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４月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２６年４月２２日（火） 

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・瀧瀬生涯学習部次長兼施設一体型小・中学校整備

プロジェクトチーム総括者・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・高

橋教育政策課長・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・菊池指導課長・本鍋田人権教育課長・今岡生涯学

習部参事・大木学校教育部参事・鍵田学校教育部参事 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより４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。 

 

【百瀨委員長】 まず、３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、３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、３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、３月臨時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。 
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（委員長報告） 

３月25日（火） 

３月26日（水） 

３月28日（金） 

４月３日（木） 

４月４日（金） 

 

４月15日（火） 

午後１時から、市議会３月定例会本会議（６日目）に出席。 

午後１時から、臨時教育委員会に出席。 

午後１時30分から、青少年問題協議会に出席。 

午後２時から、市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席。 

午前９時から、校園長会に出席。 

正午から、教頭会に出席。 

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。 

 

（教育長報告） 

３月24日（月） 

３月25日（火） 

３月26日（水） 

 

３月27日（木） 

 

３月28日（金） 

 

３月31日（月） 

 

 

４月１日（火） 

 

４月２日（水） 

４月３目（木） 

 

４月４日（金） 

 

４月６日（日） 

 

４月７日（月） 

４月８日（火） 

４月11日（金） 

４月14日（月） 

４月15日（火） 

 

４月17日（木） 

午後４時30分から、校園長会に出席。 

午前10時から、市議会３月定例会本会議（６日目）に出席。 

午前10時から、図書館協議会に出席。 

午後１時から、臨時教育委員会に出席。 

午前８時45分から、市職員発令式に出席。 

午後１時30分から、市職員等辞令式に出席。 

午後１時30分から、青少年問題協議会に出席。 

午後４時から、転出指導主事等辞令式に出席。 

午後２時30分から、市職員等発令式に出席。 

午後４時から、部長会に出席。 

午後５時から、退職校長への感謝状贈呈式に出席。 

午前９時から、教育委員会事務局管理職に対する訓示式に出席。 

午後２時から、新任及び転任教職員辞令交付式に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午前10時から、大阪経済法科大学入学式に出席。 

午後２時から、市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席。 

午前９時から、校園長会に出席。 

正午から、教頭会に出席。 

午前10時から、桂中学校校舎見学会に出席。 

午後１時から、春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、新入社員を励ます集いに出席。 

午後２時から、生徒指導主事辞令交付式に出席。 

午後８時から、施設一体型小中学校開校準備会総会に出席。 

午後３時から、河内音頭まつり振興会予算総会に出席。 

午前８時45分から、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３時から、府都市教育長協議会定例会に出席。 



－3－ 

４月18日（金） 

４月19日（土） 

午後１時35分から、庁議に出席。 

午前10時から、春の地域安全運動八尾市民のつどいに出席。 

 

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

ましたらご報告いただきたいと思います。 

 特になければ、委員長報告及び教育長報告について、何かご質疑ございませんか。 

 ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 

４月の議案 

議案第１７号 

 

議案第１８号 

議案第１９号 

 

議案第２０号 

 

議案第２１号 

八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する

規則の一部改正について臨時代理承認の件 

八尾市文化財保護審議会委員の委嘱の件 

平成27年度使用八尾市立学校教科用図書の採択についての基本方針

の決定の件 

八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の委嘱又は任命

の件 

平成27年度使用八尾市立学校教科用図書の選定について諮問する件 

 

【百瀨委員長】 議案第１７号「八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執

行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

由を高橋課長より説明願います。 

 

【高橋教育政策課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１７号「八尾市教育

委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正について臨時代理

承認の件」についてご説明いたします。 

 本件は、八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部

を改正にするにつき、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たので委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案の理由ですが、平成２６年度の組織機構改革に伴い、規則の規定を整備するにつき、

急を要したため、３月３１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。 

 資料の「八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部

改正新旧対照表」をご覧願います。 

 別表第３第１項中、「こども政策課」を「こども施設課」に改めるものでございます。 

 なお、施行につきましては、平成２６年４月１日より施行いたすものでございます。 
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 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいまの説明につきまして、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】 八尾市全体の機構改革によって、こども施設課に変わったと

いうことでしょうか。 

 

【高橋教育政策課長】 市長部局の機構改革に伴い、八尾市教育委員会から補助執行をお

願いしている部分をこども政策課からこども施設課に移管するため、改正するものでござ

います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 臨時代理については、我々としても責任がありますので、今

後も気をつけていただきたいと思います。 

 

【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１７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１７号「八尾市教育委員会

の権限に属する事務の委任及び補助執行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１８号「八尾市文化財保護審議会委員の委嘱の件」につい

て審議いたします。提案理由を渞課長より説明願います。 

 

【渞文化財課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１８号「八尾市文化財保

護審議会委員の委嘱の件」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１４号の規定により、委員会

の議決をお願いするものでございます。 

 提案の理由といたしまして、八尾市文化財保護審議会委員の選任については、八尾市文

化財保護条例施行規則第１２条の規定に基づき、文化財に関し知識及び経験を有する者の

中から教育委員会が委嘱を行うことになっており、このたび、新たに委員の委嘱を行うこ

とから、本案を提出するものでございます。 

 お手元配付の「八尾市文化財保護審議会委員名簿（案）」にお示ししておりますとおり、

候補者である大阪教育大学の綿貫友子氏は中世史が専門で、現在、文化財保護審議会には
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中世史の担当の方がおられないことから委嘱をお願いするものです。 

 なお、任期につきましては、平成２６年５月１日から平成２８年４月３０日までの２年

でございます。 

 何卒、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、委員の皆様方から、何かご

質疑等ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 中世史の方の任期は平成２６年５月からになり、他の委員の

任期は平成２５年９月からになっています。任期についてはどのように決められたのでし

ょうか。 

 

【渞文化財課長】 文化財保護審議会におきましては、平成３年から平成１５年まで、中

世史のご担当として水野恭一郎先生がおられましたが、その後委員は長らくおりませんで

した。その間、中世の重要な文書等が発見されることもなく現在まで至っておりますが、

今後、市史編纂事業等におきまして、中世史の文書等が見つかる可能性がございます。そ

のために、新たに中世史を専門とする委員の委嘱をお願いしておりますが、任期につきま

しては、八尾市文化財保護条例施行規則第１２条第３項に基づき、平成２６年５月１日か

ら２年に決めさせていただいたところでございます。 

 

【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１８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１８号「八尾市文化財保護

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１９号「平成２７年度使用八尾市立学校教科用図書の採択

についての基本方針の決定の件」について審議いたします。それでは、採択についての基

本方針を菊池課長より説明願います 

 

【菊池指導課長】 ただいま議題となりました議案第１９号「平成２７年度使用八尾市立

学校教科用図書の採択についての基本方針の決定の件」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。 

 提案理由でございますが、本年度は八尾市立小学校教科用図書の採択替えの年になって

おります。つきましては、平成２７年度使用八尾市立学校教科用図書の採択にあたり、教
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科書が教育を行う上で、主たる教材として極めて重要な役割を果たしていることにかんが

み、八尾市教育委員会の権限と責任において主体的に採択業務を行うため、本案を提出す

るものでございます。 

 それでは、お手元の「平成２７年度使用八尾市立学校教科用図書の採択についての基本

方針（案）」に基づきましてご説明申し上げます。 

 八尾市では、将来さまざまな課題に直面した場合に、柔軟性を持ちながらもたくましく

対応し、社会人として自立していくことができるとともに、豊かな職業観・勤労観を持ち、

主体的に生きる力や広く世界に目を向ける国際感覚を身につけた、未来を切り拓くチャレ

ンジする子どもの育成をめざし、「八尾市教育振興計画」を策定しております。 

 教科用図書の採択にあたっては、この「八尾市教育振興計画」の理念を踏まえ、教科書

が教育を行う上で、主たる教材として極めて重要な役割を果たしていることにかんがみ、

教育委員会の権限と責任において主体的に採択業務を行う必要があると考えております。 

 したがいまして、以下の３点を基本方針とさせていただきたいと考えております。 

 １点目は、「八尾市教育振興計画」は、「未来を切り拓くチャレンジする『八尾っ

子』」の育成に向け、８つのめざす子ども像を定めており、その実現に向けて多角的な観

点から綿密な調査研究を行い、教科書を採択すること。 

 ２点目といたしまして、可能な限り市民に開かれた採択業務をめざすこと。ただし、選

定委員会の委員名簿及び選定委員会の討議内容、調査員名簿の公開については、公正かつ

適正な意思決定に支障が生じないよう採択事務終了後とすること。 

 ３点目といたしまして、外部からの不当な働きかけによって公正かつ適正な意思決定に

支障が生じないように配慮すること。 

 以上３点を基本方針として設定させていただきました。前回の基本方針と大きな変更は

しておりませんが、平成２４年３月に八尾市教育振興計画が策定されたことから、その理

念を踏まえ、より明確な方針となるよう文言の修正をしております。 

 以上、誠に簡単な説明でございますが、提案理由の説明といたします。よろしくご審議

の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま基本方針の説明がございましたが、説明にありましたように、

本年は小学校の教科用図書の採択替えになりますので、教育委員会といたしまして、その

権限と責任におきまして採択してまいりたいと考えております。 

 それでは、委員の皆様方、ご意見、ご質問等がございましたら、出していただきたいと

思います。 

 

【御喜田委員】 初めて教科書の採択替えに関わることになりますので、採択の手順につ

いて詳しく説明していただきたいと思います。 

 

【菊池指導課長】 採択の手順についてご説明申し上げます。 

 平成２６年４月１５日付で、大阪府教育委員会より、教科書採択及び採択事務処理につ

いての通知が届いており、それに基づいて採択が行われることになります。 

まず、選定委員会のもとに調査員を任命し、教科単位で教科書の選定を行い、資料を作
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成いたします。また、八尾市教育研究会や各学校にも教科書を巡回させ、それぞれにおい

て資料を作成いたします。それらの資料をもとに選定委員会において慎重にご審議いただ

き、教育委員会からの諮問に対する答申をいただきます。その後、教育委員会にて教科書

の採択を行うという運びとなります。 

 

【木下委員】 現在使われている教科書についてご意見等をお聞きになっていることはあ

りますか。もしあるとすれば、それは今回の選定のためにどのように生かされるのでしょ

うか。 

 

【菊池指導課長】 現在の教科書につきましては、特に問題があったという報告を受けて

おりません。 

 

【御喜田委員】 今回、教科書を採択するにあたって特に気をつける点などがあれば、教

えていただきたいと思います。 

 

【菊池指導課長】 今回の採択で考慮しなければならないことにつきましては、まず、教

科書採択の公正確保については、宣伝行為の実態を把握し、事前に適切な対策を講じるこ

と。静謐な採択環境を確保し、採択権者の責任において公正かつ適正な採択がされるよう

適切に対応すること。また、採択に係る教育委員会の会議については、会議の公開・非公

開を適切に判断することなどが大阪府教育委員会からの通知において示されております。 

 さらに、教科書が児童生徒の主たる教材であることを考えますと、本市の学校園や児童

生徒の実態に即したものであることや、本市がめざす教育に合致する教科書を選定しなけ

ればならないと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 公開・非公開の範囲については、どのように考えられていま

すか。先ほどもご説明いただきましたが、もう一度確認させていただきたいと思います。 

 

【菊池指導課長】 前回の教科書採択におきましては、採択に係る教育委員会議は公開さ

れておりますが、選定委員会委員及び調査員の氏名等は非公開とし、その議事も非公開で

行われております。 

 今回の教科書採択につきましても、常に適正かつ公正な採択の確保の徹底に努めるべき

必要があると認識しており、とりわけ採択業務の中で重要な役割を担っていただいており

ます選定委員会の皆様には、静謐な環境の中で、自由で闊達な意見交換をしていただく必

要があると考えております。したがいまして、選定委員会委員の氏名及びその会議につき

ましては非公開で行うことが必要であると考えております。 

 しかしながら、情報公開の観点から、採択後に選定委員氏名及び調査員氏名、さらに選

定委員会の会議録については公開されるべきものと考えております。 

 また、採択に係る教育委員会議については、従来どおり公開で行うことが必要であると

考えております。 
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【浦上教育長】 教科書採択に係る基本方針は非常に重要なものと認識しております。そ

の中で、八尾市教育振興計画について記述されている理由をお聞きしたいと思います。 

 

【菊池指導課長】 前回の採択替えのときには、教育重点目標に沿って学校教育活動が進

められておりました。今回は、平成２４年３月に八尾市教育振興計画が策定されましたの

で、八尾の子どもたちにとってより必要な教科書を採択していくため、今回の基本方針に

盛り込ませていただきました。 

 

【浦上教育長】 採択についての基本方針の中で、八尾市のめざす子ども像の実現に向け

て教科書を選ぶことを明記しており、前回の基本方針からさらに具体化されていると思い

ます。 

 

【百瀨委員長】 この基本方針の中で、めざす子ども像の実現に向けて、八尾市教育振興

計画を取り入れて考えられたことは評価したいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 子どもたちがこれからより成長できるように選定をお願いし

たいと思います。 

小学校の教科書採択についてはこれまでに話がありましたが、中学校についてはどうな

るのでしょうか。 

 

【菊池指導課長】 中学校の教科書採択につきましては、平成２７年度が採択替えの年に

なります。今年度の教科書採択につきましては、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、同法施行令第１４条第１項の規定により、平成２６年度使用教科

書と同一の教科書を採択しなければならないと規定されております。 

 

【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

すが、教科書の採択にかかわりましては、適正かつ公正な採択の確保の徹底は非常に重要

なものであり、これを損なうことがあってはならないと考えます。しかし、情報公開とい

うことで、市民の皆様にも、採択がどのように行われているかをお知りいただくため、開

かれた採択を進めていかなければならないと考えております。 

 これらのバランスを考え、今回の採択事務につきましては、選定委員会の委員の皆様が

外部からの不当な圧力を受けることなく、自由な議論ができるように、選定委員会の委員

名簿や会議録、調査員の名簿につきましては、教科書の採択終了まで非公開とさせていた

だき、採択に関する教育委員会の会議につきましては、市民に開かれた採択の観点から公

開で行いたいと考えております。 

 この点を含めまして、委員の皆様方、議案第１９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。 

 



－9－ 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第１９号「平成２７年度使用

八尾市立学校教科用図書の採択についての基本方針の決定の件」について原案を適当と認

めることに決しました。 

 それでは、この基本方針に基づきまして、教科書採択を進めていきたいと考えておりま

す。 

 審議の途中ですが、議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は１０時３５分とい

たします。 

 なお、次に、議案第２０号「八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の委嘱

又は任命の件」について審議を行いますが、先ほどの基本方針に基づいて、会議は非公開

で行います。 

 

（以下、非公開審議） 

 

【百瀨委員長】 それでは、議事を再開いたします。議案第２０号「八尾市立義務教育諸

学校教科用図書選定委員会委員の委嘱又は任命の件」について審議いたします。提案理由

を菊池課長より説明願います。 

 

【菊池指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２０号「八尾市立義務教

育諸学校教科用図書選定委員会委員の委嘱又は任命の件」につきまして、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。 

 提案理由でございますが、八尾市立学校において使用する教科用図書を調査、審議する

につき、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則第２条に基づき、八尾市立義

務教育諸学校教科用図書選定委員会委員を委嘱又は任命する必要があるため、本案を提出

するものでございます。 

 それでは、お手元の「八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員名簿（案）」

に基づきご説明申し上げます。 

 市内の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者につきましては、八尾市ＰＴＡ協議会

より橋本貴恵氏、市立学校の校長及び教員につきましては、八尾市校長会より前田稔校長、

八尾市教育研究会より有田友子校長、八尾市小・中学校教育課程研究委員会より靏原隆司

校長、八尾市立大正小学校より渡邊愛子指導教諭、教育委員会事務局からは、伊藤均教育

次長兼生涯学習部長、柿並祥之学校教育部長、山本寿子教育サポートセンター所長、本鍋

田浩司人権教育課長の４名が参加し、全員で９名を委嘱又は任命するものでございます。 

 任期につきましては、平成２６年４月２２日から平成２７年３月３１日までの期間でご

ざいます。 

 選定委員会委員氏名、調査員氏名、議事録の公開につきましては、教科書採択終了後で

ございます。議事録の整理等に時間を要しますが、遅くとも９月ごろには公開できるよう

準備を整える必要があると考えております。 

 以上、誠に簡単な説明でございますが、提案理由の説明といたします。よろしくご審議
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の上、ご了承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、委員の皆様方から何かご質

疑ございませんか。 

 

【木下委員】 選定委員会の人数については１０人以内と規則に規定されていますが、今

回は９名になっています。いろんなご意見を聞くとなれば、１０名でもいいのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

【菊池指導課長】 まず、前回の選定委員会に基づいて人数を考えさせていただきました。

規則には１０名以内とありますが、それぞれの部署から代表する方を選ぶと９名になりま

したので、今回の採択については９名が適切ではないかと考えております。 

 

【木下委員】 ９人にされた理由はわかりますが、例えば、教員が１名でなければならな

い理由はないので、もう少し詳しくご説明願います。 

 

【菊池指導課長】 教員の意見につきましては、各教科で調査員を選出してまいりますの

で、その調査員の報告と各学校に教科書を巡回する中で意見を吸い上げられると考えてお

ります。 

 

【御喜田委員】 今回の委員の中に、前回の教科書採択にも携わった方はいらっしゃるの

でしょうか。 

 

【菊池指導課長】 前回の選定委員会に入られておられた方はおりませんが、八尾市小・

中学校教育課程研究委員会の靏原校長先生につきましては、指導課長のときに事務局とし

てかかわっておりました。また、渡邊愛子指導教諭につきましても、現場の教員として、

教員の意見を汲み上げるためにかかわっておりました。 

 

【浦上教育長】 今年度については、学校現場に教科書を回して現場の先生に見てもらい、

教育研究会でも見ていただいて、教員の意見をいただくことになります。ただ、先ほど、

木下委員からもご質問がありましたが、規則では選定委員会は１０名以内になりますので、

委員をあと１人増やし、学校現場の声、あるいは保護者の声をできるだけ反映させる必要

があると思います。この点については、今後に向けて考えていただきたいと思います。 

  

【百瀨委員長】 教科書の採択にあたっては多くの声を反映することが大事になります。

今回は９名の選定委員で審議することができると捉えておりますが、委員を増やすことに

ついては今後考えていただきたいと思います。 

 

【木下委員】 委嘱と任命については、外部の委員と教育委員会事務局職員の委員という

意味合いでしょうか。 
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【菊池指導課長】 そのとおりでございます。八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委

員会規則では「委嘱し、又は任命する」と規定されておりますので、これに基づいて議案

を作成させていただきました。 

 

【百瀨委員長】 選定委員名簿では、「市内の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護

者」、「市立学校の校長及び教員」は委嘱になり、「教育委員会事務局に置かれる指導主

事その他学校教育に専門的知識を有する職員」は任命になると捉えさせていただきます。 

 それでは、他に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が、多方面

の方々に多角的に検討していただくことが大切なことになりますので、選定委員の皆様に

は、基本方針に基づき、しっかりご審議いただきたいと考えております。 

 それでは、採決に移らせていただきます。議案第２０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２０号「八尾市立義務教育

諸学校教科用図書選定委員会委員の委嘱又は任命の件」について、原案を適当と認めるこ

とに決しました。 

 

（以下、公開審議） 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第２１号「平成２７年度使用八尾市立学校教科用図書の選定

について諮問する件」について審議いたします。提案理由を菊池課長より説明願います。 

 

【菊池指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２１号「平成２７年度使

用八尾市立学校教科用図書の選定について諮問する件」につきまして、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１７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、平成２７年度使用八尾市立学校教科用図書の選定について、

八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会に諮問する必要があるため、本案の議決を

求めるものでございます。 

 それでは、お手元の「平成２７年度使用八尾市立学校教科用図書の選定について（諮

問）」に基づき、ご説明申し上げます。 

 まず、検討の観点でございますが、教科書は、主たる教材として児童生徒の教育に極め

て重要な役割を果たしていることにかんがみ、その採択にあたっては、学習指導要領に示

されたねらいを踏まえ、本市において最も適した教科書は何かという観点に立って、教科

書内容の綿密な調査研究を行い、これに基づき、採択権者がより一層の自覚と責任を持っ

て採択にあたることが重要であると考えております。 

 本市の教育は、日本国憲法や教育基本法等の教育関係法令及び人権教育にかかわる各基

本方針や指針等の理念に基づき、人権を尊重して互いに認め合い共に生きる２１世紀の社
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会を担い、心豊かにたくましく生きるための資質や能力を備えた「人権と共生の２１世紀

を担う人間の育成」をめざしております。そのために、将来さまざまな課題に直面した場

合に、柔軟性を持ちながらもたくましく対応し、社会人として自立していくことができる

とともに、豊かな職業観・勤労観を持ち、主体的に生きる力や広く世界に目を向ける国際

感覚を身につけた、未来を切り拓くチャレンジする子どもの育成に向け、８つのめざす子

ども像を定めております。その実現に向けた教育活動が極めて重要であると考えておりま

す。 

 次に、留意事項でございますが、１つ目といたしまして、正確・公正・教育的配慮につ

いて、心身の発達過程にある児童生徒のための図書であることにかんがみ、記述内容が正

確かつ公正なものであり、主体的な学習意欲を高め、本市児童生徒の発達段階に即したも

のとなっているか。 

 ２つ目といたしまして、人権の尊重について、日本国憲法に保障されている基本的人権

を尊重する立場が貫かれているか。これを侵害するような考え方や差別や偏見を生み出す

おそれのある記述等はないか。 

 ３つ目といたしまして、民主的な人間の育成について、互いに協力して問題解決にあた

るような民主的な人間の育成をめざしているか。これに反するような考え方や記述はない

か。 

 ４点目といたしまして、「確かな学力」の育成について、本市教育の特色や子どもたち

の実態に即し、基礎・基本を確実に身に付け、その知識を活用し、自ら課題を見つけ、主

体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力など、「確かな学力」の醸成

に資するものとなっているかといたしました。 

以上のような検討の観点と留意事項を踏まえながら、適切な教科書の選定について検討

をお願いするものでございます。 

 なお、前回の諮問に対しまして大きな変更点はございませんが、基本方針の中でもご説

明いたしましたが、八尾市教育振興計画の理念を検討の観点に盛り込み、留意事項におい

ては、本市の児童生徒の課題の一つである「知識を活用する」という文言等を追記し、整

理させていただきました。 

 最後に運営でございますが、教科書に関わる関係法令に基づくとともに、八尾市立義務

教育諸学校教科用図書選定委員会規則、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定調査員事

務・運営要綱及び平成２７年度使用八尾市立学校教科用図書の採択についての基本方針に

よるものでございます。 

 以上、誠に簡単な説明でございますが、提案理由の説明といたします。よろしくご審議

の上、ご了承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

等ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 諮問の内容に関しては全然問題ないと思いますので、これを

選定委員の方々にお伝えいただき、八尾市の８つのめざす子ども像を踏まえた中で審議を

進めていただきたいと思います。 
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【浦上教育長】 留意事項の４つ目の「確かな学力」の育成については、八尾の子どもた

ちは基礎・基本がある程度定着していますが、応用力や表現力、探求心などが少し欠けて

いる部分がありますので、その部分を子どもたちに学んでもらい、高めてほしいと思いま

す。その意味も含めて、「よりよく問題を解決する資質や能力など」という文言が表記さ

れていると思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 

 

【菊池指導課長】 子どもたちの課題につきましては、様々なところで分析しており、自

ら問題を解決する力は非常に大事になってきていると思いますので、今回は「活用する

力」を加えさせていただいております。 

 

【浦上教育長】 選定委員会にはこのあたりを十分に理解していただき、選定をお願いし

たいと思います。 

 

【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２１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２１号「平成２７年度使用

八尾市立学校教科用図書の選定について諮問する件」について、原案を適当と認めること

に決しました。 

 なお、この選定委員会に対しましては、この諮問をさせていただき、ご検討いただいた

後に答申をいただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 以上で、教科書採択に関する案件の審議は全て終了いたしましたが、平成２７年度使用

八尾市立学校教科用図書の採択事務につきましては、選定委員会には、基本方針に基づき、

調査員を置いて、十分な調査研究を行っていただきたいと考えております。また、以後、

選定委員会に関するものを除き、採択に係る教育委員会議につきましては、先ほど申しま

したように、公開で行うことといたしますので、よろしくお願いいたします。 

  

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 続きまして、報告事項に入らせていただきます。 

 まず、「平成２６年度事務事業計画について」、各所属長より報告願います。 

 まず、生涯学習部より報告願います。 

 

【高橋教育政策課長】 それでは、平成２６年度事務事業計画についてご報告いたします。 

 はじめに、教育政策課の平成２６年度事務事業計画についてご報告いたします。 

 まず、四半期ごとの事務事業につきましては、計画書に記載のとおり、第１、第２四半

期には学校園等安全教室の開催、教職員対象のＣＡＰ子どもワークショップ事業を実施い
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たします。また、第３、第４四半期には、「文化の日」教育委員会表彰の実施、八尾市立

学校園教育重点取組事項を策定いたします。 

 次に、通年の事務事業といたしまして、定例の当教育委員会会議の事務局事務をはじめ

としまして、全小学校第３学年児童対象のＣＡＰ子どもワークショップ事業の実施、教育

委員会点検・評価事務の実施、学校園整備計画推進事業における学校園施設耐震化計画の

進行管理、幼保連携の推進、幼保一体化に向けての幼稚園の課題に対する取組み、教育課

題全般に対する政策等の企画・立案・総合調整を行ってまいります。 

 最後に、小・中学校適正規模等推進事業につきましては、施設一体型小・中学校整備プ

ロジェクトチームにおきまして、主に高安中学校区における施設一体型小・中学校の設置

に向けた実施設計を行うとともに、平成２６年度から平成２７年度の２年間、中高安小学

校、北高安小学校及び高安中学校の３校を施設一体型小・中学校研究推進校として指定し、

小・中学校の教職員による一体的な学校運営をはじめ、小・中学校９年間を連続した期間

として捉えた学習指導、生徒指導及び小・中一貫教育等について研究を行ってまいります。 

 また、新たな通学路の整備や新校の用地取得につきましても取組みを進めてまいります。 

 以上、教育政策課の平成２６年度事務事業計画の報告とさせていただきます。 

 

【西崎生涯学習部次長】 続きまして、教育人事課の事務事業計画についてご報告いたし

ます。 

 教育人事課につきましては、人事係と経理係に構成されておりまして、まず人事係でご

ざいますけども、教育委員会事務局職員及び学校園教職員の人事に関する事務を行ってお

り、主なものといたしましては、教職員定数に関する調査報告事務、安全衛生委員会に関

する事務、並びに職員の服務規律、給与、福利厚生などの事務を行っております。 

 次に、経理係でございますが、学校施設・設備の充実といたしまして、機械警備、安全

推進員の配置、防犯カメラの増設など安全対策事業を継続してまいります。また、学校園

予算の適切な執行、校舎改築や耐震化工事に伴う仮設プレハブ教室の設置、体育館の天井

や照明器具などの非構造部材の落下防止工事及び亀井小学校の校舎の増築などを進めてま

いります。今後も学校園の意見を聞きながら、公共建築課と連携いたしまして、学校園施

設の充実に努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 続きまして、生涯学習スポーツ課の平成２６年度事務事

業計画についてご報告申し上げます。 

 本課の事務事業の執行にあたりましては、八尾市生涯学習・スポーツ振興計画に基づき、

市民と行政の協働による循環型の生涯学習、スポーツの振興に取り組んでまいります。 

 まず、四半期ごとの事務事業につきましては、スポーツ振興といたしまして、春季・秋

季市民体育大会及び地区市民スポーツ祭の実施をはじめ、小学生を対象とした軟式野球大

会、サッカー大会及びなわとび名人検定に取り組むとともに、生涯学習の振興といたしま

して、市民が芸術文化に触れられる場の提供として、市民主体の実行委員会方式で実施さ

れております文化芸術芸能祭を支援してまいります。 

 次に、通年の事務事業につきましては、社会教育委員会議等の開催をはじめ、各学校園、
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コミュニティセンター、生涯学習施設等において家庭教育学級や生涯学習講座等に取り組

むとともに、スポーツ教室の実施、社会体育施設の管理・運営、学校体育施設の開放事業

等に取り組んでまいります。 

 また、今年度末で指定期間が満了となる南木の本防災体育館につきまして、平成２７年

度から平成３０年度までの４年間、南木の本防災公園と一体で管理運営を委ねる指定管理

者の選定作業に取り組んでまいります。 

 その他の事業につきましては資料に記載のとおりでございますが、本課の事業は、教育

振興計画において各種講座や生涯学習情報の提供及び市民参加型のスポーツ振興に位置づ

けられていることから、市民が学習やスポーツに取り組む機会の充実に向けた事業展開に

努めてまいりたいと思います。 

 以上、生涯学習スポーツ課の平成２６年度事務事業概要の報告とさせていただきます。 

 

【南八尾図書館長】 それでは、平成２６年度生涯学習部八尾図書館の事務事業計画につ

いてご説明させていただきます。 

 八尾図書館におきましては、八尾図書館、移動図書館、山本図書館、そして志紀図書館

のおおむね３館の中で図書館サービスの充実に向けて取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 まず、事務事業の内容につきまして、第１四半期におきましては、４月３０日に新たに

八尾図書館の開館を迎え、同時に今東光資料館、学習室の利用を開始する予定としており

ます。さらに、デジタル資料、郷土資料等の閲覧につきましても利用開始を予定しており、

新八尾図書館の開館を記念した各種行事に取り組んでいく予定をしております。 

 第２四半期におきましても、例年どおり、夏休みにおきまして、子どもまつり等の各種

講座を開催する予定としており、第３四半期におきましても、引き続き各種講座に取り組

んでまいります。そして、第４四半期におきましても、例年どおり、春休み子どもまつり

等の催し物を開催する予定でございます。 

 年間を通しては、昨年度から実施しております、旧市立病院跡地におきます龍華図書館

の整備につきまして、市民ふれあい課とコミュニティセンターの整備等と併せて進めてま

いります。また、図書館サービスの充実事業といたしまして、４月３０日より延長夜間開

館につきまして、水・木・金に加え、土曜日におきましても実施するとともに、祝日にお

きましては開館する予定としております。さらに、図書館の維持管理業務としまして、図

書館協議会を例年開催することとしており、委員の任期満了に伴い、新たに委員委嘱も行

っていきたいと考えております。 

 最後に、先ほどの龍華図書館につきましては、管理運営におきまして指定管理者を導入

することにしておりますので、選定委員会の設置に向けて規則改正を行い、選定委員会を

設置し、そして指定管理者候補者の選定を行っていきたいと考えております。 

 以上、簡単ではございますが、八尾図書館の平成２６年度事務事業計画の報告とさせて

いただきます。 

 

【渞文化財課長】 それでは、文化財課の平成２６年度事務事業計画についてご説明申し

上げます。 
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 本年度における主な事業といたしましては、八尾市史編纂事業で最初の刊行となります、

仮称「やさしい八尾市史」の発刊を行います。また、１０月には啓発事業として、美術部

会長である大阪大学大学院の藤岡先生による講演会を予定しております。 

高安千塚古墳群保存活用事業では、史跡化のための申請を行うとともに、今後の保全、

整備に向けての事例調査を進め、学識等による検討会議の設置準備を行います。 

 市指定文化財保存活用事業では、神立の玉祖神社の建造物や市内石造物の調査、植松墓

地、近代化遺産等の調査を進めます。また、旧植田家資料調査では、文化財資料目録の刊

行を行います。 

 市内遺跡発掘調査業務では、開発事業や住宅建設に先立つ遺構確認調査や個人住宅の発

掘調査を行っておりますが、今年度は昨年罹災しました土器等の再整理の実施を行いたい

と考えております。 

 なお、他の事業につきましては計画書記載のとおりでございますが、市内に残る歴史遺

産を未来に引き継ぎ、文化財をまちづくりに生かしていけるよう、事業の展開を進めてま

いります。 

 以上、簡単ではございますが、文化財課の事務事業計画とさせていただきます。 

 

【百瀨委員長】 続きまして、学校教育部の事務事業計画について報告願います。 

 

【万代学校教育部次長】 それでは、学校教育部学務給食課の平成２６年度事務事業計画

についてご報告申し上げます。 

 まず、四半期ごとの事務事業につきましては、計画書に記載のとおり、第１四半期につ

きましては学校給食実施計画の作成、幼児・児童・生徒及び教職員の健康診断を実施して

まいります。 

 第２四半期につきましては、学校給食関係施設の改修及び機器の設置、親子料理教室や

学校給食献立コンテストを実施いたします。 

 第３四半期には、学校給食大会、口腔衛生指導、就学時検診を実施する予定でございま

す。 

 第４四半期には、特別支援学校就学奨励補助金を交付する予定でございます。 

 次に、通年といたしましては、日本スポーツ振興センター等の災害給付事業、学校園の

環境衛生業務、就学援助、奨学金事業の実施及び給食調理業務や給食物資の品質検査等の

各種業務を、外部委託を活用して、安心・安全な給食の提供に努めてまいります。また、

選択制中学校給食の実施に向け、配膳室の設計、その他設備、備品や運用など詳細につい

ての検討を進めるとともに、地域食育ＰＲ事業として、食育に関するホームページの構築

等、地域や庁内と連携し、食育の推進に向けた取組みを進めてまいります。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、学務給食課の平成２６年度事務事業計画の報告とさ

せていただきます。 

 

【菊池指導課長】 それでは、指導課の平成２６年度事務事業計画につきましてご説明い

たします。 

 指導課では、八尾市教育振興計画の基本理念である、めざす子ども像、未来を切り拓く
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チャレンジする八尾っ子の実現をめざし、児童生徒にたくましく生きる力を育成するため、

事業を展開しております。 

 今年度の重点である４つの事項についてご説明いたします。 

 まず、安全・安心の学校園づくりでは、通学路の安全確保事業を継続実施し、関係諸機

関とも連携・協力しながら、幼児・児童・生徒が安全に通園・通学できる環境の整備に努

めてまいります。 

 ２つ目の特色ある学校園づくりでは、新規事業といたしまして、土曜スクール（地域に

開かれた学校づくり）事業を実施し、開かれた学校づくりの推進や総合的な教育力の向上

をめざします。また、中学校区での育ちと学びの一貫性を意識した取組みを推進する、チ

ャレンジする中学校区推進事業を実施するなど、継続事業である、子どもが輝く学校園づ

くり総合支援事業と併せて今日の教育課題の解決と学校の活性化を支援してまいります。 

 ３つ目の学力向上の取組みでは、英語教育推進事業を継続実施し、各学校へネイティブ

スピーカーを配置し、中学校での英語教育と小学校での英語活動を推進するとともに、英

語スピーチコンテスト等の取組みを実施するなど、言語活動の充実を支援いたします。 

 ４つ目の道徳教育の充実では、府の事業を活用し、豊かな心を育む教育推進事業を継続

実施し、学校の教育活動全体を通じて道徳性や道徳的実践力を養うとともに、日常的に広

くＴＰＯに応じた挨拶のできる子どもを育成するなど、日常の生活における取組みの充実

や様々な人との出会いの機会を増やし、生命尊重の心や豊かな心の育成に努めてまいりた

いと思います。 

 以上、指導課の平成２６年度事務事業計画につきましてご説明申し上げました。 

 

【鍵田学校教育部参事】 それでは、教育サポートセンターの平成２６年度事務事業計画

をご報告させていただきます。 

 教育サポートセンターでは、八尾ならではの特色を生かした学校園教育の充実をめざし、

学校園、家庭へのサポートを通して、八尾の未来を支える子どもたちがすくすくと育つこ

とを願い、教職員研修、学校ＩＣＴの推進、専門性を生かした教育相談事業を展開してま

いります。 

 まず、教職員研修につきましては、法定研修である初任者研修、１０年経験者研修、そ

して首席・指導教諭、また管理職を対象にした研修や教育課題に焦点を当てた研修講座を

通して、教職員の資質、能力、指導力の向上に努めてまいります。 

 次に、教育の情報化の推進につきましては、わかりやすい授業、子どもたちの学習意欲

を高めることをめざして、学校ＩＣＴの活用を進めてまいります。また、公共建築課と連

携して、校舎耐震化工事に伴うＬＡＮ工事を含む教育情報機器等の管理・運営に努めてま

いります。 

 最後に、教育相談につきましては、来所の相談、あるいは電話相談、就園・就学相談、

特別支援教育に係る巡回相談等様々な形で、子ども、学校、家庭の支援に努めてまいりま

す。また、学校園におきまして、様々な課題を抱える子どもたちのフォローアップ等、ス

クールソーシャルワーカーの派遣をはじめとする家庭の教育力レベルアップ事業を、また

教職、心理職をめざす学生等を学校園へ派遣し、子どもへの直接的な支援を行うスクール

サポーター事業などを展開しながら、学校園支援、家庭支援を進めてまいります。 
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 以上、教育サポートセンターの平成２６年度事務事業計画のご報告とさせていただきま

す。 

 

【本鍋田人権教育課長】 それでは、平成２６年度人権教育課事務事業計画についてご説

明いたします。 

 人権教育課では、八尾市教育振興計画の基本理念である、人権と共生の２１世紀を担う

人間の育成のもと、めざす子ども像の実現や子どもたちの権利保護に向けた取組みを推進

してまいります。 

 主な業務としまして、次の７つについてご説明いたします。 

 １つ目は、教職員の資質向上を図るための人権研修の充実でございます。経験の浅い教

職員の人権に関する知識理解と、人権感覚の向上に向けた人権研修の充実に努めてまいり

ます。 

 ２つ目は、文部科学省が提示しました人権教育の指導方法等のあり方、第３次取りまと

めに基づく人権教育の研究を行う学校を支援する、自他の人権を大切にする子どもを育て

る研究校支援事業を実施し、その研究成果を市内全域に発信してまいります。 

 ３つ目は、自他の命を大切にし、自らの命を守り、他人の命を守ることのできる幼児・

児童・生徒の育成に積極的に取り組む学校園を支援する、命を育む教育推進事業を実施し

てまいります。 

 ４つ目は、人権教育推進事業といたしまして、作品等の募集によりまして、幼児・児

童・生徒の人権意識の向上と保護者への啓発をめざしたじんけん文化祭等の開催でござい

ます。 

 ５つ目は、学校園への人権教育プログラムや資料提供のための人権教育推進のための手

引の作成と発行でございます。 

 ６つ目は、いじめ問題対策事業におきまして、市長部局との連携のもと、八尾市いじめ

防止基本方針の策定をめざしてまいります。 

 ７つ目は、日本語指導を必要とする児童・生徒に対する日本語指導補助員等の派遣、外

国人児童・生徒のアイデンティティーの保持、向上を図るための活動への援助でございま

す。 

 簡単な説明でございますが、以上の業務を中心として、平成２６年度の業務を進めてま

いります。 

 

【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でし

ょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 教育人事課の学校園安全対策推進経費については、以前に定

例教育委員会で防犯カメラの設置方法について議論がありましたが、それはどのようにな

りましたか。 

 

【西崎生涯学習部次長】 防犯カメラにつきましては、昨年度に各校４台ずつになるよう

にさせていただきました。今年度につきましては、各校の要望をいろいろ聞きまして、増
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設を考えておりまして、約３０台を新たに設置しようと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 生涯学習スポーツ課の「八尾っ子」夢実現プロジェクトにつ

いては、どのような取組みを考えられていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 「八尾っ子」夢実現プロジェクトにつきましては、大阪

府の補助金を活用いたしまして、市内の小学校及び中学校を対象とした事業として取り組

んでおります。 

 まず、小学校を対象とした事業といたしましては、市内の企業、また大学及び高等専門

学校等と連携いたしまして、小学校への出前講座といたしまして、小さなロボット博とい

う事業を行っております。 

また、昔、鳥人間コンテストというテレビ番組に出場され、優勝されている先生に講師

として学校に行っていただきまして、小学生に様々な体験等も踏まえた講座の実施等を行

う予定をしております。 

 それと、中学生を対象とした事業につきましては、ロボットの組み立て及びプログラミ

ングを通じた体験をしていただくために、連続講座を実施させていただき、年明けの２月

に開催いたしますロボットジュニアコンテストで成果発表の場を設けていきたいと考えて

おります。 

 今年度もこの３つの事業を実施していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 八尾図書館の図書館維持管理事業の予算額が大きいのですが、

この内容についてはどのように考えられていますか。 

 

【南八尾図書館長】 図書館維持管理事業の図書資料の貸出・保存等のサービスの予算額

につきましては約４億円になり、その内訳といたしましては図書館の嘱託職員の人件費、

図書購入、八尾図書館及び志紀図書館の建物の維持管理に要する費用など、通常の図書館

サービスを提供するために要する経費として計上させていただいております。 

 

【木下委員】 文化財課では「やさしい八尾市史」を発刊されるということですが、対象

は市民になるのでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 八尾市史につきましては、基本的には大人を対象としたものになりま

すが、今回の「やさしい八尾市史」につきましては、歴史を習う小学校５、６年生から中

学生を対象にして準備を進めております。 

 

【木下委員】 それと関連しまして、指導課で「わたしたちの八尾市」をつくっていかれ

ると思いますが、それとの連携についてはどのように考えられていますか。 

 

【柿並学校教育部長】 ご指摘いただいた点につきましては、既に文化財課と連携しなが

ら、「やさしい八尾市史」の内容確認等をさせていただいているところであり、地域が輩
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出した人物なども含まれていると聞いております。 

「わたしたちの八尾市」については主に地理的な内容になりますので、歴史的なところ

は「やさしい八尾市史」の活用を検討させていただいております。また、地域が輩出した

人物も含まれておりますので、郷土愛を育むために、道徳の授業でも使えるのではないか

と考えております。 

 ただ、でき上がるのがまだ先と聞いておりますので、内容を実際に見せていただいてか

ら、小学校・中学校での活用について検討していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 指導課の英語指導講師（ＮＥＴ）派遣事業については、小学

校・中学校で行われていますが、他の市町村でも小学校から英語が導入されている中で、

今後どのように進められるのでしょうか。 

 

【菊池指導課長】 動きはいろいろあると思われますが、本市においては、昨年度同様、

年度当初よりネイティブスピーカーを配置し、中学校においては英語授業で活用し、小学

校においては英語活動を推進するために取組みを進めていきたいと考えております。 

 なお、今年度から新たな取組みといたしまして、英語スピーチコンテスト等を活用する

中で、言語活動の充実も支援していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 教育サポートセンターの第２四半期で、初任者研修に位置づ

けられている大畑山での研修が宿泊ではなくなっています。これはなぜでしょうか。 

 

【鍵田学校教育部参事】 これまで、八尾市立大畑山青少年野外活動センターにおきまし

て宿泊研修を実施させていただいており、約８０名の初任者がテントで宿泊いたしますが、

一昨年の集中豪雨の際は、研修室と小さな体育館等で初任者が宿泊したことがあり、施設

の広さの問題がございました。また、今年も２日間連続の研修を予定しており、初任者が

自宅でしっかり休むことによって、充実した研修にしていきたいと考えておりますので、

今年度は宿泊を予定せずに実施していきたいと思っております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 確認ですが、研修の内容が減ったわけではないということで

しょうか。 

 

【鍵田学校教育部参事】 そのとおりでございます。この研修の目的は、野外活動センタ

ーにおける自然体験を通じて、初任者の絆を深め、日常の学校生活や子どもたちへの指導

に生かせるようにすることですので、これからもそのような研修にしていきたいと考えて

おります。 

 

【浦上教育長】 これまで宿泊することによって、どのような効果がありましたか。 

 

【鍵田学校教育部参事】 同じテントで一晩過ごすことによって、いろんな話もできます

ので、初任者の絆が深まると考えております。 
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【木下委員】 初任者研修については、どのような狙いを持って、いつ、何をされるのか

ということが重要なことではないかと思っています。例えば、第３四半期からは授業研究

等、具体的な取組みになりますが、同期で入った人は一緒にいろんなことをやっていくこ

とになりますので、初任者にとってはその人間関係をつくることも教員生活を送るうえで

重要なことになります。 

この研修の求めているものが、自然体験にあるのか、それとも宿泊を重視した人間関係

づくりにあるのかによって、研修の方法が違ってくると思います。この点についてはどの

ように考えられていますか。 

 

【柿並学校教育部長】 ご指摘のように、寝食をともにすることで、教職員の絆が深まる

点については大きな効果があると感じております。また、学校では宿泊学習もあり、自炊

の指導などもしていかなければなりませんので、火の付け方を学んでいただくとともに、

夜間の時間を利用し、八尾市について学んでもらうために河内音頭の指導を行うなど、研

修を続けてきたところでございます。 

 今回、宿泊をやめることによって、このような研修ができなくなることは一切なく、こ

れまでどおりの内容を確保していきたいと考えております。 

 

【浦上教育長】 今年度は宿泊をせずに研修を実施していただいて、前年度と比較しなが

らその効果を検証していただきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 新任教員の宿泊研修については、これまで自然体験の中で絆をつくるこ

となどを目的として実施してこられたと思いますが、その中で宿泊を続けていく難しさも

出てきていると思います。 

 今年度については、宿泊を伴わない研修を実施し、その検証を行っていただきたいと思

います。また、必要であれば宿泊を検討していただき、新任教員が教育に対して意欲を持

ち、大事な同期の仲間と八尾の教育を進めていくことができるようしていただきたいと思

います。 

 

【百瀨委員長】 次に、「平成２６年度教職員人事異動について」、松井次長より報告を

お願いいたします。 

 

【松井生涯学習部次長】 それでは、平成２５年度末、平成２６年度当初の教職員人事異

動について、資料に沿ってご報告申し上げます。 

 まず、（１）児童・生徒・園児数、学級数、教職員数です。少子化により、小学校で児

童数の減少がこれまで顕著に続いておりましたが、今年度はその傾向が中学校でも強く見

られるようになりました。教職員定数では、小学校で前年度比マイナス２３人となり、少

し大幅な減少となっております。 

 また、幼稚園の園児数ですが、前年度比マイナス９６人と、減少率としては昨年度以上

に高い減少となっております。これは、少子化に加えまして、公立幼稚園への入園の希望

率が低くなっている傾向があることが一因だと考えております。 
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 次に、（２）平成２６年度当初の教職員数を掲載しております。講師の数が多いという

課題が見てとれます。退職者数と新規採用者数の比率につきましては、この数年、あるい

は今後数年大きな変化が見られないであろうと予測することから、この傾向がしばらく続

いていくものと考えております。 

 続きまして、（３）首席・指導教諭についてです。今年度、指導栄養教諭を初めて八尾

市で配置することができました。これまでも食育教育の充実に向けて取り組んできたとこ

ろではございますが、指導栄養教諭の配置で、さらに市全体の食育教育の充実が進むもの

と期待しているところでございます。 

 次に、（４）人事異動数についてです。５５歳以上の退職者が減少しておりますが、普

通退職者がほぼ横ばいという傾向が続いております。 

 また、この資料には載せておりませんが、トライシステムの状況でございます。小学校

２名、中学校１名の計３名の応募がございました。そのうち、小学校教員１名をトライシ

ステムにより高安中学校区に異動することができましたのでご報告いたします。今後も

小・中連携に意欲的な教員をこのトライシステムにより、適材適所の配置を進めていきた

いと考えております。 

 最後に、教員の年齢分布をつけております。小・中学校及び特別支援学校の年齢分布、

次のページが小学校のみ、次のページが中学校と特別支援学校、最後に幼稚園の教職員の

年齢分布をつけております。これまでの年齢分布を見てみますと、５０歳代が多く、３０

代、４０代が少なく、２０代が急激に増えるという、いわゆるワイングラスに似た形に例

えてまいりましたが、今年度を見てみますと５０代の年齢が減少してまいりまして、２０

代、３０代の若手教員の数が増えたことから、ワイングラスではなく、つぼ型のような形

になり、年齢のピークが男女とも３０歳、教職員経験５年程度のところに来ております。

５年先を考えますと、当然３５歳あたりがピークになり、教職経験豊富なベテラン教員が

ほとんどいなくなるということが予想され、今まさに若手教員の育成を図っていくという

のが喫緊の課題ではないかと考えておるところでございます。 

 甚だ簡単ではございますが、以上、平成２５年度末、平成２６年度当初の教職員人事異

動についてのご報告とさせていただきます。 

 

【百瀨委員長】 ただいまのご説明に対しまして、委員の皆様方、何かご意見等ございま

せんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 平成２５年５月と平成２６年４月の統計を比べると、人員が

減っていることが分かりますが、平成２５年４月１日の統計と平成２５年５月１日の間で

も数字の増減があります。そのあたりの状況が分からないのでご説明いただきたいと思い

ます。 

 

【松井生涯学習部次長】 教職員の定数につきましては、義務標準法に定められておりま

す。また、この法律に基準日がございまして、５月１日現在の学級数をもって教職員定数

を割り出すことが定められております。 

ご指摘のように、年々子どもの数が少なくなっているということは、学級数が少なくな
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り、教職員定数が下がることになります。 

 資料におきましては、前年度５月１日現在と今年度４月１日現在の数を載せており、今

年度は５月１日が来ておりませんので、４月１日の現状についてご報告させていただいて

おります。ただ、校区によりましては子どもの数の増減が若干ございまして、この４月１

日から５月１日の間に学級数が増えて、さらに臨時的任用職員の講師を増やしていくこと

も若干は起こってまいります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 児童数と生徒数が減っている原因についてはどのように捉え

られていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 児童・生徒数が減っている原因につきましては、主に少子化で

あると考えております。これまでその少子化が、八尾市の場合は小学校で顕著に見られて

おりましたが、それが年を追うごとに上の年齢になってきておりますので、中学校にも子

どもの数の減少が見られます。ただ、中学校につきましては、まだ学級数に影響するほど

の子どもの数の減少ではございませんが、今後、その学級数の減少、ひいては教職員数の

減少につながってくるものと考えております。 

 

【木下委員】 年齢分布についてはつぼ型になっていて、あと５年先が全国的に問題にな

り、特に大阪は大変な状態が起こってくると思われますが、長期的な見通しについてはど

のように考えていますか。 

 

【松井生涯学習部次長】 この年齢分布といいますのは、教員だけではなくて、日本全体

の人口の分布に関与しているものでございますので、どうしてもこの年齢分布は避けられ

ないものと考えております。 

 ただ、この年齢分布から５年先がどのようになるかというのは簡単に予測できるところ

でございますので、ベテランの教職員がいなくなり、若手教職員ばかりになっていくとい

う現状を踏まえて、今のうちに若手教職員の研修の充実、それから小学校・中学校・特別

支援学校・幼稚園をトータルに考えて、例えば、今、高安中学校区で進めております小・

中学校の連携、あるいは、今後は幼稚園と小学校の連携といったところで、八尾市の教職

員の質をトータルに上げていくための取組みを進めていくことが重要ではないかと考えて

おります。 

 

【浦上教育長】 校長先生と面談するときには、年齢層を踏まえてミドルリーダーを育て、

将来管理職になってほしいと伝えています。 

  

【百瀨委員長】 人事については、将来に向けて基本的な構想をしっかり持っていただく

ことも大切なことですので、今後も十分に検討していただきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 次に、「平成２６年度大阪府中学生学びチャレンジ事業費にかかるチャ

レンジテストの実施について」、菊池課長より報告願います。 
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【菊池指導課長】 それでは、大阪府中学生学びチャレンジ事業費にかかるチャレンジテ

ストの参加について、ご報告申し上げます。 

 今春の入試から、大阪府立高校全日制普通科の学区が撤廃されるなど、高校入試の制度

改革が進められております。また、早ければ平成２８年度の入試から目標に準拠した評価

が導入されることから、この間、チャレンジテストの実施について、様々な場面で議論が

重ねられておりました。 

 今回、大阪府教育委員会から、府内の生徒の学力状況を分析し、教育活動の改善・充実

に生かすとともに、評定の公平性を担保する方策について検証するため、学力調査（チャ

レンジテスト）を実施するとの連絡がありました。 

 具体の内容といたしましては、資料Ｎｏ２にありますように、対象学年は中学校１、２

年生になり、１年生では国語・数学・英語の３教科、２年生では国語・社会・数学・理

科・英語の５教科となっております。調査実施日は、資料では平成２７年１月９日となっ

ておりますが、平成２７年１月１４日に実施するとの連絡がありました。 

 チャレンジテストの課題については、資料Ｎｏ６にありますように、関心・意欲・態度

や、話すこと、聞くことなどは測定が困難である。全ての出題範囲、領域を網羅すること

が困難である。生徒個人の事情、意欲、得意・不得意であったり、体調などを考慮するこ

とが困難であること。チャレンジテストでは２学期末でのデータでの検証となるため、年

度末評定への差異が生じる可能性があるなどの課題があると認識しております。とりわけ、

チャレンジテストの結果をもとに評定が活用されることについては慎重な対応が必要だと

捉えております。しかしながら、今回のチャレンジテストの参加については、早ければ平

成２８年度の入試から、チャレンジテストの結果をもとに検証した評定を用いるというよ

うな状況にあるため、本市といたしましても参加の方向であることをご報告させていただ

きます。 

以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま報告を受けましたが、委員の皆様方、ご意見等ございませんか。 

 

【木下委員】 このチャレンジテストについては、多々問題が挙げられており、教育長も

反対表明をされたことが新聞記事にありました。私も大阪府教育委員会の説明に対しては

反対の意見を述べておりまして、評定に使うことについては問題が多過ぎると考えていま

す。ただ、今年は本格実施ではなく試行実施になりますので、参加されることについては

反対しませんが、これが子どもや親にどのような影響をもたらすのかということについて

も注意を払っていただければと考えています。 

 

【百瀨委員長】 チャレンジテストについては、教育委員会と学校が一体となり、学力を

向上させるために実施されるということですが、進路における活用の仕方についてはさら

に十分検討し、市民や保護者の信頼に応えていけるように取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 

【浦上教育長】 チャレンジテストについては八尾市でも試行実施しますが、多くの課題
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があるので、大阪府がこの１年間でそれをどのように解決されるのかを見ていきたいと思

っています。 

 それと、大阪府中学生学びチャレンジ事業には単元確認プリントの提供もありますが、

各中学校に渡っていますか。 

 

【菊池指導課長】 大阪府教育委員会のｗｅｂページから、各学校が必要に応じて活用で

きるようになっております。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご意見がないようですので、以上で本日の報告事項につ

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４月定例教育委員会を終了させていただきます。 


