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１０月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２４年１０月２２日（月） 

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１０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安藤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。 

 議事に入ります前に、９月２８日の市議会本会議で選任同意され、安藤委員と浦上委員

が１０月２４日より４年間の任期で教育委員に再任されましたのでご報告申し上げます。 

 

【百瀨委員長】 まず、９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、９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） 

10月１日（月） 

10月７日（日） 

10月15日（月） 

10月17日（水） 

午前９時から、中学校体育大会に出席。 

午前９時から、小学校運動会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後１時から、近畿市町村教育委員研修大会に出席。 

 

【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。 
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(教育長報告) 

９月22日（水） 

９月28日（金） 

10月１日（月） 

10月２日（火） 

10月３日（水） 

10月５日（金） 

10月６日（土） 

10月７日（日） 

10月10日（水） 

 

10月11日（木） 

10月14日（日） 

 

10月15日（月） 

10月16日（火） 

 

10月17日（水） 

10月18日（木） 

午後１時25分から、秋の全国交通安全運動初日キャンペーンに出席。 

午前10時から、市議会９月定例会本会議（３日目）に出席。 

午前９時から、中学校体育大会に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午後７時から、ＰＴＡ協議会役員と市長との意見交換会に出席。 

午後３時から、府都市教育長協議会定例会に出席。 

午前10時から、府立八尾北高等学校創立30周年記念式典に出席。 

午前９時から、小学校運動会に出席。 

午前10時から、決算委員協議会に出席。 

午後１時30分から、社会教育委員会議に出席。 

午後１時から、文化の日教育委員会表彰審査会に出席。 

午前８時30分から、地区市民スポーツ祭に出席。 

午後１時から、新版市史編纂記念講演会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前９時から、株式会社八光殿による学習環境の向上のためのプラン

ターの寄附に伴う市町感謝状贈呈式に出席。 

午後３時から、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後１時30分から、危機管理防災講演会に出席。 

 

【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】 １０月１日（月）に、中学校体育大会に出席しました。また、

１０月７日（日）に、小学校運動会に出席しました。 

次に、１０月１５日（月）に、定例教育委員協議会に出席しました。 

最後に、１０月１７日（水）に、近畿市町村教育委員研修大会に出席しました。会場は

なら１００年会館大ホールになり、各地から約７００名の方が出席されていました。当日

は、薬師寺の管主の方による講演があり、これからの学校教育に関する話を聞くことがで

きました。 

 

【百瀨委員長】 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。 
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10月の議案 

選挙第１号 

選挙第２号 

議案第38号 

議案第39号 

議案第40号 

八尾市教育委員会委員長の選挙の件 

八尾市教育委員会委員長職務代理者の選挙の件 

八尾市教育委員会教育長任命の件 

平成24年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件 

平成25年度八尾市立学校園教職員人事基本方針の決定の件 

 

【百瀨委員長】 まず、選挙第１号「八尾市教育委員会委員長の選挙の件」について審議

いたします。 

 委員長の選挙につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１

項の規定によりまして、教育長を除く委員の中から委員長を選挙しなければならないと定

められております。このことから、浦上教育長に議事進行役をお引き受けいただくのが適

当ではないかと思いますが、委員の皆様方、いかがでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員ご異議がないようですので、浦上教育長に議事進行をお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（百瀨委員長・浦上教育長 座席交代） 

 

【浦上教育長】 それでは、ご指名により議事進行を仰せつかりましたので、ただいまか

ら審議に入らせていただきたいと思います。事務局より、提案理由を説明願います。 

 

【植田教育次長】 それでは、選挙第１号「八尾市教育委員会委員長の選挙の件」につい

てご説明申し上げます。 

 百瀨委員長の委員長としての任期が平成２４年１０月２３日付をもって満了されますこ

とに伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１項の規定によりまして、

委員長の選挙を行う必要がございますので、ご提案申し上げるものでございます。 

次期委員長の任期は平成２４年１０月２４日から平成２５年１０月２３日までの１年間

となります。 

なお、委員長選挙の方法につきましては、八尾市教育委員会会議規則第２条により、無

記名投票と指名推薦の方法が規定されているところでありますが、従来からの慣例では指

名推薦の方法で実施されているところでございます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

【浦上教育長】 ただいま説明がありましたが、委員長の選挙の方法については、教育委

員会会議規則により２つの方法が規定されているとのことですが、従来からの慣例に基づ

きまして、指名推薦の方法で行ってよろしいでしょうか。 
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【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員ご異議がないようですので、指名推薦の方法で実施することとい

たします。どなたか、ご指名をお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 本市の教育行政も非常に大切な時期を迎えており、委員長の

職務は大変な重責でございますので、引き続きご苦労をおかけしますが、百瀨委員にお願

いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

【浦上教育長】 ただいま安藤委員から、百瀨委員にお引き受けいただいてはどうかとの

ご意見がございましたが、委員の皆様方、いかがでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【浦上教育長】 全委員ご異議なしということですので、選挙第１号「八尾市教育委員会

委員長の選挙の件」につきまして、百瀨委員を委員長に選任することに決しました。 

 それでは、百瀬委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま委員長として選任いただき、その職務の重さを改めて感じてお

りますが、八尾市の教育行政の発展とその充実、また教育委員会のさらなる活性化を目指

し、委員の皆様方、事務局の皆様方とともに頑張り抜く所存でございます。これからもよ

ろしくお願いいたします。 

 

【浦上教育長】 それでは、以後の議事の進行につきましては、百瀨委員長にお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（百瀨委員長・浦上教育長 座席交代） 

 

【百瀨委員長】 次に、安藤委員長職務代理者の委員としての任期が平成２４年１０月２

３日付で満了することに伴いまして、委員長職務代理者の選任を行う必要がありますので、

引き続き選挙を行ってよろしいでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 それでは、選挙第２号「八尾市教育委員会委員長職務代理者の選挙の

件」について審議を行います。なお、本件につきましても、浦上教育長に議事進行役をお

引き受けいただくのが適当ではないかと思いますが、委員の皆様方、いかがでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 
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【百瀨委員長】 全委員ご異議がないようですので、浦上教育長に議事進行をお願いした

いと思います。 

 

（百瀨委員長・浦上教育長 座席交代） 

 

【浦上教育長】 それでは、ご指名により議事進行を仰せつかりましたので、ただいまか

ら審議に入らせていただきたいと思います。事務局より提案理由を説明願います。 

 

【植田教育次長】 それでは、選挙第２号「八尾市教育委員会委員長職務代理者の選挙の

件」についてご説明申し上げます。 

 安藤委員長職務代理者の委員としての任期が平成２４年１０月２３日をもって満了され

ますことに伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第４項及び八尾市教

育委員会会議規則第３条の規定により、後任の委員長職務代理者を選挙の上、選任いただ

く必要がございます。 

なお、委員長職務代理者選挙の方法につきましては、八尾市教育委員会会議規則第２条

により、無記名投票と指名推薦の方法が規定されているところでありますが、従来からの

慣例では委員長による指名推薦の方法で選出されているところでございます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

【浦上教育長】 ただいま説明がございましたが、委員長職務代理者の選挙の方法につい

ては、教育委員会会議規則により２つの方法が規定されており、従来からの慣例では委員

長からの指名推薦の方法で行われているとのことですが、いかがでしょうか。ご意見をお

伺いいたします。 

 

【木下委員】 平成２４年１０月２４日から百瀨委員長の任期が始まりますので、委員長

からご指名いただくのがよいかと思います。 

 

【浦上教育長】 ただいま木下委員よりご意見がございましたが、他の委員の皆様方はい

かがでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【浦上教育長】 全委員ご異議がないようですので、百瀨委員長から指名をお願いいたし

ます。 

 

【百瀨委員長】 教育委員として経験が大変豊かであり、各委員からも信頼の厚い安藤委

員に、引き続き委員長職務代理者への就任をお願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

【浦上教育長】 ただいま百瀨委員長から、安藤委員にお引き受けいただいてはどうかと



－6－ 

のご意見がございましたが、委員の皆様方、いかがでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

 

【浦上教育長】 全委員ご異議なしということですので、選挙第２号「八尾市教育委員会

委員長職務代理者の選挙の件」につきまして、安藤委員を委員長職務代理者に選任するこ

とに決しました。 

 それでは、安藤委員長職務代理者よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 委員長職務代理者として選任いただき、ありがとうございま

す。これからも八尾市の子どもたちが豊かな生活を送ることができるように、学校教育の

充実に取り組んでいきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

【浦上教育長】 それでは、以降の進行につきましては、百瀬委員長にお願いしたいと思

います。 

 

（百瀨委員長・浦上教育長 座席交代） 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第３８号「八尾市教育委員会教育長任命の件」について審議

いたします。提案理由を田辺理事より説明願います。 

 

【田辺理事】 それでは、議案第３８号「八尾市教育委員会教育長任命の件」についてご

説明いたします。 

 浦上教育長の委員としての任期が平成２４年１０月２３日付で満了することに伴いまし

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１６条第２項の規定に基づき、委員長を

除く委員の中から新たに教育長を任命していただく必要がありますので、ご提案いたすも

のでございます。なお、任命の方法につきましては、従来の慣例では指名推薦の方法で実

施されているところでございます。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま説明がありましたが、教育長の任命方法については、従来から

の慣例では指名推薦の方法で実施されているとのことです。これについて委員の皆様方の

ご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員ご異議がないようですので、指名推薦の方法で実施することとい

たします。どなたか、ご指名をお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 教育長には人格が高潔で、教育・学術・文化に対する高い見

識を持ち、また教育行政に対しても十分豊富な経験を有しておられる浦上委員が適任であ
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ると思います。 

【百瀨委員長】 ただいま安藤委員から浦上委員をご指名いただいたわけですが、指名が

あるとこの議案がご自身にかかわる議案になることから、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第１３条第５項の規定により、本議事には参与できないことになっております

ので、浦上委員にはここでご退席いただきます。 

 

（浦上委員 退席） 

 

【百瀨委員長】 ただいま安藤委員から、浦上委員が教育長として最も適任であるとの意

見がございましたが、他の委員の皆様方、いかがでしょうか。 

 

【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３８号「八尾市教育委員会

教育長の任命の件」について、浦上委員を教育長に任命することに決しました。 

 

（浦上教育長 入室、着座） 

 

【百瀨委員長】 それでは、浦上教育長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【浦上教育長】 教育長に任命していただき、ありがとうございます。今後も八尾市の教

育の発展、八尾市の子どもたちのために、教育委員、八尾市の行政、教育行政に関わる

方々とともに汗をかきながら一生懸命頑張っていきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第３９号「平成２４年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰

の件」について審議いたします。提案理由を田辺理事より説明願います。 

 

【田辺理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第３９号「平成２４年「文化の

日表彰式典」教育委員会表彰の件」についてご説明申し上げます。 

 本件は平成２４年文化の日表彰式典教育委員会表彰の被表彰者を決定するにつき、教育

長に対する事務委任等に関する規則第２条第１３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、八尾市教育委員会表彰規則第６条第１項の規定に基づき、

教育委員会表彰審査会に諮問されておりました被表彰者の選考について、このたび同条第

２項の規定に基づき答申がございましたので、これを決定する必要があり、ご提案申し上

げるものでございます。 

 恐れ入りますが、次ページの資料「平成２４年「文化の日表彰式典」の被表彰者の選考

結果について（答申）」をご覧いただきたいと思います。 

 はじめに、学校医でございますが、八尾市立学校園に１５年以上学校医として従事して
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いただき、学校園の保健衛生の向上に多大なるご貢献をいただいた方を被表彰者としてお

ります。今年度につきましては、学校医２名を表彰の対象といたしております。 

 続きまして、児童・生徒の部でございますが、主に大阪府の大会等で優勝、もしくはそ

れに準ずる成績を上げた児童・生徒を表彰の対象としております。今年度につきましては、

スポーツ部門では１１名と４団体、それから文化部門では９名と４団体を基準に該当する

ものとして表彰対象としております。 

 次に、教育一般の部でございますが、学校園協力と生涯学習活動の分野になり、長年に

わたり教育現場等にご協力いただいている方を表彰の対象としております。本年度につき

ましては、学校園協力の分野で４名と３団体、生涯学習の分野で１名と１団体、合わせて

５名と４団体でございます。また、壇上での表彰につきましては児童・生徒の部のスポー

ツ部門、文化部門からそれぞれ１名、また学校医、教育一般の学校園協力分野、生涯学習

分野からそれぞれ１名、合計５名の代表者を壇上にて表彰させていただく予定でございま

す。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 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

ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 スポーツ部門では、優勝から第３位まで成績が表記されてい

ますが、選考基準としては第３位の方も含めていくのでしょうか。 

 

【田辺理事】 今回は第３位も含めて表彰させていただいておりますが、成績は全国第３

位になり、大阪府下においては優勝、準優勝等の成績に該当する者になりますので、今回

の表彰では全国の成績を優先して上げさせていただいております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 文化部門については、子どもたちの絵や書道の作品がたくさ

んあると思いますが、学校から推薦されているのでしょうか。 

 

【田辺理事】 文化部門につきましても、基本的には学校で活動を把握されて、推薦をい

ただいているところでございます。また、絵画等におきましては学校の作品として表彰さ

れることがございますので、学校での活動がベースになっているものでございます。 

 

【木下委員】 スポーツ部門では、学校の部活動とそれ以外の部分があると思いますが、

学校の部活動で表彰されているものはどれにあたるのでしょうか。 

 

【田辺理事】 学校のクラブ活動については、近年、野球などで表彰されております。な

お、個人の活動については、トランポリンや綱引きなど、なかなか学校でできない種目に

なりますが、学校もその活動を支援するなり、関わりを持つようにされています。教育委

員会としては学校が認知している活動の中で優秀な成績を収め、学校からご推薦もいただ

ておりますので、個人で活動されている部分も表彰対象として上げさせていただいている



－9－ 

ところでございます。 

【木下委員】 スポーツ部門の（８）については、学校での活動になるのでしょうか。 

 

【田辺理事】 スポーツ部門の（８）につきましては、地域の青少年指導員等が中心とな

って指導されていると聞いております。また、学校の体育館を使用されており、大会等に

参加するにあたっては学校も承認した上で協力をいただいていることから、学校も認知し

た中での活動として理解しております。また、こちらは子どもたちの活動になりますので、

教育委員会で表彰したほうがより適切ではないかという審査会でのご意見等があり、今回

の答申に上げさせていただいているところでございます。 

 

【木下委員】 スポーツ部門の（８）は他と性格が異なりますが、十分審議されていると

思いますので、今回はこれで結構かと思います。ただ、社会体育との関連等も含めて、地

域のこども会活動等の場合はどうなるのかという問題がまた出てくると思いますので、今

後の検討課題にしていただきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 今後、教育委員会としての方向性を改めてしっかり持っていただき、児

童・生徒の表彰について考えていただきたいと思います。特に、各地域でのクラブ活動の

表彰になると、多くの企業や事業者が関わってくる場合が多いかと思います。そのような

時に、クラブ名に企業名または事業者名等が入っていいのかどうかについても考えていた

だきたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為があ

った者の中で、学校園協力の年数の基準はどのようになっていますか。 

 

【田辺理事】 今回は、地域において日ごろからさまざまな活動に取り組んでいただいて

いる方を表彰の対象にしております。その中には、毎日活動に関わっていただいているも

の、週１回、月に何回も活動されているものなどがございました。従いまして、一定その

あたりの活動を整理し、毎日のもの、月１回、週１回のもので年数等の差をつけた上で、

学校、通学路等の安全に関する部分を推薦させていただいております。なお、日ごろの活

動には毎日行う場合と一定期間を定めて集中的にされる場合などがありますので、今後も

活動内容を整理して評価していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今後は学校園協力の部分が増えると思いますので、基準を明

確にして不公平感がないようにお願いします。 

 

【百瀨委員長】 見守り活動については八尾市全域で取り組まれていると思いますので、

他の地域との整合性を考えながら、表彰対象を決めていただきたいと思います。 

 

【木下委員】 今回、毎日の見守り活動で表彰対象にされているのは、４年６ヶ月の方か

ら９年６ヶ月の団体になりますが、４年６カ月で表彰されるのに、９年６ヶ月の団体がな
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ぜ飛んでいたのかなという気がしました。また、５年３ヶ月にわたって毎週水曜日に活動

されている団体については、取組内容が違うのだろうということも感じられます。このあ

たりについては、せっかく表彰していかれるので、皆さんの励みになるように均衡性があ

ればありがたいと考えています。 

 

【田辺理事】 その件については、審査会の中でもいろいろ意見がありましたが、表彰基

準は基本的に１０年以上になります。その中で、毎週、毎月活動されている場合は半分ぐ

らいでいいのではないか、毎日であればもう少し短くてもいいのではないかという意見が

ありました。また、個人で毎日立っている方と団体で活動されている方に違いがあるので

はないかという意見もあり、まずは個人として毎日ずっと立っている方を表彰の対象とし

て積極的に考えていくべきだろうという意見がありました。さらに、団体については、今

回、活動が長期にわたって定期的に行われているところを対象にしております。なお、毎

年１カ月、２カ月の期間を決めてずっと活動しているところもありますので、表彰選考等

についてはもう少し検討していきたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 表彰の選考については、より整合性を図っていただきたいと思います。 

 それでは、他にご質疑がございませんので、採決に移らせていただきます。 

 議案第３９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３９号「平成２４年「文化

の日表彰式典」教育委員会表彰の件」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４０号「平成２５年度八尾市立学校園教職員人事基本方針

の決定の件」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４０号「平成２５年度八尾市立学校園教職員

人事基本方針の決定の件」につきましてご説明申し上げます。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第５号の規定によ

り、委員会の議決をお願いするものです。 

 提案の理由ですが、平成２５年度八尾市立学校園教育員人事を実施するにあたり、学校

園教育の健全な発展と円滑な運営を期するため、適切な人事管理のもとに教職員の適正配

置を行い、学校園組織の充実を図る必要があるため、本案を提出するものです。とりわけ

平成２５年度の人事基本方針では、人材育成の観点から教職員が多様な経験を積み、資質

を向上させることができるよう、取り組みを進めてまいりたいと考えております。人事基

本方針の内容を１枚めくっていただきまして、１ページ目、２ページ目に示しております。

下線部分が追加、修正した部分です。資料の最後には、新旧対照表を付けておりますので

ご参照いただきますようお願いいたします。 

 それでは、順にご説明いたします。まず１点目は、[１]の教職員の人事についてです。
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（１）異動及び配置換につきまして、まずアでお示しいたしましたように、幼児・児童・

生徒の増減に基づく定数事情を勘案した上で、新規採用とともに他市町村との広域異動に

努め、効率的に過欠員の調整を図ってまいります。 

 次に、イの各学校園における教職員の構成につきましては、各学校園における教職員を

適正に配置して、計画的な異動を進めてまいりたいと考えております。特に、八尾市人権

教育基本方針の趣旨を踏まえ、人権尊重の教育を推進し、また特別支援教育の振興を図る

ための教職員配置に配慮するとともに、生徒指導、進路指導等の課題を有する学校につき

ましては、指導の徹底を期するための教職員配置に努めてまいりたいと考えております。 

 ウにつきましては、校園長の経営方針のもと、魅力ある学校園づくりを推進するととも

に、若手教職員が学校運営へ参画できるよう、教職員の意欲向上に向けた人事に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 エにつきましては、同一校での勤務年数が相当長期にわたるものにつきましては、校園

長とのヒアリングを十分に行い、学校園の実情に応じて計画的に異動等を行ってまいりま

す。 

 オにつきましては、今回の基本方針で、市町村間、異なる校種など、多様な人事交流と

いう文言を追加いたしました。通常の市内同一校種の異動に加え、他市との人事交流等を

積極的に推進し、新たな視点を身につけるなど、教職員が研鑽を積んで再び本市で活躍し

たり、あるいは異なる校種との人事交流を推進し、小学校、中学校の連携を推進するよう

人事面でも取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 ２ページ目、（２）新規採用者の配置につきましては、新規採用者対象のヒアリングを

行いまして、これまでの経験や特技などを把握し、資質、能力が十分発揮できるよう配置

してまいりたいと考えております。 

 ２点目、[２]校園長及び教頭の人事についてですが、管理職を適材適所に配置できるよ

う努めてまいりますが、同時に若手教職員の管理職登用を念頭に置いて、首席や指導教諭

など、ミドルリーダーの育成が進むような人事配置を行ってまいりたいと考えております。 

 ３点目、[３]生命・人権尊重の教育についてでありますが、本市教育重点目標から本市

教育振興計画に文言を改めております。先ほどの教職員の人事にも重なりますが、生命・

人権尊重の教育を推進するため、適切に人材を配置してまいります。 

 最後になりますが、４点目、[４]女性教職員についてですが、首席、指導教諭、主任な

どに女性教職員を任命し、将来の管理職登用へとつなげられるよう人事配置に配慮してま

いりたいと考えております。なお、この人事基本方針につきましては、１１月に開催する

校長会及び園長会で提示する予定です。 

 以上、簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜わりますようお願

い申し上げます。 

 

【百瀨委員長】 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

ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 ２ページ目の「異なる校種など多様な人事交流」の中で、

「多様」はどのようなことを意味していますか。 
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【松井生涯学習部次長】 人事異動の原則は市内の同一校種内での異動になります。ただ、

これまでの年齢構成等を見てみますと、ミドルリーダーにあたる年齢層が非常に少なくな

っておりますので、市町村間や小学校、中学校の校種を超えた異動、あるいは附属小・中

学校などの独立行政法人と人事交流し、市内の同一校種では身につけられないような経験

を積むことによって、さまざまな資質を身につけ、数年後に八尾に戻ってくるという意味

で、「多様な」という文言を表記させていただいたところでございます。 

 

【木下委員】 参考のために一つ教えていただきたいのですが、市町村間の人事交流につ

いては、これまでどれぐらい行われているのでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 従来、市町村間の異動については、教職員から広域異動の希望

をとり、例えば、引っ越し等でどうしても八尾に勤務するのが難しいという教職員につい

ては、相手の市町村に面談していただき、異動の形をとっておりました。これにつきまし

ては、各年度によってそのような事情のある教職員の数が異なりますので、一概に何パー

セント、何人というような数字はございませんが、今回事務局で提案させていただいてお

ります人事異動については、２年から最大５年ぐらいで戻ってくるというような市町村間、

独立行政法人との異動を考えております。今後はそのような異動を１人でも２人でも積極

的に広げていきたいと考えております。 

 

【木下委員】 これまではご本人から希望が出されて、いろんな条件で行っていたという

ことですが、今回はどうなるのでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 具体的には中河内である八尾市、柏原市及び東大阪市の３市で、

２年間の期限を設けまして、積極的に人事異動をしていくことを取り決めております。こ

れはこれからの作業になってまいりますが、小学校及び中学校から人材を出して、積極的

な人事異動を広めていく予定をしております。 

 

【百瀨委員長】 校種を超えた異動については、これまでどのような方向性を持って行っ

てきましたか。また、この件については今後どのように考えていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 校種を越えた異動については、昨年度に小学校から中学校に３

名、中学校から小学校に３名の異動を図ってまいりました。その目的は、府で小中共通枠

の採用がございまして、小学校で経験を積んで、子どもたちと一緒に中学校に移り、面識

のある子どもたちを指導することによって生徒指導力を向上させる。逆に、中学校から小

学校については、中学校での専門的な教科指導の力を小学校で発揮するという小中間の連

携を図るための異動を行ってまいりました。今後は、現在問題になっております中１ギャ

ップなどを解消するためにも、この目的意識をさらに強く持ち、小学校から中学校、ある

いは中学校から小学校の異動をより推進してまいりたいと思っております。 
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【百瀨委員長】 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４０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４０号「平成２５年度八尾

市立学校園教職員人事基本方針の決定の件」につきまして、原案を適当と認めることに決

しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、報告事項に入らせていただきます。 

 平成２４年度大阪府学力・学習状況調査等の結果について、靏原次長より報告をお願い

いたします。 

 

【靏原学校教育部次長】 それでは、平成２４年度大阪府学力・学習状況調査等の結果に

ついてご報告申し上げます。恐れ入りますが、別紙資料をご覧ください。 

まず、１ページ目の左側につきましては調査目的等をまとめたものになり、既に４、５

月でお示ししたとおりでございます。また、右側は調査結果になり、本市の市内小学校２

９校、第６学年およそ２，５７０名の児童及び中学校１５校、第３学年の１，９２０名程

度の生徒を対象に実施いたしました。なお、児童、生徒には、９月２０日から２８日まで

の間に、個別の正解等の状況が記載された個人票を返却しているところでございます。 

 中段からは、大阪府の平均正答率及び本市の平均正答率等をまとめております。本市の

状況につきましては、平均正答率では大阪府とほぼ同水準となっております。しかしなが

ら、改善された点としては、とりわけ中学校の右下に示しております平均無解答率につき

ましては、国語から英語までの全ての教科におきまして大阪府より下回っているというこ

とで、ここ数年、最後まで粘り強く解答することを各中学校で徹底して行ってまいりまし

たので、その取組みの姿勢が成果として表れているものと認識しております。 

 次に、各教科の詳しい分布を裏面に記載しております。こちらは折れ線グラフが大阪府

の分布になり、棒グラフが本市の分布になります。先ほど、平均正答率でほぼ同水準であ

ったと申しましたが、こちらを見ていただきましても、ほぼ全ての教科において大阪府全

体の分布と同レベルであると考えております。 

まず、小学校国語におきましては、漢字等の読み書きについては概ね良好な結果となっ

ておりますが、同音異義語等の問題の誤答率が若干高いということが言えます。また、条

件に合ったポスターを選びながらその理由を書く等の問題については、課題があることが

わかっております。同様に、中学校国語におきましても、自分の考えや理由などを記述す

る問題に課題があるということで、国語は自分の考えを書き切るところが、本市の子ども

にとっては少し課題があると考えております。 

 次に、同ページの右側の小学校算数につきましては、とりわけ円周率や外周の意味を捉

えたり、図形の特徴や性質を理解することに課題が見られております。また、中学校数学
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においても、式や図形の性質などの意味を理解することに少し課題があること、与えられ

た情報を数学的に捉える部分に少し課題があることが見てとれました。 

次に、中学校英語におきましては、リスニングテストでは昨年度同様概ね良好な結果と

なったわけですが、とりわけ与えられたテーマに対して英文で説明することについては、

大阪府同様に八尾市でも課題が見られたところでございます。 

 続きまして、「児童・生徒質問紙の調査結果について①」に、基本的生活習慣について

記載しており、起床時刻が調査を開始してから年々改善傾向にあります。しかしながら、

就寝時刻については、本市の中学生は午前０時以降に就寝する生徒の割合が大阪府と比べ

ても多いということで、生活面での改善が必要と考えております。 

次に、携帯電話の使用については、大阪府は全国と比べて高い位置にありますが、本市

の場合はそれよりも若干高い使用率になっているところが見られます。これについてはな

かなか学校現場から指導が行き届かない部分がありますが、携帯電話の使い方、ルールづ

くりについては、今後さらに踏み込んだ指導が必要と考えております。また、八尾市は大

阪府と比較しまして、ルールについて理解している児童・生徒が若干上回っておりますが、

この部分をさらにきっちりと指導し切ることが必要であろうと思います。 

次に、「児童・生徒質問紙の調査結果について②」に、家庭学習の状況について顕著な

部分を載せておりますが、特に平日の学習状況等から読み取れるのは、依然として全く学

習をしない層のパーセンテージが高い状況でございます。１日２時間以上勉強する児童・

生徒もいる半面、全く勉強しない児童・生徒がいるということで、このあたりをどのよう

に取り組んでいくのかということをさらに学校に発信していきたいと思います。 

 続きまして、「児童・生徒質問紙の調査結果について③」に、読書・社会事象への関心

についてまとめております。まず、読書につきましては、年度ごとに読書が好きだという

児童・生徒が増えており、非常に良好な結果が出ております。同様に、読書時間について

も非常に増加傾向にあり、また内容面として新聞やニュースへの関心につきましても、こ

こ数年は非常に関心も高まってきているので、施策として取り組んできた学校図書館活用

推進事業等の影響もこのあたりで出ているのかなと考えているところです。 

 次に、調査結果について③の右下から、規範意識・公徳心についてまとめております。

調査結果④左上の学校の規則につきましては、中学校において規範意識の高まりが見てと

れますが、一方で今年度、昨年度に小学校における規範意識がやや下がっているところが

課題であると考えております。また、この件は児童がどのような意識を持っているかにつ

いて詳しく掘り下げてみる必要があるのではないかと考えております。 

次に、挨拶については非常に良好な傾向が出ており、回を追うごとに挨拶をする児童・

生徒の意識化が図られております。しかしながら、各学校の取組みが非常に充実しており

ますけれども、今後学校の地域等も含めた挨拶のさらなる充実を図っていくことで、子ど

もたちの心の耕しにつながるのではないかと課題意識を持っております。 

 最後に、人の気持ちが分かる人間、人の役に立つ人間につきましては、大阪府とほぼ変

わらない、あるいは少しポイント数が劣る結果が出ております。今回の調査から、学習に

取り組む姿勢や学習への興味、関心という部分も検討会の中で出てきたところでございま

す。子どもたちの心の縁を育む部分が今後必要ではないかと考えておりますので、とりわ

けこの２つの質問については、良好な結果になるように今後取組みを続けていきたいと考
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えております。 

なお、本日お示ししました資料につきましては、今後速やかに市のホームページ等で公

開し、市民の皆様にも情報提供させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

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

 

【浦上教育長】 平成２２年と２３年を境目に、子どもたちの読書に対する関心、興味が

向上してきたと思います。また、新聞やニュースへの関心も非常に向上しており、活字を

見て、考えることによって発展的な学習につながっていくと思っています。なお、このデ

ータについては学校図書館活用推進事業による効果が顕著に表れていると思いますので、

今後も継続して学校図書館に司書を配置していく必要があると考えています。 

 それから、各校区で実践されてきた八尾市学習向上推進事業が今回の算数、国語及び英

語のデータにどのように結びついているのかというあたりも示してほしいと思います。 

 

【木下委員】 学校別データなどいろんなデータが出ていると思いますので、今後分析が

進められていくと思います。 

先ほど例が挙がっていた読書や新聞、ニュースへの関心については伸びているのでいい

のですが、社会的な関心は小学生と比べると中学生は低い率になっていますので、中学生

のほうが関心を高く持ってほしいと思うところがあります。 

いじめについては、どちらかと言えば当てはまるというのは、読みかえればやる場合が

あるということなり、中学生のほうが高い状況です。要するに、小学校と中学校で比較し

た場合、小学生の傾向が中学生の傾向の時には伸びてほしいわけですが、必ずしもそのよ

うになっていないということはこの表からも読み取れると思います。つまり、小学校６年

と中学校３年を対象にしているということは、小学校６年生が中学校に進学した時にどの

ような指導が必要なのかという狙いを定めないといけないので、そのあたりの分析結果を

教えていただけるとありがたいです。 

 

【靏原学校教育部次長】 読書につきましては、今回の調査対象になっている中学３年生

は４年前に小学校６年生になりますので、平成２２年度のアンケートを受けている子ども

たちになります。平成２１年度から図書館の積極的な活用を図るために事業をスタートし、

平成２２年度から司書の週の配置を倍にして本格的にスタートしたわけですが、小学校か

ら本に親しむための環境づくりが今年度の中学生のアンケートで成果として表れたという

見方をしております。ただし、発達段階や小学校と中学校の授業形態の違いがありますの

で、図書の時間あるいは図書と授業との活用ということで、一歩踏み込んで分析も進めて

いきたいと思います。 

 いじめにつきましては、現在、別途いじめの調査分析を行っておりますので、その部分

も含めてご報告させていただきたいと思います。発達段階によって気持ちや体は変化し、

考え方の違いもあると思いますので、そのあたりも丁寧に分析して、いじめの起こらない

集団づくりにつなげていきたいと思います。 
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【安藤委員長職務代理者】 報告事項の標題は「学習状況調査等の結果について」となっ

ていますが、「等」にはどのような意味がありますか。 

 

【靏原学校教育部次長】 今年度は今回の調査の他に全国学力・学習状況調査も行われま

した。この調査は小中学校合わせて９校を抽出して実施し、全体的な傾向は府学力調査と

ほぼ同様になっております。ただ、全国調査では今回から理科が加わり、調査結果から課

題も見られます。理科は今回が初めてになりますので、大阪府の分析と本市の分析を重ね

合わせて、課題に対する取組みについて改めて考えているところでございます。 

 

【百瀨委員長】 八尾市教育振興計画では、目標として全国平均点より上を目指すと定め

ています。そのことから、全国との関係の中で分析していただきたいと思いますが、その

点についてはどのように考えていますか。 

 

【靏原学校教育部次長】 八尾市教育振興計画では全国学力・学習状況調査を一つの指標

として載せておりますが、大阪府学力・学習状況調査が悉皆で２年間行われましたので、

全国調査と同様の位置づけで分析を進めているところです。また、全国調査と府調査の違

いについては大阪府から説明がありましたが、本市としては全体的な傾向を示す調査とし

て取り組んでおります。なお、大阪府全体の平均正答率の推移は、課題はあるものの３年

前より上昇傾向にあるという説明を受けており、大阪府の平均正答率等との関係について

は、先ほどご報告させていただいたところでございます。 

 

【百瀨委員長】 学力を向上させるために、どのようなことに取り組もうとしていますか。 

 

【靏原学校教育部次長】 授業につきましては、内容の工夫、改善を進めておりますが、

すべての先生との共有に大きな課題があると認識しております。また、今回の調査では学

習と生活状況との相関関係において、意欲を持って学習に取り組むことが学力の獲得と定

着に結びついていることもデータから読み取れておりますので、今後は学習環境全般から

さらなる取組みを進めていきたいと考えております。 

それから、今回の学習状況調査には、「からかわれることがありますか」というアンケ

ートもあり、その中で「からかわれることがある」、「からかわれることが少しある」と

いう項目がある集団については、学力がなかなか定着しづらいというデータも出ておりま

す。そのあたりを踏まえて、学級集団づくりの面からも学習、授業づくりをもう一度徹底

することで、子どもたちの学習意欲にもつながり、向上していくと考えております。 

 

【木下委員】 全国学力・学習状況調査については大阪府教育委員会も報告を既に出して

いますが、問題が異なれば平均点だけを比べても仕方がないというのは事実です。そのこ

とを念頭に置いた上で、大阪府は最初の全国学力調査を実施した時から比べれば健闘して

おり、小学校は若干改善していますが、相変わらず中学校は全国平均を下回ったままにな

っています。その大阪府と八尾市を比べてどうかということについては、八尾市教育振興
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計画の中で全国平均と比べることになっていますので、大阪府だけで比べてはおれないと

思っています。 

また、点数のグラフを見ると、特に中学校英語では正常分布曲線を描かないことが顕著

になっています。そうすると、平均による比較、あるいは一律の手当てだけではもう済ま

ないということがはっきりしていることになります。だから、おそらく、各学校によって

特有の課題があると思いますが、子どもの学力に影響する要因は多様ですので、授業が改

善、工夫されておれば即上がるかというとそうでない面もあるわけです。もちろん、授業

改善は必要ですが、クラスの人間関係がよければ成績が上がることは経験的、実証的に出

ておりますので、クラスの人間関係、さらに家庭環境という非常に個別の難しい分析が必

要になりますが、ぜひよろしくお願いしたいと考えています。 

 

【百瀨委員長】 全国と大阪府の調査結果をしっかり分析し、今後の取組みの方向性を示

した上で、各学校の実践に関わっていただきたいと思います。 

 他にご意見がございませんので、以上で報告事項については終わりますが、委員の皆様

方、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１０月定例教育委員会を終了いたします。 


