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１０月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、10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村本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。  

  

【中山教育長】 では、９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】 よろしいですか。全委員異議なしと認めます。よって、９月定例会会議

録につきましては承認と決しました。 

 

【中山教育長】 それでは、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

  

 

（教育長報告）  

９月22日（金） 

９月23日（土） 

 

９月24日（日） 

 

 

９月28日（木） 

定例教育委員会  

平成29年度「空の日」・「空の旬間」記念事業絵画コンテスト表彰

式 

第51回大阪府下招待柔道団体優勝大会  

第２回中高安台文化祭  

市立中学校体育大会  

９月市議会定例会本会議（第４日）  

開 催 年 月 日  平成２９年１０月２０日（金）  

開 催 時 間   午前１０時００分  

開 催 場 所   本館６階 大会議室  

出 席 委 員  

 

中 山 教育長 

木 下 教育長職務代理者  

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・西崎教育総務部次長兼八尾図書館長・

亀甲学校教育部次長・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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９月29日（金） 

９月30日（土） 

 

10月１日（日） 

10月３日（火） 

10月６日（金） 

 

10月８日（日） 

10月10日（火） 

10月13日（金） 

 

 

10月14日（土） 

10月15日（日） 

 

10月17日（火） 

 

10月18日（水） 

10月19日（木）  

予算決算常任委員会全体会  

９月市議会定例会本会議（第５日）  

世界人権宣言パネル展  

2017いきいき健康フェスティバルｉｎ八尾  

市立小学校運動会  

2017年高安悠画会「かがやき」絵画展  

曙川南中学校文化祭  

大阪府都市教育長協議会 10月定例会  

市立特別支援学校運動会  

予算決算常任委員会文教分科会  

臨時教育委員会  

定例教育委員協議会  

予算決算常任委員会総務分科会  

八尾市ダンス協会ダンスコンサート  

安中地区市民スポーツ祭  

西郡はなはなマーケット 

平成29年度第2回社会教育委員会議  

平成29年度第3回行財政改革推進本部会議  

予算決算常任委員会全体会  

「手をつなぐ子らの会『連合運動会』」  

 

【中山教育長】 他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

報告よろしくお願いいたします。  

  

【木下教育長職務代理者】  きのう、八尾小へ授業研究ということで午前中お伺いしまし

て、八尾小学校の今回新しく指導要領が変わっていくに当たってのアクティブラーニング

と言われているものですね、その取り組み等々のお話を校長先生からお聞きまして、取り

組みの特徴をあらわしている算数の授業、それと私が見たいということで社会科の授業等

を見せていただいて、お話をしてきました。なかなか子どもたち、熱心に学習に取り組ん

でいましたし、先生方も熱心に丁寧な授業をされていました。それと新しい教育方法につ

いて校長先生と話し合ってきました。  

 

【中山教育長】 ありがとうございました。  

 ほかに委員の皆様、何かございませんでしょうか。よろしいですか。  

 百瀨委員の逝去に伴いまして、去る 10月13日の臨時教育委員会議の冒頭において黙禱さ

せていただいたところでありますが、その後、委員の皆様、それから退任した元委員とと

もにご霊前に赴かせていただきました。とても穏やかな優しい表情のお写真の前で、私た

ちは、手を合わさせていただき、改めて新たな委員が任命されるまでの間、このメンバー

でしっかりと頑張ってまいろうと心を新たに決意したところです。よろしくお願いいたし

ます。 
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｛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。  

 その前に、本日審議いたします議案のうち、議案第 39号及び第40号の取り扱いについて

お諮りいたします。  

 議案第39号については、39号及び40号につきましては、関係資料が八尾市情報公開条例

の規定により、公開可能な時期が来るまでは非公開とすべきものであることから、本件に

係る審議は非公開としたいと考えております。委員の皆様、いかがでしようか。  

 

【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 39号及び議案第40号につき

ましては、非公開で審議することといたします。議事進行の都合上、この案件については、

他の議案の審議及び報告事項等全てが終了した後に行いたいと考えております。  

 それでは、議案審議に入らせていただきます。  

 まず、議案第38号「平成30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。  

 提案理由を今岡教育総務部次長より説明願います。 

 

【今岡教育総務部次長】 それでは議案第38号「平成30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30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。  

 平成29年度末、30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いるところです。  

 八尾市立学校園教職員人事基本方針（案）をご覧ください。順にご説明いたします。  

 １の教職員の人事についてです。学校園の活性化、教職員の資質向上の観点から、特に

次の点に留意して行います。まず、アでお示しいたしましたように、定数事情を勘案した

上で、新規採用とともに、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、それぞれの学校園において、

各分野の推進力となる教職員を適正に配置できるよう、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、特別支援教育、生徒指導が推進されるよう、

教職員配置に努めてまいりたいと考えております。  

 また、小中一貫教育の推進を図るため、小中学校間や同一中学校区内の小学校間の異動

についても積極的に進めてまいりたいと考えております。  
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 ウにつきましては、校園長の経営方針のもと、魅力ある学校園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。  

 エにつきましては、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等を行ってまいります。

初任者は４年から６年、２校目以降は７年から 10年で異動対象となりますが、最長である

６年、10年まで残すという考えではなく、４年、７年での異動をすることで、２校目、３

校目での勤務を早く迎えさせ、人材育成につなげたいと考えております。  

 オの、多様な人事交流の推進についてですが、市町村間、異なる校種間に加え、昨年度

より府立学校、教育委員会事務局も新たに明記いたしました。さまざまな学校現場、ある

いは教育行政を経験することで、教職員の育成に資する人事異動を推進してまいります。  

 その他、ここには書いておりませんが、大学附属学校との人事交流につきましても、こ

れまでどおり積極的に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、新規採用者との面談や経歴、特技等を勘案し、

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、小中一貫教育の推進や若手教職員の管理職登用を念頭に置いた、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の生命・人権尊重の教育につきましても、その推進に向け、適切に人材を配置してま

いります。  

 最後になりますが、４の女性教職員についてですが、28年度末、29年度当初の異動にお

きまして、４名の女性校長が退職されましたが、４名の女性新任教頭が誕生いたしました。

将来の管理職登用へとつなげられるよう、教諭の異動の時点から、活躍が期待できる人事

配置を行うことで、育成していき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月に開催する校園長会で提示する予定です。

校長会におきましては、これまでの人材育成の視点に加え、本年度は小中一貫教育の推進

に寄与する人事異動を進めるという方向性を示したいと考えております。また、園長会に

おきましては、この基本方針を原則としながらも、平成 31年度認定こども園開園を見据え、

移行期における園児や保護者の安心感を大切にしながら先生方が意欲的に勤務できる人事

となるよう、状況に応じて柔軟に対応していきたいと考えております。  

 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お願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 提案理由の説明がありましたが、この基本方針が決定されましたら学校

園長におろすという形になるかと思いますので、ご審議よろしくお願い申し上げます。  

 

【木下教育長職務代理者】 これは希望になりますが、今ご説明の中でも、小中一貫がポ

イントになっていくということで、小中の連携と同時に小小ですね、１中２小、あるいは

１中３小ある、小小の連携をご指摘いただいているんですが、これがある意味では一番重

要なところかなと思います。小学校と中学校、みんな文化の違いは承知しているんですが、
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小学校と小学校の間でなかなか難しい問題があるというのが、他市等々の現状を聞くと実

情じゃないかなと思います。そういう意味では、校区間の合同研修等を持ちながら、文化

差を埋めていく努力が必要でしょうし、そこでリーダーシップをとることのできる先生の

配置について、人事上難しい問題だとは思うんですが、ぜひよろしくお願いしたいという

ことです。  

 

【今岡教育総務部次長】 今、ご指摘いただいたことは往々にしてあることだと認識して

おります。今、学校長の学校経営方針のもと、学校運営がなされているわけですが、中学

校区でそういった教育目標を統一する等、いろいろな取り組みはなされています。ただ、

定期的な会合だけではなくて、教職員の異動をもってそれぞれの文化の違い等を埋めなが

ら、同じ方向に向かうような人事異動ができればなと考えております。  

 

【中山教育長】 要望ということでよろしくお願いします。  

 ほかに委員の皆様、よろしいですか。  

 私から１つ。管理職人事のことなのですが、ここにも書いてあるように、女性校長が一

時ふえたんですが、減ってきているので、管理職としての魅力をしっかりと伝えていって、

女性登用が進むようにということはお願いしておきたいと思います。  

 もう一つ、小学校出身者の校長と中学校出身者の校長を見ると、中学校出身の校長がす

ごくふえていて、小学校の校長先生も中学校出身者が大変比率としては高くなっているん

ですね。これはこれで小中一貫教育を進めるにはある意味メリットであるわけでもありま

すが、先ほど木下教育長職務代理者から話があったように、学校文化が違いますので、校

長先生方が小学校の文化を理解されるまでに四苦八苦されている面もあるので、そのあた

りも教育委員会としてしっかりと助けていけるような、それは人事だけではなくて、全体

でやっていかないといけないと思いますので、事務局、よろしくお願いします。  

 あと、小学校の管理職受験者がふえないのは、理由はありますか。  

 

【今岡教育総務部次長】 その年によっていろいろあるとは思います。今現在、中学校出

身の管理職の方が多いんですが、管理職や指導主事選考受験は、今年度も含めまして、小

学校が少し多くなってきている傾向がございます。これがその指導主事、教頭の任用、採

用、任用試験の数年後に校長にあらわれてくるというところがあると思いますので、実際

に学校には働きかけておりますし、その年その年で偏りがあったときには、特に少ないほ

うの受験をまた校長先生にお願いしたり、次年度にそのあたりを強化したりというような

ことは考えながらやっております。文化の違いということ、また、今小中一貫連携という

のを進める中で、随分そういったところは埋まりつつあるのかなとは思うんですが、小学

校出身、中学校出身のそれぞれの管理職がバランスよく配置できるように、指導主事等の

任用の段階から計画的に先を見据えて行ってまいりたいと考えております。  

 

【中山教育長】 ほかに委員の皆様、よろしいですか。  

 それでは、質疑ないようですので採決に移らせていただきます。  

議案第38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。  
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【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 38号「平成30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。 

 全国学力・学習状況調査について、菊池指導課長、お願いします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、平成 29年度の全国・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。 

 お手元の資料をご覧ください。調査の対象学年は、小学校６年生と中学校３年生、それ

ぞれ国語、算数・数学を平成29年４月18日に実施しております。  

 本年度の八尾市の調査結果についてでございますが、（２）八尾市の調査結果について

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の内容ごとに、平均正答数と平均正答率、対全国比に分けて結果を記載してお

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、対全国比が各

教科・区分とも昨年度より O.01ポイントの幅で上下しましたが、全国とほぼ同水準でした。

中学校においては、国語Ａについては昨年度同様の結果でしたが、それ以外の教科・区分

について、全国との差が0.03から0.06ポイント広がりましたが、平成 26年時の小学校６年

生当時の調査と比較すると、全ての教科・区分において全国との平均正答率の差が最大

2.3ポイント縮まるなどの改善が見られました。  

 また、小中学校ともに、算数・数学の基本的な計算問題については、今年度も全国平均

を上回り、基礎基本の定着が見られる結果となっております。また、無回答率についても

年々減少するなど、改善傾向が見られます。  

 裏面をご覧ください。小学校の国語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。棒グラフについては八尾市の数値、

三角の折れ線グラフが大阪府、四角の折れ線グラフが国の数値となっております。折れ線

グラフと棒グラフの関係を見ますと、小中学校ともに、国や府とほぼ同じ分布状況となっ

ております。  

 それぞれの教科・区分の領域問題について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。国語については、「漢字を正しく読むこと」については、お

おむね良好な結果となっております。また、「 400字詰め原稿用紙２枚から３枚の感想文

や説明文を書くことは難しいと思いますか」の質問に、「そう思わない」と回答する児童

は平成26年度と比較すると4.5ポイント増加し、中学校では、平成 25年度と比較すると8.5

ポイント増加しております。これまで、書くことが課題であると捉え、書く取り組みを各

校で実践していただいた成果だと思っております。しかし、示された条件に従って書くこ

とや、条件が複数になると全ての条件に対応した回答ができないなどの課題が見えてきた
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ことから、ふだんの授業から条件を設定し、書くという取り組みが必要だと考えておりま

す。 

 算数・数学については、数と計算、数と式のうち、計算問題については、全国平均を上

回っており良好な結果となっておりますが、算数・数学的用語の意味を正確に理解するこ

とや、数や式があらわしている意味を説明すること、言葉と式を使って、考え方を説明す

ることが課題となっております。自分の考えに根拠を持ち、相手に説明するなどの言語活

動を積み重ね、算数・数学的知識を生きた知識にする必要があると考えております。  

 続きまして、２枚目、３枚目の資料、児童・生徒の質問紙の調査結果についてをご覧く

ださい。この資料につきましては、全 94調査設問の中から代表的なものを抜粋し、①豊か

な人間性について、②基本的な生活習慣について、③家庭学習について、④学校生活・地

域についての４つの項目に分け、分析したものでございます。  

 まず、①豊かな人間性についてですが、小学校では、「物事を最後までやり遂げてうれ

しかったことがある」と回答した子どもの割合は、全国と同じまで達成する結果となりま

した。また、中学校では、「物事を最後までやり遂げてうれしかったことがありますか」

「学級みんなで協力して何かをやり遂げうれしかったことがありますか」等の達成感の２

項目については、この資料にはありませんが、小学校６年生時と比較すると上がっており、

学校が子どもたちに達成感を感じさせる行事や活動を積極的に取り組んだ成果だと捉えて

おります。  

 しかし一方で、小中学校ともに「いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思

う」と回答した子どもの割合は減少しており、いじめについての正しい認識を教職員がよ

り意識して伝え切る取り組みが必要であり、また、否定的な回答をしている子どもらにし

っかり目を向け、集団づくりの取り組みや道徳の授業を中心とした規範意識の醸成が必要

だと考えます。  

 次に、②基本的生活習慣についてですが、中学校で、「読書が好きだ」と回答した子ど

もの割合は増加しましたが、スマートフォンや携帯式のゲームで３時間以上ゲームをする

子どもが小中ともに増加しており、依然として本市の大きな課題であると考えます。  

 また、今年度から「テレビを見る時間やゲームをする時間等のルールを家の人と決めて

いますか」「携帯電話やスマートフォンの使い方について、家の人と約束したことを守っ

ていますか」等の２項目が新たに追加されました。どちらも、全国と比べて低い結果とな

っており、家庭でルールを決めること、決めたルールをしっかり守らせることが大切であ

り、啓発を続けることが必要だと考えております。  

 次に、③家庭学習についてですが、小中学校ともに、ふだん、学校の授業以外で30分以

上勉強する子どもの割合は改善傾向にあり、また、３時間以上勉強すると答えた子どもの

割合は全国を上回りました。しかし、小中学校ともに「授業以外では、全く勉強しない」

と回答した子どもの割合が増加し、全国と比べても高い結果となっております。効果的な

家庭学習の方法について、啓発が必要だと考えております。  

 次に、④学校生活・地域についてですが、小中学校ともに「先生は、あなたのよいとこ

ろを認めてくれる」と回答した子どもの割合は、年々増加しているものの、「学校が楽し

いですか」「学校で友達に会うのは楽しいですか」の項目では、小中学校ともに昨年度と

比較すると減少しております。学校が、安心して学習や生活ができる場所となるよう、教
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職員が児童・生徒の内面をしっかりと理解し、学級や学年の集団の質を高めていく取り組

みが必要であり、今後も家庭・学校・地域と連携した、一人ひとりの子どもにとって居場

所のある教育環境づくりが大切だと考えております。  

 全国学力・学習状況調査の結果分析については、各学校において丁寧な分析を実施して

いるところです。教育委員会といたしましては、学力向上担当者会において、今年度成果

の上がった学校の取り組みを情報共有するなど、授業改善につなげてまいりたいと考えて

おります。  

 なお、この分析結果につきましては、本市のホームページにも掲載いたしますことをお

伝えしておきます。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。  

 

【中山教育長】 ありがとうございました。  

 きょう、この報告が終わり次第、ホームページにアップするということですか。  

 

【菊池指導課長】  はい、その予定で進んでおります。  

 

【中山教育長】 わかりました。今までにない説明だなと思ったのは、中学３年生につい

て、その子たちの小学校６年生時を振り返ってみるという、これは公には初めての試みで

すよね。 

 

【菊池指導課長】  現中３の子どもたちは、小学校６年生の調査結果のときに課題が大き

い学年という結果になりました。 25年、26年、27年と比べても調査結果としては非常に厳

しい状況でございましたので、その子どもたちが小学校６年生、中学校１年生、中学校２

年生と学習をする中でどのような成果があらわれてきたのかというあたりも含めて、分析

をしていきたいと考えておりましたので、比較をさせていただいたという状況でございま

す。 

 

【中山教育長】 大事なことですね。  

 教育委員の皆様、忌憚ないご意見聞かせていただけたらと思いますので、よろしくお願

いします。  

これを私たちもしっかりと念頭に置いて、八尾の教育どう進めたらいいか、今も分析が

ありましたが、しっかりと学校園に対して見ていきたいなとは思っていますが、方針もこ

れに合わせて立てていかないといけないと思いますので。 

 先ほど、八尾小に行ってくださった木下教育長職務代理者、子どもたちすごく頑張って

いるように見えますけれども、数字にするといかがなものですかね。 

 

【木下教育長職務代理者】  先生方も頑張っておられるし、子どもたちも頑張っていると

いうことで、それが数字にどう出てくるのか、私はきのう八尾小へ行ってきたんですが、

平均で出てくるので、何とも言いがたいところはあるというのが実際のところです。恐ら

く、事務局はそれぞれの学校の経過をお持ちだと思うので、そこをしっかりと分析してほ
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しいなと思います。成績というのは偶然性によることももちろんあるわけですが、何かに

取り組んだとか、何かをしたから結果がこうなったということになるのか、そういう、き

っと細かい分析が要求されているのだろうと思います。八尾の全ての学校でそれが無理だ

とすれば、観察学校というんですか、そういうポイントになる学校を幾つか決められて、

分析されるということも一つの方法かと思っています。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  

 事務局、またその点もよろしくお願いします。  

 

【菊池指導課長】  先ほど少し報告の中でも申しましたけれども、成果のあった学校を委

員会でも把握している状況です。その学校が一体どのような取り組みをすることによって、

子どもたちの調査結果に現れたのかについては、今後学力担当者会の中で全校に広めてい

きたいと思っております。  

 また、府の加配を活用し、組織的な学力向上の取組みを進め、指導方法の工夫改善に努

める研究推進校（ＡＳ校）が、小学校、中学校ともに配置されておりますので、そのＡＳ

校の効果的な取り組み実践についても広げていきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。  

 

【木下教育長職務代理者】  学力検査の結果としてはそういう取り組みをお願いしたいの

ですが、八尾小はノート指導をすごくしっかりされているんですね。ここで書くことの問

題が出ているんですけれども、全国的に全校統一様式のノートづくりというんですか、そ

れが非常にふえてきていまして、そのノートの形式によって確実に子どもの書く力が伸び

る方式がいろいろと言われてきているのもあるかと思いますので、よくご存じのことだと

思いますが、その検討も要るのかなと、きのう八尾小へ行かせてもらって思いました。  

 

【中山教育長】 ありがとうございました。また、参考に私たち八尾市も頑張っていきた

いと思います。  

 また、先ほどの報告の中で、豊かな人間性等々、４点についても生活調査のアンケート

の結果から見えてきたものもあるんですが、確かに頑張っているなというのがこの生活調

査の面からわかる面と、先ほどいじめ等々についてはもっとしっかりと認識させなければ

ならない課題等も見えてきたということで、この点はすごく活用していけるかなと思うの

で、よろしくお願いします。  

 村本委員、いかがですか。  

 

【村本委員】  教えていただきたいんですが、今、国中で大問題になっています携帯電話

ですけれども、これで見ると２時間以上やる子の比率がかなり高いと思うんですが、１時

間ぐらいはいいかなと思いますけれども、この時流ですから。１日24時間のうち睡眠時間

があって学校へ行く時間があって、残りの食事の時間等もあって、その中で２時間以上と

いうことになってくると、かなりのウエートを占めていると思うんですけれども、啓発と
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いうか指導は何かされているんですか、学校としては。  

 

【菊池指導課長】  携帯電話とかスマートフォンの使い方については学校でも啓発はして

いるところでございます。これについては、家庭の協力というものが非常に重要だと感じ

ております。今年度、新たな質問項目の中にも出ておりますように、「家庭の中でゲーム

をする時間などのルールをきちんと決めていますか」とか、その「決めたルールを守って

いますか」という質問項目が追加されております。こちらのほうについても、家庭にもし

っかり啓発する中で、子どもたちが１日の時間を正しく使えるように、そしてまた家で決

めたルールをきちんと守れるように、家庭と協力しながら取り組んでいけるような啓発を

進めていきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 そうですね。過去の委員会でも生涯学習スポーツ課の、今取り組んでい

る家庭学習でもスマホ等々については学校園と地域とともに取り組んでいるという報告も

あったので、教育委員会一体となってやっていきたいなと考えますので、よろしくお願い

します。  

 御喜田委員、いかがですか。  

 

【御喜田委員】 私も、先ほど教育長がおっしゃったように、小学校６年生の子どもたち

が中学校３年生になったときにどのようなアンケート結果を出してくるのかというところ

の視点で見られているのがすごくいいなと思いました。生活調査の部分で、子どもたちが

自分が認められている、達成感だったり自己肯定感を持てている、小学校６年生のときよ

りも今回の調査でそれが出ているということがすばらしいなと思って、学校での毎日のか

かわりだとか、また保護者の方のかかわりとかで、一番難しい時期、自分はこんないいと

ころがあると自己肯定感を持って毎日を過ごせているのがいいなと思いました。  

 成果が上がった取り組みに対して、またいろいろな学校でそれを振り返っていきたいと

おっしゃっていたと思うんですけど、学力って目で見てわかりやすいと思うんですけれど、

メンタル的な気持ちの部分だとか、家庭学習の部分は見えにくいと思うんですけれど、こ

のアンケートの結果でそういうところも出ているので、学校での取り組みもあると思うの

で、こういう取り組みをしたから子どもたちがこんなふうに自信を持てただとか、達成感

を味わうことができた、例えばイベントだったりそういう授業だったりというのも見てい

ただいて、本当今の時代難しいなと思うんですけど、子どもたちが将来に向けて夢を持っ

て毎日過ごせるような、そんな学校生活を送ってほしいと思います。  

 

【中山教育長】 ほかにありませんか。  

 それでは、ないようですので以上をもちまして公開の議事は終了いたします。 

 それでは、議事の都合により暫時休憩いたします。  

 

（暫時休憩）  
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（以下、非公開審議） 

 

【中山教育長】 それでは、議事を再開いたします。  

 なお、議案第39号及び第40号についての審議につきましては、冒頭に申し上げましたと

おり、今から非公開で行います。  

 では、議案第39号「八尾市立龍華図書館の指定管理者指定の市議会議案提出の件」につ

いて審議いたします。  

  それでは、提案理由を西崎教育総務部次長兼八尾図書館長より説明願います。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  それでは、ただいま議題となりました議案第 39

号「八尾市立龍華図書館の指定管理者指定の市議会議案提出の件」につき、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17号の規定によ

り、委員会の議決を求めるものです。  

 提案の理由でございますが、平成 30年３月31日に、指定管理期間が満了となるため、次

年度以降の新たな指定管理者を指定する必要がありますので、本案を提出するものです。  

 まず、指定管理者の選定に至る経過及び選定結果についてご説明申し上げますので、資

料①をご覧ください。公募につきましては、市政だより及びホームページによって周知し、

７月１日から８月31日までの間募集いたしました。応募書類は市内図書館及びホームペー

ジで配布し、現地説明会には１団体が参加し、最終的に１団体から応募がありました。  

 選定は、資料②にございますように、学識経験者１名、公認会計士１名、市の職員１名、

その他教育委員会が必要と認める者２名の計５名からなる図書館施設に係る八尾市教育委

員会指定管理者選定委員会が、資料③にお示ししております評価指針に沿いまして、提出

書類及びプレゼンテーションにより評価・選定を行ったものでございます。  

 選定結果につきましては、資料④の評価集計表のとおりとなります。総得点900点中654

点を獲得した、株式会社図書館流通センターが指定管理者の候補として選定されたところ

でございます。  

 選定基準の項目では、１の利用者の平等な利用及びサービス向上についての項目及び４、

公の施設の管理を安定して行う組織体制についての項目が高く評価されております。また、

なお、集計表の３の③につきましては、経費の縮減を評価する項目となります。評価集計

表の下段にありますように、募集段階に本市が提示した５年間の指定管理料の上限に対す

る提案額の割合によって配点が決まるもので、今回は算定表の 95％以上 100％未満に該当

したことから、10点となっております。  

 また、選定委員のご意見をまとめたものが、資料⑤、八尾市立龍華図書館の指定管理者

選定に係る八尾市教育委員会指定管理者選定委員会による講評でございます。主な内容と

いたしまして、乳幼児から高齢者までその年代に合ったイベントや講座が計画されており、

さまざまなアプローチで読書活動を推進する取り組みが示されていること、学校等への司

書派遣や図書館ボランティアの育成など、地域との連携を進める具体的な取り組みが示さ

れていること、職員配置において司書資格を有する者の配置や体系的な人材育成が提案さ

れていることなど、公立図書館としての効用を十分発揮できるものと判断されたものでご
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ざいます。 

 なお、指定の期間は平成30年４月１日から平成35年３月31日までの５年間でございます。

また、参考資料といたしまして、資料⑥、指定管理者募集要項及び資料⑦、応募団体から

の事業計画概要書を提出しております。  

 以上、簡単ではございますが提案理由及び選定経過等となります。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いたします。 

 

【中山教育長】 ただいまの提案理由の説明につきまして、委員の皆様から質疑等よろし

くお願いいたします。  

  

【村本委員】  選ばれました株式会社図書館流通センターとありますけれども、名前から

は図書館の管理のイメージがないんですけれども、どのような会社かご説明いただけます

でしょうか。 

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  図書館流通センターでございますけれども、東

京都文京区に本社がございまして、関西支社が吹田にございます。主な業務といたしまし

ては、学校図書館向け、あるいは公共図書館向けの書籍の販売、並びに図書館運営の受託

等を主に行っておる会社となります。  

 

【村本委員】  それと、今まではどこがやっていたんでしょうか。 

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  龍華図書館に関しましては、平成２７年８月に

開館して以来、図書館流通センターが運営してございます。  

 

【村本委員】  じゃあ、引き続いてということになるわけですね。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  今回、候補者として選定されたものです。  

 

【中山教育長】 先ほどの村本委員の質問で、図書館流通センターの会社そのものの説明

なんですけれども、府内でどれだけ、同じ仕事しているとか、全国ではどうか等、そのあ

たりのご質問だったと思うので、補足していただければと思います。 

  

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  こちらの会社ですけども、全国で 510の図書館

で、関西では 28の自治体、71の図書館につきまして受託業務があります。そのうち、指定

管理者をやっておりますのが 350の図書館でやっております。また、大阪府内では指定管

理者も全部で７市であるんですけども、その大半を図書館流通センターが担っております。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。  

 

【村本委員】  名前のイメージと違ったんですけれども、それだけ実績のある会社でした
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ら安心してお任せすることができると思います。ありがとうございました。  

 

【中山教育長】 実際に教育委員の皆様には龍華図書館にも行っていただいたこともあり

ますし、そのあたりも含めて同じところが続けてということなんですが、直営と指定管理

者との連携等々、何度も私たちは聞いているんですが、そのあたりについてはどうでした

かね。 

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  連携を基本とした図書館４館の運営をしており

まして、毎月、館長会議、実務担当者会議、選書会議など、館長レベルから実務者との連

携をしております。  

 

【木下教育長職務代理者】  龍華図書館、引き続き図書館流通センターということなんで

すが、これは公募募られたのが１団体だったということをどう評価されているのかが１点。  

 それと、今までこの図書館流通センターがやってきているんですが、図書館流通センタ

ーがやっている間の年度がわりの報告書みたいなものは出ているんですかね。ホームペー

ジにアップされているのかもしれないんですが、見てないんで。前回の全体の活動の報告

書、それはどうなっているのかなということと、今度新規でこの１団体が来られたんで、

どこに改善点が見られるのか等、あるのかなと勝手に想像するんですが、そのあたりはい

かがなものなんでしょう。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  年次の報告書、あるいは我々のほうで行ってお

りますモニタリングの評価といったものがございます。そういったものにつきましては、

ホームページ等で公開させていただいておりますが、また委員の皆様にもあらためて情報

提供をさせていただきたいと思っております。その中で、まず評価から言わせていただき

ますと、アンケート結果では、およそ９割の利用者の方々から、満足であると評価をいた

だいております。また、モニタリングの評価では、約 60項目にわたってチェックをさせて

いただいて客観性を高めながら評価しましたが、こちらにつきましても水準以上の運営を

されていると評価してございます。  

 改善点と申しますと、さらに地域との連携、学校との連携を深めてもらいたい。  

 あと、４館共通の課題でもあるんですが、ヤングアダルト層、中学生、あるいは高校生

に向けた読書活動を進めることと考えております。  

 あと、募集が１社だけだったことについてですが、年次報告書、モニタリングレポート

を、我々公開等もしております。また実際の運営状況というものを他社も研究、調査され

たかと思います。そういった中で、我々が示しました募集要項ですとか、仕様書等と照ら

し合わせまして、参入の可否を検討したと思うんですが、その結果応募しなかったと我々

は推定してございます。 

 

【中山教育長】 図書館協議会にはきちんとかけていただいているかと思うんですが、教

育委員の皆様にも今後ホームページ等々のアップ前には情報提供をしていただくようによ

ろしくお願いします。  
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【中山教育長】 よろしいですか。  

 

【御喜田委員】 実績もあってすごく評価もいい団体だということで、安心してお任せで

きるのかなとは思うんですが、講評のところにある地域資料のデジタルアーカイブ化とい

った自主事業の提案については、メリットとデメリットを精査した上で、市と慎重に協議

を進めると書いてあるんですが、この地域資料のデジタルアーカイブ化ということと、そ

のメリットとデメリット、どう認識されておられるのか、教えていただいていいですか。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  電子図書館サービス等の提案についてでござい

ますが、いろいろとメリット・デメリットというのがございますので、今回提案を受けま

したが、選定委員の方から慎重に市と協議する必要があるとされたものでございます。  

 

【中山教育長】 メリットとデメリットの説明をお願いします。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  電子書籍のメリットというものは、一つ利用者

の視点に立ちますと、 24時間利用ができることですとか、図書館に行く必要がないといっ

たところがあります。また、紙の本と比べまして汚れたり破れたりということもなくなり

ますし、図書の返却におきましても延滞というような事象もなくなります、というメリッ

トがございます。  

 ただ、デメリットと考えておりますのは、提供されているコンテンツ、本の数がまだ少

ないという状況です。また、インターネット端末も必要だということになりますので、そ

れらを利用者に貸し出すかどうかといったことも課題となってございます。また、それら

に関する費用も課題となっております。これらを踏まえまして、研究しておるというとこ

ろでございます。  

 

【中山教育長】 お願いします。  

 

【田中生涯学習担当部長】  市の第 2次図書館サービス計画の中では、図書館資料の電子

化について、進める方向性を示しておりますが、その中でもここにも書かれているように、

本当に踏み込んでいったときにどんなことがあるんだろうかという中で、一つは著作権を

含めて電子書籍の普及状況の問題でありますとか、電子化されることによって、さらに図

書館に市民が来ていただけなくなるというようなところ、龍華図書館が例えば先行したと

きに、残りの直営３館との整合性について、市としてどう考えていくのというようなとこ

ろも含めて調整、検討していかないといけないというところで、その実施に当たっては市

と十分協議するようにと、そういう議論でございました。  

 

【中山教育長】  ほかに、よろしいですか。  

 それでは、質疑もないようですので採決に移らせていただきます。  

 議案第39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。  
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【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 39号「八尾市立龍華図書館

の指定管理者指定の市議会議案提出の件」について、原案どおり可決いたしました。  

 引き続きまして、議案第40号「八尾市立しおんじやま古墳学習館の指定管理者指定の市

議会議案提出の件」について審議いたします。  

 それでは、提案理由を渞文化財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 40号「八尾市立しおんじ

やま古墳学習館の指定管理者指定の市議会議案提出の件」につき、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 17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。  

 提案の理由ですが、平成30年３月31日に指定管理期間が満了となるため、次年度以降の

新たな指定管理者を指定する必要がありますので、本案を提出するものです。  

 まず、指定管理者の選定に係る経過及び選定結果についてご説明申し上げますので、恐

れ入りますが、資料①をご覧ください。公募につきましては市政だより及びホームページ

によって周知し、７月１日から８月31日までの間募集いたしました。応募書類は文化財課、

文化財施設及びホームページ等で配布し、現地説明会には１団体が参加し、最終的には１

団体からの応募となりました。  

 選定は、資料②にございますように学識経験者２名、公認会計士１名と市の職員１名、

その他教育委員会が必要と認める者１名の計５名からなる文化財施設に係る八尾市教育委

員会指定管理者選定委員会において、資料③にお示ししておりますように評価指針に沿っ

て、提出書類及びプレゼンテーションにより評価・選定を行ったものでございます。  

 選定結果につきましては、資料④の評価集計表のとおり、総得点 500点中331点を獲得し

た特定非営利活動法人歴史体験サポートセンター楽古を、指定管理者の候補者として選定

されたところでございます。  

 選定基準の項目では、１、施設運営の方向性や２、施設活用の観点の項目が高く評価さ

れております。なお、４、経費の効率性のうち12、経費の縮減額については、資料④の下

段にあるように、募集段階において本市が提示した５年間の指定管理料に対する縮減率の

割合によって配点が決定されるもので、今回は提示した指定管理料と同額であったことか

ら、０点となっております。  

 次に、選定委員会のご意見をまとめたものが、資料⑤の文化財施設指定管理者選定に係

る八尾市教育委員会指定管理者選定委員会による講評でございます。施設管理の方向性に

おいては、ユニバーサル・コフンミュージアムと題して、外国語表記の設定や土器等に触

れるなど、人に優しい展示を進め、誰もが親しめる施設づくりを提案しております。また、

施設活用の観点では、子どもや大人のそれぞれを対象としたワークショップを実施し、さ

まざまな世代間交流の場をつくり、歴史を伝えていくなど、施設の特色を生かす提案をし

ており、文化財施設としての効用を十分発揮できるものと、選定委員会各位が判断された

ものでございます。 

 なお、指定の期間は平成30年４月１日から平成35年３月31日までの５年間でございます。 
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 また、参考資料といたしまして、資料⑥、応募団体からの事業計画概要書及び資料⑦の

指定管理者募集要項を提出しております。  

 以上、簡単ではございますが提案理由及び選定経過でございます。よろしくご審議賜り

ましてご承認賜りますよう、お願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  

 では、この議案第40号につきまして、質疑よろしくお願いいたします。  

これも、指定管理者は応募１社ということで、その点についてはどういう見解をお持ち

ですか。  

 

【渞文化財課長】  指定管理者制度につきましては、本来サービスの提供者を、民間事業

者から幅広く求めて、複数の事業者に計画書を提出していただくということが望ましいと

総務省からの通知においても示されております。そのため、複数の事業者から申請をいた

だいて選定させていただくのが望ましいと考えております。しかし、結果として、今回１

社の応募しかなかったということにつきましては、真摯に受けとめまして、次回の選定に

向けて庁内の指定管理者選定連絡調整会議等の場を活用して、より競争性が高まるような

選定に向けた取り組みを目指すよう協議していきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 前回の選定のときにはここも含めて何社か来ていたんですね。  

 お願いします。  

 

【渞文化財課長】  本施設につきましては、これまで３度の指定管理者の選定を行ってお

りますが、当初の平成 16年度は７社、それ以降につきましても２社から３社の応募がござ

いました。  

 

【中山教育長】 というような経過を踏んでいるんですけれども、委員の皆様、いかがで

しょうか。  

 

【木下教育長職務代理者】  今のお話を聞いていると、競争の結果ここがやっぱりすぐれ

ていると皆が認め出しているという形になるんでしょうかね。それが一つと、ここが管理

されているしおんじやまへは何回か私も行かせてもらっているんですが、ボランティアの

活用といいますか、ボランティアを大変よく育てられているなという、学生さんも結構学

生ボランティアとして入ってくださっているなというのが非常に子どもたちにとってはい

いことなのかなとは思っているんですが、そのあたりも評価されているんでしょうか。  

 

【渞文化財課長】  今回の講評にボランティアの育成を進めて、日常管理や事業を充実さ

せてとあるように、団体の方針として、お掃除ボランティア、その他講座を一緒にやって

いただくようなボランティア等を組織して、やっていただいています。そういったボラン

ティアの育成というところについて、選定委員の方々に評価していただいています。併せ

て委員のほうからご指摘もあったんですが、次のステップにボランティアをどう進めてい
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くかというところがやはり今後の課題であるだろうと。本施設だけではなくて、他の施設、

あるいは市域の中のさまざまな活動の中で、ボランティアを生かすような場もつくってほ

しいというご意見もいただいております。  

 

【木下教育長職務代理者】 地域ボランティアの方ね、歴史が本当に好きな方たくさんい

らっしゃるんですよね。ぜひ活用を図って、八尾はたくさん歴史遺産がありますので、よ

ろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、いかがですか。よろしいですか。  

 子どもたちも本当に年々心合寺山古墳に見学に行く子たち、ふえているので、もう何か

心合寺山古墳と言えばハニワこうていみたいなね、イコールになっている部分があって、

ハニワこうていもここの企画でスタートしているので、根付いたのは事実ですね。  

 

【渞文化財課長】  今、教育長にご指摘いただいたように、学校の活用が盛んになってお

ります。特にこの施設につきましては、６年生の活用が非常に多うございます。それはや

はり歴史の学習で、この施設をご利用いただいているということでございます。  

 また、他の施設につきましては、例えば旧植田家住宅は、３年生の利用が非常に多く、

施設それぞれの特色が十分理解されてきているようです。そして歴史民俗資料館は、６年

生も、３年生の方も利用いただいています。また、 28年度につきましては市内の各小学校

全てが何らかの形で各文化財施設を利用していただいたということで、非常にありがたい

と考えているところでございます。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  

 ここの心合寺山古墳の指定管理者についての審議ということで、ほかに質疑ありません

でしょうか。よろしいですか。  

 それでは、ないようですので採決に移らせていただきます。  

 議案第40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 40号「八尾市立しおんじや

ま古墳学習館の指定管理者指定の市議会議案提出の件」について、原案どおり可決いたし

ました。  

 以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。  

 それでは、 10月定例教育委員会を終了いたします。  

 

 

 

 

 


