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７月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、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木下委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  

 では、６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、この

件につきまして何かご質疑ありませんでしょうか。 

 

【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、６月臨時会会議録について承認と

決しました。  

 

【中山教育長】 次に、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、この件につきまして何かご質疑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、６月定例会会議録について承認と

決しました。 

 

【中山教育長】 次に、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

  

 

 

 

開 催 年 月 日  平成２９年７月２１日（金）  

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  

 

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・鶴田教育総務部長・田中生涯学習担当部長・靍原学

校教育部長・今岡教育総務部次長・馬場教育総務部次長兼教育政策

課長・万代教育総務部次長・高橋総務人事課長・南生涯学習スポー

ツ課長・渞文化財課長・式学務給食課長・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 
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（教育長報告）  

６月22日（木） 

６月23日（金） 

６月27日（火）  

６月28日（水） 

６月29日（木） 

７月３日（月） 

７月４日（火） 

 

７月５日（水） 

 

７月６日（木） 

 

７月７日（金） 

７月12日（水） 

７月13日（木） 

 

７月14日（金） 

 

７月19日（水） 

 

７月20日（木） 

 

 

定例教育委員会  

文教常任委員会・予算決算常任委員会文教文科会  

文化連盟役員と市長との面談同席  

第１回中河内地区人事協議会  

予算決算常任委員会全体会 

社会を明るくする運動  あいさつ運動  

第40回八尾河内音頭まつり 第２回庁内実施本部会議  

平成29年度第１回八尾市総合教育会議  

かもめ～る贈呈式 

第１回市民表彰選考委員会  

文化財保護審議会  

庁議 

６月市議会定例会本会議（第４日） 

社会教育委員会議  

平成29年度「交通事故をなくす運動」八尾推進本部総会  

スポーツ施設運営審議会  

定例教育委員協議会  

大阪府都市教育長協議会７月定例会 

図書館協議会  

子ども自転車大阪府大会市長表敬訪問同席  

庁議 

志紀きずな食堂  

大正中WBSC(U12)出場市長表敬訪問同席  

 

【中山教育長】 では、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

ご報告お願いいたします。  

 私の日程報告にもありますが、７月４日の平成29年度第１回総合教育会議におきまして

は、４人の教育委員の皆様方にともに出席していただき、市長、教育委員、私の６人で教

育にかかわる各分野で実りある議論ができたと思います。よろしいですか。  

 それでは、次に進ませていただきます。  

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 議案審議に入らせていただきます。  

 まず、議案第29号「平成29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、馬場教育総務部次長兼ねて教育政策課長より説明願います。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  ただいま議題となりました議案第 29号「平成29

年度教育委員会の点検及び評価に関する件」についてご説明いたします。  
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 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 26条第１項

の規定に基づき、平成 28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。  

 教育委員会の自己点検評価についてでありますが、平成 19年６月、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、あわせて同法第26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、教育委員会みずからがその事務を着実かつ効率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、自己点検評価を実施してきたところでございま

す。 

 本年度につきましても、昨年度と同様に、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。 

 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。今年度

につきましては、平成 28年３月に策定した八尾市教育振興計画後期計画の進行管理の初年

度となり、後期計画策定において新たに設定した取り組み指標に基づくシートへと、評価

シートの見直しを行ったところでございます。 

 昨年度からの主な変更点についてでありますが、１点目といたしまして、これまでの点

検評価報告書では、基本方針に沿って各取り組みがどのように事業展開され、その成果が

出ているのかをＡからＤ評価で示すとともに、各事務事業単位でも事業評価を行い、事務

事業の内容や課題について詳細に記載をしていたところでございます。 

 これに対しまして、本年度の評価書におきましては、後期計画において新たに設定をい

たしました取り組み指標に基づき、取り組みの達成度を平成32年度の目標値に対する実績

値としてパーセンテージで示すとともに、取り組みを構成する事務事業についての事業概

要とその実績を箇条書きで表記し、実績値を記載するように変更したところであり、簡潔

な表記に変更することで、各取り組みの達成度がわかりやすくなるとともに、本報告書の

作成における事務上の負担軽減も図ったものとなっております。 

 ２点目といたしまして、取り組みの成果や今後の展開欄を新設し、各取り組みに位置づ

く事務事業の成果と課題、そして今後の展開、方向性について示すとともに、各取り組み

に位置づく事務事業と取り組み指標との関連性についても見てとれるように工夫をいたし

たところでございます。 

 最後に３点目でございますが、これまでの点検評価報告書においては、学識経験者から

の基本方針ごとの評価及び総評を巻末に記載いたしておりましたが、このたびの報告書に

おいては、基本方針ごとに学識経験者の意見をあわせて掲載し、巻末には総評のみを記載

することといたしたものでございます。このことにより、基本方針単位で教育委貴会の評

価と学識経験者からの講評を見合わせることができるようになったものと考えております。  

 以上が、今年度の点検評価報告書の主な変更点でございます。  
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 それでは、本年度の点検評価報告書について説明に入らせていただきます。  

 まず、表紙をお開きいただき、目次をご参照願います。目次の構成ですが、１、はじめ

に、２、教育委員会の活動状況、３、八尾市教育振興計画の進行管理、４、総評と大きく

４つに分かれております。大きな項目の１つ目である「はじめに」では、（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）評価の方法となっております。  

 項目の２つ目、「教育委員会の活動状況」につきましては、（１）といたしまして教育

委員会（教育長及び教育委員）、（２）教育委員会の会議、（３）教育委員の諸活動とな

っております。  

 項目の３つ目、「八尾市教育振興計画の進行管理」につきましては、（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）取組み指標に基づく

実績評価シートの見方、（４）進行管理、（４）のうち、①といたしまして、代表的な成

果指標、②といたしまして、取組み指標に基づく実績評価となっております。  

 そして、項目の４つ目が「総評」となっております。  

 ３ページをご参照願います。評価の対象年度は、八尾市教育振興計画、後期計画の進行

管理の初年度であります平成28年度です。また、学識経験者につきましては、昨年度に引

き続き、大阪市立大学文学部准教授森久佳氏、同大学文学部准教授島田希氏にお願いをい

たしたところでございます。  

 続きまして、４ページをご参照願います。２、教育委員会の活動状況についてでありま

すが、４ページから８ページまでとなっております。まず、教育委員会の構成について記

載いたしており、教育長及び教育委員の表の下には、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律が平成27年４月１日から施行され、本市におきましても、平

成28年４月１日より、教育長と教育委員長を一本化した、いわゆる新教育長を設置する新

教育委員会制度に移行しており、その内容につきまして掲載いたしております。  

 ５ページからは、教育委員会の定例会、臨時会等の開催状況、議案及び報告事項等の一

覧、８ページでは教育委員の諸活動として学校行事や式典、研修・視察等について、掲載

をいたしております。  

 次に、９ページをご参照願います。９ページから11ページまでの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の取り組み、70の事務事業を一覧として整理いた

しております。なお、事務事業につきましては、教育振興計画の実現、推進に寄与すると

思われる事業について、教育委員会事務局で執行しております全事務事業のうちから整理

して、掲載をいたしております。  

 次に、12ページをご参照願います。12ページ、13ページでは、取組み指標に基づく実績

評価シートの見方について記載いたしております。教育振興計画に掲げた取組みの指標の

表では、前年度と比較する参考値として平成 27年度実績値、そして平成28年度実績値、平

成32年度の目標値、平成32年度の目標値に対する平成28年度の達成度を表記いたしており

ます。また、取り組みごとに、平成28年度の取組み成果、取組み指標の達成状況の分析、

今後の展開等を取組みの成果と今後の展開欄に記載いたしております。そしてその下には、

これらを踏まえた学識経験者の意見を掲載しております。 

 次に、13ページになりますが、事務事業につきましては掲載項目を整理し、事務事業名、
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事務事業概要、平成28年度実績、指標、担当課を記載するとともに、表の右上になります

が、平成28年度の重点事業について黒丸印で表示するなど、わかりやすい様式へと変更い

たしております。  

 次に、14ページをご参照願います。14ページ、15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当たっては、全国学力・学習

状況調査や全国体力・運動能力、運動習慣等調査の全国調査の結果を掲載しております。

なお、この代表的な成果指標の評価につきましては、参考として前年度評価をあわせて掲

載すること以外は、昨年度と大きな変更はございません。  

 次に、16ページから 57ページにわたりますけれども、教育振興計画に掲げられました４

つの基本方針の取組み指標に基づく実績評価を記載いたしております。  

 まず、16ページをご参照願います。 16ページから19ページにかけまして、基本方針１、

「幼児教育の充実について取り組みます」について掲載しております。１－１、幼児教育

内容の充実では、各幼稚園独自の特色ある取組みの推進を図り、関係機関や地域との連携

を進めるなど、基本方針に沿った事業を展開し、取組みの指標である幼児教育の実践につ

いて満足している保護者の割合の達成度は 97.9％と、おおむね目標値を達成しております。

また、１－２、幼児教育環境の整備では、平成 31年度の公立の認定こども園５園の開園に

向けて、関係部局と連携し、検討を進めており、計画どおり取り組みを進めております。  

 次に、20ページから 36ページにかけまして、基本方針２、「学校教育の充実に取り組み

ます」について掲載しております。  

 20ページ、 21ページをご参照願います。基本方針２、「学校教育の充実に取り組みま

す」について、主なものといたしまして、２－１、確かな学力の育成では、各学校が課題

に正対した取組みを推進することができるよう学力向上推進事業を展開し、とりわけ小学

校においては、放課後学習を充実することで基礎基本の定着と学習意欲の向上に努め、中

学校においては、モデル校において提案型の取組み、トライスクールを支援し、効果的な

取組みの研究を進めているところでございます。  

 これらの取り組みを通して、取組み指標である「学校の授業時間以外に普段勉強してい

る児童・生徒の割合」は、昨年度に比べて増加しており、家庭学習習慣の定着につながっ

ております。  

 次に、22ページをご参照願います。２－３、健やかな体の育成では、体育活動の安全な

実施とともに、基本的な生活習慣の確立につながる取組みを推進し、とりわけ、全児童に

歯ブラシを配布し、全小学校において給食後の歯みがき指導を行い、基本的な生活習慣の

確立に努めました。取組みの指標である「朝食を毎日食べている児童・生徒の割合」につ

きましては、この数年大きな変化は見られませんが、全国と比べるとやや低い傾向にある

ことから、今後も学校園での食育の推進を図るとともに、地域食育ＰＲ事業等を通じて家

庭への啓発等を行ってまいります。  

 また、２－５、学校園における人権教育の推進では、全ての人の人権を尊重する視点に

立ち、各学校園における人権教育を推進・充実する取組みを進め、とりわけ、いじめの未

然防止、事象発生時の早期発見と適切な対応ができるよう、研修実施をはじめ、支援・指

導を行いました。なお、取組みの指標である「学校に行くのは楽しい」と回答した生徒は、

前年度比、全国比とほぼ同水準となっております。  
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 26ページからは、事務事業の実績となっております。  

 次に、37ページをご参照願います。 37ページから47ページにかけまして、基本方針３、

「子どもたちの教育機会を保障します」について掲載いたしております。主なものといた

しまして、38ページ、３－２、教育相談および教育支援体制の充実では、学習や発達、進

路等、学校園や家庭における子どもや保護者の様々な不安や悩みに対し、学校園や関係機

関と連携しながら、丁寧に相談を行うとともに、不登校や問題行動等課題のある子どもの

課題解決のため、スクールソーシャルワーカーを学校へ派遣し、子ども・保護者への支援

体制の充実を図ることができました。とりわけ、平成28年度におきましては、スクールソ

ーシャルワーカーの増員により、取組みの指標である「ＳＳＷの活動件数」が大幅に増加

する結果となりました。これを受けて、当初、ＳＳＷの活動件数の目標値は 64件でしたが、

平成32年度の新たな目標値を500件と設定いたしたところでございます。  

 41ページ以降は、事務事業の実績となっております。  

 次に、48ページをご参照願います。 48ページから57ページにかけまして、基本方針４、

「生涯学習とスポーツの基礎を培います」について掲載しております。主なものといたし

まして、４－１、貴重な歴史資産の保全と積極的な活用では、地域に受け継がれてきた史

跡や文化財等の歴史資産を次世代に継承し、誰もが身近な文化財に触れ、郷土の歴史を学

べるよう取り組んでまいりました。取組みの指標である指定文化財等の件数は、平成 28年

度に新たに３件を指定文化財とし、合計 116件となりました。  

 また、49ページ、４－２、生涯学習機会の充実では、市民の誰もが生涯にわたって学ぶ

ことができ、その成果を社会に還元することができるまちの実現に向け、様々な学習の機

会を創出するとともに、市民が講師等として活躍する場づくりを進めました。取組みの指

標である「まちのなかの達人登録者数」は、ほぼ前年度と同数にとどまり、目標達成には

至りませんでしたが、登録者数の増加を目指し、生涯学習センターのイベント等にて広報

に努めました。  

 また、４－３、図書館サービスの充実では、指定管理者による龍華図書館を含む市内４

館体制のもと、様々なノウハウを相互に共有・支援・連携することで、各館において独自

の取組みや工夫を凝らした運営を実施しました。取組みの指標である「市民一人当たりの

年間の図書貸出点数」は、利用者のニーズに応じた図書館資料の収集・提供、魅力的な行

事や講座の開催などにより、本の貸出しにつながり、前年度とほぼ同水準の実績値を維持

することができました。 

 最後になりますが、 58ページには、教育委員会の活動状況も踏まえた学識経験者の総評

となっております。  

 一部触れさせていただきますと、今回の報告書の様式等の見直しに対しましては、平成

28年度の点検・評価の実施に対して抜本的検討がなされ、また、評価のための評価に陥っ

て事務作業が膨大になることを防ぐ措置として、今回大幅な変更が図られたと考えられる。

こうした点は、組織としての教育委員会にとって非常に望ましい活動のあり方として捉え

ることができる、という評価をいただいております。  

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、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いたします。  

 



－7－ 

【中山教育長】 馬場次長から説明がありましたけれども、まず最初にもあったように、

27年度の事業の点検評価のときにも教育委員の皆様からたくさんご指摘いただいていて、

振興計画の後期に入ったところで、この点検評価の報告書も見直していこうということが

課題になっておりました。今回、まず大きく変わっている部分が、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄと評価

していたものがこのような指標を中心とした評価に変わっているということと、それから

学識経験者が最後にまとめて基本方針全てについて述べておられたのを、基本方針ごとに

述べてくださっているというのが、まず大きく変わった部分です。それも含めまして、区

切らせていただいて進めたいなと思います。  

 まず、「はじめに」の部分から、８ページまでのところでご質問等ご質疑ありましたら

お願いいたします。  

 最初のこの説明等々の部分はよろしいですか。そうしたら次の部分に行かせていただき

ます。 

 ９ページから、「八尾市教育振興計画の進行管理」ですけれども、まず 13ページまでの

説明まではどうですか。それでは、そこまでは行かせていただきます。  

 次に、15ページまでの部分、成果指標について書かれているんですが、この部分で、こ

れはよろしいですか。よろしくお願いします。  

 それでは、早速16ページ、ここからが本題に入っていくかと思いますので、基本方針ご

とに行かせていただこうと思います。まず、基本方針１の「幼児教育の充実に取り組みま

す」の部分で、ご意見ありましたらよろしくお願いします。この間、昨年は私たち教育委

員会事務局につきましても、この幼児教育の充実に向けては、かなりの話し合い、話し込

みもしてきた部分でもありますので、そのあたりについて、書いていただいている部分も

あるので、ご質疑等あったらよろしくお願いします。  

 

【村本委員】  質問ですけれども、この１－１、幼児教育内容の充実のところで、実績値

が27年度より28年度が少し下がっているんですけれども、これは何かあったんですか。こ

のことは、誤差の範囲なんでしょうけれども、教えていただけましたらと思います。 

 

【中山教育長】 16ページの指標の部分で、実績値が 98.6から97.9になっている部分で、

これは指標自体が保護者へのアンケートですね。指導課、よろしいですか。  

  

【菊池指導課長】  こちらは、保護者へのアンケートをもとに集計をさせていただいてお

ります。27年度と比べると若干減った形で、数字としては見えてしまいますが、日々の活

動の中で保護者から特段大きな不満とかが出てきたことではありませんので、おおむね保

護者の中では満足していただいている数字ではないかと考えております。  

 

【村本委員】  わかりました。どちらにしろ、高い数字ですので、結構なことと思います。

ありがとうございました。  

 

【中山教育長】 それでは、基本方針２に行かせていただいてよろしいですか。  

 20ページから、「学校教育の充実に取り組みます」の部分からですけれども。 36ページ
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までということで、お願いします。  

 

【木下委員】  この学識経験者のそれぞれの項目の評価が、ここに入れられて、非常に読

みやすくなって、対比ができてわかりやすくなっていると、このつくりなかなかよかった

のではないかと思います。  

 それと、先ほどの基本方針１と同じですが、実績値が必ずしも右肩上がりでいくもので

はないというところがここにも見えるので、そのことへのご説明をいただけたらありがた

いということがまず１点です。  

 ２点目は、教育方針２も３もみんなそうですが、指標と評価の照らしができにくいとい

うことが、学識経験者のご意見としていただいているんですね。それは教育振興計画を基

準に置いているからそうなるとなると、教育振興計画の改定の検討というのが２年先ぐら

いからですよね。そこへどう生かせるのか。そのときに、きっと新たな教育状況も出てい

るから、こればっかりはどうしようもないんですよね。組みながらなので、この点検評価

した、いただいたのを、今度教育振興計画へどう生かそうとされているのか、来年度の予

算取りはもちろんですが、教育振興計画へも響くと思うんですが、そのあたりはどう考え

られているのかをお聞かせください。  

 

【中山教育長】 まず１点目、実績値が前後している部分もあるので、そのあたりについ

ての見解というか、事務局からの説明をお願いします。多岐にわたっているのであれです

が。先ほどの基本方針１と同じような状況にあるのか、それとも何かがあって数値が下が

ったのかというあたりを教えていただけたらと思います。  

 

【菊池指導課長】  昨年度と比べて右肩上がりでないという部分につきましては、例えば

全国学力・学習状況調査の結果については対象児童、生徒が違うというあたりが一つ関係

してくるのかなと思っております。また、事務局といたしましては、２－６の教職員の指

導力の向上の中で、授業の内容がわかると答えた児童、生徒の割合が平成 27年度に比べて

数字が低くなっている、このあたりが大きな課題と捉えており、研修の充実であったり、

授業力向上に向けた取り組みをさらに進めていかなくてはいけないと捉えているところで

ございます。  

 

【中山教育長】 馬場次長、２点目についてよろしいですか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  ご指摘のありました数値が上がったり下がった

りということは、学識経験者との話の中でも、やはり毎年の状況により、そういうことは

ありえる中で、平成32年度の目標に向けてどの位置にあるのか、あるいは今後どうしよう

としているのかということを示す必要があるとのことでした。今回、評価シートの見直し

についても、達成割合の見える化をしたほうがいいのではないかという助言をいただいた

ところでございます。  

もう一つの部分では、振興計画の指標設定についてですが、教育振興計画の策定に携わ

っていただいた学識経験者からは、その設定の難しさと、それに伴う事業を進めていく上
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での評価の難しさについてもお話があったところでございます。次期計画のときには、指

標設定の考え方と、各事務事業の取り組み指標との関連性を十分考えながら、見直しに取

り組んでいく必要があると考えています。  

 

【木下委員】  ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 そうしたら、重複する質問もあるかと思いますが、一応ページ数ごとに

一旦行かせていただきます。  

 基本方針３の「子どもたちの教育機会を保障します」の部分で、ご質疑ありましたらよ

ろしくお願いします。また、全般につきましては後ほどお聞きしたいと思います。 47ペー

ジまでの部分で。  

 

 【御喜田委員】  教えていただきたいんですけれど、40ページの３－２－６、スクール

ソーシャルワーカー活用事業で、計画値が平成 28年度50で、実績値が 367件ということで、

すごく増えているんですね。先ほど説明があったように、ＳＳＷの増員によって、学校へ

の配置が可能になったことから大幅に増加したと書いてあるんですが、ＳＳＷの方が大体

どれぐらい増えられたのかということと、それだけでこれだけ件数が増えるのか、去年の

実績値を見ると 52だったんですね。 52が367までふえたというのが、すごいことだなと思

ったので、ＳＳＷの方の増えた人数と、あとその方々の対応されることが何か増えたのか

なと思いましたので、その辺教えていただいてもいいですか。  

 

【中山教育長】 山本所長。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  まず、このＳＳＷの活動件数がふえました理由とい

たしまして、一つは昨年度までスクールソーシャルワーカー１名だったのが２名に、倍に

なっていることが挙げられます。 

 もう一点は、今、委員からもご指摘ありましたように、活動形態が２名にふえたことで

変わっております。一昨年度までは派遣ということで、学校園からケース会議の依頼があ

って初めてスクールソーシャルワーカーが学校園に出向くという形をとっておりました。

昨年度につきましては、２人配置という形で、小学校２校にお二人の方が、それぞれ週１

回行っていただく形にいたしましたので、常に学校の中の子どもたちの様子を見ていただ

きながら、担任の先生方とも子どもの情報共有ができたというところで、ケースの掘り起

こし、早期発見、早期対応につながる対応ができましたので、学校からの依頼を待つとい

うよりは、スクールソーシャルワーカーが積極的に掘り起こしに動いた結果、このように

活動件数が増えております。  

 

【御喜田委員】 学校にずっと常駐されていたということでいいんですか。その学校は特

定されているんですか。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  ２校、昨年度は南山本小学校と美園小学校に週１回
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配置という形でスクールソーシャルワーカーに行っていただきました。  

 

【御喜田委員】 それに追加して、その２校に配置はされているけれども、他校でＳＳＷ

にかからなければならない案件があったとき、どうするかもお願いします。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  ケース会議の依頼につきましては、一昨年度と同じ

ように対応しておりますので、各学校園のニーズに合わせての対応は以前どおり、そこに

加えて配置校での活動が増えているという形でございます。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。  

 

【御喜田委員】 はい。 

 

【中山教育長】 基本方針３の部分、細かいご質疑がなかったら基本方針４の、「生涯学

習とスポーツの基礎を培います」のところで、まずご質疑ありましたらお願いします。  

 

【御喜田委員】 50ページの４－２－４の家庭教育学級事業のところで、今回の計画値が

ゼロになっていて、実績もゼロになっているんですね。去年のものと比べると、同じよう

な項目であるんですが、私の見方が間違っているのかもしれないので、教えていただきた

いんですけれど、去年の指標も家庭教育学級参加者数となっていて、今年も同じように延

べ参加者数となっているのに、去年は 6,699件あったんですね。今回の実績がゼロという

ことなので、その辺教えていただけますか。  

 

【中山教育長】 南課長。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  家庭教育学級の事業につきましては、平成 27年度までの取

り組みについて、保護者同士のネットワーク、横のつながりを深めるということで、趣

味・娯楽的な講座が中心と開催されていた経緯が各学校であります。保護者同士の横のネ

ットワークをつなげるということがあったんですけども、平成 28年度は一旦この事業を立

ちどまって、 28年度におきましては具体的な家庭教育学級事業というものは行わず、家庭

の教育力を高めるための事業へと見直すため、庁内、また学校の現場のいろいろなさまざ

まな関係団体と協議を行いながら、今年度平成 29年度から新たな家庭教育学級事業という

ことで、スタートをさせていただいております。今年度とり行っておりますのは、具体的

に各学校現場、地域においてどういった子どもの教育力を高めるための課題があるのかと

いうことを、保護者と学校と地域と、それぞれが連携して考えるきっかけづくりをつくる

という取り組みに、仕組みを変えさせていただいておりますので、平成 28年度は実績がな

かったということでゼロになっております。よって、 29年度から新たな事業としての数値

がまた入ってくる予定となっております。  

 

【中山教育長】 再確認なんですけれど、 27年度事業で数字が計上されている形でいって
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いるじゃないですか。そのときの事業と、 28年にやっていた事業はまだ同じ事業をやって

いるじゃないですか、学校園で。そこの部分がゼロで入ってしまっていいのかどうかとい

う部分が、お願いします。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  家庭教育学級事業については、平成 28年度も市の事業とし

ての位置づけはございました。ただ、一旦立ちどまって見直しをかけるという事業内容で

ありましたので、具体的な事業の参加者数がゼロであったということになっております。  

 

【中山教育長】 それだったら、ここはゼロではなくて横棒の表記がよくないですかね。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  また事務方とも調整させて、表記は整理させてもらおうと

思います。  

 

【中山教育長】 わかりました。この表記の仕方をもう一回事務局と考えてください、お

願いします。  

 御喜田委員、またそのあたりで事務局に、整理してもらうようにしますのでよろしいで

しょうか。  

 

【御喜田委員】 はい。 

 

【中山教育長】 それでは、総評と全体的なことに移らせていただこうかと思いますが、

まず58、59ページのあたりで。総評と書かれている内容について、お聞きしてもよろしい

ですか。 

 総評の中でも、馬場次長の説明にもありましたけれども、この教育委員会では点検評価

のあり方自体に関しても、ＰＤＣＡサイクルにのっとった対策と活動が十分に展開されて

きたと言えようということで、組織としての教育委員会にとって非常に望ましい活動のあ

り方と評価いただいているんですけれども。 

 では、全般を通してもう一度この形で今度公表していくことになるかと思いますので、

この29年度に出させていただく28年度事業についての点検評価報告書について、全般的な

ご意見をいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。  

  

【百瀨教育長職務代理者】  平成29年度の教育委員会点検評価報告書ですけれども、28年

度の事業についてということで、去年度の評価に対して今年度どうしていくかということ

の狙いをきちっと押さえ、今後事務の見直しを図り、反映していくようにしていっていた

だきたいなと。だから、これはあくまで 29年度に向けての評価になっているんだと、この

あたり押さえておいていただきながら、説明するとき、その活用については今後に向けて

進める一つの評価になっているんだということは少し考えておいていただきたいと思いま

すし、全体で見させていただいて、昨年度の後期計画の策定後に、非常にこれは見直され

て策定されたものであるので、この取り組み評価をベースにしているということでは非常

に今回は見やすくなっているなと感じております。ぜひ、実績の価値を押さえながら、来
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年度に向けて取り組む大事な評価としていただきたいなと考えました。よろしくお願いし

ておきたいと思います。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。  

それでは、採決に移らせていただきます。議案第 29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 29号「平成29年度教育委員

会の点検及び評価に関する件」について、原案どおり可決いたしました。  

 

｛報告事項｝ 

 

【中山教育長】 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。  

 事務局から、報告事項はございませんか。よろしいですか。ないようですので、以上を

もちまして、７月定例教育委員会を終了いたします。  

 


