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５月臨時教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、ただいまより臨時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いたしますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 それでは、議案審議に入らせていただきます。  

 議案第15号「平成30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 15号「平成30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」につき、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において、特別の教科道徳の教科書

採択の年になっております。つきましては、平成 30年度使用八尾市立学校教科用図書の採

択に当たり、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

ることに鑑み、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30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、未来を切り開くチャレ

ンジする子どもの育成を目指し、八尾市教育振興計画を策定しております。教科用図書の

開 催 年 月 日  平成２９年５月１０日（水） 

開 催 時 間   午後１時００分  

開 催 場 所   八尾図書館４階  青少年センター会議室１・２  

出 席 委 員  

 

中 山 教育長 

百 瀨 教育長職務代理者  

木 下 委員 

御喜田 委員 

村 本 委員 

出 席 職 員  

 

吉川教育次長兼教育総務部長・靍原学校教育部長・今岡教育総務部

次長・亀甲学校教育部次長・菊池指導課長・山本教育サポートセン

ター所長・森人権教育課長  



－2－ 

採択に当たっては、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鑑み、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、次の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）、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）、可能な限り市民に開かれた採択業務を目指すこと。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。  

 （３）、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策定させていただきたいと思います。前回の教科書採択の折

に、八尾市教育振興計画の理念を踏まえ、より明確な方針となるよう文言の修正をしてお

りますので、今回の基本方針の変更はしておりません。  

 以上、まこと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。  

 

【中山教育長】 ただいま基本方針の説明がございましたが、今年度が小学校において特

別の教科道徳の教科書採択ということで、道徳の教科書を採択するのは初めてのこととな

ります。教育委員会として、その権限と責任において採択してまいりたいと考えておりま

す。 

 それでは、この件につきましてご意見、ご質問等ございましたらお出しいただきたいと

思います。説明にもありましたように、これまで基本方針についてはご議論いただいた経

緯があって、それを受けて、本年度もやっていくという確認をとりたいと思っています。

特に２番、３番は遵守していきたい項目と思います。 

 

【百瀨教育長職務代理者】  これまでも教科書採択にあたっては、学習指導要領を踏まえ、

要領の構成、内容の扱い方を十分に考えながら採択してきました。今回も学習指導要領を

踏まえたものとするため、事前に資料を配付いただきましたが、再度、配付・説明いただ

く機会があれば、より一層、初めてとなる道徳の教科書採択について、慎重を期すことが

できるものと考えます。 

 そこで、今回の教科書採択において特に考慮しなければならないことについて、ご説明

いただけますか。 

 

【菊池課長】  今年度は、初めて道徳の教科書を採択する年になりますので、これまで以

上に慎重に行い、本市の児童生徒の実態に即した、本市のめざす教育に合致する教科書を

選定する必要があると考えております。  

また、国や府からは資料にお示ししておりますように、教科書採択の公正確保を徹底す

ることや教科書採択の方法の改善についての中で、採択については、外部からのあらゆる
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働きかけに左右されることなく静ひつな環境を確保し、採択権者の権限と責任において公

正かつ適正な採択がされるよう努めることや、採択にかかる教育委員会の会議については、

会議の公開や非公開を適切に判断すること等が記載されております。また、教科書の調査

研究については十分な調査研究期間を確保することや保護者等の意見を踏まえた調査研究

の実施に努めること等が記載されております。  

 

【中山教育長】 道徳の教科書を採択するのは今年度初めてとなりますので、国や府から

の通知も十分理解したうえで、臨む必要があると考えます。たくさんの資料を提出してい

ただいておりますが、基本的な考え方はこれまでの教科書採択と変わらないと思います。

事前にもう一度説明を受ける形になると思いますので、資料としてまたそろえていただい

て、再度お渡しいただきたいと考えます。  

  

【村本委員】  確認になると思いますが、前回の教科書採択時の公開・非公開の範囲を説

明いただけますか。  

 

【菊池課長】  前回の教科書採択では、選定委員会及び調査員の氏名等は非公開、選定委

員会の議事も非公開で行われ、採択終了後に公開しております。また、採択にかかる教育

委員会議については、公開で行っております。  

 

【中山教育長】 今回の公開・非公開の範囲についても、基本方針どおり前回と同様であ

ると考えます。その他、ご質疑ございませんか。 

では、基本方針については質疑ないようですので、採決に移らせていただきます。教

科書採択にかかわっては、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ま

して、これを損なうことがあってはならないと考えております。  

 しかし、情報公開ということで、市民の皆様に、採択がどのように行われているかをお

知りいただくために、開かれた採択を一層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まして、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ず、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、調査委員名簿については、教科書採択終了後まで非公開とし、採択に関する

教育委員会議については、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。 

 ここに上げています（１）、（２）、（３）を踏まえまして、委員の皆様方、この議案

第15号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 15号「平成30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」については、原案どおり可決

いたしました。  

 それでは、この基本方針に基づき、教科書採択を今後進めていただくものといたします。
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よろしくお願いいたします。  

 審議の途中ですが、この後の議案第16号につきましては非公開で行いたいと思いますの

で、ここから非公開の部分に入らせていただきます。傍聴者が、もしお見えになりました

ら事務局、この部分を非公開ということでよろしくお願いいします。  

 

(非公開審議) 

 

【中山教育長】 それでは、議事を続けさせていただきます。  

 次に、議案第16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、議案第16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、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または任命し、適切な教科書採択に向け、

採択事務を進めるため、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。  

 選定委員会の構成及び氏名につきましては、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委

員会規則に基づき選考しております。初めに、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協議会より阪本和代氏を、次に市立学校の校長及び教員

につきましては、八尾市校長会より岩下順一校長を、八尾市教育研究会より本多秀之校長

を、八尾市小中学校教育課程研究委員会より福嶌英夫校長を、八尾市立志紀小学校より村

上恵子首席を、八尾市立竹渕小学校より川上亨祐首席を、また、教育委員会事務局からは、

靍原隆司学校教育部長、亀甲知之学校教育部次長、山本寿子教育サポートセンター所長、

森英世人権教育課長の４名が参加、全員で10名を委嘱及び任命するものでございます。  

 任期につきましては、平成 29年５月10日から平成30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、まことに簡単な説明ではございますが、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。  

 

【中山教育長】 非公開ということで、名前、学校名も今出していただきましたけれども、

協議会で９名ではなく 10名というご意見を木下委員からいただきまして、最終この 10名と

いう形での提案なんですけれども、ご意見等ありましたらよろしくお願いします。  
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【木下委員】  10名ということで、皆様肩書つきで入ってくださっているんですが、お二

人、先生が小学校からということで、選定の理由を説明してください。 

 

【菊池指導課長】  現場の教員の中から２人選んだ理由についてでありますが、基本方針

にありますように、多角的な観点から綿密な調査研究をおこなう必要があることから、学

校運営にも携わり、教職員のリーダーとして組織を円滑に機能させる役割を担う首席の中

から、２人を推薦させていただいました。  

村上教諭につきましては、志紀小学校が長年にわたり学校全体で道徳教育を研究・推進

しており、その中で、外部講師を招聘した道徳の授業研究を行い、指導案づくりを含め、

読み物教材の取り扱い方等について、非常に熱心に研究を進めてこられたという実績がご

ざいます。 

 川上亨祐首席につきましても、今年度からの首席ではありますが、授業づくりや学級集

団づくりについて非常に熱心に自己研鑽に努められており、前任の小学校においても道徳

教育についても熱心に研究されてきた実績があります。二名の枠ですので、男女のバラン

スも考え、道徳教育の実践家であるという実績からお二人が適任ではないかと考えており

ます。 

 

【中山教育長】 学校教育全般、学校運営にも関わる小学校首席から道徳教育に長けた二

人を選んだということでよろしいでしょうか。 

 

【木下委員】  道徳教育だけではなく、学校運営にも関わる首席の中で、選ばれたのは分

かりますが、八尾には道徳部会もあると思われますし、道徳教育推進教師も各学校に配置

されていると思われます。その方たちはどのような関わり方をするのでしょうか。  

 

【菊池指導課長】  八尾市教育研究会道徳部会には、別途調査を依頼しますので、そこで

調査研究をしていただくことになります。また、道徳教育推進教師につきましては、学校

巡回の中で、調査研究をしていただきご意見をいただきます。さらに道徳教育推進教師の

中から、選定委員会の調査員として任命させていただき、綿密な調査研究に努めていただ

く予定でございます。   

 

【靍原学校教育部長】  補足になりますが、道徳という特別な教科に指定された最初の

採択ということで、我々事務局としても丁寧な採択をよりやっていきたいという思いを持

っております。今回道徳に特化した形の採択ですので、まず我々がこのお二人を選定した

理由としては、例えば志紀小では、長年ずっとやってこられたという実践があり、既に何

度か授業を見せていただいており、市内の小学校の中では道徳の実践家であるという認識

の中で２人を選んだということでございます。 

 一方、繰り返しになりますが、八尾で大事にしてきたこととして、現場の先生の意見を

しっかりと取り上げていくこと。それから、八尾市教育研究会という組織がありますので、

そこでは部長さんを中心に各教研としての責任の中で道徳の教科書を見ていただいて、ご

意見いただくということ。それから、選定委員会の中にそれぞれの組織の主立った代表と
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して、ご参加いただいており、集約する方法としては非常に丁寧にできるシステムのもと、

より八尾の子どもたちにとっていい教科書を選定していくということを考えております。  

 

【中山教育長】 教科書の調査研究については、学校巡回を行い全教職員による調査研究、

八尾市教育研究会道徳部会での調査研究、道徳教育推進教師の中から任命された調査員に

よる調査研究を行い、多角的な観点から綿密な調査研究を行うということが確認されたと

思います。 

 

【御喜田委員】 ＰＴＡの方の選び方についても説明していただけますか。  

 

【菊池指導課長】  基本方針の議案の中でも少し説明いたしましたが、保護者等の意見を

踏まえた調査研究の充実に努める必要があることから、市内の小・中学校に在籍する児

童・生徒の保護者の区分では、八尾市ＰＴＡ協議会から推薦していただいております。  

  

【中山教育長】 他にご質疑ございませんか。ないようですので、この件につきまして採

決に移らせていただいてよろしいでしょうか。  

 それでは、議案第16号につき、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょう

か。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 では、全委員異議なしと認めます。よって、議案第 16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」については、原案どおり可決

いたしました。 

 では、次の議案より公開とします。 

 

（公開審議） 

 

【中山教育長】 それでは、議事を再開いたします。  

 次に、議案第 17号「平成 30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】  議案第17号「平成30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、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条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 30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30年度使用八尾市立学校教科用図書の選定について（諮問案）

をごらんください。教科書採択の手順につきましては、先の協議会でもご説明いたしまし
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たが、先ほど議案第15号で議決いただきました基本方針にのっとり、議案第16号で決定い

たしました選定委員会へ諮問し、答申をいただく流れとなっておりますので、諮問文の内

容についてご説明いたします。  

 まず初めに、検討の観点についてでございますが、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鑑み、その採択に当たっては、学習指

導要領に示された狙いを踏まえ、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

任を持って採択に当たることが重要であると考えております。本市の教育につきましては、

教育振興計画にもお示ししておりますように、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、ともに生きる21世紀の社会を担い、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目指しております。 

 そのためには、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、未来を切り開きチ

ャレンジする子どもの育成に向け、８つの目指す子ども像を定めており、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。  

 以上の観点を踏まえながら、次の事項に留意し、適切な教科書の選定について検討をお

願いしたいと考えております。とりわけ、（１）正確・公正・教育的配慮について、

（２）人権の尊重について、（３）民主的な人間の育成について、（４）豊かな人間性の

育成についてを留意事項とし、答申の作成をお願いしたいと考えております。  

 前回の諮問文からの変更につきましては、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、本年度が特別の

教科道徳の採択の年であることから、道徳の内容に沿った文言等に整理させていただきま

した。 

 最後に、運営についてでございますが、教科書にかか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 30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あります。  

 以上、まこと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、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 今の提案理由の中で、委員の皆様、何かご質問ございませんでしょうか。  

 この諮問文の案の中の下線部分について、説明願います。 

 

【菊池指導課長】  下線部及び太字になっているところが、変更させていただいた部分に

なります。３の民主的な人間の形成についてのところで、平和で民主的な国家及び社会

の形成者の育成と書かせていただいておりますのは、学習指導要領の変更に伴って、記載

されている文言と合わせていただきました。（４）の豊かな人間性の育成につきましても、

前回の教科書採択のところでは、確かな学力と書かせていただいておりましたが、本年度
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につきましては道徳の教科書ということになりますので、豊かな人間性の育成についてと

いう部分に変更をさせていただいております。  

 内容につきましては、学習指導要領にのっとった形、それからまた本市の八尾市教育振

興計画の中にも記載しております豊かな心の育成の中の文言と合わせていただきました。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 今年度は道徳の教科書を採択するということで、一部改正さ

れた学習指導要領や八尾市教育振興計画の中でも道徳教育の内容に沿った諮問文に変更さ

れたということを理解いたしました。選定委員会では、この諮問文の内容に沿って検討を

進めていただき、本市の子どもたちの実態に即した最も適切な教科書を採択できるような

答申をいただけるようお願いしておきます。  

 

【中山教育長】 この部分、これまで皆様とご検討させていただいた内容ですが、あらた

めてよろしいでしょうか。では、質疑等ないようですので、採決に移らせていただきます。  

議案第17号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 17号「平成30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」については、原案どおり可決いたしまし

た。 

 なお、選定委員会に対しまして、この諮問をさせていただき、ご検討をいただいた後に

答申をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

 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。平成 30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

委員を置き、十分な調査研究を行っていただきたいと思います。  

 また、以後、選定委員会に関するものを除き、採択にかかわる教育委員会議につきまし

ては公開で行うこととしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろし

いですか。  

 以上をもちまして、本日の議事は終わります。 

引き続き報告事項に移ります。任期付校長選考について、今岡次長より報告願います。  

 

【今岡教育総務部次長】 では、任期付校長選考につきましてご報告させていただきます。

本件につきましては、これまでに何度もご意見をいただき協議を重ねた末、本年３月に任

用の方向で事務手続きを進めることを確認させていただきましたが、４月 11日、府教育庁

に任用希望の意向を正式に伝えましたので報告させていただきます。本日は、府教育庁が

出しております、説明会のチラシと府のホームページをプリントしてお配りしております。  

 今後のスケジュールですが、ご参考までに昨年度、平成 28年度の実施分をお知らせいた

します。受付期間は、平成 28年５月16日から  平成28年６月15日までで、一次選考は平成

28年７月９日、10日に実施されました。この面接と応募時に提出した受験申込書と論文が

選考の対象となります。そして二次選考面接は、平成 28年８月上旬に実施されました。  
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 門真市、東大阪市の小学校各１名の募集に対し、それぞれ約20名、のべ約40名が応募し、

それぞれ１名が合格しました。  

 本年度の具体的な日時はまだ示されておりませんが、公表後速やかに報告させていただ

きます。  

 以上はなはだ簡単ではございますが、任期付校長選考についての報告とさせていただき

ます。 

 

【中山教育長】 この件につきましては、報告にもありましたように、昨年度から協議い

ただき、任用を希望するという結論に至っておりますが、改めて確認やご質問等ございま

したらお出しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  昨年度合格された２名は、どのような方ですか。  

 

【今岡教育総務部次長】 お一人は、民間から任期付校長となり、任期を終え、再度エン

トリーした方で、もうお一人は他県で校長経験のある方です。任期付校長すなわち民間と

いうイメージや、大阪市でのイメージがあるかもしれませんが、ここ数年、教育現場の経

験者やマネジメント力、ネットワーク等を生かすことができる等、優れた実績のある人が

増えていると聞いています。合格者決定にあっては、市の意向も聞いてもらえると確認し

ておりますので、本市教育振興に寄与できる人物かどうかを慎重に見極めたいと思ってお

ります。  

 

【木下委員】  校長には、マネジメント力が求められると考えます。学校組織の運営や課

題対応等で、自身の経験を活かせる人物であれば、教員免許の有無を前提に考える必要は

ないと思います。  

 

【村本委員】  学校現場での経験を有する者であれ、民間での管理職等の経験を有する者

であれ、学校現場で力を発揮できると見込める人物が求められると思います。  

 

【中山教育長】 人物の見極めが重要であるというご意見だと思うのですが、その点につ

いて、事務局の考えを述べてください。  

 

【今岡教育総務部次長】 先ほども申しましたが、合格者決定にあっては、市の意向も聞

いてもらえると確認しております。ご自身の経験を八尾市の小学校で発揮し活躍できる人

物かどうかを慎重に見極めたいと思っております。  

 

【中山教育長】 その他ご質問等ございませんか。ないようですので、本件については終

わります。  

 その他、事務局よろしいですか。  

 なければ、本日の臨時会はこれで終了させていただきます。  


