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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。 

 先月半ばの北部地震、西日本の大雨による被害、それからここしばらくの酷暑と、本当

にいろんな事象が起こっております。教育委員会もその対応のために、日々いろんなこと

を考えているわけですが、まだまだ対応しなければならないことも多くございます。また

みんなで頑張ってまいりたいと思いますので、教育委員の皆様もご指摘いただけたらと思

います。 

 それでは、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、よろしくお願いい

たします。 

 

【中山教育長】 では、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６月定例教育委員会会議録につきまして何かご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、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】 続きまして、教育長及び教育委員の報告に移ります。 

  

 

  

開 催 年 月 日  平成３０年７月２０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 

木 下 教育長職務代理者  

御喜田 委員 

村 本 委員 

水 野 委員 

出 席 職 員 

 

吉川副教育長・尾谷教育総務部長・田中生涯学習担当部長・今岡学

校教育部長・高橋教育総務部次長兼総務人事課長・万代教育総務部

次長・山本学校教育部次長・式教育政策課長・南生涯学習スポーツ

課長・谷八尾図書館長・渞文化財課長・大木学務給食課長・仁科指

導課長・塚本教育センター所長・森人権教育課長・西村教育政策課

長補佐 
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（教育長報告） 

６月 22 日（金） 

６月 23 日（土） 

６月 24 日（日） 

６月 29 日（金） 

６月 30 日（土） 

７月２日（月） 

７月３日（火） 

 

７月４日（水） 

７月５日（木） 

７月６日（金） 

 

７月７日（土） 

７月 12 日（木） 

 

７月 13 日（金） 

７月 15 日（日） 

７月 18 日（水） 

 

 

７月 19 日（木） 

定例教育委員会 

平成 30 年度青少年健全育成八尾市民大会 

平成 30 年度”刑部っ子あつまれ”研修講演会 

予算決算常任委員会全体会 

2018 いきいき健康フェスティバルin八尾 

社会を明るくする運動（亀井中学校） 

第１回中河内地区人事協議会 

大阪府都市教育長協議会役員会・７月定例会 

郵便局(かもめーる)贈呈式 

民生委員児童委員協議会 

６月市議会定例会本会議（第４日） 

ＦＭちゃお出演 

第 59 回八尾市美術展表彰式 

第１回社会教育委員会議 

平成 30 年度大阪府都市教育長協議会・小中学校長会役員合同懇談

定例教育委員協議会 

第 31 回八尾市吹奏楽フェスティバル 

平成 30 年度八尾市防犯協議会第 62 回総会 

八尾モラロジー感謝状贈呈式 

第１回生涯学習センター学習プラザ運営審議会 

第１回スポーツ施設運営審議会 

八尾市嘱託・非常勤職員労働組合第 17 回定期大会 

 

【中山教育長】 ７月 15 日には八尾市の吹奏楽フェスティバルが行われたんですけれど

も、八尾の中学生はもちろん、ОＢの方、高校生、それから社会人になられ、生涯学習と

してやっておられる方々、みんなが一堂に会して本当にすばらしいフェスティバルでした。 

これからも続くかと思いますので、お知らせしておきます。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、この間の活動状況等何かありましたらご発言いただけたら

と思いますが、何かございませんでしょうか。 

 水野委員には、６月 26 日の夕刻に開催されました第１回の八尾市総合計画審議会の全

体会に参加いただいています。水野委員、いかがでしたでしょうか。 

 

【水野委員】 第１回ということで、会長と副会長を決めました。大阪商業大学の初谷先

生が会長となられました。また、総合計画の審議ということで、４つの部会、安全・安

心・健康、未来・魅力、にぎわい・環境、ひと・まちづくりということで、教育に関して

は未来・魅力部会になると思うんですけど、今後部会に分かれて継続的に審議をして、総

合計画の審議ということで、教育現場を踏まえて必要な部分は発言させていただきたいと

思います。 
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【中山教育長】 ありがとうございました。 

 まだまだ今後続きますが、教育委員の代表として出ていただいていますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。 

 ほかに何かございませんでしょうか。なければ次に進ませていただきます。 

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】 では、議案審議に入らせていただきます。議案第 29 号「平成 30 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。 

 提案理由を式教育政策課長より願います。 

 

【式教育政策課長】 ただいま議題となりました議案第 29 号「平成 30 年度教育委員会の

点検及び評価に関する件」についてご説明させていただきます。 

 資料は、平成 30 年度八尾市教育委員会点検・評価報告書をごらん願います。 

 さて、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５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 29 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、概要を説明させていただきます。 

 まず、表紙をお開きいただき、目次をご参照願います。目次の構成といたしましては、

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つに分けられております。 

 続きまして、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２年目である平成

29 年度となります。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。 
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 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。教育委員会の委員構成、教育委員会の定例会等の開催状況、議案、報告事項の

一覧、教育委員の諸活動として学校行事、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、69 の事務事業を一覧として整理しております。 

 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、取り組みの指標に基づく実績評価シートの見方について記

載しております。教育振興計画に掲げた取り組みの指標の表では、平成 28 年度及び平成

29 年度の実績値、平成 32 年度の目標値、平成 32 年度の目標値に対する平成 29 年度の達

成度を表記しております。 

 また、取り組みごとに、平成 29 年度の取り組みの成果、取り組み指標の達成状況の分

析、今後の展開等を取り組みの成果と今後の展開欄に記載しております。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記載しております。 

 次に、13 ページでは、事務事業として、事務事業名、事務事業概要、平成 29 年度実績、

指標に関する項目、担当課を記載するとともに、表の右上には、平成 29 年度の重点事業

については黒丸印で表示しております。 

 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するものでございます。 

 次に、16 ページから 58 ページでございますが、教育振興計画に掲げられた４つの基本

方針の取り組み指標に基づく実績評価を記載しており、基本方針ごとの主な取り組みにつ

いてご説明させていただいております。 

 まず、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

色ある取り組みの推進を図り、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、取り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 98％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 ページをご参照願います。 

 基本方針２の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
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に正対した取り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り組み、トライスクールを支援し、効果

的な取り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、取り

組み指標である学校の授業時間以外にふだん勉強している児童・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、23 ページをご参照願います。 

 ２－６、教職員の指導力の向上では、校内授業研究会へ指導主事を派遣し指導助言を行

ったり、初任者研修を初めとした各種研修事業を充実させたりすることで、教職員の資質

向上や指導力の向上に努めました。 

 また、授業のわかりやすさの向上に向けて、各学校において学力向上推進会議を組織し、

全国学力・学習状況調査等の結果の分析を行うとともに、各学校の学力向上担当者の研修

会を開催し、先進的な実践事例の共有と具体的な指導方法の工夫改善を図りました。取り

組みの指標である、授業の内容がわかるについては、全国学力・学習状況調査、生徒質問

紙の国語・算数・数学の授業の内容がよくわかる、の肯定的な回答の平均値であるが、と

りわけ、小学校では算数の授業の内容がよくわかる、中学校では国語の授業がよくわかる

の質問に当てはまると回答した児童生徒は全国平均を上回っており、わかる授業づくりに

つながっております。 

 次に、37 ページをご参照願います。 

 37 ページから 48 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

談及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

護者のさまざま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

いました。 

 また、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、ケース会議や教職員研修等を通して、派遣校における生徒指導体

制の充実を図るとともに、教職員や支援人材と関係機関等とのネットワークを構築するこ

とにより、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、 29

年度におきましては、前年度に引き続き、スクールソーシャルワーカーの増員により、取

り組みの指標であるスクールソーシャルワーカーの活動件数が大幅に増加しました。 

 次に、３－４、教育環境の整備では、安全で良好な教育環境の整備を図るため、中学校

普通教室等へのエアコン整備を進めるとともに、市立小中学校の学校規模等の適正化に向

けた取り組みを推進し、取り組みの指標である中学校普通教室のエアコン整備済み校数は

29 年度の計画値を達成し、32 年度目標値に近づいており、基本方針に沿った事業の展開

が図られました。 

 また、市内３小学校区をモデル校として、学校評議員制度に地域拠点職員が参画するな

ど、学校及び家庭が抱えるさまざまな課題に対して、学校、地域、地域拠点が連携し、課

題を共有する仕組みを構築しました。 

 次に、49 ページをご参照願います。 

 49 ページから 58 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
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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、 50 ページ、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。取り組みの指標である指定文化財等の件数は、前述の由義寺跡のほかに、彫

刻１点と書跡１点を市指定文化財としましたが、国重要文化財１点が他市へ移されたこと

から、合計 118 件となり、28 年度実績から２件増となりました。 

 また、八尾市文化財情報システムのアクセス件数につきましては、新たな文化財情報を

追加するなど、最新の情報を提供することにより、前年度より 284 件増となりました。 

 また、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、さまざま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。まちのなかの達人に

ついては、地域や学校園等で活用しやすいよう冊子を再編するとともに、活用事例を紹介

し、市民が地域で活躍できる場づくりに取り組みました。 

 また、家庭教育学級については、平成 28 年度に行った実施方法の検討結果を踏まえ、

各小学校とＰＴＡとが連携のもと、各地域で顕在化している家庭教育や子どもの育ちに関

する諸問題を認識し、その解決に向けて行動を起こすきっかけづくりとなる学習の機会の

提供に取り組みました。 

 最後になりますが、 59 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。内容といたしましては、「教育振興計画の骨組みである基本方針に

基づいた八尾市教育委員会の取り組みは、前年度の成果や課題を踏まえて実施・展開され、

その進行の度合いにおいて満足できる状況にあること、また、取り組みの実績評価におい

ても、今後の課題が平成 30 年度以降に取り組みを発展させるための基盤となるべく考察

されており、八尾市教育委員会では、各取り組みの実績評価は丁寧に進められていると評

価できる。」という評価をいただいております。 

 一方で、今後の課題として、教育振興計画の見直しを図る中で、各事務事業と取り組み、

取り組みの指標の関連性や、取り組みの成果の分析をより一層深めていく必要性について

などのご指摘をいただいたところです。これを受けて、教育委員会事務局といたしまして

は、教育振興計画の次期計画策定に向けて、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ものと考えており

ます。 

 以上、甚だ簡単なご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申し上げます。 

 

【中山教育長】 今、式課長から提案理由の説明がございましたが、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、点検評価を行って、そしてこれを今日、審議

いただいて、議会に提出するとともに、公表していきますので、委員の皆様、忌憚ないご

意見どうかよろしくお願いいたします。 

 ここ数年、この点検評価につきましては、最後に総評で学識も言ってくださっているん

ですけれども、私たちが悩んでいる部分は、各種の事務事業とその取り組み、それから取

り組み指標の関連性がこれでいいのかという部分がずっとここ数年の課題であり、考えて
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いかなければならない部分であると思っています。 

 このあたりも含めて、事務局、何か説明ありますか。 

 

【式教育政策課長】 今、教育長からお話がありました指標についてでございますけれど

も、学識経験者の方とこの点検評価報告書の取りまとめにつきまして、また指導助言をい

ただくに当たりまして、さまざま協議をさせていただいてございます。その中で、学識の

先生からのご指摘につきましては、先ほどの総評の中でもございましたように、教育委員

会の活動、取り組みにつきましては、丁寧に実証されていると。評価についてもされてい

るということなんですけども、次の展開というところを見据えたときに、先生がおっしゃ

っていただいている部分につきましては、結局その事務事業の取り組み、それを評価をす

るに当たって、評価指標を設定する、その指標の実績値があらわれてきたときに、それを

もとにどういう分析がされるのか、それをもとに次の展開をどう考えるのかといったよう

なことが読み取れるものであるべきというお考えをお持ちと。これまで教育委員からもさ

まざまなご指摘いただいて、この教育委員会の中でも議論していただいた部分についても、

そういったような内容のことをおっしゃられてこられたと思っております。教育委員会事

務局といたしましても、そういったもの、十分と受けとめながら、次の教育振興計画、次

期計画策定に向けて、教育委員会事務局内でもしっかりと議論、検討していきたいと考え

ているところでございます。 

 

【中山教育長】 教育振興計画も、次の第６次の総合計画と整合性を持ったものにしてい

かないといけませんので、事務局、またそれも課題として考えていただけたらと思ってい

るので、よろしくお願いします。 

 ほか、委員の皆様、本当に忌憚ない意見、どこからでも結構ですので、ご意見いただけ

たらと思います。 

  

【水野委員】  学力の点、 14、15 ページで、先ほど式課長からご説明いただいたところ

で、一定授業がよくわかるというところは非常に高いんですけど、どうしても学力の指標

の数値だけを見てしまうと、数値的には下回っている状況があって、その割合というか、

点数の差も気になるんですが、これは報告書に関してどうこうではなくて、今後の展開と

して、と指標を少し工夫していただくということはあるんじゃないかと思いました。得点

のばらつきとか、どこまでかわからないですけど、それから国語のＡと国語のＢ、算数の

Ａと算数のＢの相関とか、高い人が多いのか、Ｂが低い人がどのくらいいるのか、いやそ

うじゃなくてＡも高い人はＢも高くて、Ａが低い子どもはＢも実は低いのか、もうそうな

ったら先ほどの放課後学習とか基礎学力を、小学校３年生、４年生ぐらいの計算なんかも

含めてかなり定着させないと、ということもあります。 

 それと、やっぱりスクールソーシャルワーカーの相談件数がものすごく伸びるというの

は、非常に関連しているように思えてならなくて、学識の先生もおっしゃられていますけ

ど、多分、そこには多分すごいニーズがあって、まだまだどんどん相談がふえていく。で

すから家庭環境と学力というところ、これをどこまで表に出すかどうかは別なので、現実

としてはやっぱり勉強どころじゃないというところが、スクールソーシャルワーカーの先
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生方の相談件数の上昇と関係がないと完全には言い切れないですね。非常に遠回しな言い

方になってしまいますけど、関係があるんじゃないかと思わざるを得ないです。 

 なので、そういう教育相談、カウンセリングと学力との関係ということは、当然ありま

す。そこに教師の授業力みたいなこととの関連を考えていくと、決してこの数値にあらわ

れているように、八尾市がやっておられることは低いのかというと、実はそうでもなくて、

個々の先生方も非常に頑張っておられるところもあるので、そういうところもくみ取りな

がらというところが大事なんじゃないかなと思って、報告書を読ませていただきました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 やはり、指標だけ、数値だけ見ていると本当に取り組んでいるのかどう

かが見えにくい部分があります。これに関して事務局、何かありますか。 

  

【仁科指導課長】 全国学力・学習状況調査結果の成果指標等を掲げさせていただいてお

ります。各学校においても、全国学テの課題分析を、市としての分析とあわせてやらせて

いただいています。それぞれで学校ごとの課題と、市としての課題に正対した取り組み

を行っております。国語の部分ですと、昨年度の結果から申し上げますと、場面や状況

に応じて適した言葉を使うことができる知識理解、そういったところであったり、根拠を

持って条件に従って書いていく力、そういったところに課題があるというところが見受け

られたところです。 

 また、算数では数学的な用語、そこを正確に理解した中で回答ができていないというと

ころであったり、数や式があらわしている意味を説明していくところ等に課題があったと

ころです。それらを学校ごとに学力向上プランを作成し、そういったことを意識した授業

づくりであったり、自学自習力の育成、先ほど申し上げたところでの言葉の力といったと

ころを重点的に取り組むべく、今現在取り組みを進めさせていただいているところでござ

います。いずれにしましても、そういった課題に対しての共通した分析と定量的な検証と

いうことを、我々としてはしっかり取り組みをしながら、ＰＤＣＡサイクルの中で学力向

上を進めていきたいと考えております。 

 

【水野委員】 的確な指摘をいただいて、幼児教育とも関係があると思うんですけど、言

葉の概念をしっかり落とし込む力を育まないと、多分学力は上がっていかないと思うんで

すよ。だから、表面上の計算を教えても、それは全く学力の向上にはならなくて、仁科課

長おっしゃいましたように、概念と概念の結びつきとか、式がどういう意味をなしてるか

とか、この公式はどういう意味なのかとか、文章問題にそれがどう概念的に落ちていくの

かみたいな話というのは、多分国語とか読み聞かせとかも関係あるんですけど、そこのと

ころ一歩進めていただくことが、多分中学年とか低学年の国語の授業、家庭教育を含めて

の部分で大事になってくると思います。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、いかがでしょうか。 

  

【木下教育長職務代理者】 今、話されていることともかかわってなんですけれども、国
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レベルの全国学力調査の分析ですね、それでも例えば家庭の経済力、それと学力の相関性

とか、一般的には言われているわけです。その中で、個別具体はいろんな状態が出てきて

いるわけで、そこをどれだけつかむことができるのか、恐らく個別具体がつかめれば、そ

こに具体的な対応策がまた個々いろいろあると思うんですね。今、言葉の問題が出ていた

んですけど、図書館等々も読み聞かせ等々いろいろなことをやってもくださっているとい

うこともあるし、そういう多面的な活動と、どうしても結びつくとは思うんですね。各学

校、各家庭の取り組みだけじゃなくて、社会教育として子どもたちに対して、例えば図書

館活動でどういうことをやっているのかというようなこともある意味でかかわってくるこ

となんですよね。全てが学校でできるわけでもないし、学校も最大限やらなくちゃいけな

いしという課題だと思うんですね。だから、そのあたりを細かく分析して、総合的な指標

が出たらうれしいなとは考えてはいます。 

 

【中山教育長】 そうですね、今、委員がおっしゃってくださいましたけど、評価分析は、

事業ごとにやっているので、横断的な評価としてどう評価していくのかというのはすごく

大きなことで、今は確かに事業ごとに評価しているので、それがどう絡んでいるのか見に

くい評価になっているかもしれないですね。学校教育と生涯学習は必ず対ということを教

育委員会のスタンスとして言っているんですが、生涯学習部長、何かありますか。 

 

【田中生涯学習担当部長】 子どもたちにとっていろんな体験が昔に比べて、減ってきて

いるという指摘があります。学校が土曜日休みになって、本質的には家族の中で、あるい

は地域の中でいろんな体験の時間を、機会をつくってもらおうということが発端であった

かと思うんですけれども、近年、両親がともに働きに出られている、あるいは核家族化と

いうところで、子ども自身が生活をしていく中での様々な体験や、自然体験、あるいは奉

仕活動というところに出かける機会が減少して、いろんな年齢の他者とのかかわりという

のが減ってきて、語彙力がどうなんだという、社会教育の中ではそういう指摘がされてい

るというところも、いろんな冊子を読むと出てきております。生涯学習スポーツ課、文化

財課、図書館と、いろんな所管が、あるいは教育委員会以外のこども未来部であったり、

健康まちづくり部といったところなどでも、読み聞かせなどの生涯学習の取り組みをやっ

てくれたりということはあるんですけれども、まだまだできることはいろいろと検討して、

そういったところにつなげていきたいなとは思っております。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 例えば、25 ページの最後のあたりですけれど、学識経験者の意見で、地域や社会で起

こっている問題や出来事に関心がある児童生徒の割合が、前年度からかなり激減している

部分、このあたりは、過去数年のスパンでもう一回分析しないといけないのではないかと

いうご意見もいただいています。そうかと思って実績の数値を見ると、この項目に対して

の数値は計画値よりも随分と高いんですよね。結果、なかなか見にくい評価になっている

のかなというのは、すごく私も感じていたので、今後私たちの大きな課題として、この評

価については考えていかなければならないなと、改めて思っています。どうですか、ほか

の委員の皆様。 
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【御喜田委員】 私からは、幼児教育内容の充実について話させてもらおうと思います。

事務事業と指標について課題があると、先ほどからお話にもあるように、私も公立認定こ

ども園の整備数というところ、一番上の幼児教育環境の整備というところで、このゼロと

いうのが気になっていて、環境の整備が整っていないのかなと思って見ると、事業内容で

はいろいろなことをされているのに、その指標がこども園の整備数ということになってい

るのでゼロとなっています。 

 こういったことから見ると、来年度になるといよいよ公立のこども園もできますし、こ

ういった指標は今年度だけだと思うんですが、また来年度は、こども未来部、違う部署と

も連携をしながら幼児教育を充実させていってもらう、それが見える指標をつくってもら

いたいなと思います。 

 それともう一つ、基本方針３のＳＳＷの活動件数ですが、先ほど説明にもあったように、

私は教育総合会議のときにもＳＳＷの大切さと増員を市長にお願いしたと思うんですね。

活動件数は、需要がふえたということで 130.8％の増加を見ていると詳細にも書かれてい

るんですが、やはり子どもたちや保護者の方の困り事であったり相談というのが今回も大

切になってくると思うので、来年、またＳＳＷの人が増員されるといいなと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 事務局、何かありますか。 

  

【塚本教育センター所長】 ＳＳＷの活動件数につきましてですが、学識の方からのご指

摘にもありますように、この件数が全ての相談取り組みを示すということではないという

ことにつきましては、課題として認識をしております。 

 一方で、ＳＳＷの活動として、学校におけるケース会議等を通じて、さまざまな課題に

対してのアセスメントを行う、またそのことを通じて先生方がそういう視点を養っていく

ということについて、大変効果があると考えておりますので、また引き続きこのケース会

議を通じたＳＳＷの活用を推進してまいりたいと考えております。 

 

【中山教育長】  もう一点、 19 ページのこの公立認定こども園の整備数の実績値ゼロ、

計画値ゼロというこのところ、ご質問あったんですけれども。 

  

【式教育政策課長】 取り組み１－２の幼児教育環境の整備というところですね、指標が

公立認定こども園の整備数という形で設定していただいているところなんですけども、こ

ども園につきましては学識の先生との協議の中でもご指摘を受けているところでございま

して、公立認定こども園の整備数ということをこの幼児教育環境の整備というところで今

回設定させていただいている意図につきましては、現状において大きく幼保連携・一体化

を推進していくという中で、今御喜田委員がおっしゃいましたように、市長部局、具体的

にはこども未来部と、取り組みと歩調を合わせながら、幼児教育についても進めていくと

いう中では、八尾市の全体の方針、大きな取り組みとしてこの公立認定こども園の整備を

していくというところがございましたので、こういう設定をさせていただいているところ
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でございます。 

 ただ、ハード的な部分の整備ということで、一定現状、 29 年度につきましてはゼロと

いうところで、完成すれば５つの認定こども園に再編されて５というところで、ゼロから

一気に５となるので、その間の進捗が見えにくいといった部分の学識経験者からご指摘も

受けているところでございまして、今後の指標設定につきまして、そういったところを教

訓としながら、また考えてまいりたいというところでございます。 

 

【村本委員】 私からは、先ほど少し触れられておられましたけども、この 20 ページに

書いてあります学校教育の充実に取り組みますというところで、家庭や地域社会との連携

というところの達成率が低いのは何か気になって、残念に思っておるんです。ここら辺の

数値が上がってくると、学校へ行くのが楽しくなって、先ほど学力の点数もありましたけ

ども、そういうのも上がってくるんじゃないかなというふうに思いますので、次年度には

ここら辺の達成度が少しでもよくなるように、いろいろご検討をお願いしたいなと思いま

した。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 このあたりはいかがですか。 

  

【仁科指導課長】 家庭や地域社会との連携の事務事業を構成している学校園支援事業、

防災教育の充実、土曜スクール事業というというこの３つの事業で、この取り組みを構成

しております。なかなか指標の結果にはあらわれてはいないんですけれども、防災教育の

充実でありましたり、この土曜スクール事業については各学校においての地域との連携の

回数であったり、行事であったりといったところの取り組み数としては、昨年度比ではさ

ほど差がないという状況になっております。ただ、実質のアンケート結果等から見たとき

には、こういう結果になっているというところで、子ども自身のところに結果として落ち

切っていないのかなというようなところもございます。この事務事業の指標というところ

に、先ほどから課題を指摘いただいているわけなんですけども、この事務事業を構成して

いるさまざまな取り組みを、我々進めているところでございます。その辺の取り組みの充

実度をいかに的確にこの指標にあらわしていくのかということが、よりこの取り組みの市

民の方々、また先生方にご議論していただくときにも重要なものになると考えております

ので、指標の改善も含めて我々は取り組んでいきたいと考えております。 

 

【中山教育長】 総評の最後にも書いていただいておりますが、この主たる分は事務事業

に対しての評価分析という形ですが、私も含めて４名の教育委員さんにつきましても、最

後の部分で審議、協議重ねていただいて、またいろいろなところに出席いただいて、本当

に多岐にわたって活動に取り組んでくださっているということをここには書いていただい

ているんですけれども、引き続き私たちも頑張って、事務局と一緒にしっかりと八尾の子

どもたちや八尾の市民の方々のために取り組んでいかなければならないと思いますし、今、

皆様の話し合いを聞いていたら、指標の部分が果たしてこれでいいのか、また横断的な評

価をどうしていくのか、そのあたりは課題として今後持っていかなければならない部分か
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と思いますので、これは議会にも提出させていただきますし、市民の皆様にも公にします

ので、私たちは、今話し合いで出てきた部分も含めて、説明責任を果たしていかなければ

ならないと思っておりますので、事務局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。 

 それでは、質疑もないようですので、議案第 29 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】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、議案第 29 号「平成 30

年度教育委員会の点検及び評価に関する件」につきましては、原案どおり可決といたしま

す。 

 

{報告事項} 

 

【中山教育長】 それでは、続きまして、その他の報告事項に移らせていただきます。 

 「八尾市立幼稚園保育料等に関する条例の一部改正について」、式課長より報告願いま

す。 

 

【式教育政策課長】 それでは、八尾市立幼稚園保育料等に関する条例の一部改正につい

てご報告させていただきます。 

 本件は、去る５月臨時教育委員会でご審議・ご議決いただきました議案第 21 号、八尾

市立幼稚園保育料等に関する条例の一部改正について市議会議案提出に係る臨時代理の件

の結果につき、教育長に対する事務委任等に関する規則第７条第２号の規定に基づきご報

告させていただくものでございます。 

 それでは、資料をごらんください。 

 ５月臨時教育委員会でご説明させていただきましたとおり、本件は子ども・子育て支援

法施行令の一部改正に伴い、条例の一部を改正いたしたところであり、その内容といたし

ましては、国が定める利用者負担の上限額基準において、市町村民税所得割合算額は７万

7,100 円以下の支給認定保護者に係る利用者負担の上限額が１万 4,100 円から１万 100 円

に引き下げられ、同階層における本市の保育料月額を 8,200 円から 7,100 円に引き下げる

ものでございます。 

 この条例は６月市議会本会議にてご可決をいただき、既に公布、施行されております。 

 あわせて、改正後の別表の規定につきましては、平成 30 年４月１日から措置を適用し

ているものでございます。 

 参考に、条例の改正文、新旧対照表を添付しております。 

 以上、八尾市立幼稚園保育料等に関する条例の一部改正についてのご報告とさせていた

だきます。 

 

【中山教育長】 議会日程との関係もありまして、前に私が臨時代理させていただくとい



－13－ 

うことを議決いただいた部分の報告という形になりますので、これはご了承いただけたら

と思います。よろしくお願いいたします。 

 私が聞いている報告事項はこの１件ですが、事務局、ほかに何か報告はございませんか。 

  

【仁科指導課長】 失礼いたします。学校園における熱中症事故の防止についての取り組

みについてご報告申し上げたいと思います。 

 気象庁では、７月下旬にかけて高温が続くおそれがあるとして、命にかかわる危険な暑

さとして注意を呼びかけております。愛知県においては、小学校１年生の児童が校外学習

後に熱中症により死亡するという痛ましい事故が発生しており、大阪府内においても枚方

市の中学校にてグラウンドでの学校行事中に熱中症により９名が救急搬送されるなどの事

案が発生しております。本市におきましても、中学校の部活動終了後に熱中症により１名、

小学校授業終了後に熱中症の疑いにより１名が救急搬送されるという事案が発生しており、

学校園に対しましてはこれまでも周知をしておりますけれども、改めて熱中症事故の防止

に万全を期すよう通知をしているところでございます。 

 今後の学校園においては、夏季休業中部活動や校外活動の学校における教育活動の安全

管理、また児童生徒への指導も含めて適切な対応をしていただくよう通知をしております

とともに、２学期以降の運動会、体育大会においてプログラムへの精選、プログラムの精

選、練習計画、練習方法等の工夫についても取り組みを通知したところでございます。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 この件に関して、いかがでしょうか。 

 そのお二人のお子さん、その後いかがですか。 

 

【仁科指導課長】 現在、体調も回復して、元気に本日も終業式に出席しているというこ

とでございます。 

 

【中山教育長】 学校がこの間とっても暑い状況の中で、子どもたち頑張ってくれていま

して、中学校はエアコンも整う状況にありますが、小学校に関しては議員の皆様からも市

民の代表としてご意見もたくさんいただいていますので、私たちにとっては大変大きな問

題なので、前に進むように取り組んでいきたいと思っておりますので、教育委員の皆様も

またご意見等々ありましたら、私たち事務局にいただけたらと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 ほかに、よろしいですか。事務局、何かありませんか。委員の皆様、よろしいですか。

それでは、７月定例教育委員会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 


