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１０月定例教育委員会会議録 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより１０月の定例教育委員会を開催いたします。 

 本日の会議録の署名委員に木下委員を指名させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 

【百瀨委員長】 まず、９月臨時教育委員会の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月臨時教育委員会の会議録につ

いて承認と決しました。  

 

【百瀨委員長】 続いて、９月定例教育委員会の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月定例教育委員会の会議録につ

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。  

 

開 催 年 月 日  平成２７年１０月２２日（木） 

開 催 時 間   午前１０時００分  

開 催 場 所   本館７階 ７０１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  

 

 

 

伊藤教育次長・松岡生涯学習部長・柿並学校教育部長・瀧瀬生涯生

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・今岡生涯学習部次長・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・山下指導課長補

佐・山本教育サポートセンター所長・本鍋田人権教育課長  
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（委員長報告）  

10月４日（日）  

10月６日（火）  

 

10月13日（火）  

10月15日（木）  

10月19日（月）  

午前９時から、小学校運動会に出席。  

午後３時から、臨時教育委員協議会に出席。  

午後４時から、緊急総合教育会議に出席。  

午前10時から、臨時教育委員協議会に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午後２時44分から、予算決算常任委員会文教分科会に出席。  

 

【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）  

９月23日（水）  

９月24日（木）  

 

９月26日（土）  

 

９月27日（日）  

 

 

９月29日（火）  

９月30日（水）  

10月１日（木）  

 

10月２日（金）  

10月３日（土）  

 

 

 

10月４日（日）  

10月５日（月）  

10月６日（火）  

 

 

 

 

10月７日（水）  

 

10月11日（日）  

10月13日（火）  

10月14日（水）  

午後１時から、交通安全「市民の集い」に出席。  

午前８時50分から、第３回行財政改革推進本部会議に出席。  

午後３時から、八尾市精神保健福祉協議会緊急常任理事会に出席。

午前10時から、八尾空港「空の日」「空の旬間」絵画コンテスト表

彰式に出席。  

午前９時から、中学校体育大会に出席。  

午前10時から、大阪府下招待柔道団体優勝大会に出席。  

午前11時から、中学校体育大会に出席。  

午後３時30分から、第４回行財政改革推進本部会議に出席。  

午前10時から、予算決算常任委員会後期全体会に出席。  

午前９時から、新規採用職員訓示式に出席。  

午後３時から、大阪府都市教育長協議会 10月定例会に出席。  

午後７時から、八尾市教育振興計画審議会に出席。  

午後１時から、「いきいき健康フェスティバルｉｎ八尾」の開会式

に出席。  

午後１時 45分から、高安千塚古墳国史跡指定記念シンポジウムに出

席。 

午前９時から、小学校運動会に出席。  

午前10時50分から、各派代表者会議に出席。  

午前10時から、９月定例会本会議（第３日）に出席。  

午前11時40分から、予算決算常任委員会前期全体会に出席。  

午後０時30分から、御喜田教育委員会委員の任命式に出席。  

午後３時から、臨時教育委員協議会に出席。  

午後４時から、緊急総合教育会議に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午後２時から、校長会に出席。  

午前８時30分から、地区市民スポーツ祭に出席。  

午前10時から、臨時教育委員協議会に出席。  

午後８時から、中高安小学校閉校式実行委員会に出席。  
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10月15日（木）  

 

10月16日（金）  

 

10月17日（土）  

 

10月19日（月）  

10月20日（火）  

10月21日（水）  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午後８時から、北高安小学校閉校式実行委員会に出席。  

午前10時から、第４回行財政改革推進本部会議に向けた検討会議に

出席。  

午後１時 30分から、八尾市ダンス協会ダンスコンサート開会式に出

席。 

午後２時44分から、予算決算常任委員会文教分科会に出席。  

午後５時50分から、予算決算常任委員会（総務分科会）に出席。  

午後０時45分から、第４回行財政改革推進本部会議に出席。  

午後１時45分から、第５回行財政改革推進本部会議に向けた検討会

議に出席。  

 

【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きまして何か

ありましたら、ご報告いただければ思います。何かございませんでしょうか。  

  

【安藤委員長職務代理】  報告させていただきます。９月２７日に中学校の体育大会に出

席いたしました。午前９時に志紀中学校へ、その後、上之島中学校にも行かせていただき

ました。  

 それから、１０月４日の日曜日は小学校の体育大会に出席いたしました。午前８時５０

分から、安中小学校へ行かせていただきました。本当に子どもたちが一生懸命に取り組ん

でいる姿にすごく感動しました。 

 最後に、１０月６日の火曜日には、総合教育会議へ木下委員、御喜田委員とともに出席

いたしました。  

  

【百瀨委員長】 他にないようでしたら、委員長報告及び教育長報告を含め、何かご質疑

ございませんか。  

 それでは、他に質疑がなければ、次に進めさせていただきます。  

 

｛議 案 審 議｝ 

１０月の議案  

議案第４２号 

議案第４３号 

平成２７年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件  

「平成２８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】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。  

 議案第４２号「平成２７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。  

 提案理由を高橋課長より説明願います。 
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【高橋教育政策課長】  ただいま議題となりました議案第４２号「平成２７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２７年文化の日表彰式典における教育委員会表彰の被表彰者を決定すること

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ありましたので、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、１ページの平成２７年「文化の日表彰式典」における被表彰者の選考

結果について（答申）をごらんください。  

 資料に基づいてご説明をさせていただきます。まず初めに、学校医、学校歯科医、学校

薬剤師の部についてですが、八尾市立学校園に１５年以上学校医、学校歯科医、学校薬剤

師として従事していただき、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。本年度につきましては、学校医５名、学校歯科医２名、学校薬

剤師１名を表彰対象としております。  

 次に、児童・生徒の部ですが、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、スポーツ部門は

１２名と５団体を、文化部門では４名と４団体を基準に該当するものとし、表彰対象とし

ております。  

 次に、教育一般の部ですが、学校園協力と生涯学習活動の分野におきまして、長年にわ

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

しては、学校園教育の分野で５団体、生涯学習の分野で２名を表彰対象としております。  

 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文化部門、スポーツ部

門、文化部門でそれぞれ１名、またそれ以外では学校医等の分野で１名、教育一般の部で

は学校園協力の分野、生涯学習活動の分野でそれぞれ１名、合計５名の方の代表者を壇上

にて表彰させていただく予定でございます。  

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、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

問等ございませんか。  

 

【木下委員】  基準に従って表彰対象者を選考されていると考えておりますが、選考にあ

たり特に議論になった点がございましたら教えていただきたいと思います。  

 

【高橋教育政策課長】  表彰の審査をしていく中で、諮問の際にもご指摘いただいた部分

につきまして、検討をさせていただきました。ただ、これまで、表彰の実績を積み上げて

きておりますので、その実績も勘案しながら表彰基準については検討を深めてきたところ

でございます。  
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【安藤委員長職務代理】  選考基準という話が出ましたが、どのような基準なのか教えて

いただけませんか。  

 

【高橋教育政策課長】  園児・児童・生徒の表彰につきましては、表彰規則第２条に定め

ておりますが、八尾市教育委員会表彰審査会では、さらに基準や内規をさだめて、学校園

長等より推薦のあったものを、府規模の大会等での優秀な成績といった具体的事績により

審査することとしており、これまで積み上げてまいりました過去の表彰実績を踏まえ、大

会等の規模や成績を勘案して選考しています。 

 

【安藤委員長職務代理】  クラブ活動ではなくても学校園から推薦されることがあると思

います。その点は、どういう形で表彰されているのか教えていただけませんか。  

 

【高橋教育政策課長】  学校でのクラブ活動等による大会への参加で、優勝などの優秀な

成績を収めた方を表彰するのは、学校や教育委員会としましても、把握も容易であること

から、趣旨にかなうものと考えてございます。また、広く子どもたちの頑張りを支える意

味では、民間のスポーツクラブや道場に所属し、優秀な成績を収めた方や、文化的な部分

でも、習い事等で表彰された方につきましても、学校園で把握されている方を推薦してい

ただいているところでございます。  

 また、事務局としましては、市長部局で表彰されている情報につきましても、学校園に

情報提供し、広く子どもたちの頑張りを表彰していきたいと考えておるところでございま

す。 

 

【安藤委員長職務代理】  ご説明いただいたように、広く子どもたちの頑張りを知ってい

ただき、子どもたちの励みなることは非常にすばらしいと思います。  

 文化部門においては、事務局として、どのような基準で選考しているかお教えていただ

けませんか。  

 

【高橋教育政策課長】  具体的に、何人以上の応募などという基準は明確に定めておりま

せんが、多数のご参加がある中で、上位であるということが認められるものを推薦してい

ただいておりますし、表彰対象としておるところでございます。  

 

【安藤委員長職務代理】  私立学校に通う子ども表彰していくことは、非常にいいことだ

と思います。しかし、その場合の選考基準はどのような基準があるのか、お聞きしたいの

ですが。  

 

【高橋教育政策課長】  ご質問の件は、私学美術展覧会の件かと思います。八尾市では、

教育委員表彰規則第２条の規定により、私立幼稚園及び義務教育学校に在籍する園児・児

童・生徒も表彰対象としております。この展覧会につきましても、昨年度に表彰させてい

ただいた実績もあり、今回も表彰の対象とさせていただいたところでございます。  
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【百瀨委員長】 すべての子どもたちが出品できるものなのか、特定の子どもだけが出品

できるものなのかといった部分が、基準として見えない中で、事務局としてどのような基

準で表彰していくのか、しっかりと考え方や基準については、今後も十分に検討しておい

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。  

 

【浦上教育長】 八尾市教育委員会表彰審査会でも議論しましたが、中学校、小学校での

クラブ活動、絵画展などで優秀な功績があった子どもたちを表彰させていただいておりま

す。それ以外の福祉活動や慰問活動、伝統文化継承活動など、子どもたちが頑張って活動

していることについては、表彰するべきではないのかというご意見をいただき、３年前に

表彰する方向で教育委員会として決定したところです。  

昨年、一昨年は推薦があったのですが、今年度においては推薦が出てこなかったことは、

非常に残念だと思いますので、来年度以降も強く働きかけをしていきたいと考えています。  

 

【百瀨委員長】 特に、中学校等を含めた各学校のクラブ活動で非常に頑張っている子ど

もを表彰していくことは、教育委員会として今までも大切に取り組んできたと考えていま

す。今後もこの表彰については裾野をどんどん広げていきたいと考えており、子どもたち

に元気を与えていきたいと思います。  

しかし、表彰対象をみると学校のクラブ活動で表彰対象となっている学校が非常に少な

くなってきています。八尾市の教育としてクラブ活動を通じて子どもたちがしっかりと活

躍できるよう各学校に十分に喚起して進めていただきたいと思います。  

 他にご質疑等はございませんか。  

 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「平成２７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。 

 次に、議案第４３号「平成２８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。  

 提案理由を今岡次長より説明願います。 

 

【今岡生涯学習部次長】 それでは、議案第４３号「平成２８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２８年度八尾市立学校園教職員人事を実施するに当たり、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、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。 

 今年度末、来年度当初の人事異動におきましても、これまでどおり適切な教職員定数の
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管理と、教職員組織の充実を図りながら、本市教育の向上への期待にこたえる人事を行っ

てまいりたいと考えておるところです。内容につきましては、昨年度と変更を行っており

ません。順にご説明いたします。  

 １点目は、教職員の人事についてですが、異動及び配置換につき、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、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、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、人権尊重の教

育の推進として、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、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。とりわけ、先進的かつ特色ある学校づくりに必要な人材を適

切に配置することにつきましては、２８年度の新校開校に向けて小中連携を強化し、フロ

ンティア校として円滑に機能するよう、高安中学校区でトライシステムを実施してまいり

ました。それが成果を上げていることから、今年度も引き続きトライシステムを実施して

まいりたいと考えております。  

 エの、同一校での勤務年数が相当長期にわたる者につきましては、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を行ってまいります。 

 オ、広域人事異動交流や小学校、中学校の人事異動交流を推進するよう、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の、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で、これまでの

経験や特技を把握し、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点目の、学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

などの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ます。  

 ３点目、生命・人権尊重の教育につきましても、その推進に向け、適切に人員を配置し

てまいります。  

 最後になりますが、４点目、女性教職員についてですが、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、甚だ簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。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、委員の皆様方から何かご質

問等ございませんか。  
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【木下委員】  ２点お伺いします。１点は、今年度の新規採用者について、病休とか途中

退職等々はあったのでしょうか。  

 もう一点は、校長、教頭の人事についてお聞かせ願えますか。  

 

【今岡生涯学習部次長】 １点目ですが、新規採用者につきましては、病休、途中退職等

ございません。  

 ２点目の管理職の人事につきましては、教頭の人材不足が課題となっております。学校

園を訪問する中で、今年度の管理職選考、また、来年度、再来年度の管理職登用を視野に

いれながら校長と協議し、確保に努めてまいりたいと考えております。  

 

【安藤委員長職務代理】  「平成２８年度八尾市立学校園教職員人事基本方針（案）」の

Ｐ１[１]教職員人事についてのウにある、若手教職員の学校運営への参画を促進するとい

う部分ですが、実際にどのような取り組みをするのか教えていただけませんか。  

 

【今岡生涯学習部次長】  若手教職員が活躍する場面はたくさんございます。例えば学年

主任や生徒指導、進路指導などでございます。その中で、各学校の異動に伴い後継者を育

てなければいけないなど、状況は各学校でさまざまでございますが、活躍が見込まれる者

につきましては、計画的に配置していくことで、ひいては管理職に繋がっていくものと考

えております。  

 

【安藤委員長職務代理】  ありがとうございます。  

 

【木下委員】  若手教職員というのは、年齢でいうと何歳ぐらいの方のことを言っておら

れるのでしょうか。  

 

【今岡生涯学習部次長】  １校目の異動につきましては、４年から６年で計画的に異動す

ることになっておりますので、１校目から異動すると次はいよいよ中堅ということになっ

てくる状況です。そのような中では、若手教職員というと４年目ぐらいまでになるかと思

います。しかし、４年目までの教職員でも本当に活躍していただいている先生もおります。  

また、採用試験の年齢制限が変わりまして、他職を経験してから務めておられる方は任

用１年目、２年目でも年齢的には中堅ということになります。  

 

【浦上教育長】 説明がありましたが、本当にあと数年間が非常に厳しい状況になってい

ます。教頭先生になるために指導する人が少ないのが現状です。  

さまざまな要因がありますが、事務局として課題をどのように捉え、今後、どうしてい

くのかということ考えなければいけないと思いますので、ご説明をお願いします。  

 

【今岡生涯学習部次長】  先ほど、ご説明させていただいた件と関係してきますが、５年

目、６年目、７年目となり、年齢は若いですが中堅になりつつある人材をどのように育成

していくのかというところでございます。そのような中で、ミドルリーダーの育成として
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様々なポストを与えることも必要ですが、今回の異動に関わりまして、１校目ですと４年

から６年の間、２校目以降ですと７年から１０年の間で異動対象となってきます。学校事

情の中で、どうしても学校のことをよく知っている人を残したいというのは校長の願いで

はございますが、異動対象となる期間を延ばしてしまうと非常に人事が滞ってしまいます。

できるだけ早い間でたくさんの学校を経験することが、管理職、教頭の確保につながって

いくことも考えられますので、できるだけ様々な経験をしていただくためにも、校長先生

への十分なヒアリングを行いながら異動を活性化するということを考えております。  

 

【浦上教育長】 これは世間一般で言われている話ですが、なぜ教頭先生への志望少ない

のかというと、現場の先生方は、教頭先生、校長先生が激務であると感じているわけです。  

だから、それを払拭していく必要があると思います。やはり、校長先生、教頭先生が元気

に頑張って、子どもたちにエネルギーを与えているというのが必要だと思います。今でも

学校現場では校長先生方を中心に頑張っていただいておりますが、いろんな方策を教育委

員会としても、現場の先生方と話し合いをしていくことが大事であると考えているので、

今後も前向きに進めていきたいと考えております。  

 

【今岡生涯学習部次長】  今、教育長からあったお話については、教育委員会でも非常に

重く受けとめておるところです。学校現場の負担を減らして前向きに子どもたちと向き合

ということで、教育委員会でも工夫して学校の職務軽減につなげられるよう話をしておる

ところです。できるだけ具体な形で、学校も教育委員会も元気にすることで、活性化を図

りたいと考えています。  

 

【安藤委員長職務代理】  若いときから色々な経験をすることは大事だと思います。その

一つとして、中学校と小学校の人事交流というのも非常に大事だと思いますが、毎年何人

を対象にされているなどの計画はあるのでしょうか。  

 

【今岡生涯学習部次長】  実際に毎年何人というところまではいきませんが、１名ないし

２名は、小中間で異動しています。学校事情や本人の特性が小学校に合うのか、中学校に

合うのかということも勘案しながら進めさせていただいているところです。  

 また、他市とのチャレンジ人事交流ということで、例えば、１校目終わってから柏原市

や東大阪市に出て、また八尾に戻ってくる形での交流も進めています。色々な経験をして

いただけるよう積極的に進めておるところでございます。  

 

【百瀨委員長】 今岡次長より他市との人事交流についてお話がありましたが、八尾市の

現状として、もう少し具体的なものを教えていただけませんか。  

 

【今岡生涯学習部次長】  チャレンジ人事交流につきましては、この４年で１名出て、１

名が八尾市に来ていただく形で取り組んでいます。できるだけ中学校でも進めたいと考え

ていますが、教科等の関係もありまして、難しいところがございます。  

 他市との人事交流ではないですが、年間５名、６名が他市に行き、同数程度が八尾市に
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来ていただいております。  

 

【百瀨委員長】 先ほどもミドルリーダーの育成が必要との話しが出ましたが、八尾市で

は首席の方はどれぐらいの人数の方がおられるのでしょうか。  

 

【今岡生涯学習部次長】  首席は小学校、中学校合わせて３６名、指導教諭等が２４名で

す。 

 

【百瀨委員長】 ありがとうございます。その首席や指導教諭の方々をしっかりと育てて

いくことをしっかりと進めていただきたいと思います。  

 今後も英語教育に力を入れていく中で、教員の英語力を育てるという意味において、小

学校と中学校の人事交流は必要になっていくかと思いますがどのようにお考えなのでしょ

うか。 

 もう一点、道徳ということについては、今後の人事の方向性はどのようにお考えなので

しょうか。  

 

【今岡生涯学習部次長】  １点目の英語につきましては、新規採用者の中で小中いきいき

連携枠という枠がございます。小学校、中学校両方の免許を有する者です。その配置につ

きましても、教員に積極的に働きかけていくところですが、とりわけ英語につきましても

要求を出しておるところでございます。  

 また、場合によっては、小中での人事異動を考えていくことも今後は必要だと考えてお

ります。  

 ２点目の道徳ですけども、道徳教育、そのほか人事基本方針にもありますが、それぞれ

の学校での取り組みに応じ、活躍している教員を計画的に配置していくが人事としてすべ

きことだと考えております。  

 

【百瀨委員長】 他にご質疑等はございませんか。  

 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「平成２８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、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、続きまして報告事項に移らせていただきます。  

 「平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果について」山下指導課長補佐よりご報告
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をお願いします。  

  

【山下指導課長補佐】  平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果についてご報告させ

ていただきます。  

 資料をご覧ください。調査の対象学年ですが、小学校６年生と中学校３年生、それぞれ

国語、算数、数学に、今年度は理科が追加され、平成２７年４月２１日火曜日に実施して

おります。 

 今年度の八尾市の調査結果についてでございますが、（３）学力に関する調査結果につ

いてをご覧ください。この表において、小学校、中学校それぞれで国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・

Ｂ、数学Ａ・Ｂ、理科の内容ごとに平均正答数と正答率に分けて記載しております。全国

公立小中学校の平均正答率と比較いたしますと、小学校については全ての教科、区分にお

いて改善が見られ、前年度より全国との差が縮小いたしました。中学校においても、全て

の教科、区分において改善が見られ、とりわけ国語Ｂと数学Ａにおいては、全国水準とな

りました。  

 裏面をご覧ください。小学校の国語のＡから順番に教科に関する調査結果について、そ

れぞれの正答数をグラフにあらわしたものでございます。棒グラフになっている部分が八

尾市の数字、そして折れ線グラフになっている部分が国と府の数字となっております。折

れ線グラフと棒グラフの関係を見ますと、小学校も中学校も国や府とほぼ同じ分布状況と

なっておりますが、小学校の国語、算数Ｂ、理科において上位層に差が見られます。とり

わけ今年度、低位層の押し上げが見られた学校の取り組みの分析から、確認の小テストな

ど小まめな確認を行ったり、定着を図る取り組みを実施したりした学校に効果があったと

見られております。  

 また、上位層の取り組みの中では、字数制限を行うなど、目的に応じて書く取り組みを

実施した学校に効果が見られました。今後も、習熟度別指導等、指導方法の工夫・改善を

さらに進めることが必要だと考えております。  

 それぞれの質問ごとの分析結果につきましては、グラフの下の囲みの中に記入しており

ますが、全体としましては基礎・基本については一定の理解があるものの、今後は特に活

用力をつけながら知識を定着させること、また書く力の向上に課題があることから、書く

ことに視点を置いた学力向上の取り組みの推進が必要だと考えております。  

 学力向上の取り組みにつきましては、本年度から小学校では放課後学習、中学校ではト

ライスクールを実施しておりますが、とりわけ中学校で実施するトライスクールの中では、

日記指導や朝学習など、２００字作文の取り組みなど、書くことに力を入れた学力向上の

取り組みを実施していきたいと考えております。  

 続きまして、児童・生徒の質問紙の調査結果についてでございますが、代表的なものを

抜粋し、４つの項目、豊かな人間性について、基本的な生活習慣について、読書・家庭学

習について、学校生活・地域についての項目に分けて分析をいたしました。  

 まず、豊かな人間性についてでございますが、小中学校ともに物事を最後までやり遂げ

てうれしかったことがある、と答えた子どもの割合が増加傾向にあり、今年度につきまし

ては全国平均を上回りました。中学校におきましては、いじめはいけないことだと思うと

答えた生徒の割合も、全国平均を上回っており、道徳教育の推進等の成果が出ていると考
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えております。  

 続きまして、基本的な生活習慣についてでございますが、携帯電話の使用時間について、

小中学校ともに使用頻度、所持率とも全国と比較して高いという結果となっております。

昨年度と比べますと、中学校においては減少傾向にありますが、小学校においては増加傾

向にあることから、家庭での時間の使い方については引き続き啓発が必要であると考えて

おります。ただ、朝ご飯を食べていると答えた子どもについては、大きく変化がないもの

の、起床時刻、就寝時刻については同じぐらいの時刻に起床、就寝すると答えた児童・生

徒の割合が増加しており、基本的な生活習慣の確認については改善が見られました。  

 続きまして、読書・家庭学習についてでございますが、読書については小中学校ともに

読書が好きと答えた子どもの割合は増加いたしました。また、小中学校とも予習・復習し

ている子どもの割合は増加しているものの、全国との差は依然として大きく、家庭とも協

力しながら改善していく必要があると考えております。  

 最後に、学校生活・地域についてでございますが、小中学校ともに授業の内容がよくわ

かると答えた子どもの割合が増加いたしました。とりわけ、小学校では算数が、中学校で

は国語が全国平均を上回りました。今後の授業の質の向上をめざし、さらなる指導方法の

工夫改善を進めてまいります。  

 また、その一方で、小学校において学校の規則を守る子どもの割合が今年度も減少して

おり、規律ある授業づくりの推進が喫緊の課題であると考えております。  

 最後になりますが、この全国学力・学習状況調査の結果は、学力の一部であるという認

識に変わりはございませんが、一方で本市教育振興計画においては学力向上に一つの指標

としていることもあり、目に見える形で成果を上げる必要があると考えております。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理】  まず、いい結果が出ていると思います。その中でも、中学校に

おける国語Ｂと数学Ａについて、全国水準の結果がでているは、すごくいいなと思います

が、一方でこの結果が一過性のものであったら困るので、実際取り組む中で、どういうこ

とが成果につながったのか教えていただきたいのですが。  

 

【山下指導課長補佐】  現在把握している中では、これまでも、中学校だけでなく小学校

においても、地道な取り組みは行っております。ただ、昨年度から今年度にかけて、とり

わけ力を入れてきたのが取り組みの中でショートスパンでの状況の確認です。これまでで

したら年度末に成果の洗い出しを行っていたところを毎月実施することであるとか、学期

ごとに実施するとか、短い期間で進捗状況の確認を丁寧に行われたのが、今回上昇した一

つの要因であると認識しております。  

 

【御喜田委員】 児童・生徒質問紙の調査結果について、小中学校ともに授業の内容がよ

くわかる、あと学校に行くのが楽しいと思うと答えた子どもの割合が増加していたり、読

書が好きだ、小中学校ともに予習・復習している子どもの割合が増加したと書かれており
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ますが、おそらく先生方がいろいろ説明して授業研究をされたり、あと家庭学習につても、

保護者の方にこういった取り組みをしてくださいというのが、工夫されているのではない

かと思います。もし、先生同士のそういった授業の研究の仕方だとか、あと保護者に対し

てのアプローチの仕方があれば教えていただきたいなと思います。  

 

【山下指導課長補佐】  校内授業研究に関しては、従前より熱心に取り組んでおるところ

でございます。昨年から特に言語活動の部分では力を入れて研究をしている学校が多くあ

ります。  

 また、保護者への啓発という部分では、特に市をあげて教育フォーラムの中で言語活動、

アクティブラーニングなど、教職員向けに研修を行い、そこで市民の方にも見ていただけ

る形で市民の方への啓発も行っております。  

 

【木下委員】  全般的に学力向上に向けて努力されていると思います。その上で、特に小

学校の結果ですが、大阪府、全国平均と比べて目立つのが、上位層が薄いことではないか

と思います。これに関してはどういう分析をされているのでしょうか。  

 

【山下指導課長補佐】  現在、その点に関しては分析中ではございますが、さまざまな要

因が考えられ、一つは内容の理解の定着が図られない、昨年度も申し上げたとおりですが、

定着を基礎・基本の分も図ることが大切だと考えております。  

 もう一つは、小学校に関しては、出題される問題形式に慣れるという部分も一つの要因

でもあると考えております。  

 

【柿並学校教育部長】  子どもたちの回答では、学校の授業は非常によくわかると答えて

おりますが、例えば理科の勉強につきましては、理科の勉強は好きですか、理科は大切で

あると思いますか、理科で習ったことは社会で役に立つと思いますか、また理科系の職業

につきたいと思いますかといった部分は、全て全国を下回っております。授業で習ったこ

とは理解するが、そこから先の意欲的に取り組む部分がまだまだ十分でないと考えており

ます。特に、上位層というようなご指摘でございますが、上位層の子どもさんを育ててい

くにはやっぱり、ただ教える、学ぶだけではなくて、自ら予習に取り組んでいくというこ

とが必要であると考えておりますので、そういった子どもたちの意欲を育てていく、また

は自分で予習や復習に取り組んでいくというような、意識や態度を育てていくことが今後

の課題になってくるのではないかと考えております。  

 

【木下委員】  上位層だけ何とかしましょうということではなくて、上位層が牽引力にな

って全体がアップすることはあることなので、やはり引っ張り手のところが意欲を持って

生き生きとやっていれば、わかりにくい子もその子らに教えてもらえるし、一緒にやろう

という意欲が起こってきますので、そういう意味では上位層だけを何とかしようという話

ではなくて、牽引力として、特に意欲の問題が重要だと思います。だから、全体をみると

よくわかる子が増えていることはいいことですが、相変わらずわからない子どもっていう

のがどの教科に関しても、２割近くいるわけです。ここのところの補充というか、援助に



－14－ 

ついて、どうするのかというのがペアの政策になると思います。そのあたりで、お考えが

あればお聞かせ願いたいし、今後、考えていただきたいと思います。  

 

【柿並学校教育部長】  ご指摘のように、本市の各小中学校には本当にいろいろな学力層

の子どもたちが在籍している状況でございます。そういった中で、先ほど意欲というよう

なお話がありましたが、意欲については、いろいろな場面を活用し達成感や成就感を育て

る総合的な取り組みが必要になってくると考えております。各学校では、これまで様々な

体験学習等を取り入れて、育ててきているのが現状でございますが、一方で、これまでか

ら学力がしんどい子どもたちを各先生方が個々に見ていただいている状況がございます。

今年度から、そういった子どもたちをより幅広く見ていくために、放課後学習の充実とい

うことを取り上げて実施しております。これには、学校の教職員だけではなく、市民の皆

様から学力支援ボランティアというような形で入っていただいておりますので、いろいろ

な角度、切り口から子どもたちの総合的な学力の向上につながるものと考えております。  

 

【安藤委員長職務代理】  お話がありました、放課後学習の充実、それからトライスクー

ルは、これからも大事にしてもらいたいと思います。  

 私自身、いいなと思ったのは、例えば自己有用感や達成感があれば、意欲につながって

いくのではないかと思います。  

一つお聞きしたいのは、自己有用感と自己肯定感の関係について、どのように捉えてい

るのか教えていただけますか。意欲というものは将来に対する夢でもあると思います。だ

から、わからないものをわかるようにしていくためには、意欲というものが必要であり、

それがあればより取り組んでいけるものではないのかなと思うからです。  

 

【柿並学校教育部長】  自己有用感と肯定感については、非常に密接なものであると考え

ております。自分自身を大切な存在だと思われているとか、思っているということが次の

意欲につながっていくと考えております。これにつきましては、なかなか学校だけで育て

ることのできないもの、例えば家庭の中での子どもさんの位置づけですとか、そういった

ことも重要になってくると考えておりますので、子どもの意欲を育てていくには小さな達

成感や成就感の積み重ねが大切ですよということについて、いろいろな場面で家庭に啓発

もさせていただいておりますし、学校教育の中でも、これは幼児教育の段階からいろいろ

小さな成功体験ということを積み上げていくようなことが教育のシステムの中に取り込ま

れてきていると考えております。意欲を育てることが本当に大切であるということを、家

庭も学校も教職員もまた地域も、全ての方が共有をする中で子どもを育てていく環境がで

き上がることが一番大事だと考えております。そういった環境ができ上がりますと、子ど

もたちに自然と意欲が育っていくと考えておりますので、本市がかねてから取り組んでき

ております地域と連携した、家庭と連携した教育が一層重要になってくるのではないかと

考えております。  

 

【安藤委員長職務代理】  宿題・予習・復習に関して小学生はどんどん上がってきている

が、一方で中学生が今回の場合データとしては減ってきています。その辺のフォローは、
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していただけると思いますが、分析結果としてはどういうふうに考えているのでしょうか。 

 

【柿並学校教育部長】  効果のあった取り組みとして調査の中で出てきておりますが、宿

題を出すだけでは効果がなく、出した宿題を学校でどのように取り扱っていくのかが大切

であり、また、その過程でどのように学習させてほしいのか丁寧に家庭と連携していくこ

とが成果につながっているということが、調査結果でも指摘をされております。もちろん、

本市においても家庭との連携を重視して、例えば宿題を必ず見たらチェックして、お母さ

んに判こを押して返してくださいというような取り組みを行なっている学校もございます。

保護者にも意識をしていただき、また、やってきた宿題についても学校でしっかりと丸つ

けや採点、そして採点に基づいてできていなかったところを繰り返し学習するというよう

な丁寧な取り組みが必要になってくると考えております。  

 

【安藤委員長職務代理】  少し多面的になりますが、今、八尾市にとっては図書館が充実

している中で、学校図書をどのぐらい大事にされているのかなという視点で、今回読書に

ついての結果を見せていただくと、全くしない、読書をしない生徒が小学校の場合は少し

ずつ上がってきています。ある意味環境は整っていると思うので、環境を活かす仕掛けを

何か考えられないのかなと思います  

 

【柿並学校教育部長】  読書につきましては、やはり全国と比較して非常に少ないという

ところがございます。ただ、本市全体で見てまいりますと、図書館ボランティアの配置以

降、本市の小学校、中学校の学校図書館が非常に充実してきております。本も選びやすく、

整理もされており、傷んだ本についてはすぐに修理をして読める状態を常に保っていただ

いている状況もございます。  

 学校によっては低学年を対象にボランティアによる読み聞かせを企画されています。ま

た、地域のボランティアの読み聞かせを導入している学校等もございます。そういった取

り組みによって、少しずつ読書の量・質とも向上してきているものと考えておりますが、

ただ大きな課題となっているのが、スマホなどの携帯電話の使用頻度が、八尾市の子ども

たちは、全国に比べて長時間になっているという点であります。結局、１日２４時間の中

で、時間の使い方をどのようにしているのかが課題ではないのかと考えております。この

あたりにつきましても、やはり家庭としっかりと連携し、読み聞かせが重要であることは、

保護者にも浸透してきていると思いますけれども、小学校、中学校での読書活動の重要性

について、子どもたちに推奨するだけでなく、ご家庭にもしっかりと啓発、アピールをし

ていきたいと考えております。１日２４時間の使い方から、ご家庭としっかりと学校とが

連携をしていく、そういう時代に入ってきているのかなというふうには感じております。  

 

【安藤委員長職務代理】  分析によると、一方では電話は持たない、携帯を持たない人た

ちが増加しているようにもとれるのですが、家庭、学校との携帯電話の使用の考え方につ

いては共有できてきているのかと思うのですが、いかがでしょうか。  
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【柿並学校教育部長】  そうであれば本当にありがたいなと考えております。過去に携帯

電話の使用が非常に問題となり、大阪全体で校内に学校の携帯電話の持ち込み禁止が出さ

れた年がございました。その年の翌年には、携帯を持つ子どもの数がぐっと減ったという

データがあったかと思いますが、その後、また徐々に増えてきているのが現状です。分析

の中の一つには、携帯電話の使用について、各家庭でのルールやフィルタリング等を活用

して対策されているのではないかというような、ご意見もございましたが、そういった意

識が薄れてきているのではないかなと思います。子どもたちが自由に携帯電話やスマホを

使うようになってきているという懸念をしているところでございます。そういった懸念を

再度、学力だけではなく子どもたちの生活と、生活全般にかかわって保護者の方としっか

りと意見交換をしていきたいと考えております。  

 

【安藤委員長職務代理】  最後の部分で、地域・社会への関心というところですが、小学

校、中学校ともに少し上昇しているという結果は出ていますが、全国との差がすごく大き

いのですが、今後の取り組みに関してどのように考えられているのか教えていただけませ

んか。 

 

【柿並学校教育部長】  地域社会への関心とともに、新聞を読みますかというようなとこ

ろについても、非常に全国との差が大きかったかなと考えております。いわゆる教科書の

学習だけではなく、いろいろなものに関心が持てるような取り組みということを、学校だ

けでなく家庭でも取り上げていただかなければならないのではないかなと考えております。

選挙権も１８歳からになっていくようなことで、義務教育段階にだんだん近づいてきてい

る状況もございますので、子どもたちにはいろいろな機会を捉えて、社会に目を向け関心

を持てるような学習や体験活動が学校の中で少しずつ増えていく形をとっていきたいと考

えております。  

 

【百瀨委員長】 他にご質問等ございませんか。  

 なければ、次の報告事項に移らせていただきます。組み立て体操に関する状況報告につ

いて、山下課長補佐より報告をお願いします。  

 

【山下指導課長補佐】  平成２７年９月２７日日曜日に実施された本市大正中学校体育大

会の組み立て体操の事故及び市内小中学校における過去１０年の事故の状況等につきまし

ては、既に臨時協議会でご報告させていただいているところでございますが、その後の状

況について経過報告させていただきます。  

 まず初めに、大正中学校におきましては、１０月１４日水曜日午後７時から保護者説明

会が開かれ、１年生２７名、２年生４０名、３年生３１名、合計９８名の保護者が出席さ

れております。最初に学校長のほうから、事故があったこと、あと報道等によりご心配を

おかけしていることへのお詫び、事故の概要について説明があった後、保護者より、子ど

もや保護者の声など、アンケートをとって欲しいなど、今後の学校の対応についてご意見

があったと聞いております。  

 また、教育委員会からは１０月１６日金曜日に、本市における過去１０年間の組み立て
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体操に関する状況調査内容及び検証委員会の設置について、記者会見を行いますとともに、

１０月２０日発行の市政だよりにおいて、市立小中学校における組み立て体操での事故に

ついて、市民の皆様にお知らせを行ったところでございます。  

 今後の対応についてでございますが、市教育委員会では過去１０年間において小学校で

５０件、中学校で８９件の骨折事故が起こっていることを重く受けとめ、検証委員会を設

け、これまでの指導のあり方や練習方法等を検証するとともに、今後の組み立て体操のあ

り方や体育大会のプログラムの内容について検討を進めてまいりたいと思っております。  

 検証委員会の構成メンバーといたしましては、教育次長を座長に、生涯学習部長と学校

教育部長が副座長となり、八尾市校長会から４名の校長先生、八尾市教育研究会体育部会

から４名の体育の先生、養護教諭２名に入っていただき、アドバイザーといたしましては、

身体教育学がご専門の大学教授、また弁護士にご協力をいただきます。  

 第１回検証委員会は１０月下旬をめどに調整しております。検証内容といたしましては、

小中学校における組み立て体操の事故の状況を検証するとともに、児童・生徒の声にも耳

を傾けながら、またＰＴＡ協議会にも御協力をお願いする中で、安全な組み立て体操、運

動会、体育大会の実施と体育事故の未然防止に努めていきたいと考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。  

 以上、報告とさせていただきます。  

 

【百瀨委員長】 委員の皆様方からご意見ございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理】  検証委員会について、いつからどういう形でスタートされるの

でしょうか。  

 

【山下指導課長補佐】  検証委員会につきましては、現在のところ複数回予定をしており、

第１回は１０月下旬をめどに開催していきたいと考えております。  

 

【安藤委員長職務代理】  第１回目が１０月下旬ということは、市議会にもご報告される

と思うのですがいかがでしょうか。  

 

【柿並学校教育部長】組み立て体操での事故を受けての検証ということで、実施の有無も

含めまして検証をしっかりとしていきたいと考えております。複数回ということでござい

ましたが、大正中学校の事故の内容、事故の要因等について、それ以外の事故の要因等に

ついて、また、今後のあり方について、それから広く体育事故の未然防止についてという

ような、主に４つの案件について検証を進めていきたいと考えております。早急に検証結

果をまとめて、教育委員会にご報告をさせていただく予定にしております。各学校が１月

から２月、３月にかけて次年度の教育課程の編成等に取りかかってまいりますので、遅く

ともそれまでには各学校にも伝える必要があると考えております。それらを念頭に置きな

がら検証を進め、教育委員会にご報告をさせていただき、今後の方向性についてもご審議

をいただきたいと考えております。  
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【安藤委員長職務代理】  もう一度確認させてください。これは教育委員会内での附帯委

員会と解釈すればしてよろしいですか。  

 

【伊藤教育次長】 検証委員会でございますが、あくまでも教育長が設置する組織、我々

よく庁内組織と申しますが、教育委員会の附属機関、審議会という位置づけではなく庁内

組織として設置をさせていただく、そして外部の意見を聞いていく必要があると考えてご

ざいます。外部の意見として大学の教授、あるいは弁護士、あるいは保護者等の意見をい

ただきたいと考えてございます。それらの方々については、アドバイザーという形で会議

等にご出席をいただくことで、ご了解等もいただいておるところでございます。そうした

先ほど議会等のご質問でございますが、この件については１３日にお開きいただきました

臨時協議会等でご報告等もさせていただき、その後、市議会にもご報告等をさせていただ

くものでございます。  

 

【安藤委員長職務代理】教育次長を初め４名の校長先生、４名の体育の先生、養護教諭２

名、そしてアドバイザーとして大学教授、弁護士等で検証をされるということですが、１

０年間の検証をする場合、それを調査していくメンバーも必要ではないのかと思うのです

がいかがでしょうか。  

 

【柿並学校教育部長】  １０年間に起こりました事故を一件一件全て調査するということ

ではございません。これまであった事故で、いろいろな種目で同じような事故があろうか

と考えておりますので、どういった形で事故が起こっているのか検証をしっかりとさせて

いただきたいと考えております。この検証委員会に加えて改めて、何か調査をする委員会

を別途立ち上げるということは予定しておりません。庁内組織である検証委員会の委員の

皆様方で検証を進めていただきたいと考えております。  

 

【安藤委員長職務代理】  ご説明いただき、指導方法や練習方法を考えていくことはわか

りました。しかし、１０年間で、小学校で５０件、中学校で８９件があり、実際に調査と

いうことになるとものすごく検証していかないと思いますが、いかがでしょうか。  

 

【柿並学校教育部長】  指導方法、練習方法だけの検証をさせていただくということでは

ございません。どういった事故、どういった種目に事故が多いのか、また、どういった状

況の中で起こってしまったのかという部分についても検証の大きな対象になってくると考

えております。例えば、総合的にどのような安全計画が立てられているのか。練習がどの

ように組まれているのか、例えば体育大会、運動会のときだけの練習であるのか、計画的

にされてきたのか。また、補助の体制はどのように考えて実施されてきているのかという

ようなことも検証の中身ではあると考えております。  

 また、今回１０年間の総数、総件数について教育委員会でしっかり把握ができていなか

ったことについても、大きな課題であると考えておりますので、把握の仕方等につきまし

ても、検討していく必要があると考えております。考えられる多面的な切り口の中で、検

証を進めていかなければならないと考えております。  
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【木下委員】  検証委員会の構成メンバーについて、体育の先生が４名という形ですが、

小学校、中学校の区別はいかがでしょうか。  

 

【山下指導課長補佐】  小学校２名、中学校２名で構成しております。  

 

【木下委員】  今、お聞きしていますが、何を検証していくのかが少し見えにくい。今回

の問題は中学校組み立て体操１０段、３年続けて事故の報告がなされていなかった。ここ

に非常に問題が集約されていると思います。だから、そのことを徹底的に調査すれば、他

への教訓は山ほど出てくると思っています。なぜ３年連続なのか、なぜ１０段は変えなか

ったのか、なぜ練習中も失敗しているのに本番で実施したのか。それらをしっかりと調査、

検証することで八尾の体育大会のあり方なり、学校現場と教育委員会の関係など、全部見

えてくると思います。だからこそ、調査は徹底してやって欲しいと思っています。  

 

【浦上教育長】 今回の事故に関わらず、やはり何年か連続して同一事故が起こったこと

については、教職員、体育の先生とかで協議をしながら最終決定をしたということになり

ますが、その部分の調査は当然に検証委員会での検証内容に含まれています。だからこそ、

子どもたちがどう感じ、どう思っているのか、あるいは保護者がどう感じ、どう思ってい

るのかという声も十分検討する中で必要な材料であると考えています。  

 それから、教育委員会として３年連続あったことに対して情報共有ができてなかった、

集約ができてなかったことは、教育委員会として課題はあると思います。やはり、学校で

の事故、それが教育委員会で情報共有でき、最大限安全を配慮した形で自信を持って学校

が取り組めるような状況をつくってあげるのが、教育委員会事務局の務めだと思います。

そうでないと校長先生方の判断、責任だけで実施していくことに不安という声も聞いてお

ります。本当に自信を持ってやっていただけるような教育委員会でないといけないと思っ

ていますし、気持ちよく校長先生が頑張ってもらえるような環境を整えたいと思います。  

 

【木下委員】  誤解があってはいけないので、補足させてください。徹底して調査をやっ

てくださいというのは、個人に焦点をあてて検証するのではなく、具体は個人の判断にな

るかもしれませんが、そこをきっちりと洗い出すことによって、システムをどうつくり出

せばいいのか、できるのかということが明らかになると思うわけです。要するに、システ

ムとしてどこに不備があったのか、システムと人間のやることはどうしても相応するわけ

です。だから、個別に判断した個人をどうこうするという話ではないと思います。八尾市

内で転勤していくわけですから、当然のことながら八尾市全体の学校の安全性がいるわけ

で、そういう意味ではシステム上どうなのかという問題です。  

中学校の教師をしていた経験から言わせていただくと、率先して指導している教員がい

るなかで、やらないという判断は難しいと思います。だから、意思決定のシステムが必要

であると思っているわけです。要するに、最終はシステムをつくり上げるという、子ども

が常に安全で快適にやりたいことがやっていけるシステムをどうつくり出すのかという問

題なので、調査は徹底してやってほしいと思っています。 
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【百瀨委員長】 今回の組み立て体操における事故、そして本市の体育の活動中における

骨折件数など、報告を受けたわけでございますが、教育委員会として子どもが学校で安心

して学び、積極的に体育活動に取り組めるよう、事故の防止に向けた取り組みの徹底を図

っていかなければならないと、教育委員会含め、強くこの認識を持って取り組まなければ

ならないことだと思っております。教育委員会と学校長が十分に示していくことができて

なかったということは、大いに反省していかなければならないと考えております。  

 ついては、今回の事故の状況や過去の事故の状況をしっかりと調査し、そして検証し、

各学校における安全指導のあり方等を含めながら、学校現場と一体となって事故防止に向

けた取り組みを点検していただき、安全な運動会、また体育大会の実施に向けた体制につ

いて見直しを進め、地域の保護者の皆様方の信頼にも応えていけるように、学校現場を教

育委員会としてしっかりと支援していくことも課題になるかと思います。  

検証委員会の中でしっかりと調査、検証し、そしてその結果をしっかり深めていただく

中で、改めて教育委員会としても取り組んでまいりますので、よろしくお願いしておきま

す。 

 それでは、委員の皆様方から他にご意見ございませんか。  

 報告事項につきまして、事務局より何かございませんか。  

なければ、以上をもちまして１０月の定例教育委員会を終了いたします。  

 

 

 

 


