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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、ただいまから 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。 

 なお、本日は、村本委員及び水野委員より欠席届が出ておりますが、過半数に達してお

りますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第 14 条第３項の規定によりま

して、本定例会を始めさせていただきます。 

 

【中山教育長】 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、何かこの件につきまして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、９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。 

 

 

（教育長報告） 

９月 21 日（金） 

９月 22 日（土） 

 

 

９月 23 日（日） 

定例教育委員会 

第３回中高安台文化祭 

世界人権宣言パネル展 

里親制度の動向と里親家庭にいる子ども達について 

第 52 回大阪府下招待柔道団体優勝大会 

開 催 年 月 日  平成３０年１０月２２日（月） 

開 催 時 間  午後２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 

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・木下教育総務部

参事・西村教育政策課長補佐・黒井指導課長補佐 
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９月 25 日（火） 

９月 27 日（木） 

９月 28 日（金） 

10 月２日（火） 

10 月５日（金） 

10 月８日（月） 

10 月 10 日（水） 

10 月 11 日（木） 

10 月 12 日（金） 

10 月 13 日（土） 

10 月 15 日（月） 

 

10 月 17 日（水） 

10 月 18 日（木） 

10 月 19 日（金） 

10 月 21 日（日） 

10 月 22 日（月） 

平成 30 年「秋の全国交通安全運動」交通安全”市民の集い” 

予算決算常任委員会全体会 

平成 30 年度消費者教室基礎講座 

９月市議会定例会本会議（第４日） 

部長会 

大阪府都市教育長協議会 役員会・10 月定例会 

能楽ゆかりの地 高安の里顕彰能 

志紀「元気もりもり朝ごはん」視察 

予算決算常任委員会 文教分科会 

予算決算常任委員会 総務分科会 

第８回八尾市ダンス協会ダンスコンサート 

臨時教育委員会 

定例教育委員協議会 

文教常任委員会 所管事務調査 

平成 30 年度「手をつなぐ子らの会『連合運動会』」 

平成 30 年度第２回社会教育委員会議 

八尾市立特別支援学校運動会 

予算決算常任委員会全体会 

 

【中山教育長】 ９月 30 日の日曜日に予定されていました中学校の体育大会につきまし

ては、雨天のため、 10 月２日の火曜日に延期されました。水野委員には、桂中学校の体

育大会にご臨席いただきました。平日にもかかわらず、出席いただきました。 

 また、10 月６日の八尾市健康まちづくり宣言記念式典におきましては、木下委員に私

の職務代理として出席いただきまして、壇上から式典を見守っていただきました。 

さらに、木下委員には、翌７日の高美小学校の運動会にも、大変残暑の厳しい中、ご臨

席いただきました。台風の影響も心配された中でしたけれども、当日は本当に運動会日和

で、子どもたちも元気いっぱいだったと思います。木下委員には、連日ご参加いただきま

して、感謝申し上げます。 

 

【中山教育長】 これらのご感想や補足、この間の活動状況等ありましたらよろしくお願

いします。 

 

【木下教育長職務代理者】  今、教育長からお話がありましたように、 10 月６日にプリ

ズムホールで開催されました八尾市健康まちづくり宣言記念式典に、教育長の代理として

出席しました。たくさんの来賓の方も来られていましたし、粛々と式典は進められました。

八尾市健康まちづくり宣言が策定されたということで、式典では市長の祝辞、市議会議長

の祝辞等々がありまして、５カ条からなる八尾市健康まちづくり宣言文の意義が話されま

した。 次に、10 月７日の高美小学校の運動会に参加してきました。非常に子どもたち、

元気にいろんな種目に取り組んでました。保護者に向けて、ベトナム語と日本語とそれか

ら中国語で呼びかけをしていたのが非常に印象的でした。 
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【中山教育長】 ありがとうございます。 

 それでは、ご発言ないようですので、この件につきましてはこれで終わらせていただい

てよろしいでしょうか。 

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】  議案審議に入ります前に、本日審議いたします議案のうち、議案第 40

号から 43 号までの取り扱いについて、お諮りしたいと思います。 

 議案第 40 号「八尾市立総合体育館等の指定管理者指定の市議会議案提出の件」から 43

号までの４件につきましては、関係資料が八尾市情報公開条例の規定によりまして、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、それでよろしいでしょうか。 

 

【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 40 号から議案第

43 号までにつきましては、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

の案件につきましては、他の議案の審議及び報告事項等が終了した後に行いたいと考えて

おります。 

 それでは、議案第 39 号「平成 31 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。 

 提案理由を木下教育総務部参事より説明願います。 

 

【木下教育総務部参事】 失礼いたします。それでは議案第 39 号「平成 31 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４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 31 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 30 年度末 31 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、本市教育の向上へ期待に応える人事を行って

まいりたいと考えているところです。 

 それでは、八尾市立学校園教職員人事基本方針(案)をごらんください。順にご説明いた

します。 

 １、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、
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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間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。 

 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けれども、最

長である６年、１０年まで残すというものではなく、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て、府立

学校、教育委員会事務局も明記し、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、大学附属学校や国立青少年自然の家との人事交

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）です。新規採用者の配置につきましては、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点目です。２の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点目、３、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点目、４の女性教職員についてですが、今年度当初の異動におき

まして、２名の女性校長、３名の女性教頭が退職されましたが、１名の女性新任校長、２

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 月に開催する校長会及び園長会で提示す

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て、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しっかりと示していきたいと

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、次年度は３園を残し

て認定こども園に移行することから、先生方が意欲的に勤務できるような人事となるよう

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、簡単で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。 
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【中山教育長】 去年と大きく変わる点は、木下参事、ないのでしょうか。 

 

【木下教育総務部参事】 方針については特に大きな変更点はございません。ただ、先ほ

ども申しましたが、幼稚園につきましては数がかなり少なくなるというところは事実とし

てあります。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、何かこの件につきまして質疑ありましたらよろしくお願い

します。 

 

【木下教育長職務代理者】 済みません、１つお尋ねします。文面自体は去年と一緒とい

うことなんですが、今年度、特にこの辺は重点で考えているんですというところがあれば

一つ教えてもらえますか。 

 それともう一つ、小中一貫教育が進むに当たって、小中間、校種間の異動も結構増える

でしょうし、小中免許を持っている人が重要になってくるのではないかと思うんですが、

八尾の職員の小免、中免の保持状況はどんなものなんですか。 

 

【中山教育長】 まず、２点のうち１点目、どうですか。 

 

【木下教育総務部参事】 今年度の人事の中でということですけれども、まず多様な校種

間の異動というか、特に小中一貫教育ということですので、フロンティア的な役割を果た

す校区への人事異動については、例えばトライシステムだったりそういったものも検討に

入れながら、適切な配置を進めてまいりたいと考えております。 

 それから２点目、小中の免許の保有率のご質問ですが、大阪府下に比べて八尾は非常に

高い、もしくは低いということではないですが、特に中学校現場において小学校の教員免

許状を有している教員があるというのは限られているのが現状でございます。ただ、小学

校との授業の交流については、その所有免許状の専科授業ということで対応できると考え

ております。 

 また、小学校の教員で中学校の免許状を取得している者の割合につきましては、今正確

な数字というのは手元にはありませんが、中学校職員に比べると多いのは事実でございま

す。ただ、そこにつきましても八尾市だけ特別に多いということではございません。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。今後、義務教育学校等々のこともありますし、今

はまだ片方の免許でもということですが、将来を見据えたら両方の免許を持つ職員の育成

等々も考えていかなければならないということで、人事よろしくお願いします。 

 それから、木下参事の説明の中にありましたが、校長先生方はやっぱり学校になれた教

職員って学校にたくさんいてほしいという状況なので、新任４年、それからまた異動で７

年というのはなかなか手放しにくい状況にあるかと思いますが、異動は最大の研修なので、

できるだけ先ほどの説明にもあったように、若いときに早くいろんな学校を経験していろ

んなものを吸収するほうがいいかと思うので、またヒアリングのときにそのあたりは伝え

ていってほしいなと思っていますのでよろしくお願いします。 
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 御喜田委員、いかがですか。 

 

【御喜田委員】 特に意見はございません。 

 

【中山教育長】 そうですか。それから、市教委の事務局に来る割愛者、これもいつも指

導主事試験や教頭試験に通っている者が、事務局で活躍していただくようにと言っている

んですけれども、割愛のときに府の給与体系が崩れてしまうと、教職員の生涯賃金等々に

も支障が来るので、そこに１行入っている、府の給与体系に準拠するということは、これ

は基本方針の中にも明記しているので、このあたりもどうかよろしくお願いします。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 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 39 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。

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、議案第 39 号「平成 31 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、報告事項に先に移らせていただきます。 

 まず、平成 30 年度全国学力・学習状況調査の結果と分析について、仁科指導課長、お

願いします。 

 

【仁科指導課長】 それでは、平成 30 年度の全国・学力学習状況調査の結果についてご

報告をさせていただきます。 

 お手元の資料をごらんください。 

 調査の対象学年は、小学校６年生と中学校３年生で、それぞれ国語、算数数学、理科を

平成 30 年４月 11 日水曜日に実施いたしております。本年度の八尾市の調査結果について

でございますが、ページ右欄の２、八尾市の調査結果についてをごらんください。 

 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、理

科の内容ごとに、平均正答数、平均正答率を対全国比に分けて結果を記載いたしておりま

す。全国の平均正答率と比較いたしまして、小学校については、国語Ａについては昨年度

同様の結果で、理科については前回と比較して改善が見られ、それ以外の教科・区分につ

いては差が少し広がったところです。 

 一方、中学校については、国語Ａについては昨年度同様の結果で、理科については前回

と比較してわずかに差が広がり、それ以外の教科・区分については改善が見られ、差が縮

まりました。 

 次に、裏面をごらんください。 
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 小学校の国語Ａから順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、国や府と同じ分布状況となっていることがわかります。

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

の中に記載いたしております。 

 少し詳細について説明をさせていただきますと、小学校の国語については、慣用句の意

味を理解し、使うことはおおむね良好な結果となっております。一方で、文の中における

主語と述語の関係などに注意して、文を正しく書くこと、目的や意図に応じて内容の中心

を明確にして書くこと、目的に応じて文章の内容を的確に押さえ、自分の考えを明確にし

ながら読むこと、話し手の意図を捉えながら聞き、自分の意見と比べるなどして、自分の

考えをまとめるということに課題が見える状況でございます。 

 次に、中学校の国語でございますけれども、慣用句の意味を理解すること、歴史的仮名

遣いを直すこと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。一方、目的に

応じて文章を読み、内容を整理して書くこと、相手に的確に伝わるように、あらすじを捉

えて書くこと、話し合いの話題や方向を捉えて的確に話したり、全体と部分との関係に注

意して相手の反応を踏まえながら話したりすることに課題がある状況となっております。 

 次に、小学校の算数については、計算問題の正答率、小数の除法についての意味理解、

直径の長さと円周の長さの関係についての理解は、おおむね良好な結果となっております。

一方、メモの情報とグラフを関連づけ、総数や変化に着目していることを理解し、記述す

ること、事象が成り立つ理由を枚数、本数、個数などの数量を関連づけ、根拠を明確にし

て式や言葉を用いて記述することに課題がある状況です。 

 次に、中学校数学については、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、その一方で、具体的な事象について、計算を用いて導き出した結

果、その結果が成り立つ理由を、根拠Ａと説明するべき事柄をＢと明確に区別し、「Ａで

あるからＢである」のように説明すること、事象に対する問題解決の方法を、表や式、グ

ラフから必要な情報を取り出して説明すること、図形の証明について発展的に考え、新た

に見出した事柄を説明することに課題がある状況です。 

 次に、小学校理科については、２つの異なる方法の実験結果を分析して考察することは、

おおむね良好な結果となっておりますが、一方で、予想が確かめられた場合に得られる結

果を見通して実験を構想したり、実験結果をもとにより妥当な考えに改善し、その内容を

記述したりすることに課題がある状況となっております。 

 最後に、中学校の理科については、神経の名称を答えることや、物質を原子記号であら

わすこと、地震に関する知識を答えることは、おおむね良好な結果となっておりますが、

自然の事物・現象に含まれる要因を抽出して整理し、条件を制御して実験を計画すること

に課題がある状況になっております。 

 続きまして、２枚目、３枚目の児童･生徒の質問紙の調査結果についてご説明させてい

ただきます。 

 この資料につきましては、小学校で 62、中学校で 59 の調査設問の中から市として重点

を置く代表的なものを抜粋して、豊かな人間性・地域とのかかわりについて、基本的生活
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習慣について、家庭学習・家族とのかかわりについて、学校生活・授業についての４つの

項目に分け、分析いたしたものでございます。 

 まず、豊かな人間性・地域とのかかわりについてですが、小中学校ともに「自分にはよ

いところがある」、「いじめはどんな理由があってもいけないことだ」と答えた子どもの

割合や、「地域の方とのかかわりや地域学習をする機会があった」と答えた子どもの割合

は増加いたしております。 

 一方で、小中学校ともに「将来の夢や目標を持っている」と答えた子どもの割合が減少

しており、豊かな人間性を育むために、さまざまな出会いや経験を積み重ねるようなキャ

リア教育をより一層充実させていく必要があると考えております。 

 次に、基本的生活習慣についてでありますが、中学校では、小中学校ともに「朝食を毎

日食べている」と答えた子どもの割合に大きな変化はなく、全国と同水準でございました。

小中学校ともに「学校での授業以外に読書を全くしない」と答えた子どもの割合、「毎日

同じくらいの時間に寝ている」と答えた子どもの割合が減少しており、小学校では「毎日

同じくらいの時間に起きている」と答えた子どもの割合も減少しております。引き続き、

家庭と連携して生活習慣の改善に努める必要があると考えております。 

 次に、家庭学習・家族とのかかわりについてでございますが、小中学校ともに、「学校

での授業時間以外に、勉強する時間が１日当たり 30 分未満」と答えた子どもの割合が減

少いたしております。また、「学校での授業以外に、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っております。小中学校ともに「家で、自分で計画を立てて勉強を

している」、「家で予習・復習をしている」と答えた子どもの割合が増加しているものの、

いまだ全国との差が大きい状況にございます。効果的な家庭学習の方法ややり方について

の啓発が、今後も必要であると考えております。 

 最後に、学校生活・授業についてでございますが、小中学校ともに、「学級の友達との

間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができている」と

答えた子どもの割合が大幅に増加いたしました。小学校では「先生はあなたのよいところ

を認めてくれる」と答えた子どもの割合が、中学校では「学校の規則を守っている」と答

えた子どもの割合が増加したものの、小学校では「学校の決まりを守っている」と答えた

子どもの割合が減少いたしました。引き続き、児童生徒一人一人のよさを認め、自尊感情

を高めるとともに、主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業づくりに、より一層取

り組む必要があると考えております。 

 現在、この全国学力・学習状況調査の結果分析につきましては、各学校においても丁寧

な分析を実施いただいているところでございます。教育委員会といたしましては、 10 月

24 日開催の校長会において分析結果を共有するとともに、教頭会、学力向上担当者会に

おいても、それぞれ成果の上がった学校の取り組みなど、詳細に情報共有するなど、授業

改善につなげてまいりたいと考えております。 

 なお、この分析結果の概要につきましては、 10 月末に本市のホームページにも掲載い

たしますことをあわせてお伝えさせていただきます。 

 以上、甚だ簡単なご説明ではございますが、ご報告とさせていただきます。 

 

【中山教育長】 この報告につきまして、ご意見等ありましたらよろしくお願いします。 
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【木下教育長職務代理者】 学力は同じような傾向が続いているのかなと思っているんで

す。１つ、どうこの数値を読まれているかお尋ねしたいんですが、児童生徒質問の調査結

果①のところで、自己肯定感についてというのがあるんですね。特に小学校で、自分には

よいところがあると思いますかという項目で、小学校は数値が下がっていて、全国との差

がそれなりにあるかなと思うんですね、35.1％だったのが 33％になり、全国は 41.3 です。

小学生はもう少し自己肯定感が高くてもいいんじゃないのかなというのが私の感想なんで

すけれど、中学校になったら下がるというのはわからないこともないんですけど、これは

どう読まれているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 

【中山教育長】 考察について学校教育部の中でも分析しているかと思いますが、よろし

くお願いします。 

 

【仁科指導課長】 これまでもこの自己肯定感であったり自尊感情を高めるという取り組

みについては、友人関係であったり、自学自習力や、学習意欲を高めていくといったとこ

ろにもさまざまにかかわりのある指標であるというふうに考えております。この間の取り

組みにおいてもそういったところを推進をしてきましたが、今回、一定増加してきている

ものの、まだまだ課題があるという状況が見えたところでございまして、引き続きそこの

取り組みについては重点的に取り組んでいく必要があると考えています。 

 

【中山教育長】 木下委員、どうですかね。 

 

【木下教育長職務代理者】 もう少し突っ込んだお答えはないものでしょうか。 

 

【中山教育長】 学校教育部、どなたでも構わないので、みんなで意見共有できたらと思

います。 

 

【塚本教育センター所長】 自己肯定感についてですけれども、今回の小中一貫教育のめ

ざす成果の中でも、自己肯定感を高めていくということを期待しながら小中でめざす子ど

も像も設定している状況にございます。小学校の先生、中学校の先生が協力して子どもの

よいところを見ていくというような体験を通して、子どもたちの心が育まれていくと考え

ております。今年は準備期に当たりまして、各校の取り組みをさらに推進していくことで、

子どもたちの自己肯定感を高め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】 恐らく、木下委員聞いてくださっているのは、本来だったら小学生はも

っと高いはずが、こうなっているのは何でというところかなと思うんですが。 

 

【木下教育長職務代理者】 はい。 

 

【仁科指導課長】 一定、この分析そのものが全てではないかと思いますけども、さまざ

まな指標においてこの平均値を一定押し下げている原因というのは、「当てはまらない」
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や、「どちらかといえば当てはまらない」といった否定的な回答の割合、例えば 30 分未

満の自学自習力について一定向上はしているものの、「全くしていない」という子どもの

割合が全国と比べて非常に高い、そういった状況があります。それに類似するような傾向

が、この自己肯定感のところにもあらわれていると。一定改善はするものの、否定的回答

割合がなかなか下がってこないといったところが、この平均値にあらわれている一番のと

ころかなとは考えているところです。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。 

  

【御喜田委員】今、木下先生の質問にもあったと思うんですけど、私も生徒質問紙の調査

結果について、私なりの感想を述べさせていただきたいなと思います。 

 自尊感情、自己肯定感というのが、私は今までよりも少し増えたので、子どもたちの意

識が変わっているのでいいのではないかなと思いました。あと、家庭学習の部分において

も、家庭で学習する子、規則正しい生活を身につけた子も増えているので、家庭教育の部

分でも保護者の意識だったり家族とのかかわり方というのが変わってきているのでいいか

なと思っています。 

 今、授業において発表する機会だったり、話し合いの活動がたくさん行われているとい

うところで、この部分でも友達の意見を聞いたりとか、自分とは違う意見を聞く中で、子

どもたちというのは成長していくと思うので、そこで先生方がどのように子どもたちのい

いところを見つけてくれるかというので、また自己肯定感等もどんどん高まり、膨らんで

いくと思いますので、今後もまたかかわっていただきたいなと思います。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。 

 また、私たちも今後、指標としてどうしていくのかとか、ほかにも課題を持っておりま

すので、しっかりと検討は続けていきたいなと思いますので、事務局どうかよろしくお願

いします。 

 先ほど塚本所長が言ってくれたように、各学校も目指す子ども像という部分ではこの生

活についての調査結果な活かしていただく形になっていくかと思うので、私たちが指導助

言していきたいので、よろしくお願いします。 

 事務局、ほかによろしいですか。 

 それでは、この形でホームページにもアップしていくということで、よろしくお願いし

ます。 

 続きましてもう一つの報告事項、教育課程特例校の指定に係る申請についてよろしくお

願いします。 

 

【仁科指導課長】 それでは、文部科学省への教育課程特例校の指定申請について、口頭

にて報告させていただきます。 

 まず、申請の概要についてでございますが、教育課程特例校として、学校教育法施行規

則第 55 条の２の規定により、学校または地域の特色を生かし、学習指導要領等によらな

い特別の教育課程を編成し実施できる学校として指定を目指すものであり、特例の適用開
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始日を平成 31 年４月１日とするものでございます。 

 本申請における特別の教育課程の中心となる内容といたしましては、人権みらい探求科

の新設であり、人権が尊重される社会づくりをみずからの問題として捉え、「みずから考

え、行動できる人間形成」及び「持続可能な社会づくりに貢献できる人間形成」を目指し

て、児童が自己や仲間、社会のありようを探求し、学ぶことを通し、未来社会を形成する

主権者・地球市民としての資質・能力を育成することを目指し、特別活動及び総合的な学

習の時間の一部にかえて新設するものでございます。 

 人権みらい探求科の内容と特色ですが、現在、小規模化が進んでいる桂中学校区におい

ては、人間関係の固定化や人間関係づくりの経験が乏しく、自己肯定感や自己有用感が低

い傾向が見られ、これらの課題に対応するため、教育段階や教育課程の工夫をして、少人

数を生かした指導の充実や特色あるカリキュラムの編成を行うとともに、多様な考えに触

れる機会を確保し、切磋琢磨する態度や向上心を高める取り組みを推進する必要があると

考えております。あわせて、より子どもたち一人一人が地域社会の一員として主体的に社

会に参画し、よりよい地域づくりに取り組む態度を身につけられるよう、特別の教育課程

を編成して教育を実施することを目指すものです。 

 本申請に当たっては、学習指導要領に定める内容事項が特別の教育課程において適切に

取り扱われていることについて。学習指導要領に定める内容事項を指導するための総授業

時数が、特別の教育課程において確保されていること。児童または生徒の発達の段階並び

に各教科等の内容の系統性及び体系性への配慮について。保護者の経済的負担への配慮そ

の他の義務教育における機会均等の観点からの、適切な配慮がされているかについて。児

童または生徒の教育課程特例校への転出入に対する配慮等について、それぞれ教育委員会

として確認いたしているものでございます。 

 今後、文部科学省における審査を受けることにより、今年度後半にその指定結果を受け

ることとなるものでございます。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 本日は口頭でということで、文部科学省に上げる書類の編成や実施計画

の作成等々についての方向性を報告していただいたと受け取っておけばいいんですね。 

 

【仁科指導課長】 はい。 

 

【中山教育長】 また詳細等々、変わり次第教育委員会議に報告いただくということで、

よろしくお願いします。 

 委員の皆様、それでよろしいでしょうか。 

事務局。よろしいですか。 

 それでは、公開の議事はこれにて終了といたします。 
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(以下、非公開審議) 

 

【中山教育長】  傍聴がありませんので、引き続きいかせていただきたいと思います。  

それでは、先ほど冒頭にお諮りしましたとおり、ここからは非公開で行いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 では、議案第 40 号「八尾市立総合体育館等の指定管理者指定の市議会議案提出の件」

及び議案第 41 号「八尾市立屋内プールの指定管理者指定の市議会議案提出の件」につき

まして、２件一括して審議いたしますので、南課長説明願います。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 ただいま議題となりました議案第 40 号「八尾市立総合体

育館等の指定管理者指定の市議会議案提出の件」、及び議案第 41 号「八尾市立屋内プー

ルの指定管理者指定の市議会議案提出の件」につきまして、一括に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 15 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。 

 提案の理由でございますが、本件に係る合計 11 カ所のスポーツ施設を対象とした、現

行の指定管理期間が来年３月末で満了することから、平成 31 年４月１日から平成 36 年３

月 31 日までの間、管理運営を行う指定管理者候補の選定を本年５月より八尾市教育委員

会指定管理者選定委員会におきまして行い、このたび指定管理者候補者が決定いたしまし

たので、本案を提出するものでございます。 

 初めに、議案第 40 号「八尾市立総合体育館等の指定管理者指定の市議会議案提出の

件」につきまして、ご説明申し上げます。 

 それでは、お手元配付の資料①、八尾市立総合体育館等指定管理者候補者の選定に沿っ

て、候補者選定の経過及び選定結果についてご説明申し上げます。 

 まず、１、公募経過でございますが、市政だより７月号及び市のホームページにおいて

公募の案内を行い、平成 30 年７月２日から同年８月 31 日までの間、公募を行うとともに、

その間、７月 17 日と７月 25 日の２回実施した現地説明会では、７団体の参加があり、そ

のうち１団体より応募があったものでございます。 

 次に、選定方法でございますが、資料の②にあります選定委員名簿のとおり、学識経験

者、公認会計士及びその他教育長が特に必要と認める者として、八尾市自治振興委員会及

び八尾市スポーツ推進委員協議会から２名、及び庁内委員２名の計７名からなるスポーツ

施設に関する指定管理者選定委員会を設置し、９月 25 日に応募団体からのプレゼンを受

けた後、資料③、指定管理者選定評価指針に照らして委員から質疑・応答を行い、慎重に

審査を行ったものであります。 

 その結果、３、選定結果につきましては、お手元の資料④、指定管理者応募団体の評価

点集計表のとおり、応募団体の得点といたしましては 840 点中、687 点を獲得しました八

尾体育振興会グループ、代表者公益財団法人八尾体育振興会理事長、角倉安和を指定管理

者の候補者として決定したところであります。 

 選定委員会における申請団体の講評といたしましては、資料⑤でございます。 

 それでは、その団体の講評のうち、重立った意見につきましてご説明申し上げます。 

 まず、指定管理者候補者につきましては、今後の指定管理者としての方針「ひろげる」
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「つくる」「つなげる」に際して具体的な事業展開が示されている点や、施設周辺の地域

とのかかわりやコミュニティセンター等での事業計画について評価されており、また、災

害発生時の対応についても、高く評価されたものであります。 

 最後に、指定期間につきましては、平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までの

５年間といたすものであります。 

 なお、参考までに、資料⑥として、応募団体からの事業計画概要書と、資料⑦といたし

まして応募要項等をつけております。 

 次に、議案第 41 号「八尾市立屋内プールの指定管理者指定の市議会議案提出の件」に

つきまして、ご説明申し上げます。 

 それでは、お手元の配付資料①、八尾市立屋内プールの指定管理者候補者の選定につい

てに沿って、候補者選定の経過及び選定結果についてご説明申し上げます。 

 まず、１、公募経過でございますが、市政だより７月号及び市のホームページにおいて

公募の案内を行い、平成 30 年７月２日から同年８月 31 日までの間、公募を行うとともに、

その間、７月 20 日に実施した現地説明会には、６団体の参加があり、そのうちの１団体

より応募があったものでございます。 

 次に、２、選定方法でございますが、資料②にあります選定委員名簿のとおり、学識経

験者、公認会計士及びその他教育長が特に必要と認める者として、八尾市自治振興委員会

及び八尾市スポーツ推進委員協議会から２名、及び庁内委員２名の計７名からなるスポー

ツ施設に関する指定管理者選定委員会を設置し、 10 月５日に応募団体からのプレゼンを

受けた後、資料③、指定管理者選定評価指針に照らして委員から質疑・応答を行い、慎重

に審査を行ったものでございます。 

 その結果、３、選定結果につきましては、お手元の資料④、指定管理者応募団体の評価

点集計表のとおり、応募団体の得点といたしましては総得点 660 点中、得点 544 点を獲得

しました八尾体育振興会グループ、代表者公益財団法人八尾体育振興会理事長、角倉安和

を指定管理者の候補者として決定したところであります。 

 なお、選定委員は７名で選定を行うこととしておりましたが、委員のうち１名が申請者

のプレゼンテーションを受け、質疑応答を受けて採点を行う第４回選定委員会当日に欠席

となり、６名の委員により採点を行うこととを委員会で決したところでございます。 

 選定委員会において、申請団体の講評といたしましてまとめたものが資料⑤でございま

す。 

 それでは、応募団体の講評のうち、重立った内容につきましてご説明申し上げます。 

 まず、指定管理者候補者につきましては、屋内プールだけでなく、市立小中学校やコミ

ュニティセンターなどへのアウトリーチ事業の提案、また、健常者のみならず障害のある

方に対する水泳サポートの考え方も示されており、それらの点が評価されております。一

方で、30 から 40 歳代世代の利用促進への取り組みが期待される点など、委員より講評を

いただいております。 

 最後に、指定期間につきましては、平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までの

５年間といたすものであります。 

 なお、参考までに、資料⑥といたしまして、各応募団体からの事業計画概要書を、資料

⑦といたしまして応募要項をつけております。 
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 以上、甚だ簡単雑駁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。何

とぞ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申し上げます。 

 

【中山教育長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様、２件一括で審議

してまいりたいと思いますが、何か質疑ございませんでしょうか。 

 

【木下教育長職務代理者】 指定管理者の候補者の事業提案が出ているんですが、事業案

の特徴としてどういうものが見られるのかなということです。 

 次に、それが八尾市が期待していたものと合致しているのかどうか。八尾市は何を期待

していたのか、具体的に教えていただけますか。 

 

【中山教育長】 今、２つお聞きになっているのを一括で説明していただいていいのでお

願いします。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 まず、それぞれの体育施設及びプールについてですけれど

も、指定管理者からの提案の内容の主だったところといたしましては、総合体育館につき

ましては先のスポーツ庁の資料にありますように、30 代から 40 代の方々がスポーツに親

しむ機会というのが非常に少ないということもありますので、そういった年齢層の方々が

スポーツに親しんだりとか、また施設に来られなくても自宅でできるストレッチの仕方と

か、そういったことの啓発というものについて特徴があったのかなと思っていますし、ま

たスポーツ施設につきましては、本市の防災の観点からいきましても、災害の発生したと

きの拠点として物資の輸送、避難所、また場合によってはヘリポートであったり、防災の

観点ということも含めて、ふだんから市民に対してスポーツ施設でありながらも防災の教

育を重要視して啓発するという観点の提案がありました。 

 また、屋内プールにつきましては、プールという施設的には北東の位置にありまして、

この施設に来ていただくということだけじゃなくて、逆に市内のいろんな小中学校のプー

ルでの水泳を通した指導であったり、また市内にコミュニティセンターがあるんですけど

も、そこでされるさまざまな祭りであったり、講座とか、そういったところで、水泳だけ

じゃなくて体を動かすことのストレッチとか、また骨密度測定とかいろいろな健康測定と

いったところで、アウトリーチ的な事業展開が非常に多く、屋内プールの団体から提案い

ただいております。 

 今回、我々市との中で期待したものというか、この選定委員会の中で非常に議論になっ

て募集要項の中で重要視させてもらったのが、やはり先ほどの災害が発生したときの体育

施設の役割ということと、健康まちづくり宣言は本年 10 月にさせていただいております

ので、市民のスポーツに親しみながら健康づくりをどうしていくのかというところの提案

と、それと施設については市内の中で偏った、遠いところの方々もおられるということも

あるので、そのアウトリーチ、施設だけではなくて外にどう出向いていくのかといったと

ころの提案をやはり重要視していきたいということで、選定委員会の中でも議論いたしま

したし、我々市としてもそういうことで募集要項の中に反映させていただいたというとこ

ろがございます。 
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【中山教育長】 いかがですか、よろしいですか。 

  

【木下教育長職務代理者】 今回選定されたところは、そういう八尾の期待に十分こたえ

られるという判断だったんですね。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 そういった市の希望とですね、実際そういう提案が書かれ

て、プレゼンテーションのときにも方針が示されておりましたので、選定委員会の中で一

定好評をいただいたというところがございます。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。 

 御喜田委員、よろしいですか。 

 それでは、質疑等々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 40 号及び議案第 41 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】 ありがとうございます。 

 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 40 号「八尾市立総合体育館等の指定管理

者指定の市議会議案提出の件」及び議案第 41 号「八尾市立屋内プールの指定管理者指定

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。 

 それでは、続きまして次に議案第 42 号｢八尾市立歴史民俗資料館の指定管理者指定の市

議会議案提出の件｣及び議案第 43 号｢八尾市立埋蔵文化財調査センターの指定管理者指定

の市議会議案提出の件｣について審議いたしますので、２件一括で渞課長説明願います。 

 

【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 42 号「八尾市立歴史民

俗資料館の指定管理者指定の市議会議案提出の件」及び議案第 43 号「八尾市立埋蔵文化

財調査センター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 15 号の規定に

より、委員会の議決をお願いするものです。 

 提案の理由でございますが、平成 31 年３月 31 日に、両施設の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、歴史民俗資料館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をごらんください。 

 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２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で

配付し、現地説明会には１団体の参加があり、応募も１団体からでございました。 

 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
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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す。 

 選定結果につきましては、評価集計表のとおり 500 点満点中 387 点、得点率 77.4％で、

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。 

 選定委員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。２、施設活用の観点では、市

民研究会やボランティア活動など市民協働が評価されたほか、映像を生かした展示資料の

提案や年齢層に合わせた解説など、利用者増につながる提案をしていることから、本市の

資料館としての役割を十分発揮できるものと、選定委員各位が判断されたこととなります。 

 その結果、八尾市立歴史民俗資料館の指定管理者候補として、大阪府八尾市幸町４丁目

58 番地の２に所在します、公益財団法人八尾市文化財調査研究会が選定されたものでご

ざいます。 

 なお、指定の期間は平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までの５年間でござい

ます。 

 続きまして、埋蔵文化財調査センターですが、資料①の選定経過の欄に記載しておりま

すように、本市の文化財保護行政は、公益財団法人八尾市文化財調査研究会と協働しなが

ら進めていることから、本施設の設置目的において、指定管理者を募集する施設にはなじ

まないものであり、非公募施設として、公益財団法人八尾市文化財調査研究会を選定候補

団体といたしました。 

 なお、選定につきましては、歴史民俗資料館と同様に文化財施設における八尾市教育委

員会指定管理者選定委員会が、資料３の選定基準に照らし、総合的な評価がなされました。

その結果、400 点満点中 280 点、得点率が 70％となり、公益財団法人八尾市文化財調査研

究会が指定管理者候補者として選定されたところでございます。 

 資料５の講評にございますように、選定基準の項目における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、１、施設管理の方向性では、埋蔵文化

財を活用した事業展開により八尾の魅力を学ぶ場として、また市民と協働して文化交流、

情報発信の拠点とすることを提案しております。また、２、施設活用の観点では、埋蔵文

化財を学習教材として観察力や考える力を養う体験プログラムを提案するなど、施設の特

徴を生かした提案がなされており、文化財施設の効用を十分発揮できるものとして、選定

委員各位が判断されたものでございます。 

 以上、簡単ではございますが提案理由及びその経過等でございます。何とぞよろしくご

審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 委員の皆様から質疑等ありましたらよろしくお願いします。 

  

【御喜田委員】 先ほど木下委員の質問にもあったと思うんですが、この候補者からの事

業提案での特徴を教えていただきたいのと、あと八尾市として期待していた点は何かとい

うことと、何か期待していた点をうまく候補者の方が提案として上げられたのかというと

ころ、３点お聞きしたいと思います。 



－17－ 

【渞文化財課長】 まず歴史民俗資料館で期待していた点につきましては、八尾の魅力を

効果的に発信できる方策があるかどうかということ。それと、地域や団体との連携、学習

機会を提供できるかということでございます。 

 そして、事業提案の特徴としましては、由義寺に関する出版等につきまして、全国的な

展開を図って本市の情報を発信しようとしている点、そして、常設展についてビデオやス

ライドによる映像資料や音声解説を新設するなど、展示に関する積極的な提案があった点、

また、市民と協働する地域資料館としての側面として、ボランティアの養成や市民ととも

に研究するということが提案され、評価されています。 

 埋蔵文化財調査センターで、期待していた点としましては、埋蔵文化財をどのようにま

ちづくり、人づくりに生かしていくかというところが今回期待していた点でございます。

この点につきまして提案されたところは、まず埋蔵文化財を学習教材として活用して、観

察する力、考える力を養うという考え方、また古いものに触れるというところから、生き

る力につなげていきたいということでございます。 

 そしてもう一点は、市民と協働して多言語のパンフの作成や遺跡探訪マップの作成等で、

市民とともに埋蔵文化財調査センターを活用していこうということが今回提案されたとい

うところで、我々としても十分期待にこたえていただいていると考えております。 

 

【中山教育長】 どちらも期待していた部分にはこたえてもらっているという説明ですが、

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 42 号及び議案第 43 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 42 号「八尾市

立歴史民俗資料館の指定管理者指定の市議会議案提出の件」及び議案第 43 号「八尾市立

埋蔵文化財調査センター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。 

 委員の皆様、何かございませんでしょうか。事務局、よろしいですか。 

 それでは、以上をもちまして、10 月定例教育委員会を終了いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 


