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７月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２５年７月２２日（月） 

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 

浦 上 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

伊藤教育次長兼生涯学習部長・柿並学校教育部長・吉岡教育委員

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・西崎

生涯学習部次長兼教育人事課長・万代学校教育部次長兼学務給食

課長・福嶌学校教育部次長兼人権教育課長・杉島生涯学習スポー

ツ課長・南八尾図書館長・渞文化財課長・本鍋田指導課長・山下

教育サポートセンター所長 

 

【百瀨委員長】 ただいまより、７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いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 まず、６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、６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） 

６月21日（金） 

 

６月24日（月） 

６月28日（金） 

 

７月６日（土） 

７月12日（金） 

午後１時30分から、八尾中央ライオンズクラブによる「ダメ。ゼッタ

イ｡」薬物乱用防止教育講座に出席。 

午後３時30分から、市議会文教常任委員会に出席。 

午後４時から、教育委員、校園長会役員・幹事及び事務局部長級職員

との意見交換会に出席。 

午後５時から、八尾美術展表彰式に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

 

【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) 

６月22日（土） 

６月24日（月） 

６月26日（水） 

６月27日（木） 

 

 

６月28日（金） 

 

 

７月１日（月） 

 

 

７月２日（火） 

 

７月３日（水） 

７月５日（金） 

７月10日（水） 

７月11日（木） 

７月12日（金） 

７月13日（土） 

７月17日（水） 

７月19日（金） 

午後２時から、青少年健全育成八尾市民大会に出席。 

午後３時30分から、市議会文教常任委員会に出席。 

午後２時から、男女共同参画週間講演会に出席。 

午後３時から、公益財団法人大阪府学校給食会理事会に出席。 

午後５時30分から、府教育委員会と中河内地区教育長との懇談会に出

席。 

午後２時から、図書館協議会に出席。 

午後４時から、教育委員、校園長会役員・幹事及び事務局部長級職員

との意見交換会に出席。 

午前７時30分から、用和小学校における社会を明るくする運動に出

席。 

午前10時から、近畿児童自立支援施設野球大会開会式に出席。 

午後２時から、中河内地区人事協議会に出席。 

午後３時30分から、教育長意見交換会に出席。 

午前10時から、市議会６月定例会本会議（３日目）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30分から、歴史民俗資料館運営委員会に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後１時から、教育者研究会に出席。 

午後２時から、行政対象暴力対策連絡協議会に出席。 

午後１時から、門田丈幸氏の2013ＩＮＡＳ陸上世界選手権出場に伴う

市長表敬訪問に出席。 

 

【百瀨委員長】 それでは、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】 ７月１３日（土）、１４日(日)に、プリズムホールで中学生

のための吹奏楽クリニックがあり、１３日（土）午後１時２０分から、大正中学校と龍華

中学校のクリニックを視察しました。 

 次に、７月２１日（日）午後０時から、第２６回吹奏楽フェスティバルに出席しました。

７校中６校の演奏を聴かせていただきましたが、年々レベルが上がっており、非常にうれ

しく思っています。また、生徒と先生が吹奏楽に取り組む姿を見ることができたので、貴

重な体験をさせていただきました。 

 

【木下委員】 ６月２１日（金）に、八尾中央ライオンズクラブによる「ダメ。ゼッタ

イ｡」薬物乱用防止教育講座に出席しました。当日は、委員長とご一緒に曙川中学校で講

演を聞き、八尾中央ライオンズクラブの取組みがよくわかりました。また、外部団体が学

校といろんな事業で関わることは多いと思いますので、団体と学校の連携は重要だなと思
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いました。今後も連携しながら、取組みを進めていただきたいと思います。 

 

【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、質疑がなければ、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、議案の審議に入ります。 

 

７月の議案 

議案第28号 

 

議案第29号 

議案第30号 

議案第31号 

議案第32号 

議案第33号 

八尾市暴力団排除条例の制定に伴う関係教育委員会規則の整備に関す

る規則の制定の件 

会議の公開に関する指針の一部改正の件 

平成25年度教育委員会の点検及び評価に関する件 

平成26年度使用八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件 

平成26年度使用八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件 

視覚に障がいのある児童・生徒に対する「拡大教科書」の採択に関す

る件 

 

【百瀨委員長】 まず、議案第２８号「八尾市暴力団排除条例の制定に伴う関係教育委員

会規則の整備に関する規則の制定の件」について審議いたします。提案理由を吉岡理事よ

り説明願います。 

 

【吉岡理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第２８号についてご説明いたし

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３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。 

 改正の理由についてでありますが、６月市議会定例会で八尾市暴力団排除条例が制定さ

れたことに伴い、同条例第１０条の規定に基づき、八尾市教育委員会が所管する施設につ

いて、その使用が暴力団の利益になる場合には、その使用の許可を制限し、またはその使

用許可を取り消すことができるよう、規則の規定を整備する必要があるため、提案する次

第でございます。 

 次に、改正内容についてでありますが、お手元の「新旧対照表」をご覧ください。 

まず、第１条関係、八尾市立青少年会館条例施行規則の一部改正については、運営委員

会を規定している第４条について、「会館における事業の企画及び運営について協議する

ため」の次に「条例第１条の規定により設置した各館に」を加え、委員会の組織を規定し

ている第５条について、第１項中「委員会は」を「各館の委員会は」に改めるとともに、

青少年会館使用許可申請書を規定している様式１について、申請書欄に暴力団排除に必要

な事項として責任者の「ふりがな」、「生年月日」及び「性別」を追加し、施設の使用が
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暴力団の利益になる場合は使用を許可しない旨の規定を申請事項の下に追加するものでご

ざいます。 

 次に、第２条関係、八尾市学校体育施設開放条例施行規則の一部改正については、第８

条第３号を第４号とし、第３号として、施設の使用が暴力団の利益になる場合は使用を許

可しない旨の規定を追加するとともに、学校体育施設使用許可申請書を規定している様式

第２号について、申請書欄に暴力団排除に必要な事項として、責任者の「ふりがな」、

「生年月日」及び「性別」を追加し、施設の使用が暴力団の利益になる場合は使用を許可

しない旨の規定を申請事項の下に追加するものでございます。 

 次に、第３条関係、八尾市立生涯学習施設の予約・案内システムに関する規則の一部改

正については、第１３条第３号を第４号とし、第３号として、施設の使用が暴力団の利益

になる場合は使用を許可しない旨の規定を追加するものでございます。 

 以上、甚だ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、

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

等ございませんか。 

 

【木下委員】 今回は、暴力団排除条例の制定に伴い、施設利用が暴力団の利益にならな

いようにするための規則改正であると理解してよろしいでしょうか。 

 

【吉岡理事】 ご指摘のとおりでございます。今回の規則改正につきましては、事前に使

用許可申請を要するスポーツ施設、文化施設等における暴力団の排除を目的としておりま

す。ただし、個人で利用する場合は、排除いたしておりません。 

 

【浦上教育長】 ７月１７日に、行政対象暴力対策連絡協議会に出席し、その会議の中で、

暴力団は形に表れない方法で資金を調達していることが多いという報告がありました。大

阪にも暴力団関係者が相当いると思いますので、各施設窓口の職員は、慎重に対応してい

ただきたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 各申請書のチェック欄については、申請者が使用許可申請す

る時に、自分でチェックを行うのでしょうか。 

 

【吉岡理事】 使用許可申請書のチェック欄につきましては、暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第２項に規定する暴力団の利益になる使用には該当しないこ

とを申請者に申告していただくことになります。 

 

【百瀨委員長】 暴力団排除条例では市民及び事業者の責務が規定されていますが、暴力

団排除に関する施策についてはどのように考えていますか。 

 

【吉岡理事】 暴力団排除に関する施策といたしましては、市長部局と連携し、その機運



－5－ 

をより一層高めるために、ホームページ等の各種広報媒体を活用するとともに、暴力団排

除を目的として組織されました連絡協議会、あるいは大阪府警察本部、大阪府暴力追放推

進センターが共催しております暴力追放府民大会など、あらゆる機会を通じまして、広報、

啓発活動を進めていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 青少年に対する指導、啓発については、どのようなことを考えています

か。 

 

【吉岡理事】 青少年を指導するため、暴力団の現状や悪性を示す事件等について情報を

提供するとともに、青少年の健全育成に携わる市民の方々に対する啓発を行うことにより、

取組みを進めていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 各施設の指定管理者にはどのように周知していますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 指定管理者に対する周知につきましては、市長部局の総

務課が中心となり、暴力団排除条例の制定や対応マニュアルを作成し、関係課に説明会等

を行っております。指定管理者にはその情報を提供するとともに、施設の貸出し等にあた

りましては、今回の事案に該当するようなことがあれば連絡をいただき、対応方法を協議

していきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 暴力団関係者を見抜くことが難しい時、どのように対応されますか。 

 

【吉岡理事】 例えば、暴力団関係者の家族の方が施設の使用許可申請をされると、その

時点ではわかりにくい場合もありますので、警察と連携いたしまして、当該申請が暴力団

の活動を助長し、暴力団の運営に資すると判断された時に、使用許可の取消しを講じてま

いりたいと考えております。また、暴力団等が主催する興業やイベントはある程度大規模

なことが想定され、事前打ち合わせが必要になりますので、そのような場面である程度の

情報把握は可能ではないかと考えております。 

 

【百瀨委員長】 学校体育施設開放事業において、使用団体が暴力団と関係があるとわか

った場合、学校はどのように対応すればよいのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 学校体育施設の開放につきましては、各小・中学校に開

放運営委員会を組織していただき、事業を実施いただいております。暴力団の利益につな

がる利用と判断された場合には、本課にご連絡いただき、連携して、使用団体の方にご説

明したうえで、施設の使用許可の取消しを行っていきたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 今回の件については、学校にも周知をお願いいたします。また、青少年

の健全育成のために、条例の目的に即して指導、啓発を行っていただきたいと思います。 

 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２８号
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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２８号「八尾市暴力団排除

条例の制定に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の制定の件」について、原案を

適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第２９号「会議の公開に関する指針の一部改正の件」について審議いたしま

す。提案理由を吉岡理事より説明願います。 

 

【吉岡理事】 ただいま議題となりました議案第２９号について、提案理由をご説明いた

します。 

 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１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。 

 提案理由といたしましては、市の保有する情報の一層の公開を図ることを目的とし、八

尾市情報公開条例が平成２５年７月１日から施行されたことに伴い、同条例第５条に規定

する公文書の公開を請求できる者の範囲が、市の区域内に居住する者、あるいは市内に存

する事業所、学校等に在勤、在学する者などの広義の市民からそのような条件がない、

「何人も」に改正されたことに伴い、教育委員会の会議の公開に関する指針につきまして

改正する必要があることから、本案を提出するものでございます。 

会議の公開に関する指針につきましては、平成１０年４月１日から実施しておりますが、

改正は今回が初めてになりますので、その沿革や趣旨等をご説明させていただきます。 

この指針は、八尾市が公文書の公開を求める権利を明らかにし、もって市政への参加の

促進を図ることを目的として、平成７年１０月１日から八尾市公文書公開条例を施行する

とともに、市政運営における公正を確保し、より透明性を向上させるため、平成９年４月

１日から八尾市行政手続条例を施行してきたところでございます。その上で、市政に関す

る意思形成、または意思決定過程における重要な役割や機能を有する市の会議について、

その重要性を認識して、市政運営の公正性と透明性を確保し、市政への市民参加を一層促

進するため、公開原則のもとに会議の運営を行うために、平成９年１１月１７日に会議の

公開に関する基本的な考え方を決定し、平成１０年４月１日から会議の公開に関する指針

を実施いたしております。さらに、平成１８年６月１日に施行した八尾市市民参画と協働

のまちづくり基本条例では、市が保有する情報を積極的に提供することを定めるなど、ま

ちづくりの基本原則における具体的な情報提供の規定等を経て、本年７月１日には広く情

報公開を総合的に推進することを目的として、八尾市公文書公開条例を八尾市情報公開条

例として改正し、施行しており、これらの趣旨を鑑みて、これまで以上に開かれた会議の

運営を目指して、今回の指針を改正するものでございます。 

 それでは、お手元の「新旧対照表」をご覧ください。まず、「２ 対象とする審議会

等」につきましては、これまでと同様に市民、各種団体代表、学識経験者等で構成され、

教育委員会の事務について、調停、審議、審査又は調査・研究等を行うための会議として

おり、これは地方自治法第２０２条の３に規定しております普通地方公共団体の執行機関
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の附属機関を定めた表現を使用しており、今回の改正に関しての変更はございません。 

 次に、「３ 審議会等の会議の公開の基準」につきましては、２）におきまして「八尾

市公文書公開条例」となっているものを、「八尾市情報公開条例」に改めるものでござい

ます。 

 次に、「４ 公開、非公開の決定」につきましては、当該審議会等の会長等がその会議

に諮り、決定を行い、非公開とする場合にはその理由を明らかにする必要があることを規

定したものであり、こちらについては従来と変更はございません。 

 次に、「５ 公開の方法」につきましては、１）で「傍聴を希望するもの」の「もの」

を漢字の「者」に改めるとともに、情報公開条例の改正により、傍聴を希望する者が広義

の市民から「何人も」に改正されたことに伴い、「なお、傍聴を希望できるものは、公開

条例第５条第１項各号に定めるものとする。」を削除いたします。この各号の内容を具体

的に申しますと、第１号といたしまして、「市の区域内に住所を有する者」、第２号とい

たしまして、「本市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者」、第３号といた

しまして、「本市の区域内に存する学校に在学する者」、第４号といたしまして、「本市

の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体」、第５号といたしま

して、「実施機関が行う事務または事業に利害関係を有する者」が全て削除されたもので

ございます。 

 次に、「６ 会議開催の周知」につきましては、広く会議の開催について知る機会を与

え、傍聴の便宜を図る観点から、これまでの市政だよりによる周知に加えて、現時点で広

報手段として広く普及しているホームページによる周知を追加するものでございます。 

 最後に、「８ 適用期日」につきましては、附則として適用期日を記載するため、全文

を削除するものでございます。 

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

く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】 「５ 公開の方法」の中で、「もの」を平仮名から漢字に変

えたのはなぜでしょうか。 

 

【吉岡理事】 平仮名の「もの」につきましては、物品の「物」と誤解を招くかもしれま

せんので、人を表す「者」に改めさせていただきました。 

 

【御喜田委員】 「５ 公開の方法」で会議録を閲覧できるようにしなければならないと

ありますが、会議録とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。 

 

【吉岡理事】 会議録につきましては、定例教育委員会の会議録のように、最終的に署名

していただき、ホームページで公開しているものから、簡易な会議録として、個人的に記

録し、関係者に供覧したメモなどがあり、その公開、非公開につきましては、その組織で
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判断することになります。 

 

【百瀨委員長】 会議録の内容については、記録の仕方によって大きく変わると思います

が、要旨のみだけでも会議録になるのでしょうか。それとも、発言内容を全て書かなけれ

ばならないのでしょうか。 

 

【吉岡理事】 会議の概要につきましては会議録になります。なお、会議体の構成員に供

覧しているものも会議録になります。 

 

【百瀨委員長】 「２ 対象とする審議会等」に、「行政関係職員のみで構成されている

ものは除く」という文言がありますが、職員会議の会議録はどのように扱われているので

しょうか。 

 

【吉岡理事】 職員会議につきましては非公開の会議となりますが、会議録を作成しない

ということは情報公開の考え方に反することになりますので、どのような会議であっても、

簡単な概要は作られるものであると思っております。従いまして、職員会議につきまして

も会議録は存在しますが、原則非公開になると考えております。 

 

【木下委員】 会議の公開の対象になる審議会等で、公式の会議録が作られていない会議

はないということでしょうか。 

 

【吉岡理事】 教育委員会には１６の会議体がありますが、全て会議録は存在していると

考えております。 

 

【木下委員】 公開に付される会議録は、どのような人が作成されたとしても、その会議

に関わっていた人が全員承認したものとして理解すればいいのでしょうか。つまり、全く

の個人メモは対象になりませんが、全員に供されて確認されたものは会議録になるという

ことでしょうか。 

 

【吉岡理事】 委員ご指摘のとおりでございます。 

 

【浦上教育長】 学校においても、職員会議の会議録や子どもの成績に関する情報の開示

を求められることがあり、その判断については非常に難しいところがあると思っています

が、この点についてはどのように考えていますか。 

 

【柿並学校教育部長】 教育長からご指摘がありましたように、学校に対してもさまざま

な開示請求がなされます。これについては、それぞれの学校が対応するのではなく、教育

委員会として対応することが原則になっております。例えば、先ほども理事から職員会議

の会議録についての話がございましたが、過去に開示を求められたことがあり、子ども、

保護者、学校の間のさまざまな問題を含んでおりましたので、教育委員会事務局で内容を
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踏まえて判断し、開示したことがございました。 

 

【百瀨委員長】 今後、多くの市民が学校運営に参加することも考えられますので、情報

公開の考え方については学校に周知していただきたいと思います。 

 

【木下委員】 学校の職員会議で生徒の話題になれば、会議録に個人情報が含まれること

になり、その会議録を公開すると、第三者に個人情報をすべて公開することになります。

そこで情報公開と個人情報保護との兼ね合いが大変難しいものになり、慎重な対応が必要

になりますが、この点についてはどのように考えていますか。 

 

【柿並学校教育部長】 委員ご指摘のとおり、学校といたしましては会議録に必要以上の

個人情報を残さないように配慮しております。例えば、子どものさまざまな行動等につい

て議論した内容を残さなければならない場合は、子どもの氏名をアルファベットで示すな

どの配慮をしております。 

 

【木下委員】 個人情報に対する配慮が望まれていると思いますので、慎重な対応をお願

いします。 

 

【浦上教育長】 学校が情報公開請求を受けた時は、教育委員会の指導課と連携を図りな

がら対応しております。 

 

【百瀨委員長】 情報公開条例の趣旨に基づいて、適正な運用をしていただきたいと思い

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２９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２９号「会議の公開に関す

る指針の一部改正の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第３０号「平成２５年度教育委員会の点検及び評価に関する件」について審

議いたします。提案理由を吉岡理事より説明願います。 

 

【吉岡理事】 ただいま議題となりました議案第３０号についてご説明いたします。 

 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６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。 

 提案の理由といたしましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１

項の規定に基づき、平成２４年度における本市教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会

に提出するとともに、公表する必要があるため、本案を提出するものでございます。 
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 教育委員会の自己点検評価については、平成１９年６月に地方教育行政の組織及び運営

に関する法律が改正され、地方行政における教育委員会の責任体制の明確化について規定

され、併せて同法第２７条において教育委員会の評価については、議会への報告と公表を

行うこととされたものでございます。本市教育委員会といたしましても、平成２０年４月

から教育委員会がその事務を着実かつ効果的に行っているかどうかを定期的に検証し、事

務の見直しを行うべく、自己点検評価を行ってきたところでございます。本年度につきま

しては、平成２４年３月に策定いたしました八尾市教育振興計画の実現を図るため、同計

画の進行管理についても、本点検・評価報告書の中に掲載し、学識経験者の知見も活用し

ながら一体的に実施していくものでございます。また、学識経験者につきましては、本年

度の点検・評価より、教育振興計画策定時に同検討市民会議において会長、副会長をお務

めいただいておりました、大阪教育大学教育学部教授、現附属平野小学校校長の木原俊行

氏、大阪市立大学文学部准教授の森久佳氏にお願いいたしたところでございます。 

 それでは、本年度の点検・評価報告書案について、その概要をご説明いたします。まず、

表紙をお開きいただき、目次をご覧ください。「１ はじめに」に（１）趣旨、（２）根

拠、（３）実施方針、（４）八尾市教育振興計画の進行管理、（５）評価の対象年度、

（６）学識経験者、（７）評価の方法、「２ 教育委員会の活動状況」に、（１）教育委

員会の構成、（２）教育委員会、（３）教育委員の諸活動、「３ 八尾市教育振興計画の

進行管理」に、（１）進行管理と評価、（２）推進のための基本方針、取組み、事務事業

一覧、（３）取組みの実績評価及び事務事業評価シートの見方、(４)進行管理に①取組み

の実績評価及び事務事業評価、②代表的な成果指標、（５）学識経験者からいただいたご

意見、「４ 総評」となっているところでございます。 

 次に、３ページから７ページをお開きください。「２ 教育委員会の活動状況」では、

教育委員会の委員構成、教育委員会の定例会、臨時会の開催状況、議事及び報告事項の一

覧、教育委員の諸活動として学校行事、地域行事及び式典、研修・視察等について掲載い

たしております。 

 次に、８ページから１０ページをお開きください。「３ 八尾市教育振興計画の進行管

理」では、４つの基本方針、１６の取組み、７９の事務事業を一覧として整理いたしてお

ります。なお、事務事業については教育振興計画の実現に寄与すると思われる事業につい

て、教育委員会事務局で執行しておる全事務事業のうちから整理して掲載いたすものでご

ざいます。 

 次に、１１ページをお開きください。取組みの実績評価及び事務事業評価シートの見方

については、教育振興計画に定める４つの基本方針ごとに位置づく取組み、事務事業の位

置づけについて確認するとともに、取組みの実績評価についての考え方、取組みに位置づ

けられた各事務事業評価シートの見方についてお示しするものでございます。なお、取組

み実績評価につきましては、４つの基本方針に沿った事業展開がなされ、成果が上がって

いるかどうかについて、事業評価における指標の達成度及び実績をもとに、その評価をＡ

からＤで表示しております。基本方針に沿って事業展開がなされ、成果が上がっている。

計画値についてはほぼ達成している場合は「Ａ」、基本方針に沿って事業展開がなされ、

概ね成果が上がっている。計画値については８割程度を目安に概ね達成している場合を

「Ｂ」。事業によっては基本方針に沿った展開が図れず、十分に成果をあげることができ
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ていない。計画値については８割程度を目安に概ね達成している場合を「Ｃ」、基本方針

に沿った事業展開が図れず、成果があがっていない。計画値をほとんど達成できなかった

場合を「Ｄ」としているところでございます。また、実績評価の補足説明として、基本方

針に対しての取組み実績、指標の達成状況の分析、今後の課題、方向性等を記載いたして

おります。 

 次に、１２ページをお開きください。事務事業評価シートにつきましては、事務事業名、

事業の概要等、平成２４年度に実施した内容、事務事業の改善点や課題や課題に対する対

応方針、指標、単位、指標の説明、平成２３年度実績値、平成２４年度計画値、平成２４

年度実績値、平成２７年度計画値、事業評価、所管課について記載しているところでござ

います。事業評価につきましては、平成２４年度において教育委員会を含む行政評価の総

合評価と一致した評価としており、その総合評価につきましては、実績値のみによる評価

ではなく、妥当性評価、有効性評価、効率性評価、参画と協働のまちづくり推進度評価の

各評価を総合的に判断して評価しております。なお、評価結果と指標実績に乖離がある場

合には、その理由を付記しております。 

 １３ページから１１０ページまでは、進行管理の内容を掲載いたしております。 

 次に、１１１ページの代表的な成果指標についてでありますが、本指標につきましては、

教育振興計画の推進にあたっては、全国学力・学習状況調査、全国体力・運動能力、運動

習慣等調査などの全国調査の結果を指標といたしたところでございますが、平成２４年度

全国学力・学習状況調査については、八尾市においては抽出校のみの調査であったため、

本年度の進行管理におきましては悉皆調査で行いました大阪府学力・学習状況調査の結果

を掲載するものでございます。 

 次に、１１２ページから１１７ページまでの学識経験者からいただいたご意見につきま

しては、取組み実績評価、事務事業評価の結果を踏まえ、基本方針単位でご意見をいただ

いたものでございます。 

 さらに、１１８ページでは、教育委員会の活動状況も踏まえた中で、総評をいただいた

ものでございます。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認賜わりますよう、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、委員の皆様方から何かご質

疑ございませんか。 

 

【御喜田委員】 １１３ページの学識経験者からいただいたご意見の中で、基本方針２

「学校教育の充実に取り組みます」については、１４の事務事業のうち、１３がＡ評価、

Ｂ評価が１つになり、Ｂ評価の学力向上推進事業については、「小学校における専科指導

や小中学校の連携教育は次年度必ず具体化されたい」と書かれています。今年度は具体的

にどのような取組みをされていますか。 

 

【本鍋田指導課長】 昨年度まで実施してまいりました小・中学校パートナーシップ推進

事業を受けまして、今年度より小中プラス・ワン事業を行っております。こちらは、５校
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の学校に教育支援員を配置しまして、中学校の教員が小学校で授業を行うとともに、小学

校では、専科指導に取り組んでおります。 

 

【木下委員】 今回の評価は平成２４年度事業を対象にしていますが、改善が必要な部分

については、平成２５年度の事業でどのように取り組んでいますか。 

 

【本鍋田指導課長】 小・中学校の連携につきましては、昨年度の学力向上フォーラムを

今年度は教育フォーラムという名称に変えまして、学力調査の結果や各学校の道徳授業の

取組みを発信することになっております。また、学力向上推進事業についてはＢ評価とさ

せてもらってはいますが、授業改善に向けた取組みは意欲的に進んでいると思っておりま

すので、そのこともしっかり発信しながら、事業を進めていきたいと考えております。 

 

【浦上教育長】 年度当初の校園長会で、４点の重点施策として、道徳教育の充実、学力

向上、小・中学校の連携強化、安全・安心な学校園づくりについて話をいたしましたが、

これらについては総括を行い、次年度につなげていきたいと考えています。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今回から教育振興計画の進行管理を掲載することにより、市

民にとても分かりやすくなったのではないかと思います。ただ、学識経験者が総評に書か

れている問題に対しては、今後、具体的な方向性を示していただきたいと思います。 

 

【御喜田委員】 １１４ページに、特別支援教育の充実については、「“ユニバーサルデ

ザインによる授業づくり”がポイントになると考えられる」と書かれていますが、小学校

に上がる前の幼稚園、保育園との連携も踏まえて、特別支援学校、特別支援学級の先生だ

けではなく、すべての先生にこのようなやり方を広めてほしいと思います。 

 

【木下委員】 ２人の外部評価委員は教育振興計画の枠組みを導入し、リニューアルした

ところを評価されています。一方、代表的な成果指標である学力と体力が思うように成果

として伸びていないので、重点目標に向けた構造化が必要なのではないかという提案をし

ているようにも読み取ることができます。要するに、評価の観点をどのように上げていく

のかというところが次の大きな課題になると思いますので、今後、この件について話し合

いができればありがたいなと考えています。 

 

【安藤委員長職務代理者】 事業評価については総合的に評価されていますが、その考え

方をご説明いただけますか。 

 

【吉岡理事】 今回の事業評価につきましては、教育委員会を含む、八尾市の各所属が平

成２４年度に実施した全ての事務事業に対して行う行政評価の総合評価と一致した評価に

なります。その中で、木下委員からご指摘いただいたとおり、学力と体力の成果を伸ばす

ために、重点目標に向けた構造化が必要ではないかと思っております。 

また、事業評価については、指標実績だけで評価されているような見方をされますが、
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妥当性評価、効率性評価、有効性評価及びまちづくり推進度評価という行政評価の考え方

を踏まえて総合的に評価しておりますので、必ずしも指標実績だけで評価しているのもの

ではございません。 

それでも、指標実績につきましては、全事務事業を確認する中で、効率性評価や有効性

評価とほぼ同じベクトルになると考えております。ただし、違うベクトルの場合もござい

ますので、そのような場合は「付記」で理由を説明させていただいており、できるだけわ

かりやすさを追求させていただきました。 

次年度以降につきましては、さらに委員の皆様方からご指摘いただいた部分を検討し、

できるだけ反映していきたいと考えております。 

 

【浦上教育長】 評価の観点については非常に大切になりますので、教育委員と話し合い

ながら整理を行い、正確に評価できるようにしていきたいと考えております。そして、教

育委員会全職員の評価に対する理解を図り、事業に取り組んでいきたいと考えています。 

 

【百瀨委員長】 今後の評価については、八尾市生涯学習・スポーツ振興計画、八尾市第 

２次図書館サービス計画の進捗状況等も含めて評価することも大事ではないかと考えます

ので、検討をお願いします。 

 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３０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３０号「平成２５年度教育

委員会の点検及び評価に関する件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第３１号「平成２６年度使用八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」、

第３２号「平成２６年度使用八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件」、第３３号

「視覚に障がいのある児童・生徒に対する「拡大教科書」の採択に関する件」について、

一括して審議いたします。提案理由を本鍋田課長より説明願います。 

 

【本鍋田指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３１号「平成２６年度

使用八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」からご説明いたします。 

 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９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。 

 提案理由といたしましては、教科書が教科の主たる教材として学校教育において重要な

役割を果たしていることに鑑み、採択については採択権者の判断と責任により、適切に行

われる必要がございます。その点につき、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関す

る法律第１４条に、「義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定

めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択する

ものとする。」と示されております。また、期間につきましては、同施行令第１４条にお

いて、同一教科書を採択する期間は４年と定められております。つきましては、別紙の
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「平成２６年度使用八尾市立小・中学校教科用図書一覧」にある各図書を、平成２６年度

八尾市立小学校教科用図書として採択していただきたいと考えております。 

 次に、議案第３２号「平成２６年度使用八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件」

につきましては、前号と同様に別紙の一覧にある各図書を平成２６年度八尾市立中学校教

科用図書として採択していただきたいと考えております。 

 最後に、議案第３３号「視覚に障がいのある児童・生徒に対する「拡大教科書」の採択

に関する件」についてご説明いたします。 

 提案理由といたしましては、現在、市内小・中学校に在籍する児童・生徒のうち、拡大

教科書を必要とする児童・生徒がいることから、国等が作成する拡大教科書を学校教育法

附則第９条に規定する教科用図書として承認していただきたく、本案を提出する次第でご

ざいます。 

 以上、甚だ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、ご質疑等ご

ざいませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 この１年間で、小・中学校の先生から教科書に対する意見は

ありましたか。 

 

【本鍋田指導課長】 小・中学校の先生の意見につきましては、指導主事が教育サポート

センターの初任者研修と合わせて、年間２００回ほど授業研に行っております。その中で、

現場の先生から使いにくい、支障があるなどの声は聞いておりませんので、現在のところ

問題なく使用していただいているものと判断しております。 

 

【木下委員】 拡大教科書の使用を必要としている児童・生徒は何人ぐらいいるのでしょ

うか。 

 

【本鍋田指導課長】 現在、小学校に１名、中学校に１名、拡大教科書を利用されている

児童・生徒がおります。 

 

【百瀨委員長】 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３１号から第３３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３１号、第３２号及び第３

３号につきまして、いずれも原案を適当と認めることに決しました。なお、今後、いろい

ろな課題があると思いますが、委員会としてしっかりとした考えを持ち、説明責任を果た

せるようにしていかなければならないと思っておりますので、よろしくお願いします。 
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｛ 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。 

 本日は、報告事項は予定されておりませんが、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７月定例教育委員会を終了させていただきます。  


