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８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、御喜田委員からは欠席届が出ております。  

 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。  

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】 では、議案第34号「八尾市立義務教育学校設置条例制定について市議会

議案提出の件」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説明願います。  

 

【式教育政策課長】 それでは、議案第34号「八尾市立義務教育学校設置条例について市

議会議案提出の件」について、提案理由のご説明をさせていただきます。  

 平成27年６月に学校教育法の一部が改正され、小中一貫教育を実施することを目的とし

た義務教育学校が学校種として創設され、平成28年４月１日から施行されたところでござ

います。平成 29年 11月に教育委員会が策定した八尾市小中一貫教育基本方針において、

「未来を切り拓くチャレンジする『八尾っ子』の育成」に向け、平成 31年度から本市の全

ての中学校区において小中一貫教育を推進することとなっております。  

 これを受け、施設一体型の小中一貫教育を実施してきた高安小学校、高安中学校につい

て、これまでの取り組みを基本に据えながら、職員体制及びマネジメント体制の一元化を

図り、さらにフロンティア校として本市の小中一貫教育を推進、発展させることを目的と

して、平成31年度から義務教育学校へ移行するものとし、新たに条例制定するものです。  

 それでは条例案をごらんください。  

 今回の条例制定におきましては、第１条として義務教育学校の設置を、第２条で義務教

育学校の名称及び位置を、それぞれ八尾市立高安小中学校、八尾市千塚２丁目 25番地と規

定するものです。今回の条例制定に伴い、改正を要する条例は６条例ございまして、主な
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ものとしましては、八尾市立小学校及び中学校設置条例の本則、表中の高安小学校及び高

安中学校を削除するなど、本条例の附則において所要の改正を行ってまいります。  

 また、本条例の施行は平成 31年４月１日を考えておりまして、本条例案提案とともに補

正予算案を提出予定としております。  

 以上、甚だ簡単なご説明ではありますが、よろしくご審議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ので、これから審議に入りたいと思います。

委員の皆様、何かご質問等々ありましたらよろしくお願いします。  

 

【村本委員】  全国的に小中一貫の教育の取り組みが進められていると聞いておりますけ

れども、この義務教育学校の今の設置状況というのはどのようになっておりますか。  

 

【式教育政策課長】 義務教育学校の設置状況というところでございます。まず、小中一

貫教育の社会的な背景といたしましては、教育内容や学習活動の量的・質的充実への対応

であったりとか、発達の早期化、また中１ギャップとか、社会性育成機能の強化、学校現

場の課題の多様化といったようなことへの対応が求められるところでございますが、そう

いった中で全国的に小中一貫教育の取り組みが進められているところでございまして、平

成27年６月には先ほどの説明にもございましたように、これまでの小学校、中学校に加え

まして、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校という新たな校種

が位置づける学校教育法の改正がなされたところでございます。  

 こういった国の動きであるとか、小学校入学から中学校卒業までの９年間を見通した連

続性、系統性、一貫性を持たせた教育を行うことの重要性や意義といったところが問われ

る中で、本市としましても八尾市小中一貫教育基本方針を策定いたしまして、 31年度から

高安小学校、高安中学校を義務教育学校へ移行するというところで、これまでの取り組み

を基本に据えながら、職員体制及びマネジメント体制の一元化を図り、フロンティア校と

しての本市の小中一貫教育を推進・発展させてまいりたいと考えているところでございま

す。 

 ご質問いただきました義務教育学校の設置状況につきましては、先ほどのこういった国

の動き等も踏まえまして、29年３月に文部科学省で小中一貫教育の導入状況調査というの

を実施しておりまして、その結果によりますと、まず全国的な設置状況としましては、平

成29年度で48校が義務教育学校を設置されていると。平成 35年度までに、100校を超える

義務教育学校の設置が予定されているという結果が出ているところでございます。  

 また、大阪府内の義務教育学校の設置状況といたしましては、現在４校ございまして、

守口市、和泉市、それと池田市、羽曳野市で設置をされているところでございます。平成

31年度には東大阪におきましても義務教育学校が２校開校する予定と聞いているところで

ございます。  

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。  
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【水野委員】  今ご説明いただきましたメリットというか、いろんな意義があると伺った

んですけど、高安小・中学校は、28年度に施設一体型の開校をして、校舎もすごくきれい

になった記憶があるんですけども、フロンティア校として現在までにどういう成果が出て

いるかを教えてください。  

 

【中山教育長】 指導課長、お願いします。  

 

【仁科指導課長】  高安小・中学校は、平成28年の開校時に本市教育振興のフロンティア

校として先進的な取り組みを実践する学校ということを目標に設置されました。平成 28年

度から３カ年、フロンティア校の研究推進事業を進めてきていただいております。  

 研究推進事業は、小中学校の連続性のあるカリキュラムを活用した事業実践ということ

で、大きく４つの研究項目で研究をしていただいております。１つ目が、連続性のあるカ

リキュラムの活用。２点目が、外国語、英語教育の充実。３点目が、体育指導の充実。４

点目が、定期的な自主学習支援ということで、４つの研究項目でやっていただいていると

ころでございます。定量的な、定性的な評価の中で進めていただいているところですけれ

ども、児童生徒のアンケート結果等から聞きますと、教科の学習がわかるようになった、

また学習が楽しいと感じるようになったといったことを聞いておりますとともに、中１ギ

ャップや小中の段差の解消、先生方についてはその垣根を低くした中で、小中一緒に取り

組む、そういう教職員の連携も進んでいると聞いているところでございます。  

 

【水野委員】  例えば、算数、数学なんかは積み上げ式で、中学校でも小４、小５ぐらい

のつまずきのあるお子さんがいたりというのはよく聞くんですけど、そういうところにも

小中連携ならではの協働みたいなものがあるんでしょうか。  

 

【仁科指導課長】  今現在、教職員の連携の充実という点につきましては、教職員が合同

で研修をしたり、また学力向上のための共通の取り組みとして授業規律、授業づくり、家

庭学習支援、学力補充、そういったところでの共通な取り組みを進めていると聞いている

ところでございます。  

 具体的には、外国語活動と保健体育において、中学校の教員が小学校に乗り入れをして

取り組みを進めており、具体的には学力向上というところについて、教職員の連携の充実

が図られているということで聞いております。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。今の話の中で、フロンティア校という言葉が出てきた

んですけども、本市、来年31年４月から全ての中学校区で小中一貫教育をスタートすると

いうことで、今準備段階に入っているんですけれども、高安小学校、高安中学校が小中一

貫教育を先導していくという形で、そのあたりで指導課長、何か説明ができることがあっ

たらお願いしたいんですが。  

 

【仁科指導課長】  この間、高安地域については平成24年度から地域と協議する中で、高

安小・中学校の連携教育をベースにした小中一貫教育をどのように進めていくのかという
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ことで、議論をしてまいりました。地域・保護者の方々とも協議をする中で、小中一貫教

育を先導していく学校として平成28年に、高安の小学校、中学校として施設一体型として

開校したところです。  

 まず、めざす子ども像を統一化していくということをやっていただきました。あわせて、

小中としての校務分掌組織を統一し、先に申し上げました教職員の連携の充実であったり、

小中の交流の充実というところを図ってきていただいております。 

 小中学生の交流の充実という点では、合同の避難訓練であったり、校内清掃や平和学習、

そういったところも合同でやっていただいているということであったり、文化祭に、中学

校の文化祭に小学生が参加する、またそこで合同の合唱を行うというようなところでの取

り組みも具体的に図ってきていただいているところでございます。平成31年度から、全て

の中学校区において小中一貫教育を推進していくところでございますけども、こうした高

安の実践を教職員の連携の充実であったり、小中学生の交流の充実といったところも、十

分に発信していけるところかと考えております。  

 

【中山教育長】 各学校、中学校区全てが今準備期にも入っていることもあって、こうし

て先導してもらっているのが広がっていっていると私は捉えているんですけれども、その

あたりもまた委員の皆様、考慮に入れていただけたらと思っております。  

 ほかにご質問等々ありますでしょうか。  

 

【木下委員長職務代理者】 今のご説明にもありましたし、水野委員の質問にもあったん

ですけれどもね、平成 28年度から施設一体型の小中一貫教育ということで進めてきて、カ

リキュラム研究等々もやってきているんですね。施設一体型じゃないところでは、例えば

特別活動を一緒にするとか、あるいは何か特別な行事を一緒にするということは可能で、

やっているところはたくさんあると思うんですね。フロンティア校で一番重要なのは、授

業の連携ですよね。授業にかかわっての連携がどれほどできているのかなというところが、

私としては一番気になることなんですね。フロンティア校としての取り組みから、例えば

義務教育学校になったとすれば、どういうことが可能になるのか、今のままでは、どこが

無理なのか、義務教育学校になることによって、こういうところがよくなっていきますよ

というところがあれば、ぜひ教えていただきたいと思います。  

 

【中山教育長】 義務教育学校になることで、大きく変わるようなところはどこなのかと

いうご質問かと思いますが。  

 

【仁科指導課長】  施設一体型として開校してフロンティア校の研究を進めていただいて

いるところでございますけども、その中でもいわゆる課題というものは上がってきており

ます。中学校の先生が小学校に乗り入れていくということが一つできている反面、小学校

から中学校にどう乗り入れていくかという相互の乗り入れの体制をどう充実していくのか

ということ。  

 また、今現在小学校は小学校、中学校は中学校ということでのそれぞれのマネジメント

体制になっておりますので、その中での同僚性というところでの構築をどのように、施設
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一体型の中で図っていけるのかということ。さらなる校務分掌の軽減であったり、行事等

の精選、そういったところが現在の小学校、中学校では課題として上がっているというと

ころで、認識いたしております。  

 今回、義務教育学校ということで、校長先生がお一人になる、そういった部分でのマネ

ジメント体制の一元化であったり、真の意味で、教職員が一つの組織として動いていくと

いうことで、先に申し上げたような課題を解消を、一つでも図っていけることになるので

はないかと。そのことが目指す子ども像のさらなる実現と、本市教育振興のフロンティア

校としての取り組み、さらなる八尾市全体の小中一貫教育の推進に寄与するということに

なるのではないかと考えているところでございます。  

 

【中山教育長】 指導課長、木下委員が聞いてくださっているもう一つの面で、子どもた

ちにとって、こういう面でよいんじゃないかというようなあたりも、お願いします。  

 

【仁科指導課長】  生徒指導や学力面で中学校区での取り組みを進めているところでござ

います。そういった一つの教職員体制になって、さまざまな取り組みが進むということに

なりますと、学習規律を初めとした部分での生徒指導であったり、学力向上ですね、そう

いったところの取り組みもより進むと。そのことは、しいては子どもたちにとっての育ち

に十分メリットが大きいものであると考えているところでございます。  

 

【木下教育長職務代理者】 先ほど、私が授業はどのように変わる可能性があるんですか

とお聞きしたのは、私自身は今の小学校教育と中学校教育を見ていて、子どもの発達の加

速現象、学力の問題等見ていて、改革は小学校５、６年に必要なんじゃないかと思ってい

るわけです。要するに、教科の専門性を高めるという意味でね。それが例えば小中一貫に

なれば、よりやりやすくなるのではないかとか、あるいはこういう義務教育学校になれば、

より進められるのではないかという期待感もあるわけです。そこの取り組みがどうなって

いるのか、どうできるとお考えなのか、お話しいただけるとありがたいんですが。  

 

【中山教育長】 そのあたりはいかがですかね。  

  

【塚本教育センター所長】  授業の改善ですけれども、小学校、中学校、これまでも各中

学校区で連携はしてきておりましたが、とりわけ施設一体型のメリットをいかして、高安

中学校区におきましては、小学校と中学校の先生たちが合同で教科の会議を持ちまして、

例えば小学校での学んだ単元、事項が、中学校ではどうつながるのか、また中学校で学ん

でいることを小学校のどの時点で学んでいるのか、その辺のつまずきであったりつながり

を意識することで、より的確な指導方法を開発したり、教材を研究することが可能である

ということを、今研究を進めているところですので、それが大きく教科指導の向上につな

がるものと考えているところでございます。  

 

【中山教育長】 続いて、指導課長、お願いします。  
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【仁科指導課長】  教職員の合同の取り組みということで、今現在全体会議で、いわゆる

年度当初に生活面や身体面での気になる児童生徒、そういったところの会議と合わせて教

科会議を、カリキュラム検討会議を行っております。併せて、各教科の担当がそれぞれの

指導案等について協議し、また互いの授業を見学し合っていると聞いております。今後、

専科指導であったり、教科担任制といったことも見据えるところでございますけども、今

現在のこういった取り組みをより一層進めていきたいと思っております。  

 

【木下教育長職務代理者】  義務教育学校になることによって、そこの改革が一段と進む

と考えたらいいのかなとは受けとめました。  

 

【中山教育長】 ほかに委員の皆様、何か質問等ございませんか。 

 

【村本委員】 新しい学校の名前なんですけれども、９年間を見通した義務教育学校とい

う新しい学校をつくるのに、なぜ高安小中学校という名前を残すのですか。私は会社の経

営をしていたわけですけれども、会社の合併でも、会社の名前を残すとね、例えば、三井

住友銀行とか東京三菱ＵＦＪとか銀行がいろいろありましたけども、両行と私ども取引は

あったのですが、名前を残すと、何年たってもあの人は三井出身だとか、住友出身だとか

ということで、なかなか交わりにくくなるように思うんです。せっかく義務教育学校とい

う形でスタートするのに、なぜ八尾市立高安小中学校という名前にするのか、聞かせてい

ただければと思います。 

 

【式教育政策課長】 義務教育学校になるに当たっての名称の件でございます。校名につ

きましては高安小学校、高安中学校が施設一体型として開校する当初に、地域の方々も踏

まえてさまざまな議論をさせていただいたところでございます。そういった中で、アンケ

ート等の結果におきましても、まず高安という名称を残すことについては多くの方から意

見をいただいています。 

 それと、平成28年度に施設一体型の小中一貫教育を行う小学校、中学校として開校して

以来、現在に至るまでこの高安小学校とか高安中学校という校名が、地域にもすごく浸透

してなじみのあるものになってきているという状況がございます。  

 それらを踏まえ、これまでの小学校や中学校の取り組みを引き継いでいくという考えを

もとに、八尾市立高安小中学校という名称にさせていただけたらと考えているところでご

ざいます。  

 それと、民間の会社の合併と違うのは、所属といたしまして○○小学校、○○中学校と

いうところはございますけれども、その教職員の先生方についても、その学校にずっとい

るというわけではなくて、異動等もございますので、そういった意味では民間の会社の合

併とは違う部分があるのかなと。八尾市の学校の先生として日々教鞭をとっていただいて

いるかと思いますので、そういったところで八尾市立高安小中学校という名称でご提案を

させていただいた次第でございます。  

 

【中山教育長】 29年度は全国で48校とさっきの質問の答えで出ていたんですが、その中
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で、○○小中学校という名前のところはあるんですか。  

 

【式教育政策課長】 先ほどの調査の結果の中でも、私どもでも見ておりましたら、○○

小中学校という名称のところが６校ございます。  

 

【中山教育長】 全国的にも使われているという解釈で大丈夫なんですか。全部が何々学

園でないと。 

 

【式教育政策課長】 全部が何々学園というわけではないです。  

 

【中山教育長】 いかがですかね、村本委員。  

 

【村本委員】  個人的には、せっかくすばらしい方向に変わろうとしているのだから、名

前も変えてもらったほうがよかったのではないかなとは思います。  

それとお伺いしたいんですけれども、義務教育学校になりますと、小学校の卒業式や中

学校の入学式はどのような形になるのでしょうか。  

 

【仁科指導課長】  修了区分が前期課程６年間、後期課程３年間という形になります。こ

れまで小学校では卒業式、中学校では入学式等も行っていたところなんですけれども、先

進事例等に見ますと、前期課程の修了式と言ったり、中学校では後期課程の進級式という

ような形で、それぞれ節目となるような儀式としては実施するという状況が見受けられて

いるところでございます。そういった形で、今現在他の項目、例えば制服であったり校歌

であったりについても、現状の小学校と中学校の取り組みを引き継いでいくということで、

学校長とも協議を進めさせていただいているところでございます。  

 

【中山教育長】 話は戻るんですけど、名称のことですけどもね、確かに高安小・中学校

というのは施設一体校のときから割と根づいているというか、市長部局内でも高安小・中

学校という一体化した名前で呼んでいる場合が多くて、この間、市長部局のチラシを見て

いたら、高安小・中学校って入っているんですよね。一般的には、高安小・中学校になっ

ているのかなと思ったりもしてたんですけど、例えば同じように○○小学校、○○中学校

って同じ名前の小学校、中学校、八尾には他にもあるんですけど、そこを呼ぶときどうし

ているかなと考えたら、そこはまだ○○中、○○小って呼んでいるんですよね。だからそ

ういう意味では、高安小・中学校っていうのはもう一般化しているのかなという思いはあ

りました。  

 それと、さっき、村本委員聞いてくださった前期課程、後期課程の話も、私も地域の人

ともお話ししたりしていたら、区切りをつけて、今の形を継承していく形でいくのはもう

全然問題ないというお話をいただいた地域の方もいらっしゃったんでね、つけ加えて言っ

ておきたいなと思います。  

 あと、何かございませんか。 
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【水野委員】 関連してなんですけど、名称等のことで随分、地域の方や保護者の意見を

聞かれたと伺ったんですけども、どんな形で説明をされていたかということと、その地域

の方や保護者さんがどう受けとめておられるかということを教えてください。  

 

【式教育政策課長】 これまで地域や保護者の方々とは、高安の施設一体型の小学校、中

学校として開校するときから、さまざまご意見を頂戴する中で、そういった経過を踏まえ

た上で、この６月に高安小学校、高安中学校、それぞれの保護者に対しまして、この高安

中学校区の取り組みについてのご報告をさせていただいたところでございます。  

 その中で、ご意見といたしましては、義務教育学校を設置するということについて否定

的な意見というのはなかったのかなと受けとめているところでございます。ただ、ご意見

の中でも、今日のご質問にもございましたように、義務教育学校になることで具体的に子

どもたちにとってどういう変化があるのか、どうよくなるのかといったようなご質問は保

護者の方々からもいただいているところでございます。それにつきましては、マネジメン

ト体制を一元化することによりまして、より学校教育の質の向上に努めていくといったこ

とであるとか、これまで施設一体型の学校でフロンティア校として取り組んできた成果を

踏まえて、そういった取り組みを今以上に発展充実をさせていきたいといったようなとこ

ろで、ご説明をさせて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も、今

後とも義務教育学校のこの条例制定、今回教育委員会議の中でご議決をいただいた折には、

市議会にもまた提案をさせていただいて、進めさせていただけるということになれば、ま

たより丁寧な説明や情報提供にも努めていきたいと考えているところでございます。  

 

【水野委員】  保護者の方がね、実感を持って受けとめたっていうことが、今までの小中

施設一体型教育の一つの成果となるんじゃないかなと。子どもと会話していて、よくなっ

たなというか、授業もわかりやすくなったなというところで、保護者の方から否定的な意

見が出なかったということも、すごく大事なことかなと思いながらお伺いさせていただき

ました。  

 

【中山教育長】 高安は、施設一体型になってから取り組み進めていただいていて、教育

内容はかなり継承発展していくということで考えると、今度義務教育学校に持っていくの

に一番大きなところというとマネジメントだと思うんですね。今、校長先生と、教頭先生

がそれぞれお二人いての管理体制で学校が回っているんですけれども、これ義務教育学校

になるときの管理職体制、最終もう一度確認しておきたいんですけれども、どういうふう

になるか、お願いします。  

 

【木下教育総務部参事】 校長は１名、それから教頭２名ですが、副校長を１名配置し、

管理職４名体制と考えております。  

 

【中山教育長】 この副校長というのは、教頭と違うところは専決権を持つんですかね。  

 

【木下教育総務部参事】 学校長の命を受けてというところがありますけれども、校務の
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一部を司どることができるという形になっております。  

【中山教育長】 校長１名、副校長１名、教頭２名の４名で、１つの組織として管理運営、

マネジメントを図るということになるかと思います。そこが一番、今とは変わる大きな部

分かなとは思います。  

 委員の皆様、いかがですか。  

 

【村本委員】 個人的な話になってしまうんですけども、この新しい義務教育学校という

制度を非常にすばらしい、いいことだなと思っておるんですけども、先ほど申し上げまし

た名前もそうなんですけど、小学校と中学校の前期課程、後期過程ですか、６年と３年で

やるということは、今、しばらくはしょうがないと思うんですけどね、やはりさっき木下

委員がおっしゃっていた、専門的なことをやるようになる、それが４年生からか５年生か

らかはわかりませんけれども、そこで前期と後期の、終了するとかね、何かそういうこと

も考えていったら、随分変わってきたなというイメージを受けるんじゃないかなと思いま

した。将来どうなるかわかりませんし、私は教育の専門家ではありませんけれども、一般

の産業人として、せっかく変えるのだったら、将来に向けて積極的にいろんなことを考え

ていただければいいんじゃないかなと感じました。  

 

【中山教育長】 ご意見いただいているんですが、その件については、今は前期課程６年、

後期課程３年でという考えでいくんですが、いかがですか。  

 

【仁科指導課長】 修了区分ということで、前期課程６年、後期課程３年、それは小学校

の学習指導要領であったり中学校の学習指導要領にのっとった形での修了区分ということ

でご説明をさせていただいたところです。  

 指導区分というところの中では、９年間の取り組みを４・３・２ということで、１年生

から４年生をいわゆる学習基礎定着期と、５年生から７年生までをそういった学習充実期

と、そして8年生・9年生を学習発展期というような形で研究を進めていただいているとこ

ろでございます。そういった指導区分のところについては、研究をさせていただいて、９

年間での子どもたちを意識して取り組みを進めていかなければいけないと考えております。  

 

【中山教育長】 確かに、指導区分の部分では私たち八尾市全域に配らせてもらったカリ

キュラムの中にも、そういう形で既にやっている形で入っているんですけれども、村本委

員、現在のところは前期課程６年、後期課程３年、でも指導区分についてはそれこそ必要

に応じて学校で教育課程を編成しているという形で、今後も進んでいくかとは思いますが。

現時点ではそういう形ということで。  

 

【村本委員】  それで結構です。よろしくお願いします。  

 

【中山教育長】 これで議決いただいたら、今度の９月議会にも提案していくことになる

んですけれども。委員の皆様、よろしいですか。  

 事務局、何か説明でつけ足すことがありますか。学校教育部もよろしいですか。  
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 それでは、皆様からもご意見いただきましたし、質疑もないようですので、採決に移ら

せていただきます。  

 この議案第 34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 34号「八尾市立義務教育学

校設置条例制定について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。 

 以上で、本日の議事は終了いたします。  

 事務局、他の件では何かありませんか。よろしいですか。  

 それではこれをもちまして、臨時教育委員会を終了いたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


