
－1－ 

１１月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２４年１１月２２日（木） 

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・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・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１１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木下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、１０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、何かご質疑等ございませんか。 

 

【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、１０月定例会会議録について承認

と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

10月25日（木） 

11月１日（木） 

11月２日（金） 

11月３日（土） 

11月４日（日） 

11月７日（水） 

11月12日（月） 

11月15日（木） 

11月21日（水） 

午前10時から、手をつなぐ子らの会連合運動会に出席。 

午後１時から、女性フェスティバル2012に出席。 

午前10時から、臨時教育委員協議会に出席。 

午前９時30分から、文化の日表彰式典に出席。 

午前10時から、南木の本防災公園及び防災体育館竣工記念式典に出席。 

午後２時から、大阪府市町村教育委員研修会に出席。 

午前11時30分から、決算審査特別委員会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後０時45分から、大阪府小学校社会科教育研究会中河内大会に出席。 
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【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) 

10月25日（木） 

 

10月26日（金） 

 

10月27日（土） 

10月28日（日） 

 

11月１日（木） 

 

11月２日（金） 

11月３日（土） 

11月４日（日） 

11月５日（月） 

11月６日（火） 

11月７日（水） 

 

11月12日（月） 

11月14日（水） 

 

 

11月15日（木） 

 

11月16日（金） 

11月17日（土） 

 

 

 

11月18日（日） 

11月20日（火） 

11月21日（水） 

午後１時30分から、近畿都市教育長協議会研究協議会（１日目）に出

席。 

午前８時30分から、近畿都市教育長協議会研究協議会（２日目）に出

席。 

午後２時から、地域の未来を考える集いに出席。 

午前11時から、八尾国際交流野遊祭に出席。 

正午から、いきいき八尾環境フェスティバル2012に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午後１時から、女性フェスティバル2012に出席。 

午前10時から、臨時教育委員協議会に出席。 

午前９時30分から、文化の日表彰式典に出席。 

午前10時から、南木の本防災公園及び防災体育館竣工記念式典に出席。 

午前７時から、少年を守る日・家庭の日 駅前街頭啓発運動に出席。 

午前10時から、大阪府都市教育長協議会秋季研修会に出席。 

午前10時30分から、大阪府総合体育大会優勝報告会に出席。 

午後２時から、大阪府市町村教育委員研修会に出席。 

午前11時30分から、決算審査特別委員会に出席。 

午前10時30分から、ベルビュー市教育視察団表敬訪問に出席。 

午前11時30分から、ベルビュー市教育視察団歓迎昼食会に出席。 

午後２時から、図書館協議会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後１時30分から、市民憲章推進協議会40周年記念式典に出席。 

午前10時から、市史編纂委員会議に出席。 

午前10時から、ひゅーまんフェスタ2012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。 

午前９時から、刑部小学校創立40周年記念式典に出席。 

午後２時から、中河内・南河内社会教育委員会研究協議会に出席。 

午後０時45分から、大阪府小学校社会科教育研究会中河内大会に出席。 

 

【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】 まず、１０月２５日（木）に、手をつなぐ子らの会連合運動

会に出席しました。 

次に、１１月１日（木）に、東中学校３年生の課外学習を視察しました。当日は、大阪

フィルのバイオリニストの方が授業を担当されていました。 
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次に、１１月２日（金）に、臨時教育委員協議会に出席しました。 

次に、１１月３日（土）に、文化の日表彰式典に出席しました。 

次に、１１月４日（日）に、南木の本防災公園及び防災体育館竣工記念式典に出席しま

した。このイベントでは八尾市内７中学校の吹奏楽演奏をすべて聴かせていただきました

が、レベルが上がってきていますので、これからを楽しみにしております。 

次に、１１月７日（水）に、教育委員全員で大阪府市町村教育委員研修会に出席しまし

た。 

次に、１１月８日（木）午後１時から、木下委員、御喜田委員と一緒に、兵庫県神戸市

のラッセホールで、文部科学省、兵庫県教育委員会主催の市町村教育委員会研究協議会に

出席しました。 

次に、１１月１５日（木）に、定例教育委員協議会に出席しました。 

最後に、１１月２１日（水）に、八尾市立長池幼稚園でお話と演奏をさせていただきま

した。 

 

【木下委員】 皆さんの報告と重なる部分になりますが、１１月８日（木）に、文部科学

省、兵庫県教育委員会主催の市町村教育委員会研究協議会に出席しました。関西学院大学

教授であり、神戸で実際に被災活動をされていた方の講演がありましたが、「いろんなマ

ニフェストが出て、各学校等と防災に関するプロジェクトやプログラムを組んでいるだろ

うけれども、それが実際にどのように機能するかが問題である。」という経験者ならでは

の話を聞かせてもらえてよかったと思っています。 

 次に、１１月２１日(水)に、大阪府小学校社会科教育研究会中河内大会に出席しました。

細かいことについて意見はありますが、授業者が３０歳前後になり、若いほうにシフトさ

れているところがいいなと思いました。予想を超える多くの参加者だったようなので、久

宝寺小学校を中心に、先生方がご苦労されたという印象を受けました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、委員長報告及び教育長報告を含めまして、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、議案審議に入ります。 

11月の議案 

議案第41号 

議案第42号 

議案第43号 

八尾市教育委員会表彰に係る被表彰者の決定の件 

八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件 

八尾市指定文化財の決定の件 

 

【百瀨委員長】 まず、議案第４１号「八尾市教育委員会表彰に係る被表彰者の決定の

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。 
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【田辺理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第４１号「八尾市教育委員会表

彰に係る被表彰者の決定の件」についてご説明申し上げます。 

 本件は八尾市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号に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２条第３号の規定に基づき、

被表彰者を決定するため、本案を提出するものでございます。 

 恐れ入りますが、次ページの「八尾市教育委員会表彰に係る被表彰候補者」をご覧いた

だきたいと思います。 

まず、被表彰者は成法中学校１年生の西垣隆さん、内容といたしましては第４８回大阪

中学校学年別水泳競技大会１年男子１００メートルバタフライの部で優勝しております。

なお、同大会については中体連主催の大会となり、学年別ではありますが参加者数６７名

の大阪府大会でございます。また、参加者につきましては、地区大会において制限記録等

を突破した者が参加することになっておりまして、そのような大会で優勝していることか

ら、特に成績優秀な者として学校長からも推薦をいただいているところでございます。 

 内容につきましては以上でございます。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。 

 

【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】 いつ、どのような形で表彰される予定ですか。 

 

【田辺理事】 表彰の決定をいただいた後、来週、教育委員の皆様にお集まりいただく時

に表彰させていただきたいと考えております。なお、この件につきましては、学校とも詳

細を調整させていただきたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 候補者は中学１年生になりますので、来年度に向けて更なる頑張りを期

待したいと思います。 

 それでは、ご質疑等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４１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４１号「八尾市教育委員会

表彰に係る被表彰者の決定の件」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４２号「八尾市立スポーツ施設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】 それでは、ただいま議題となりました議案第４２号「八
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尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件」につきましてご説明を申し上げます。 

 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、八尾市立スポーツ施設運営審議会規則第３条第２項に基づ

き委嘱している委員の任期中の変更に伴い、委員の委嘱を行う必要があるためご提案申し

上げるものでございます。 

 なお、今回の委員の委嘱につきましては、当該委員への推薦をお願いしております八尾

市地区福祉委員長連絡協議会から１１月１日付で委員選出の変更の申し出があり、それに

伴うものでございます。新たに委嘱をお願いする委員といたしましては、八尾市地区福祉

委員長連絡協議会から選出の中西勝晴氏に代わり山下彬氏でございます。任期につきまし

ては、現委員の残任期間であります平成２４年１１月２２日から平成２５年５月３１日ま

での期間でございます。 

 以上、甚だ簡単雑駁ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろし

くご審議の上、ご承認賜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】 今回の候補者は福祉委員長連絡協議会からの推薦になります

が、「その他教育委員会が必要と認める者」は、団体または個人のどちらを指しているの

でしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 委嘱をする委員については個人として委嘱いたします。

また、区分といたしましては、推薦団体である地区福祉委員長連絡協議会が「その他教育

委員会が必要と認める者」に属するので、こちらに名前を入れさせていただいております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 市議会議員の区分についてはどのように考えられていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 委員委嘱、区分等につきましては、これまでもさまざま

なご意見をいただいておりますので、他の審議会等も含めて十分に議論していきたいと考

えております。 

 

【木下委員】 この団体が必要であれば、「社会教育団体等関係者」の区分に入れて、

「その他教育委員会が必要と認める者」を個人の枠組みとして認めていくほうが筋は通っ

ていると思いますが、いかがでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 今回の候補者につきましては前任の中西勝晴氏の後任と

なりますので、「その他教育委員会が必要と認める者」に入れておりますが、委員ご指摘

のとおり、「社会教育団体等関係者」の区分を設けておりますので、区分の見直しも含め

て今後協議していきたいと思います。 
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【百瀨委員長】 「その他教育委員会が必要と認める者」は個人として考えるほうが望ま

しいと思いますので、今後の区分及び委員選出については十分考えていただきたいと思い

ます。 

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４２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４２号「八尾市立スポーツ

施設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。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第４３号「八尾市指定文化財の決定の件」について審議いた

します。提案理由を渞課長より説明願います。 

 

【渞文化財課長】 それでは、議案第４３号「八尾市指定文化財の決定の件」についてご

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１７号の規定により、委員会の

議決をお願いするものです。 

 提案の理由でございますが、本年１１月６日に開催されました八尾市文化財保護審議会

において、久宝寺に所在にします顕証寺の「絹本著色 親鸞聖人像（等身御影） 附 紙本

墨書 同裏書二枚 実如・証如筆」、同じく顕証寺が所蔵いたします「絹本著色 阿弥陀如

来・四十八化仏像（方便法身尊像）」を市の指定文化財とすることにつきまして諮問いた

しました。 

 まず、親鸞聖人像は両手で念珠を執る親鸞聖人が礼盤上に座る姿が描かれている等身御

影と呼ばれるもので、本来は大津の近松顕証寺に祀るために本願寺第９世の実如が弟の蓮

淳に与え、その２４年後に第１０世の証如が修理した旨の裏書が添えられております。そ

れらの裏書から、本図は永正１６年（１５１９年）に制作されたことがわかりますが、桃

山時代に遡る等身御影像は他に２例しかなく、顔料の剥落が多いですが貴重なものでござ

います。 

次に、阿弥陀如来・四十八化仏像は方便法身尊像と呼ばれるもので、蓮華に直立し、光

明を発する阿弥陀のみを皆金色で描いた中世後期に始まる浄土真宗の独自の尊像です。本

図の特徴は、阿弥陀の四十八願を象徴する四十八の化仏が描かれている点で方便法身尊像

が定型化する以前の室町時代後期の作と考えられ、全国的にも類例が少ないものでござい

ます。 

 以上から、八尾市文化財保護審議会より当該候補物件は市指定文化財として適当である

旨の答申をいただきましたので、市指定文化財といたしくお願いするものでございます。

よろしくご審議の上、ご承認賜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。 
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【安藤委員長職務代理者】 「御坊」は寺院や僧侶の敬称を意味すると思いますが、親鸞

聖人像の解説にある「御坊格寺院」について説明をお願いします。 

 

【渞文化財課長】 御坊格寺院につきましては、顕彰寺は浄土真宗ですので本山が本願寺

になり、その本願寺直系の方がお寺の住職等をされている寺院をこのように呼んでおりま

す。 

 

【木下委員】 顕証寺については、八尾市の文化財指定のために、これまで調査をされて

いると思いますが、調査は大体終わりましたでしょうか。 

それから、八尾は結構古い寺院が多いところになりますが、他の寺院の調査等は進展し

ていますか。 

 

【渞文化財課長】 顕証寺につきましては、平成１７年から建物を中心に文化財調査を開

始しており、本堂、表門、長屋門等を市指定文化財にしてまいりました。昨年度にこの報

告書が完成いたしまして、現在、国と将来的にどうするかということを検討しているとこ

ろでございます。 

また、昨年度から常光寺の調査に入っており、山門を市指定文化財にさせていただきま

したが、現在は市内の大きな寺院を調査しており、それとあわせて市史編纂のために、八

尾市全域のお寺を今後４年間で悉皆調査させていただきたいと考えております。 

 

【浦上教育長】 市史編纂委員をしておりますが、現在、八尾市内のお寺を調査される中

で、鎌倉時代、南北朝時代の非常に古い仏さんが出てきたようです。また、八尾市内のお

寺でまだ発見できていないこともあるようですので、今後に期待したいと思っています。 

 

【渞文化財課長】 先ほど市史編纂で調査に入っていると申し上げましたが、今年度は主

に山手のほうに入らせていただいております。その中で、大竹地区のある御堂を調査させ

ていただいた時に、平安時代後期に遡る飛天の御像が見つかりました。平安時代後期とい

いますと、八尾市ではおそらく最も古い仏像の１つになると思われます。 

また、玉祖神社の神宮寺であった薗光寺で鎌倉時代に遡る阿弥陀像が見つかったところ

でございます。このようなものが今回見つかりましたので、八尾市内でさまざまなものが

今後見つかってくるのではないかと思います。 

 

【百瀨委員長】 今後、文化財の活用は非常に大事になってくると思いますが、この点に

ついてはどのように考えていますか。 

 

【渞文化財課長】 昨年度、八尾市文化財保護条例ができて２０年が経つということで、

市指定文化財等を一堂に集めた展覧会を歴史民俗資料館で開催させていただき、大勢の方

に見に来ていただきました。文化財は盗難等がございますので、すぐに公開できない部分

がありますが、今後市史編纂等で文化財を発見していく中で、地元への報告会、あるいは

今年度開催させていただきました記念講演会等で文化財の普及活動をしていきたいと考え
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ております。また、現在、市長も魅力発信を進めておられますので、八尾市の山手に文化

財を見に来ていただけるような状況をつくっていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 市民に対する活用とともに、教育現場の中でも子どもたちに八尾市の歴

史的な財産の魅力を伝えていただきたいと思います。 

 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４３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４３号「八尾市指定文化財

の決定の件」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 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、報告事項に入らせていただきます。 

 それでは、平成２４年度事務事業の進捗状況について、各部総務課長から報告をお願い

いたします。まず、生涯学習部から報告願います。 

【田辺理事】 それでは、生涯学習部の９月３０日現在の事務事業の進捗状況についてご

報告いたします。 

 本件につきましては、４月定例教育委員会議におきまして、年間計画を報告いたしまし

たが、今回はその中間報告としてお手元の資料に基づき報告いたします。 

 まず、教育政策課におきましては、第１・２四半期におきまして学校園等安全教室を開

催するとともに、通年事業といたしましてＣＡＰ子どもワークショップ事業の実施、小・

中学校適正規模等推進事業及び幼保連携・一体化の推進のほか、教育課題全般に対する政

策等の企画、立案並びに総合調整等に取り組んでおるところでございます。 

 次に、教育人事課におきましては、職員の人事、給与事務、教職員の被服貸与、また学

校園の配当予算の執行や学校警備業務、学校園安全対策推進員の配置等を計画どおり進め

ております。 

 次に、生涯学習スポーツ課におきましては、第１四半期では春季市民体育大会、第２四

半期では小学生軟式野球大会、大阪府総合体育大会を実施いたしました。また、第３四半

期では秋季市民体育大会、地区市民スポーツ祭などに取り組むとともに、第４四半期のフ

ェスタかがやき、スポーツ指導者養成事業、小学生サッカー大会、小学生なわとび名人検

定などにつきまして、計画どおり実施してまいる予定でございます。また、通年事業とい

たしましては、社会教育委員会議、家庭教育学級、国際理解教育事業、市民大学をはじめ

とする生涯学習講座や子ども夢実現プロジェクト及び学校体育施設開放事務事業などにつ

きまして計画どおり実施しております。 

 次に、図書館におきましては、年間を通じて図書の貸出業務のほか、第１四半期の子ど

も読書週間行事、第２四半期の夏休み子どもまつりを実施いたしまして、第３、第４四半

期では専門講座、春休み子どもまつりにそれぞれ取り組むこととしております。また、年
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間計画としまして、各種講座、講演会、おはなし会を開催するとともに図書館資料の充実

に努めているところでございます。 

 最後に、文化財課でございますが、第１四半期におきましては、市史編纂委員会や八尾

市文化財保護審議会を、第２四半期では歴史民俗資料館運営委員会を開催いたしました。

第３四半期には市史編纂の普及事業としまして記念講演会を行うとともに、年間事業とし

まして、文化財施設や史跡の管理並びに市内埋蔵文化財関連事業などに取り組んでいると

ころでございます。 

 以上、生涯学習部各課の主な事務事業の進捗状況でございます。 

 

【百瀨委員長】 次に、学校教育部から報告願います。 

 

【万代学校教育部次長】 それでは、学校教育部の９月３０日現在の事務事業進捗状況に

ついてご報告申し上げます。 

 まず、学務給食課におきましては、奨学関係については経済的理由により就学、進学す

ることが困難な児童及び生徒に対する援助業務など、学校保健関係については園児・児

童・生徒及び教職員の健康の保持・増進並びに学校教育の円滑な実施のための健康診断な

ど、また給食関係については学校給食の運営管理に関する各種事業を計画どおり推進して

いるところでございます。なお、本年度は行財政改革アクションプログラムに計上してお

ります継続可能な就学援助制度の設計に向け、検討を進めてきたところであり、来年度か

らの実施に向けて引き続き取り組んでまいります。また、選択性の中学校給食については、

平成２７年度中の実施に向けた検討を進めているところでございます。 

 次に、指導課におきましては、学校図書館活用推進事業に取り組むとともに、学力向上

推進事業、全中学校に配置しましたネイティブの英語指導者を小学校においても活用し、

英語活動を実施しております。また、関係各課と連携し、通学路横断安全業務や通学路の

安全対策を進めるなど計画どおり進めているところでございます。 

 次に、教育サポートセンターにおきましては、管理職研修や初任者研修など教職員研修

を計画的に行うとともに、年間を通じて教育相談等の相談業務、並びに適応指導教室、特

別支援教育推進事業、また学校ＩＣＴ活用事業等について計画どおり進めております。 

 最後に、人権教育課におきましては、人権教育研修や実践交流会を計画的に実施すると

ともに、関係各課と連携し、人権文化祭等の啓発活動も進めているところでございます。

また、通年事業として、人権教育推進学校園支援事業や在日外国人児童・生徒の日本語指

導の講師派遣等についても計画どおり実施しております。 

 以上、簡単ではございますが、学校教育部所管の事務事業進捗状況の報告とさせていた

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、ご意見ございませんか。 

 

【木下委員】 年間計画に即して、すべて順調に進んでいると理解してよろしいでしょう

か。それとも、少し問題点もあるのでしょうか。 
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【田辺理事】 進捗率につきましては１００％のものから５０％を満たしていないものま

でございますが、実施時期、事業が事務的にどれだけ進んでいるかという視点でまとめさ

せていただいております。 

例えば、小・中学校適正規模等推進事業は、志紀小学校等への大規模校への手配につい

ては事務的な部分になりますが、大規模校、小規模校の課題解決に向けて地域と調整して

いる部分については時間がかかるところであり、進捗状況で示すことはなかなか難しいと

ころがあると考えております。また、幼保一体化の事業につきましても、全体の考え方、

進め方は数字で表すことができない部分になりますので、この部分については個別に進捗

状況をご報告させていただきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 生涯学習スポーツ課の第４四半期に記載されているスポーツ

指導者養成事業については、どのような方向性をお持ちでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 スポーツ指導者養成事業につきましては、毎年１月、２

月を中心に取り組んでいる事業であり、市政だより等で広く参加者を募集しております。

内容については、ニュースポーツの実技講習、救急救命講習等、指導者として基本的に身

につけておいていただきたいことを連続講座で取り組んでいるものでございます。 

また、講座修了者の方の中で、得意分野等をお持ちの方につきましては、本市に「まち

のなかの達人」という登録制度もございますので、そちらにご登録いただくことができま

す。なお、この制度については、小・中学校、コミュニティセンター等に情報提供いたし

まして、活動の中で指導者の派遣等が必要な場合にご活用いただいております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 学校から要請があれば対応できるようになっていると考えて

よろしいでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 基本的には、ご登録いただいた方を一覧にした冊子を各

学校園にお配りさせていただいており、内容が合致する方がおられましたら、学校とご本

人で指導日時等の詳細を調整していただいております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 教育サポートセンターの中で、家庭の教育力レベルアップ事

業及び学校ＩＣＴ活用事業についてわかりやすくご説明いただけますか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 まず、家庭の教育力レベルアップ事業につきまして

は、学校園からの要請を受けて、主としてＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）を派遣

し、子どもたちの抱える課題に対して早期発見、早期対応に努めているところでございま

す。現時点でＳＳＷを派遣し、ケース会議または研修を開催した学校園数及び回数は、中

学校６校、小学校１９校、幼稚園３園、延べ２８回となります。 

 次に、学校ＩＣＴ活用事業につきましては、２年目教員、転任者または初任者に対して

ネットワーク機器の活用研修を実施しております。また、校務システムの活用に向けた環

境整備につきましては、次年度以降に大きな入替えを控えておりますので、今年度はネッ
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トワークの基本概要の作成を進めているところでございます。 

 

【百瀨委員長】 教育サポートセンターの第２四半期は空白になっていますが、どのよう

な事業を行っていますか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 第２四半期につきましては、年間を通した事業とな

ります、教育研究・研修事業や、教育相談事業等に取り組んでおります。 

 

【百瀨委員長】 事業については十分に取り組んでいると思いますので、表現の仕方を工

夫していただきたいと思います。 

 次に、３月に八尾市教育振興計画が策定され、その中で今後の取組みを示していますが、 

今回の事業進捗状況との関連性についてはどのように考えていますか。 

 

【田辺理事】 教育振興計画の基本方針及び今後の取組みにつきましては、総合計画の施

策体系に則って構成しており、基本的に今回ご報告させていただいた部分と関連するよう

になっております。ただ、振興計画の枠組みを踏まえた表示になっておりませんので、次

年度はそれを意識しながら整理させていただきたいと考えております。 

また、教育委員会点検評価につきましては、来年度から計画の進捗状況もチェックして

いきたいと考えておりますので、目標値の達成状況等も載せていきたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 次年度に向けて検討をお願いいたします。 

 次に、「こころとからだのアンケート」の集計結果について、靍原次長より報告願いま

す。 

 

【靍原学校教育部次長】 それでは、「こころとからだのアンケート」の集計結果につい

てご報告申し上げます。恐れ入りますが、資料をご覧いただきたいと思います。 

 まず、このアンケートにつきましては、資料①のとおり、本年９月１０日（月）から１

４日（金）の間に、本市の公立小・中学校に在籍する児童・生徒およそ２万３０００名に

対して行ったものでございます。 

 調査の目的につきましては、学校が自校の児童・生徒の状況をより丁寧に把握し、全体

的な教育活動、あるいは個別の迅速な対応等に生かすとともに、教育委員会といたしまし

ては市内全域の子どもたちの心と体の状況を把握することによって今後の市の施策に反映

させてまいりたいと考えております。 

 次に、資料②をご覧ください。こちらの資料につきましては、本日ご説明申し上げてか

ら速やかにホームページ等で市民、保護者の皆様にご覧いただけるように提示してまいり

たいと考えております。まず、左上には先ほどご説明申し上げました調査の目的とともに、

いじめは絶対に許さないという姿勢のもと、いじめの未然防止といじめの早期発見・早期

解決に取り組んでいくことを記載しております。 

 次に、アンケートの集計結果のグラフにつきましては、まず、左側の列の中段の「ごは

んをおいしく食べられる」をご覧いただきますと、「ごはんをおいしく食べられる」と肯
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定的に回答した児童・生徒がともに９０％を超えている状況でございます。また、真中の

列の上段の「夜、気持ちよく眠ることができる」に対して、小・中学校ともに８０％を超

える児童・生徒が肯定的な回答をしております。このように、全体的な傾向としては、大

部分の児童・生徒が健康面、精神面において概ね安定した学校生活を送っているというこ

とが見て取れるのではないかと考えております。 

しかし、真中の列の中段の「最近、イライラすることが多い」という問いに対して、小

学生の３人に１人、中学生の２人に１人がイライラすることが多いと回答しており、さま

ざまなストレスがあるということが見て取れます。また、真中の列の下段の「最近、いや

なことがある」では、小学生で４人に１人、中学生で３人に１人がいやなことがあったと

回答しております。このアンケートは２学期当初に行っておりますので、最近というのは

９月に入ってからになると思いますが、学校生活を中心とした児童・生徒の内面にはかな

りストレス的なものがあり、個々の家庭状況も含めて、悩みを多かれ少なかれ抱えながら

登校していることが読み取れます。 

 次に、「ごはんをおいしく食べられる」のグラフをもう一度見ていただきますと、「ご

はんをおいしく食べられない」と回答した小学生が２％余り、中学生も２％余りおります。

また、先ほど申しました「夜、気持ちよく眠ることができる」という質問に対して、「気

持ちよく眠ることができない」と回答した小学生が５％、中学生が６％程度おります。こ

れについてはとても重く受けとめておりまして、安心、安定した生活を送っていれば、ご

はんもおいしく食べて、ぐっすり眠ることができますので、このあたりは丁寧に個別に見

ていく必要があると考えております。なお、各学校においては、アンケート実施後、該当

する児童・生徒の様子を丁寧に把握し、現在も見守り等を続けているところでございます。 

 続きまして、左側の列の下段に「何でも話せる友達がいる」という問いにつきましては、

肯定的に回答した小学生は８５％、中学生も約８５％になります。また、右側の列の下段

の「学校に来るのが楽しい」という問いについても、肯定的に回答した小学生は８４％余

り、生徒も７８％余りになっております。ただ、逆に「学校に来るのが楽しくない」、あ

るいは「何でも話せる友達がいない」と回答した児童・生徒も５％前後おりますので、集

団において情操面などを育んでいく部分をより充実させる必要があると考えております。 

 また、先日ご報告申し上げました大阪府学力・学習状況調査の中でも、「いじめはどん

な理由があってもいけないことだと思う」という問いに対して、小学６年生で８．９％、

中学３年生で１０．２％が「どんなことがあってもいけないと思うというふうには思わな

い」という否定的な回答を選んでいる状況を踏まえると、学校における仲間づくりの大切

さが問われていると感じているところでございます。 

 次に、右側の列の中段の「最近、やる気がでないことが多い」という問いにつきまして

は、小学生の３人に１人、中学生の半数以上がそのように回答しております。これは、小

学生より中学生の意欲が少し低下しているというところを今後どのような形で対応してい

くのかということが問われていると考えております。ただ、これはあくまでも想像になり

ますが、中学生になると進路への不安、あるいは思春期特有の仲間とのつながりの部分が

大きく影響しているものと思われますので、学級担任だけでなく、スクールカウンセラー

等の活用も含めて環境整備を図ってまいりたいと考えております。 

 最後に、右側の列の上段の「朝、気持ちよく起きることができる」という質問に対して
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は、小学生で７２％、中学生で約４５％が気持ちよく起きることができると回答しており

ます。これについては、先ほどの「夜、気持ちよく寝ることができる」よりも減っている

ところが少し疑問に感じるところになりますが、先日の大阪府学力・学習状況調査の中で

は、小学校６年生で２７％が１１時以降の就寝、中学３年生で４０％が午前０時以降の就

寝であることとあわせて考えますと、夜寝るのが遅いところにも１つの原因があると思っ

ております。この件については個々の家庭事情も異なりますので、校長会等を通じて丁寧

に見ていくように指示したところでございますが、いずれにしても子どもたちが安心して

学校生活が送れるように、総合的な働きかけが必要ではないかと感じているところでござ

います。 

 以上、雑駁な説明ではございますが、「こころとからだのアンケート」の集計結果につ

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、ご意見ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 「学校に来るのが楽しい」については、当てはまらない児

童・生徒が数パーセントおりますが、学校に来るのが楽しくなるための要素はいろいろあ

ると思います。この件については現在対応されているとお聞きしましたが、丁寧な対応を

お願いしたいと思います。 

 

【御喜田委員】 アンケート結果をもとに個別に対応していただいていると思いますが、

少し気になるような回答をしている子どもがその学校、クラスにどれだけいるのかという

ところも把握しておられるのでしょうか。また、例えば、「最近、イライラすることが多

い」と回答した子どもが多いクラスはその中で何か問題が起こっているのではないかと思

いますが、個別、クラス全体、学校全体での対応はどうされているのでしょうか。 

 

【靍原学校教育部次長】 ご指摘いただいた点は、重要な視点であると考えております。

９月初めにアンケートを各学校で実施いたしまして、担任はすぐに集計しますので、９月

中旬から下旬にはアンケート結果がわかります。 

まず、個別に「学校に来るのが少し楽しくない」、「夜、寝つきが悪い」ということは

すぐにわかりますので、その場合は担任がまず声をかけ、場合によってはクラスの状況を

見ながら、その子どもと周りの子どもとの関わりを見るようにしております。また、一方

では、クラス全体の経営にもこのアンケートを反映させるようにしており、学校によって

は学級だけでなく学年の横のつながりから、学年でアンケートを相互に交換しているとこ

ろもあります。さらに、担任以外の先生が外からもう一度そのクラスを見るということも

始めた小学校もあります。とりわけ、学校長はとても意識を高く持っており、９月中に保

護者にその結果をすぐに返し、保護者と連携して対応を進めている学校もございます。 

 

【木下委員】 アンケート結果については、各学校長、教育委員会事務局の想定内の数字

だったのでしょうか。私はこの数字を見て非常に危機感を持っています。 
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【靍原学校教育部次長】 このアンケートにつきましては、大阪府教育委員会のいじめ防

止マニュアルにあるアンケート例を参考にしながら作成したものになります。その中で、

回答区分については、「とても当てはまる」、「少し当てはまる」、「あまり当てはまら

ない」、「当てはまらない」という４区分にするとはっきり傾向が表れて見やすいという

ことで、このようなアンケートを実施いたしました。 

数値につきましては、「ごはんをおいしく食べられる」、あるいは「夜、気持ちよく眠

ることができる」という項目はほぼ想定したとおりの数字になりますが、それ以外の６つ

の項目は思っていたよりも多少厳しい数字であると思っております。 

 

【木下委員】 私も厳しい数字として捉えていますが、厳しい数字が出てきたということ

は実態をつかめていないということになりますので、第２次アンケートを実施する必要が

あると思っています。 

例えば、「何でも話せる友達がいる」のパーセントと「学校に来るのが楽しい」のパー

セントにずれがあり、「学校がおもしろくなくても、友達と話せるから行く」ということ

は結構中学生ではあり得ることなので、このあたりの数字のずれをどのように読み解くか

が重要になると思っています。 

 

【靍原学校教育部次長】 アンケート調査の継続も含めて、今後どのような捉え方で分析

を進めるのかということについては、実は今回のアンケートの実施を数名の校長先生に対

して事前に打診いたしました。ほとんどの学校は年に１、２回、同様のアンケート調査を

実施しており、そこでは今回の内容を合わせたものになっております。その時に改めて気

づいたことは、教育委員会事務局としては市全体の傾向を知るために統一的なアンケート

を実施したいのですが、各学校の状況は個々に違いますので、アンケートの内容について

は否定的な問いではなく、前向きな問いで聞いていきたいというような学校、場合によっ

ては関連事項の問いをさらに追加してアンケートをしたいという学校がありました。この

ことから、学校としては丁寧にアンケート調査を行っていると受けとめたところです。 

 一方では、教育委員会事務局としては、市全体の傾向をより把握したいと考えておりま

す。今回は２学期当初に実施しましたので、次年度以降も計画的にアンケートを実施し、

市全体の傾向を把握していきたいと考えております。しかしながら、実施の時期等は学校

におけるアンケートやさまざまな取組みもありますので、そのあたりも含めて今後調整し

ながらより適切な時期に効果的なアンケートを行っていきたいと考えております。 

 

【中山学校教育部長】 「学校に来るのが楽しい」の問いに対する結果に危機感を持って

ご質問いただいておりますが、各学校は学校教育の自己診断を行っており、独自で改善し

ていくための方策を持っております。 

 

【木下委員】 教育委員会事務局が把握されている全体数と、校長が把握されている自校

の結果によって判断がおそらく異なってくると思います。つまり、平均の数字から傾向を

つかむことはできますが、対策を打つことはできないので、学校単位の数値が重要になる

と思います。それから、担任はこの結果を読めているはずであり、どの子がどのような回
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答をしているかというところまでわかるはずなので、そこでの対策の打ち方を今後ぜひ考

えていただきたいと思います。 

 

【中山学校教育部長】 今回の数字につきましては、子どもたち全員の傾向をご提示して

おり、各学校、各学級の把握については、教育委員会と学校長が連動して対応してまいり

たいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 今回はアンケート結果が出てきたわけですが、今後も実施していかない

と子どもの変化はつかめないと思いますので、１回で終えることなく、教育現場でアンケ

ートを実施するように指導していくことも大事ではないかと思います。 

各学校は自校のアンケート結果の考察を添付されていますか。 

 

【靍原学校教育部次長】 現在、一部の学校からは結果の分析、保護者にお知らせした内

容について順次情報を提供していただいているところです。また、今回のアンケートでは、

教育委員会事務局が絶対に入れてほしい項目を指示いたしましたが、学校によってはさら

に付加したアンケートもありますので、それも含めて資料提供を求めているところでござ

います。 

なお、アンケートについては、今後、集団、個人を見ていく時に有効な手段の１つとし

て活用し、いじめの未然防止に努めていきたいと思っております。なお、学校だけでなく、

保護者、地域のご理解も大事になってくると思いますので、情報提供しながら学校に対す

るご協力もお願いしていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 いじめは学校で起こっているので、教育現場がいじめのサインを見抜い

ていくために、このアンケート結果が活用されていくことも重要ではないかと思います。 

また、教育委員会事務局でも各学校の分析内容を確認し、教育現場と連携してしっかり

対応していただきたいと思います。 

 

【浦上教育長】 今回のアンケート結果では、「最近、イライラする」、「いやなことが

ある」という子が多いということですが、学校長に対しては、アンケートを通じて子ども

たち一人ひとりの実態をしっかり把握し、どのような方策を講じていくのかということが

一番大事になることを今月の校長会で伝えています。現在、それぞれの学校ではアンケー

トを分析し、それを生かしていくための方法を検討されておりますので、今後も事務局か

ら学校長に指導をお願いしたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 他にご意見等もないようですので、以上で報告事項については終わりま

すが、委員の皆様方、何かございませんか。 

事務局から何かございませんか。 

 

【福嶌人権教育課長】 人権作品展示会の日程が変更になりましたので、ご報告させてい

ただきます。当初は１１月２９日（木）から１２月５日（水）の予定でしたが、展示会の
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会場となります市民ロビーが衆議院議員の期日前投票の会場になるため、日程を前倒しさ

せていただきまして、１１月２８日（水）から３０日（金）の３日間の開催になります。

また、並行して行われます生涯学習スポーツ課主催の識字・日本語学級の展示会も同日程

で開催することとなりましたので、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 事務局から他にございませんか。 

 なければ、以上をもちまして１１月定例教育委員会を終了させていただきます。 


