付しておりますのでご覧ください。

今年度につきましては、アンケートの試行実施ですが、来年度からはこのアンケートを年

２回実施するとともに、特に授業に課題のある教員がいた場合は、校長自らが授業観察を

行い、その授業力の改善を図るよう、重点的に支援を行うことになります。実施したアン

ケートの結果は、評価要素のうち授業に関する評価を行う際、校長が一つの参考材料とし

て活用するというものです。あくまでも最終の評価は校長自らが評価者としての責任を持

って行うということであり、これまでの評価の考え方と何ら変わるものではございません。 

 以上、教職員の評価育成システムの改定に係る「授業力」アンケートについてのご報告

とさせていただきます。 

 

【百瀬委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方、ご意見ございませんか。 

 

【木下委員】 このアンケートでは教科ごとに分かれていますが、学級会や道徳などの特

別活動はどうされるのでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 道徳につきましてはさまざまな場面で教育を行っているところ

ですが、授業としてこの評価の対象に含めております。ただし、小学校では通常授業を行

う教員は主に学級担任であり、国語や算数などさまざまな教科の授業を行っておりますの

で、それを道徳、国語の評価として複数に分けるのではなく、１人の教員の総合的な授業

力に対してアンケートを取ると聞いております。 

 

【木下委員】 小学校では担任が各教科を指導しますが、例えば、国語の指導は上手いけ

ど算数の指導は苦手かなというのが各教員にあると思います。そのような細かいことを求
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めるアンケートになるのでしょうか。 

【松井生涯学習部次長】 本年度につきましては、来年度の本格実施に向けてより実質的

に効果の高い評価をしていくための試行実施となります。 

例えば、見本のとおり、小学校では担任、音楽専科、理科専科の３名だけが評価対象と

なっております。確かに、１人の教員に対して道徳、国語の指導は上手だけど、算数の指

導は少し課題が見られるという場合もございますが、今回の試行実施についてはそれをト

ータルしてこの先生の授業はどう思いますかというような評価になります。 

そして、保護者の声、子どもたちの声、あるいは校長の声などを市教委が集約し、この

試行実施が終わった段階で府教委に良かった点、課題点を上げまして、来年度の本格実施

に結びつけていくことになります。 

 

【木下委員】 今回の評価が従来の評価要素と異なること、またアンケートの実施によっ

て現場に与える影響についてどのように予想されていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 一部の声といたしましては、例えば、保護者に子どもの授業に

対するアンケートを取られることによって、特に子どもにとって良い授業というよりも楽

しい授業だなというような授業になるのではないかという危惧の声も聞かれます。ただ、

一方でこれまでに子どもたちの声、あるいは保護者の声を吸い上げる場というのが余りな

かったという状況もございますので、アンケートの集計結果から自分の指導に対する良い

ところや改善点について知ることができるという意見も若干聞かれます。 

今年度は試行段階になりますので、どちらの声が大きくなるのかというのはわかりませ

んが、子どもたちの声や保護者の声が授業の改善につながるようなシステムになればと思

っておりますので、改善点については府教育委員会にしっかり上げていきたいと思ってお

ります。 

 

【木下委員】 ぜひ、先生方の励みになるような運用の仕方をお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 中学校では担任が一切出てこないのですが、小学校との違い

についてはどのように考えていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 中学校と小学校では教科担任制と担任制という大きなシステム

の違いがございますが、担任が自分のクラスの授業を受け持たないということはほとんど

ないのかなと思っております。稀に中学校では体育の先生で男子の体育授業だけを受け持

ち、学級の女子生徒に教科を教えていないというようなことは出てくると思いますが、基

本的には小学校と同様、担任が何らかの教科を教えているので、担任の評価がここに組み

込まれてくると考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 小学校での外国語活動については、どのように評価しますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 外国語活動を授業として評価していくかどうかについては明示
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されておりませんが、私どもの考え方としては子どもたちの前で教えるものは一定評価し

ていくべきではないかと思っております。 

なぜなら、子どもたちや保護者にとっては、臨時的任用職員、講師につきましてもしっ

かり授業を教えてくれる先生ということに変わりはありませんので、この先生だけがアン

ケートに載っていないと、逆に混乱を来すことが考えられます。 

従って、教壇に立っている先生につきましては、この評価アンケートに入れるべきでは

ないかと考えております。 

 

【百瀬委員長】 このアンケートについては府教委から説明を聞いたところであり、まだ

確定していないということをお聞きしておりますが、今後進めていく上では教育現場がど

のように捉えるかということが大きな問題になるかと思いますので、校長会の中で十分に

話し合っていただきたいと思います。 

 

【浦上教育長】 学校現場がこのアンケートよって混乱しないようにすることが一番大事

だと思っています。また、子どもの育ちについては先生、保護者、子どもの中で日々構築

されていくものになりますので、これによってこれまで構築してきたことが崩れないよう

に、学校と家庭がよりよい関係を築いてほしいと思います。 

 それと、このアンケートは保護者と生徒に書いてもらいますので、保護者は学校に期待

されると思います。従って、学校と教育委員会はその説明責任を果たしていく必要がある

と思います。 

 

【百瀬委員長】 最終的には校長の判断によって教員は評価されますので、今回のアンケ

ートを利用した評価方法についても確認していただきたいと思います。 

 次に、通学路における緊急合同点検結果と今後の対応について、靏原次長より報告願い

ます。 

 

【靏原学校教育部次長】 それでは、通学路における緊急合同点検結果と今後の対応につ

いてご報告いたします。 

 この度の緊急合同点検につきましては、国土交通省、文部科学省、警察庁の３省庁より

通知がありまして、全国一斉に実施しているものでございます。本市におきましては、７

月２３日から８月２１日の間に、事前に各学校より報告された箇所の現地点検を八尾警察

署、八尾土木事務所、本市の建築都市部、土木部の各関係課、学校及び教育委員会関係課

の職員延べ２９７名により実施しております。５月に実施されました交通安全総点検も含

めますと、対策が必要な箇所は３１４カ所と確認したところであります。現在、すぐ対応

可能な箇所につきましては随時対策を進めながら、残った箇所につきましては具体的な対

応を関係課が検討しているところでございます。 

 以上、甚だ雑駁な説明ではありますが、通学路における緊急合同点検結果と今後の対応

についてのご報告とさせていただきます。 

 

【百瀬委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方、何かご意見等ございませ
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んか。 

【御喜田委員】 通学路の視察の中で危ないなと思う箇所がいくつかありましたが、危険

箇所をその地域の方や保護者にも知らせることは考えておられますか。 

 

【靏原学校教育部次長】 学校によりましては、大勢の目で子どもたちの安全を確保する

という視点に立ち、ＰＴＡ役員、地域の関係者に声をかけていただいて、さらに改善すべ

き点も含めて意見交流をされているところもございます。教育委員会事務局としましては

いただいたことをもとに取りまとめを進めておりますが、機会を捉えて各学校に進捗状況

を説明してまいりたいと思っております。 

 

【百瀬委員長】 いろんな危険箇所があったと思いますが、その中で非常に危険なところ

について、具体例があれば教えていただきたいと思います。また、安全教育については今

後どのように取り組もうとしていますか。 

 

【靏原学校教育部次長】 この夏に通学路を点検しながら、改めて通学路がさまざまな環

境の中で位置しているのだなというのを実感しております。例えば、大人から見れば当た

り前のように見える交差点でも、子どもの視点に立つと、通学時に多くの子どもたちが交

差点で待つことになります。だから、もう少しスペースが必要ではないかということで、

路側線という白線をもう少し内側に出して引いてあげるほうが子どもにとって安全ではな

いかというような意見がありました。また、看板のつけ方についてもドライバーの方から

見える看板のつけ方と、歩行者に注意が促せるような位置というのが警察関係、交通対策

課あるいは土木関連の方からそれぞれ意見がありましたので、今回は意義があったと思っ

ております。なお、指導課としましては、各小学校の通学路にカラーの強調表示マークを

２、３カ所設置させていただくことによって、視覚的にドライバーの注意喚起を促してい

きたいと思っております。 

 このようにハード面の環境整備は重要になりますが、一方で子どもたちが自分で危険を

察知し、回避できることが一番大切ではないかと思っております。各学校には、１学期に

子どもたちに注意喚起も含めた指導を呼びかけましたが、秋に交通安全週間もありますの

で、そのような機会を捉えて今後も注意喚起してまいりたいと思っております。 

 

【木下委員】 自動車も確かに危険だと思いますが、実は非常に危険を感じているのは通

勤時に歩道を走る自転車です。通勤者や高校生は急いでいるので、ものすごいスピードで

走ってくるし、信号が変わる間際でも突っ込んできます。だから、自転車の運転について

も指導が必要だろうなと感じているところがありますので、その点についても考えいただ

きたいと思っております。 

 

【靏原学校教育部次長】 自転車の指導につきましては、八尾警察署と交通対策課にご協

力いただいて交通安全教室の中で実施しております。主に小学校４年生を中心に、実際に

学校に自転車を持ってこさせて指導を行っていますが、その子どもたちがやがて自転車事

故の加害者側にならないような指導も非常に大事だと思っておりますので、今後はその部
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分も踏まえて指導を広げていきたいと考えております。 

【木下委員】 小中学生に対する指導については学校の範囲でできると思いますが、実は

高校生と通勤者が非常に危険だと思います。この件は教育委員会の範囲ではないのかもし

れませんが、どこかに対応をお願いできないものでしょうか。 

 

【植田教育次長】 道路交通法の規定では基本的に自転車は軽車両になり、市役所本庁舎

の前の歩道でもひき逃げ事故が発生しております。 

高校生も含めて成人の自転車の乗り方については警察等においても注意喚起されており、

交通対策課では大きなスーパーで自転車の整備点検を実施しながら安全運転の啓発活動を

年に数回行っていただいております。まずは大人が子どもの手本となるように、教育委員

会はもとより、市をあげて取り組んでいくべき課題として認識しております。 

 

【百瀬委員長】 子どもたちの命を守るためには、関係機関と連携しながら進めていかな

ければならないと思います。また、子どもたちにルールやマナーを守るという規範意識を

育み、危険回避能力を身につけさせるように取り組んでいただきたいと思います。 

 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が、委員の皆様

方から何かございませんか。 

 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９月定例教育委員会を終了いたします。 


