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１１月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、11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、御喜田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、10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、この件について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】 全委員異議なしと認めます。よって、 10月臨時会会議録について承認と

決しました。  

 

【中山教育長】 続きまして、10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、何か質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。  

 

【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、 10月定例会会議録について承認と

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。  

 

 

開 催 年 月 日  平成２９年１１月２２日（水）  

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 

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・仁科教育政策課長補佐  
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（教育長報告）  

10月20日(金) 

10月22日(日) 

10月23日(月) 

10月24日(火) 

10月25日(水) 

 

10月26日(木) 

10月27日(金) 

10月30日(月) 

10月31日(火) 

11月１日(水) 

11月２日(木) 

11月３日(金) 

11月４日(土) 

 

11月６日(月) 

 

11月７日(火) 

11月10日(金) 

11月11日(土) 

11月13日(月) 

 

11月14日(火) 

11月15日(水) 

 

11月16日(木) 

11月17日(金) 

11月18日(土) 

 

11月19日(日) 

定例教育委員会  

いきいき八尾環境フェスティバル 2017式典 

９月定例会本会議  

平成29年度近畿市町村教育委員会研修大会  

第39回近畿児童自立支援施設女子バレーボール大会  

第65回女性フェスティバル2017 

平成29年度近畿都市教育長協議会研究協議会  

平成29年度近畿都市教育長協議会研究協議会  

ベルビュー市教育視察団  教育長表敬訪問及び昼食会  

八尾をきれいにする絵画コンクール表彰式  

八尾市青少年交流団市長・教育長表敬訪問及び親善大使任命式  

菊花ライオンズクラブ学校図書寄贈式  

平成29年文化の日表彰式典  

第44回山畑区文化祭  

じんけん作品発表会  

臨時教育委員会  

大阪府市町村教育委員会研修会  

平成29年度大阪府都市教育長協議会秋季研修会  

FMちゃお収録  

文化芸術芸能祭こども土曜招待シアター  

歯ブラシ贈呈式 

第71回大阪府総合体育大会優勝報告会  

校長会  

定例教育委員協議会  

平成29年度中河内地区教育長連絡会  

平成29年度少年補導協助員ブロック研修会  

ひゅーまんフェスタ2017 オープニングセレモニー  

第36回民族文化フェスティバル「ウリカラゲモイム」  

開会セレモニー  

健康福祉展  

 

【中山教育長】 10月24日に紀の川市で開催された平成 29年度近畿市町村教育委員会研修

大会では、木下教育長職務代理者とともに出席させていただきました。  

 また、11月３日の平成29年文化の日表彰式典及び11月６日の大阪府市町村教育委員会研

修会には、木下教育長職務代理者、村本委員とともに出席させていただきました。  

委員の皆様、ほかに、この活動も含めましてご報告があればよろしくお願いします。  

  

【木下教育長職務代理者】  今、教育長から報告していただきましたように、 10月24日、

それから11月３日、11月６日、教育長と皆様とご一緒に参加いたしました。10月24日の研
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修大会は、発達障害についての研修会で、発達障害の子どもにチームとしてどう取り組ん

でいくのかというお話が極めて示唆に富んでおり、また考えてみなければならないなと思

いました。  

 ６日の市町村教育委員会研修会は道徳教育についてでして、今、来年度の本格実施に向

けていろんなところで取り組まれているというお話がありました。講師の先生は八尾へも

来てくださっているといったお話がありました。  

 それともう一つ、11月10日に教育サポートセンター所長とご一緒に、八尾中を訪問しま

した。八尾中で４年目の先生の社会科の授業を見せていただきました。八尾中の子どもた

ちが、大変明るく、先生と一緒に楽しそうに勉強しているのを見てうれしく思いました。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  

 また、今後もいろんな活動で報告させて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。  

 

｛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。  

 まず、議案第46号「八尾市小中一貫教育基本方針策定の件」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】 ただいま議案となりました議案第 46号「八尾市

小中一貫教育基本方針策定の件」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等に関する規則第２条第１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、これまでの小中連携の取り組みを発展させ、平成 31年度

より全ての中学校区で小中一貫教育を実施し、小中学校の教職員が共通の「めざす子ども

像」を共有し、義務教育９年間の系統性・連続性に配慮した教育活動を展開するに当たり、

本方針の策定をする必要がありますので、本案を提出するものでございます。  

 まず、基本方針の策定に至りましては、これまで学校長も参画した八尾市小中一貫教育

推進会議における議論を初め、教育委員協議会での議論も踏まえ、また学識経験者の助言

を得る中で、素案の検討を重ねてきたところでございます。  

 また、素案に対しましては、平成 29年９月25日から10月25日までの間に、八尾市市民参

画と協働のまちづくり基本条例に基づく市民意見提出制度を実施し、 13人及び５団体から

25件の基本方針の記載事項に関する意見・提言をいただき、また 54件のその他の意見・要

望等についていただいたところでございます。  

 個別のいただいた意見の内容と、そのことに対します市の考え方につきましては、別紙

参考資料のとおりとなりますが、いただいたご意見は全体を通しまして本方針案に対して

肯定的な立場からのものとなっており、その上で本方針を推進していく上での個別の課題

や文章表現についてのご意見を頂戴したものとなっております。具体的には、小中一貫教

育が求められる背景について、また不登校やいじめなど、学校現場が抱える課題の多様化
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と複雑化について、教職員の多忙化、教職員の資質向上について、今後の（仮称）八尾市

教育センターの取り組みについて、そして今後の検討事項にある学校運営協議会につきま

してご意見等をいただいたところでございます。  

 教育委員会といたしましては、いただいたご意見を踏まえまして、よりわかりやすい表

現や今後の検討事項等に加除修正をしていくことが必要な点もございましたので、このた

び提出された市民意見に対する市の考え方とあわせて、改めて本方針案をご提案をさせて

いただくものでございます。  

 八尾市小中一貫教育基本方針素案の内容については、既にこれまでの協議会等において

もご説明をさせていただいておりますので、本日は方針の骨子を再度確認させていただき、

あわせてこのたびの市民意見の提出を受けて修正いたしました主な事項についてご説明を

させていただきます。  

 それでは、議案参考資料①の八尾市小中一貫教育基本方針（案）をごらんください。１

ページ目になりますが、はじめにで、このたびの小中一貫教育基本方針を示すに当たりま

しての基本的な考え方を記載いたしております。  

 ２ページから３ページにかけましては、小中一貫教育が求められる背景として、教育内

容や学習活動の量的・質的充実への対応、発達の早期化等にかかわる現象への対応、いわ

ゆる「中１ギャップ」への対応、社会性育成機能の強化の必要性、学校現場の課題の多様

化と複雑化について記載いたしております。  

 次に、４ページから９ページにかけまして、八尾市の小中連携によるこれまでの取り組

みと課題、「八尾市立小・中学校における小中連携に関する実態調査」結果について、本

市の全国学力学習状況等調査結果、学校現場における問題行動等の状況、高安小・中学校

における研究実践について記載いたしております。  

 10ページでは、小中連携教育と小中一貫教育についての定義について記載をいたしてお

ります。  

 11ページでは、八尾市小中一貫教育の基本方針を、 12ページから 15ページにかけまして

は、小中一貫教育の推進により期待する成果と具体的な取り組みを、 16ページ、 17ページ

では、小中学校の施設形態と学年の区切りの考え方、施設形態と小中一貫教育の取り組み、

学年の区切りについてを、また 18ページから 19ページでは、小中一貫教育の実現に向けて

の主な推進体制、八尾市小中一貫教育推進会議、各中学校区及び学校における推進組織の

設置、（仮称）八尾市教育センターの取り組み、そして 20ページではその他、今後の検討

事項といたしまして、教育課程特例校制度の検討、義務教育学校設置に向けた検討、学校

運営協議会の設置に向けた検討、小中一貫教育の推進に係る人的配置等について記載をい

たしております。  

 次に、このたびの市民意見提出制度の実施結果を受けまして、修正いたしました主な事

項についてご説明をさせていただきます。  

 本基本方針、全体にわたりまして西暦の表記を追記させていただいております。  

 ４ページにおきましては、各中学校区における９年間を見据えた共通の決まりや目標に

ついて、注釈を追記させていただいております。  

 次に、７ページにおきましては、本市の子どもの問題行動の要因について、「学校を初

めとして、家庭、地域社会におけるそれぞれの課題が複雑に絡み合っていると考えられま
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す」というように表現を修正しております。  

 次に、８ページから９ページにかけまして、高安小・中学校における研究実践について、

よりわかりやすい表現へ修正をいたしております。  

 次に、16ページにおきましては、施設一体型と分離型にかかわらず、共通した考え方を

持って小中一貫教育に取り組むことについて、わかりやすい表現へ修正をいたしておりま

す。 

 次に、20ページにおきましては小中一貫教育の推進に係る人的配置等について、教職員

の多忙化の現状も踏まえ、今後の小中一貫教育の事業検証や学校における働き方改革の視

点を持って修正をいたしております。  

 最後に、資料編といたしまして、八尾市小中一貫教育推進会議の委員名簿と審議経過に

ついて追記をいたしております。  

 なお、このたびいただきましたさまざまなその他の意見・要望等につきましても、今後

小中一貫教育を推進する中で参考とさせていただきたいと考えております。  

 以上、甚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。  

 

【中山教育長】 今の説明を受けて、これから委員の皆様に質疑いただくんですけれども、

その前に再度確認しておきたいんですが、パブリックコメントの実施結果ということで提

出人数、団体や意見等々も言及していただきましたが、まず今回の市民意見の提出制度の

結果を受けて、事務局はどう受けとめているのか、先に説明願えますか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  今回、いただきましたご意見は全体を通しまし

て本方針に対して肯定的な立場からのものとなっており、その上で方針を推進していく上

で個別の課題でありますとか、また文章表現についてご意見をいただいたものと思ってお

ります。  

 

【中山教育長】 市民の皆様方からはそういったご意見だったかと思いますが、教育現場

からの反応はどうだったんでしょうか。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  小中連携を基礎といたしまして、小中一貫教育

を推進するということで、学校現場といたしましても小中学校が連携協働することが必要

であるという認識を持っていただいているものと考えております。  

 また、教職員の負担感があることにつきましては、否定できないことでありますが、小

中一貫教育の実施に当たりましては、取り組みの充実を図り、工夫していきたいという意

見も現場からいただいております。  

 

【中山教育長】 おおむね積極的に受けとめていただいているという理解をしてもよいと

いうことですね。  

 委員の皆様、前提としてその点も踏まえて、質疑いただけたらと思いますので、よろし

くお願いします。  
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 職務代理、いかがですか。  

 

【木下教育長職務代理者】  まずこの市民のご意見の中に、教師の資質の向上の希望とい

うのも出ているんですが、それについて取り組みをどのように考えられているのか、今度

サポートセンターから教育センターになるということで、お聞きできればと思います。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  教員の資質の向上という点にかかわりまして、次年

度（仮称）八尾市教育センターが新たに高安にオープンするというところで、この小中一

貫教育につきましても、趣旨であるとかどういうことをやっていくのかという、周知とい

う部分で丁寧に教職員に広めてまいりたいと思っております。  

 なおかつ、教職員向けの小中一貫の先進的な取り組みとか、いろんな効果につきまして

も、研修を通して、あるいはまた各校から代表者を１名推進員という形で集めますので、

その代表者に向けて具体的な取り組みを伝えて、それを校内で伝達講習という形で広めて

いただくという形を考えております。  

 

【木下教育長職務代理者】  今、八尾の取り組みを発信していきたいというお話だったん

ですが、既に高安の小学校、中学校がフロンティア校として開校しているんですが、そこ

での取り組み、高安スタンダードについての取り組みの発信ですね、それが教職員に向け

てどうできているのかということもありますし、もう一方は、ここのパブコメに見られる

ような市民に向けて、どう発信されているのかということがわかれば教えていただきたい

です。 

 

【菊池指導課長】  高安の取り組みについての発信というご質問だったと思うんですが、

まずは教育フォーラム等で取り組みについての発信はさせていただいております。また、

八尾市教育研究会の実践報告会の中でも発信はしていただいております。また、学校のホ

ームページ等にも高安小・中学校の取り組みとして載せていただいており発信をしており

ますが、今後はさらに取り組みを広めていく必要があると思っております。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。  

 

【木下教育長職務代理者】  いろんな形で発信をしてくださっているということはあるん

ですが、どうも十分には届いていないと思われるので、そのあたりの工夫がまたあればよ

ろしくお願いいたします。  

 

【菊池指導課長】 つけ加えてなんですが、今後の予定といたしまして、１月中旬ぐらい

にオープンスクールを高安小・中学校で予定しておりますので、またその日程が決まり次

第、委員の皆様にもお知らせして、学校の様子等見ていただければと考えております。  

 

【中山教育長】 これは学校対象と思うんですけれども、教育委員の皆様、それから市民

の代表である議員の皆様にも来ていただくよい機会として捉えていいのではないかと思い
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ますので、要望しておきます。  

 ほかに、この市民意見の提出制度のまず結果を受けて、何かご意見ございますでしょう

か。 

 御喜田委員、お願いします。  

 

【御喜田委員】 このパブコメやあと基本方針案にも書いてあるように、教職員の多忙化

とか働き方改革が言われていると思いますが、この小中一貫教育を推進することで、先生

方の負担がふえるのか、それとも軽減していくのかを教えていただきたいと思います。  

 

【今岡教育総務部次長】 教職員の多忙化のことについてでございますが、 20ページに記

載させていただいている部分で、指導方法の工夫改善や教材研究の充実、また全国からの

報告等で軽減される部分というのはあると考えております。例えば、小中一貫教育を推進

する中で、児童生徒の理解や課題に対して継続的な対応ができ、その中で、トラブルその

ものが減少していくことも考えられますし、トラブルが発生したときや、その対応にかか

る精神的・時間的な負担というのは随分解消されるのではないと思っております。  

 また一方で、推進担当者については、連絡会議や乗り入れ授業等にかかわる業務が考え

られますが、これまで中学校区で積み上げてこられた小中連携の取り組みを発展充実、あ

るいは新たな取り組みによって、負担感が増すということはないとは言い切れないと思っ

ております。負担が軽減される要素と、増す要素、包括的に判断する中で、20ページにも

書かせていただいておりますが、府への加配要望や時間講師、学校支援ボランティア等の

人的配置についても検討するとともに、教職員の働き方改革ということも考えていきたい

と思っております。  

 また、人事的に言いますと、小中一貫教育を推進する、その推進に資する人的配置、例

えば担当者になり得る教員の配置であるとか、小小間の連携、小中間での人事異動等につ

きましても、校長とのヒアリングや中学校区、地域の実態に応じて適切に行ってまいるこ

とで、業務の効率化を図り、負担軽減につながっていくものと考えております。  

 

【中山教育長】 御喜田委員、よろしいですか。  

 村本委員、何かありましたら。  

 

【村本委員】  この基本方針の策定を受けまして、教育委員会として学校現場とともにど

のように具体的に取り組んでいかれるのでしょうか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  これまでも小中連携ということで、各中学校区では

取り組んではいただいておるんですけれども、それを小中一貫へということで発展させて

いくという意味合いでも、定期的に先ほどもお伝えしましたような担当者会議を開いて、

そして各校区での小中一貫の取り組みについて、情報交換をしながら新しい教育センター

でもそこに指導助言をしながら進めていきたいと考えております。  

 また、人材育成の観点も考えて、小中一貫教育に関する研修も実施してまいりたいと考

えております。そしてまた、研究拠点校にもより具体的な支援ができるように、定期的に
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学校訪問等もしながら、ＰＤＣＡサイクルによる検討も行いながら進めていきたいと思い

ます。 

 また、それを各校での３カ年の計画の立案に向けてというところで、校区内のめざす子

ども像の検討であるとか、９年間を見据えた学校教育目標の検討、そういうあたりについ

ても適切に情報提供しながら支援してまいりたいと考えております。  

 

【中山教育長】 今、情報提供という話がありましたが、前も話題になっていたかと思い

ます。各中学校区で取り組んでいただきますが、お互いに中学校区同士も刺激し合ったほ

うがいいと思いますので、例えばめざす子ども像などは、１つの中学校区でこれでと決ま

ったときに、ほかの中学校区からも、また市民からも見られるような、15中学校区がどん

なふうにやっているかが見られるようなことは考えていっていただきたいと思いますので、

それも念頭に取り組みよろしくお願いします。  

そうしましたら全般にわたって、今、市民意見の提出制度そのものをベースに話を進め

ていたんですが、どこからでも結構ですので質疑いただけたらと思います。  

  

【御喜田委員】 では、基本方針案の11ページにも、就学前施設と連携した小中一貫教育

の推進という文言が書かれてありますが、これからまた認定こども園がふえてくることで、

今後、今までと違う形の連携も検討していかれると思うんですが、どのように考えておら

れるのかということと、この小中一貫教育の基本方針案を就学前施設へどのように情報提

供していかれるのか、教えていただけますか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  就学前の施設に対しましては、パブリックコメ

ントの実施に際しまして、市内の公立、私立の就学前施設の所長会等におきまして、基本

方針のご説明をさせていただいたところでございます。その中でも、今後も連携を図って

いくということで、前向きなご意見も頂戴したところでございます。  

 

【中山教育長】 御喜田委員、どうでしょうか。 

 

【御喜田委員】 就学前施設への情報提供はもう所長会で説明ということで、もう園長先

生方もご存じだと思いますが、今までとまた違う形の連携の検討という部分について、教

えていただきたいんですが。  

 

【中山教育長】 今までと違う形の幼保、小も入れての連携というのはどのように考えて

いるのか。  

 山本所長、お願いします。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  認定こども園が平成 31年度から公立も５園開園いた

しますので、この公立の認定こども園は、八尾市内の幼児教育の研究部分の基幹をなし、

情報発信あるいは研究を進めていくという位置づけで考えておりますので、そこで公民の

連携をしっかりとりながら、幼児教育の部分も充実させ、また小学校への引き継ぎ、それ
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から９年間を通したと言っておりますけれども、幼児教育の部分からのつながりを充実さ

せた小中一貫教育へつながっていく、そういう中核的な役割をこの５園で果たしながら、

しっかり八尾市内で幼稚園との連携を充実させてまいりたいと考えております。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。  

 

【御喜田委員】 今も９年間だけではなく、幼保も含めた連携をということで、言ってい

ただいていたと思いますが、パブコメの中に、幼稚園、小学校、中学校の先生同士の連携

を持っていただきたいという意見があって、家庭状況とか子どもの情報として、システム

的にうまく引き継ぎができると便利で、連携もうまく取れるのではないかと思いますが、

その点についてどう考えておられますか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  現在も幼稚園、保育所から小学校へ入る段階で小学

校とそれから幼保との引き継ぎというのは行われておりますが、その部分をさらに丁寧に

行っていく必要があるかと考えております。システム的なものといいますと、大体３月に

現在も小学校の入学を控えた時期に、卒園が終わったあたりですかね、そのあたりで新１

年生の担任と、それから幼稚園、保育園の先生方とか情報共有をはかっている、特に配慮

の必要なお子さんについて行っているところです。  

 また、システムというところでは、本当に今後もっといろんな方策を検討していく必要

はあると考えております。  

 

【靍原学校教育部長】  現在、教育保育内容検討部会において、認定こども園からどのよ

うな形で小学校へ引き継ぎや連絡するのかについても論議をしております。その中で、新

しい認定こども園については、コーディネーター的な役割をするスタッフを位置づけるこ

とで、今まで以上に今お示ししている小中一貫教育の、いわゆる連携から一貫という強い

結びつきができるシステムを目指していきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 御喜田委員、よろしいですか。  

 ほかにどうでしょうか。  

 

【木下教育長職務代理者】  小中一貫校についてですが、ご承知のようにこの春、文科省

が新しい学習指導要領を出した中で、非常に強調していることの一つが、小中の教育の一

貫性の確保ですね。それともう一つは、新しい授業方法というんですか、主体的で対話的

な学びと言われている形の、小中一貫にふさわしい授業形態をつくるようにということで

すが、そのちょうど移行期にあるかと思うんですね。その中で、文科省も今すぐ新しいこ

とを始めるのではなくて、今までの蓄積をどう生かせるかということが重要だと言ってい

ます、そういう意味で言えば、高安中学校だけでなく、今まで小中連携でやってきたこと

の取り組みとか、それから今の高安校区ですね、あそこの取り組みをどう研修に生かし、

どういうふうに発信していこうとするのかということが、お尋ねしたいことの一つです。 

 もう一つは、小中の教育の一貫性ということになると、小中の合同の授業研究ですね、
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あるいは中学校区の小小の連携した授業研究等々ですね。お互いに小学校と中学校、ある

いはそれぞれの小学校が今までやってきている中で、その取り組みの違いは大事にしなく

てはいけないことですので、その違いが一番よく出てくるのが授業なのではないかと思う

わけです。それで、そこへの取り組みを具体的にどうされようとしているかをお聞かせ願

えればと思います。 

 

【中山教育長】  まず、最初の質問についてお願いします。  

 

【菊池指導課長】 木下委員おっしゃるように、授業が一番大事だということは私たちも

認識しておりますし、学校現場もそのような取り組みを進めていっている状況だと思いま

す。この案にも書かせていただいておりますが、小中合同授業研、教職員合同研修会や各

中学校区での教師による授業参観等の校数で言いますと、実施していないのは１中学校区

だけになっておりますので、このあたりについてもまた積極的に取り組みが進むものだと

思っております。高安中学校区で言いますと、小中合同授業研を開催しておりますし、教

科担当者会を開催し、教科についての研究も進めているところであります。フロンティア

としての取り組みを進める中で、それをほかの 14校区に広げることで、より一層小小連携

また小中連携、それがさらには小中一貫教育につながっていくものだと考えております。  

 

【中山教育長】 小中の授業という部分で、授業研究を進めていただいているんですが、

授業を見にいけるようなシステムというのを聞いていただいているのかと思いますが、い

かがですか。  

 

【木下教育長職務代理者】  取り組みを進めますということで、お互いの校区でどんなこ

とをしているか、どうしているかということを知りたいなとは思いますが、実際に行ける

か、実際にできるかというところが問題ですので、ある程度システム化が必要ではないか

と思います。ですので、例えば学期に１回はしましょうねという呼びかけをするとか、何

か具体的に現場への働きかけをもしお考えであれば、お教え願えますでしょうか。  

 

【靍原学校教育部長】  補足をさせていただきます。既に高安小・中学校もそうですけれ

ども、市内の中学校区で小中の連携の中で合同授業研等を既に実施している学校区がござ

います。そういう例を示しながら、来年度は準備期になっておりますので、学期に１回に

なるのか、年間２回、３回になるのか、そのあたりは学校事情もありましょうが、積極的

に先生方が授業を通して学び合うという機会を持っていきたいと考えております。  

 とりわけ高安小・中学校はフロンティア校であり、来年度開設する予定になっておりま

す教育センターに隣接する形になっております。そこでの授業というのは、当然センター

職員も含めてですけれども、すぐに成果、あるいは課題が実感できるという位置関係にあ

ります。そのようなことから、先進的にそこでの取り組みを進めることで、その成果をさ

らにほかの中学校区に発信するということを来年度から積極的にやっていきたいと考えて

おります。  
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【中山教育長】 木下職務代理がおっしゃるように、システム化していかないとなかなか

定着していかない部分もあるかと思いますので、そこの部分は事務局としてしっかり今後

に向けて計画立てていっていただきたいと思います。  

 職務代理、よろしいですか。  

 

【木下教育長職務代理者】  はい。 

 

【中山教育長】 ほかに何かございますか。 

 

【村本委員】  はじめにの中に、キャリア教育の視点で進めるとありますが、これまでの

キャリア教育の取り組みと、小中一貫教育においてどのように計画を進めていくのかお話

しいただければと思います。  

 

【中山教育長】 大事なことなので、キャリア教育の視点ということで、事務局、お願い

します。  

 

【菊池指導課長】  これまでキャリア教育については各小学校、各中学校でそれぞれ年間

の指導計画を作成しているという状況でございました。小中一貫教育を進めるに当たって

は、小中９年間を見据えたキャリア教育の全体計画、年間指導計画が必要になってくると

考えております。小中連携については、この間取り組んできている八尾市ですので、既に

もう７校につきましては小中の担当者が話し合いを進める中で、キャリア教育の年間計画

が出てきております。  

 また、そういった年間計画をさらに発展させていくために、めざす子ども像を共有し、

それから９年間を見通した実効性や計画性のあるキャリア教育を推進していくことが必要

になってくると考えております。  

 

【村本委員】  わかりました、ありがとうございました。  

 

【中山教育長】 どうかよろしくお願いします。  

 他の意見もいただけたらと思うんですが。  

 

【村本委員】  小中一貫教育基本方針について、今後市民、保護者にもわかりやすく情報

発信する必要があると思います。どのような発信をされるつもりなのか、お聞かせいただ

ければと思います。  

 

【中山教育長】 そうですね、方針策定後、どう発信していくのか、とても大事なことだ

と思いますので、事務局、その点はどうでしょうか。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  小中一貫教育について、市民の方、それから保護者、

それからもちろん教職員にもしっかり広めていかなければならないと考えております。と
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りわけ、まず小中一貫教育基本方針に関する部分で言いますと、リーフレット等を活用し

て、こういうことを目指しています、こういう子どもたちを育てていきたいと思っており

ますというところ、そしてこういうことに取り組んでいきたいと思っておりますという概

要版のようなものをつくっていきたいと考えております。  

 また、一方で市政だよりと、それからホームページ上でその時点時点での各校の取り組

みですとか、それからいろんな意味での教育委員会の取り組みも含めての情報発信という

ことも行ってまいりたいと考えております。  

 

【中山教育長】 積極的にお願いします。  

  

【靍原学校教育部長】 補足させていただきます。先ほどのことと関係しますけれども、

学校の教職員が一丸となって、自校の保護者に積極的に発信すること、そして保護者にそ

の学校の取り組み、中学校区の小中一貫教育の取り組みを理解していただくことが重要に

なってくると思います。このことが保護者のネットワークの中で広まれば、八尾市全体に

我々が目指している小中一貫教育の本当の意義が広まり、それが子どもたちの教育に返っ

てくると考えております。  

 

【中山教育長】 今の話を聞いて、私たち教育委員会だけではなく、学校にも積極的に情

報発信する力が必要だと感じました。今後、教育委員会の学校への指導助言、支援が必要

だと思いますので、その点も意識してよろしくお願いします。  

 

【木下教育長職務代理者】  最後に、今、教育長がおっしゃったように、学校の改革です

し、授業改革を伴っているので、極めて具体的な方策が要るかと思いますので、その点を

よろしくお願いします。それと小中一貫になってよかったねというのがわかるのは、子ど

もの声だと思っています。今日の授業がおもしろかったよ、今日お兄さん、お姉さんたち

と一緒にこんなことをして、自分たちではできないことができたんだよという、恐らく家

で話す子どもの声がこの成果をあらわしていくだろうと思うわけです。ですから、そうい

う意味では極めて具体的な取り組みが要るかと思いますので、教育センターが軸になって

いくかと思いますが、よろしくお願いします。  

 

【中山教育長】 事務局まさに一丸となってやっていかなければならないと思いますので、

よろしくお願いします。 

 ほかに委員の皆様、質疑等よろしいですか。  

 そうしたら、最後に私から確認しておきたいんですが、 20ページのその他の今後の検討

事項の中に、特に１、２あたり、教育課程特例校の制度の検討、それから義務教育学校設

置に向けた検討等々掲げられているんですが、ここについてもう少し事務局から説明いた

だけたらと思います。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  20ページの今後の検討事項につきまして、教育

課程特例校につきましては特別の教育課程を編成して教育を実施するというものでありま
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すが、桂中学校区において検討している状況でございます。  

 また、義務教育学校につきましては、本市の教育フロンティア校としての実践を踏まえ

まして、高安小・中学校においてその設置に向けて検討しているという状況でございます。  

 また、あわせまして小中一貫教育を進める中で、このような特色ある学校へ他の校区か

ら就学できるという特認校制度も検討をしているという状況でございます。検討に当たり

ましては、小中一貫教育推進会議の中で各部会を立ち上げて、検討を行っております。 

 

【中山教育長】 教育委員の皆様にもそれをお知りおきいただいて、今後新たな展開に向

けて、この小中一貫教育が核となって八尾市を支えていかなければならないので、どうか

よろしくお願いいたします。  

 ほかに質疑等々、よろしいですか。  

 事務局から補足説明もよろしいですか。  

 

【吉川教育次長】  補足説明というか、今、ご議論いただいたことを受けまして、これか

ら決意表明ではないんですけれども、一言だけお話をさせていただきたいと思います。  

 今回、小中一貫教育の基本方針を出させていただきました。これに基づきまして、今ま

で取り組んできました小中の連携をさらにステップアップさせていただいて、各中学校区

で特色ある学校づくりを目指して進めていっていただくという形になってまいります。  

 その中で、パブコメの中でも基本的な方針は賛成だが、今後進める中での課題というの

はいろいろあるのではないかというご意見もいただいています。今日、ご答弁させていた

だきましたように、教育委員会として今そういう形で考えているところでございますが、

今後具体的に進めていく中で、先ほど木下委員もおっしゃっていました、具体的な取り組

みをどう進めていくか、これを進める中に当たりましては、想定していない課題等もいろ

いろ出てくると思います。そのときには、教育委員会も学校現場と連携して、その課題解

決に向けて取り組んでいかなければならないと思っています。 

 特に、先ほどから出ていました研究を学校現場の実態を踏まえて、どう次のステップに

研究を進めていくのか、それをまた学校にどう返していくのか、あるいはその取り組みを

共有するための情報発信をどうやっていくのか、あるいは多忙化に向けての人的な配置や

教職員の意識改革の中での働き方の改革、その取り組みにつなげていくための基本方針案

の理念を受けまして進めていきます。あるいは新しい小中一貫の取り組みということで、

先ほど馬場次長から説明させていただきました魅力ある学校づくりの研究校として桂中学

校区、高安中学校区になってくるのですが、そのいいところを全市的に広げていくための

研究として新しい制度にも取り組んでいかなければならないと思っておりますので、そう

いうことを含めまして総合的に八尾市、学校現場も含めて教育委員会が一緒になって進め

ていきたいと思っております。  

 以上でございます。  

 

【中山教育長】 八尾の柱がしっかりと立ったわけですので、これを柱にしてやっていき

たいと思います。  

 この件に関しまして、委員の皆様、ほかに何かございますか。 
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 なければ採決に移らせていただきます。 

 それでは、議案第46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46号「八尾市小中一貫教育

基本方針策定の件」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、報告事項に移らせていただきます。  

 「平成29年度第２回総合教育会議について」、高橋総務人事課長より報告願います。  

  

【高橋総務人事課長】 それでは、その他報告事項、平成 29年度第２回総合教育会議につ

きまして、口頭にて簡潔にご報告させていただきます。  

 平成29年度第２回総合教育会議につきましては、過日市長より開会のご案内がありまし

たが、本日午前11時開始とされており、会議の場所については本館６階大会議室でござい

ます。 

 本定例教育委員会終了後、出席される皆様におかれましては、会場への移動をお願いし

たいと考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。  

 以上でございます。  

 

【中山教育長】  

 この後の総合教育会議、どうかご出席のほどよろしくお願いいたします。  

 ほかに、委員の皆様、また事務局から何かございませんでしょうか。  

 ないようですので、11月定例教育委員会を終了いたします。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


