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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。  

 本日の会議録署名委員に村本委員を指名しますので、よろしくお願いします。  

 

【中山教育長】 では、６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、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、６月臨時会会議録について承認と

決します。 

 

【中山教育長】 続きまして、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、この件について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、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】 次に、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

 

 

 

 

開 催 年 月 日  令和元年７月２２日（月）  

開 催 時 間   午前１０時００分  

開 催 場 所   市役所本館８階 第２委員会室  

出 席 委 員  

 

中 山 教育長 

御喜田 教育長職務代理者  

村 本 委員 

水 野 委員 

岩 井 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・木下教育総務部次長・山本総務人事課長・式教育政策

課長・谷八尾図書館長・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  
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（教育長報告） 

６月21日（金） 

６月22日（土） 

６月25日（火） 

 

７月２日（火） 

 

７月３日（水） 

７月４日（木） 

７月５日（金） 

７月６日（土） 

７月10日（水） 

７月11日（木） 

 

７月12日（金） 

 

７月16日（火） 

 

７月18日（木） 

７月20日（土） 

定例教育委員会  

令和元年度青少年健全育成八尾市民大会  

文教常任委員会  

予算決算常任委員会文教分科会  

令和元年度八尾市自殺対策推進会議  

第71回八尾市小学生軟式野球大会開会式・抽選会   

予算決算常任委員会全体会  

令和元年度第１回中河内地区人事協議会  

令和元年度中核市教育長会第１回総会・研修会  

第60回八尾市美術展表彰式  

第１回八尾市社会教育委員会議  

令和元年度第１回八尾市総合教育会議  

令和元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会  

６月市議会定例会本会議（第６日）  

定例教育委員協議会  

令和元年度「交通事故をなくす運動」八尾市推進本部総会 

八尾商工会議所創立70周年記念式典  

令和元年度第１回八尾市立スポーツ施設運営審議会  

八尾小学校「納涼の夕べ」  

 

【中山教育長】 今回は、大松市長になられて初めての総合教育会議が７月 11日に開催さ

れました。これには、委員の皆様にご出席いただきました。ありがとうございました。  

 何か質疑ございませんでしょうか。  

 

【中山教育長】 あと、教育委員の皆様からも、この間の活動状況、何かありましたらよ

ろしくお願いします。  

 

【水野委員】  ７月１日に第１回八尾市総合計画審議会に参加してまいりました。今年度

の審議会における取り組み内容についてのお話でしたが、大松市長からも非常に力強いお

言葉をいただきました。今後、部会に分かれて審議をすることになりますが、教育現場を

踏まえて引き続き発言をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 よろしくお願いいたします。  

 委員の皆様、ほかにございませんか。  

 

【岩井委員】  ７月４日木曜日に、民間施設を活用した水泳授業の見学ということで、ル

ネッサンス久宝寺のプールに行かせていただきました。竹渕小学校の３、４年生の授業だ

ったんですけれども、小規模の学校で、先生の人数からしても、習熟度別、５グループに

分けて指導することなどはしづらいと思うんですけども、この日はインストラクターの先
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生もいてくださって、５グループの習熟度別の指導がなされていました。  

 さらに、１グループの人数がみんな 10人程度でしたので、本当に子どもたち一人ひとり

が自分の力に合った指導をきめ細かく受けることができていたと思いますし、子どもたち

自身も自分の上達をしっかりと感じ取ることができる楽しい授業だったろうなと、見学さ

せていただいて思いました。また、文教委員の議員の先生方も見に来られておりました。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 ２年目のモデル事業なんですけれども、岩井委員、今、メリットの部分

を言ってくださったので、またデメリットの部分も分析して、今後に活かしていきたいと

思っています。ありがとうございました。  

 他の委員の皆様、よろしいでしょうか。  

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】 次に、議案審議に入らせていただきます。  

 議案の審議に入ります前に、本日審議いたします議案第 27号「令和元年度八尾市教育委

員会の人事に関する件」につきましては、人事案件であることから、本案件にかかわる審

議は非公開としたいと思いますが、委員の皆様いかがでしょうか。  

 

【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 27号につきましては非公開

で審議することといたします。  

 議事の進行の都合上、この案件につきましては、他の議案の審議及び報告等が終了した

後に行いたいと思います。  

 それでは、議案審議に入ります。  

 議案第26号「令和元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説明願います。  

 

【式教育政策課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 26号「令和元年度教育

委員会の点検及び評価に関する件」についてご説明いたします。  

 資料は、令和元年度八尾市教育委員会点検・評価報告書をご覧願います。  

 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、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す。  



－4－ 

 本市教育委員会では、平成 20年４月から、教育委員会自らが、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が、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。  

 構成としましては、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つに分かれております。  

 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３年目である平成 30

年度です。また、学識経験者につきましては、昨年度に引き続き、大阪市立大学大学院文

学研究科准教授、森久佳氏、同大学大学院文学研究科准教授、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。  

 ２、教育委員会の活動状況といたしまして、４ページから８ページにかけて、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などを掲載しております。  

 続きまして、９ページをご参照願います。  

 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、68事務事業

を一覧として整理しております。  

 続きまして、12ページをご参照願います。  

 取り組みの指標に基づく実績評価シートの見方を記載しており、教育振興計画に掲げた

取り組みの指標の表では、平成28年度から30年度までの実績値、令和２年度の目標値、令

和２年度の目標値に対する平成 30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30年度の取り組みの成果、取り組みの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いたします。  

 次の13ページには、事務事業といたしまして、平成 30年度に実施した事業内容や指標の

実績値等を記載するとともに、重点事業については、表の右上に黒丸印で表示しておりま

す。 

 続きまして、14ページ、15ページをご参照願います。  

 こちらは代表的な成果指標といたしまして、全国調査の結果を掲載しております。  

 まず、14ページの全国学力・学習状況調査の分析結果におきましては、小学校、中学校

ともに依然として全国平均を下回っておりますが、前年度の対全国比と比較すると、小学

校ではほぼ全ての教科、区分について同程度の水準であり、中学校においては全ての教科、

区分において上回る結果となりました。  

 次に、15ページの全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果におきましては、成果指標

となっている３種目において、小学校では男子、女子ともに全国平均を下回りました。ま

た、中学校においては、男子が全国平均を下回りましたが、女子については１種目で全国

平均を上回る結果となりました。  
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 続きまして、 16ページから 59ページには、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

ご説明いたします。  

 まず、基本方針１、幼児教育の充実に取り組みます、でございますが、16ページから19

ページにかけ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95.5％と、おおむね目標値を達成しております。  

 次に、１－２、幼児教育環境の整備では、令和元年度の公立の認定こども園５園の開園

に向けて、計画どおり取り組みを進め、平成 30年度に公立認定こども園の整備が完了し、

目標を達成いたしました。  

 続きまして、基本方針２、学校教育の充実に取り組みます、でございますが、 20ページ

から36ページにかけて掲載しております。  

 21ページをご参照願います。  

 主なものといたしまして、２－１、確かな学力の育成では、主体的・対話的で深い学び

の視点に立った授業づくり、自学自習力の育成、言葉の力の育成、そして、それらの取り

組みについて、より一層効果を高めるために、学校で全教職員が統一した方針で指導を行

う組織的推進の充実に努め、学力向上に取り組んできました。これらの取り組みを通して、

取り組みの指標である、学校の授業時間以外に普段勉強をしている児童・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。  

 また、小中一貫教育基本方針に基づき、全中学校区に推進組織を設置し、学習意欲の向

上、豊かな人間性や社会性の育成を目指し、めざす子ども像や３カ年の推進計画を策定す

るなど、令和元年度からの小中一貫教育の本格実施に向けて準備を進めました。  

 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、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・学習状況調査児

童・生徒質問紙の肯定的な回答が昨年度の数値を上回っており、わかる授業づくりにつな

がっております。  

 続きまして、基本方針３、子どもたちの教育機会を保障します、でございますが、37ペ

ージから48ページにかけて掲載しております。  

 38ページをご参照願います。  

 主なものといたしまして、３－２、教育相談及び教育支援体制の充実では、心理職によ

るカウンセリングをベースに、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、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
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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、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は大幅に増加しま

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取り組みとし

て、平成30年度で中学校普通教室のエアコン整備を完了し、引き続き小学校普通教室のエ

アコン整備に着手するとともに、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目標を達成い

たしました。  

 また、学校・地域・行政が連携し、課題や情報を共有する仕組みの構築を目指して、学

校及び出張所等を対象として、学校・地域連携推進のための研修会を実施し、学校運営協

議会について理解を深めていただくとともに、先進事例などから具体的な取り組みや進め

方等を学びました。  

 続きまして、基本方針４、生涯学習とスポーツの基礎を培います、でございますが、49

ページから59ページにかけて掲載しております。  

 50ページをご参照願います。  

 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、八尾市文化財情報システムのアクセス件数

については、新たな文化財情報を追加するなど最新の情報を提供しましたが、地図表示が

できないなどのシステム障害もあり、前年度より 1,554件減となりました。  

 次に、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た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。中でも、まちのなか

の達人については、地域や生涯学習の拠点において活躍いただける場の創出やＰＲ活動に

努めました。 

 また、生涯学習センターが市民の多様化・高度化する生涯学習ニーズへの対応力への課

題や、コミュニティセンターにおける生涯学習活動の充実化などにより稼働率の低迷が継

続しているため、市民の生涯学習に対する意識調査などを含め、生涯学習センターが果た

す役割や機能について、検討を行いました。  

 最後になりますが、 60ページ、61ページは、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、今後の課題が令和

元年度以降に取り組みを発展させるための基盤となる点を念頭に置いて考察されているこ

と、加えて、指標となるデータ等からどのような点を読み取ったのかという分析ないし解

釈や、どのようなことを次なる課題として取り組むのかといった方向性についての記述が

随所に見受けられ、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。  
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 一方で、今後も引き続き検討すべき課題として、教育振興計画の見直しを図る中で、取

り組み、取り組みの指標と事務事業との関連性や、指標の見直しについて、丁寧な検討及

び改善に努めていただきたいと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取り組み、取り組み指標と事務事業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と考えております。  

 以上、甚だ簡単な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いたします。  

 

【中山教育長】 それでは、委員の皆様、この件の質疑につきまして、方針ごとに分ける

という方法もあると思いますが、まとめて進めさせていただいてよろしいですか。  

 それでは、忌憚ないご意見をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  16ページの幼児教育内容の充実のところで、幼児教育の実

践について、95.5％の保護者が満足しているという結果になっています。 30年度の実績に

ついて、これが満足できるものであると思うのと同時に、今後の展開としては、就学前施

設と小学校との連携と、スムーズな接続に向けての取り組みなどが示されているので、評

価できるものであると思っています。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 平成30年度で認定こども園の整備が完了し、この間、合同研修や小学校

の一斉授業体験の実施、それから国立教育政策研究所のプロジェクト研究に参加すると、

本当に八尾の幼児教育、就学前教育について、評価をいただいてありがたかったと思いま

す。公立認定こども園は５園になりましたが、教育内容の充実は教育委員会として続けて

いきたいと思っております。  

 何かほかにございませんでしょうか。 

  

【岩井委員】  この報告書を読ませていただきますと、どの取り組みにおいても前年度の

課題を踏まえて、本当に誠実に進められているなと思っておりまして、このような評価に

至るまでには本当に表に出ないご苦労もあったことだろうと推察しております。  

 ただ、私は教育委員になって初めてこれを見させていただきまして、今説明にもありま

したように、今後の指標のあり方ということから、お話しさせていただきたいと思います。  

 ２点ございます。まず１点目は、 14ページ、15ページにある成果指標の数値のあらわし

方で、教育振興計画の後期計画との関係で仕方ないのですが、学校教育の充実ということ

で、代表的な指標として、全国学力・学習状況調査や全国体力・運動能力、運動習慣等の

調査の結果の数値と比較するという形で、八尾の子どもたちの状況が載っています。それ

を客観的に見ますと、八尾は低いなということになってしまって、そのことだけが強く心

に残って、八尾の子どもたちは頑張っているんだろうかと不安を抱かせるようなことにな

ってはいないかと、少し心配しています。  

 でも、あとにある成果と今後の課題や事務事業をよく見れば、学力においても平均正答
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率の全国比は0.95で、ほぼ全国と同じ水準と言えますし、授業の内容がよくわかると答え

ている割合も、平成30年度は算数では小学校で 85.4％であったり、心の育成のところでは、

自分にはいいところがあると、自己肯定感を感じている子どもが小学校でも中学校でも令

和２年度の目標値を超えてしまうほど達成できていたりして、八尾の子どもたちの頑張り

が見えていると思います。  

 また、 21ページにある確かな学力の育成の評価のところで書かれていますが、全国学

力・学習状況調査の分析結果においては、小学校、中学校ともに依然として全国平均を下

回っているが、前年度の対全国比を比較すると、小学校では、ほぼ全ての教科区分につい

て同程度の水準であり、中学校においては全ての教科区分において上回る結果になった、

と書いていますが、よく読めば、頑張りも見えてきますが、 14ページの正答率の数値だけ

で、対全国比が記入されてないので、前年度を上回ったと言ってもどの程度上回っている

のかも、自分で計算しないとわからないということになって、説得力としては非常に弱い

記述になっているのではないかと思います。  

 それで、私は指標として、平均正答率の数値だけを載せるというのではなくて、対全国

比もあらわしたほうが評価の分析はしやすいし、また前年度分を参考資料として示してお

くと、変化が捉えやすくて課題もより明確になってくるのではないかと思っています。  

 それから、その同様のことが 15ページの全国体力・運動能力、運動習慣等の調査に基づ

く成果指標にも言えると思います。 15ページの数値だけ見ていると、体力・運動能力にお

いても数値が全国より低いというのが気になりますが、 29ページには全国比が書いてあっ

て、それを見ると0.97になっていて、ほぼ全国と同水準であると言えます。  

 でも、一方で22ページの、健やかな体の育成の取組みの成果と今後の課題の展開のとこ

ろでは、全国体力・運動能力、運動習慣等の調査で成果指標になっている３種目において、

小学校では男子、女子ともに全国平均を下回った。中学校においては、男子が全国平均を

下回ったが、女子については１種目で全国平均を上回ったと、結果だけが書いているわけ

ですけども、この評価については触れられていなくて、もし15ページに対全国比が書かれ

ていたら、私自分で計算しましたが、前年度の対全国比と比較すると、反復横跳びは小学

校男子も女子も上回っていますし、中学校の女子は全国平均を上回っているということが

わかります。そのあたり対全国比が書かれていれば、分析もしやすくなったのではないか

なと私は感じています。 

 それから、２点目ですけども、 20ページの学校教育の充実に関する指標の、確かな学力

の育成の指標、その取り組みの指標そのもので戸惑いを感じているところがあります。こ

れまでは、読書が好きな児童生徒の割合という指標があって、それは子どもたちの言葉の

力をつけるためにも図書館サポーターを配置して、調べ学習や読書を楽しむことができる

ように、学校図書環境整備の事業に努めてきたと、その結果、読書が好きな児童生徒の割

合がだんだん増えてきていて、目標値を 75％にして取り組んできたということですよね。

つまり、読書意欲の向上を目指して事業を行って、成果指標も好きかどうかという関心意

欲面から評価していて、指標と事業との関連性が妥当で、私にもすんなりと理解できます

が、、平成30年度はその項目が国の調査項目から外れたので、新たに類似指標ということ

で、学校の授業時間以外、全く本を読まない児童生徒の割合を追加したということですが、

図書館整備事業においても、計画値、平均１人 22冊貸し出しするという目標も達成してい
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ますし、指標の全く本を読まない子どもたちの割合の数値も年々減少しているので、成果

は上がっていると捉えることはできると思います。  

 ただ、学校の授業時間以外、全く本を読まない児童・生徒の割合という、この指標につ

いては、これまでは好きかどうかという関心意欲面からの評価指標であったのに、一挙に

ハードルが上がっていて、学校の授業時間以外として、場と時を外に広げただけではなく

て、本を読んでいるというプラス方向の数値がなくて、全く本を読まない子どもたちの割

合という、一番マイナス、負の状態を数値化するという指標となっていて、ここに少し戸

惑いを私は感じます。ほかの 20ページの取り組みの指標は、これ以外全て年を追うごとに

成果があらわれてきて、数値が上乗せされてきて、プラスされて増加していくという形で

あらわされていますけども、全く本を読まないという指標は、限りなく減ってゼロになっ

てくれることは理想になると思いますが、私はその評価というのは、引き算でやるのでは

なく、足し算で評価していくほうが、物事を前向きに捉えられるのではないかと思ってい

ます。引き算の評価というのは、頑張ってもまだこれだけ残っている、後ろ向きに捉えて

しまうことが多いと思いますし、数値の大きいほうがいいと捉える取り組みの指標と、数

値が少ないほうがいいと捉える指標がまじって並んでいますと、わかりにくいので、年々

数値が増えていく方向で指標を考えたほうがいいのでないかと私は思っています。それは

今後、また検討していただけたらなと思っています。  

 それから、指標の文言についてはさておいて、今回追記された学校の授業時間以外全く

本を読まない児童生徒の割合という、この目標値が、令和２年度で小学校 22％、中学校で

35％と示されています。そして、 30年度の実績としては、小学校で 24.6％、中学校で

38.5％というのを、ここで知りまして、正直これはかなり数値が大きくて、課題も大きい

と思いますし、この状況を改善するには、現場の先生方の授業改善と指導力の向上が非常

に重要じゃないかなと思っています。  

 教科書においても、言葉の力をつける中心教科の国語の教科書では、１つの単元が終わ

ったら必ず子どもたちが学んだことを活用し、広げ、深めていけるようにということで、

さまざまな本が紹介され、地域の図書館の活用なども含めて、主体的な読書活動に結びつ

ける工夫をいろいろ凝らしています。ほかの教科も同様で、教科書の内容を学習して終わ

りということではなくて、学んだことを主体的に生活の中でも生かして、本を読んだり調

べたりして、さらに思考力、判断力、表現力、想像力などが深められるように、教科書の

中にガイドとなる資料が載っていることも多いです。ですから、学校ではそのあたりのと

ころまできちっと見通して授業の計画を立てることが必要で、今後はそういう生きる力を

つけることこそが大事で、求められている力でもあると思いますので、現場の先生方には

一層授業改善、指導力の向上に努めていただきたいなと、ここの数値を見て思いました。  

 また、これは図書館サービスの充実とも密接に関係していますので、連携を密にして進

めていっていただけたらと感じております。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 指導課お願いします。  

 

【仁科指導課長】  まず、指標についてでありますが、委員ご指摘のように、１つの事業
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に対して１つの指標を充てておりますが、これまでもその指標のあり方についてはさまざ

まに改善を求められてきております。  

指標の課題の一つとして、１つの事務事業にはさまざまな取り組み内容が実際には含ま

れておりますが、指標の結果が事務事業全体の成果を示しきれていないというのがござい

ます。 

もう一つの課題としては、指標への「平均値」の採用というものがあります。現在、指

標としてなんらかの「平均値」を採用しているものがありますが、個々の結果の分布でい

きますと、高い得点層と低い得点層などの実態があり、指標の平均値というものが事務事

業の本来の課題を正しく映し出していないのではないかというところがあります。  

それらのことを踏まえ、事務局としては、指標結果として見えるもの以外について、さ

まざまな分析を重ねているところでございます。  

その分析の内容について、少しご紹介をさせていただきますと、例えば学力向上の事務

事業では、平成30年度の中学校３年生の子どもたちの結果と、平成 27年度の小学校６年生

のときの学力・学習状況調査の結果を比較し、同じ個体群として全国平均との差がどうで

あったのかなどの成果も検証し、事業成果をみとっております。  

 次に、学校図書館についてのご質問ですが、今回の点検評価において「全く本を読まな

い児童生徒の割合」という指標を追加させていただきました。ここで 24.6％の児童と

38.5％の生徒が全く授業以外に本を読んでいないとの結果がでております。  

 一方で、先ほどご紹介がありました、「１人当たりの学校図書の貸し出し数」が 22冊と

いう数字について少し詳細にご紹介をさせていただきますと、この１人当たりの学校図書

の貸し出し数というのは、小学校で 31.8冊、中学校で 3.2冊という数値の平均値となって

おります。  

ここでも平均値の難しさが出ておりまして、より本をたくさん借りる子どもたちと、全

く本を借りない子どもたちがいるという分布の課題が、先ほどの学力向上のお話とも重な

りますが、見えにくくなっております。と同時に、ここでも、その課題層にどうアプロー

チしていくのかということが、必要であると考えております。  

この学校図書館の取り組みについても少しご紹介させていただきますと、主体的・対話

的で深い学びの授業づくりの中で、学校図書館にかかわる加配を大阪府からいただいてお

りますが、その学校での取り組み成果を発信しております。具体的には、調べ学習の基礎

の取り組みとして、学校の図書室にどんな本があるのかということをまず知ろうというこ

とで、まず分類法というのを子どもたちに教えてもらっています。本市の子ども達の傾向

として、どうしても好きな本に貸し出し状況が偏ってしまう、例えばコナンとかですね、

さらには、一定の子どもたちが好きなところに本の貸し出し状況が重なってしまっている

実態がございます。  

今後、調べ学習などを発展させていくためにも、そうした学校図書館における取り組み

を充実していきたいと考えております。  

また、公立図書館とも連携をさせていただき、昨年度の教育フォーラムで発表をさせて

いただきましたが、書評合戦、いわゆるビブリオバトルにも取り組み、子どもたちが実際

に本を読んだものをまとめ、発信する、そういった力も同時につけていく取り組みを、進

めております。  
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事務局としては、この度の点検評価を踏まえ、引き続き、指標の改善、指標では示しき

れないところへの十分な分析、それに応じた取り組みの充実というのを重ねていきたいと

考えております。  

 

【中山教育長】 生涯学習の図書館サービスの充実にも、中高生の利用率が低いこと等も

書かれているので、生涯学習から何かご意見ありますか。  

 

【谷八尾図書館長】  中学校、高校生等の読書離れ、活字離れというのが昨今指摘され

ているところでございます。我々としても、図書館を運営する中でその辺は当然のことな

がら認識しているところでございます。先ほど、仁科課長からもお話がございましたよう

に、我々、学校図書館とは常日ごろから連携もさせていただいているところです。昨今、

学校ビブリオバトルに取り組んでいただいているところもございます。司書が直接中学校、

あるいは最近では小学校でも取り組んでいただいているということも聞いてございます。

そういうのも、我々としては中学校での読書活動をできるだけ推進といいますか、広げて

いっていただきたいというところで、中学校にいろいろ呼びかけもさせていただきながら、

活発に活動していただく、そういう取り組みもさせていただいているところでございます。

読書活動推進計画というところでは、子ども、中高生を中心にして、そういう活動をどん

どん学校にも取り組んでいただけるように、我々としてもできるだけサポートもしながら、

連携もさせていただいているところでございます。  

 

【田中生涯学習担当部長】  先日、兵庫県立大学の先生の講演会を聞かせてもらったと

きに、昨今、就学前の子どもさんに対しての子育ての中で、絵本の読み聞かせというのが

あるんですけれども、どうもスマホで読み聞かせのアプリがあって、もうそれを聞かせて

いるだけだと。普通は読み聞かせする中で、例えば子どもに想像力を育んでいくというよ

うなところで、お母さんがその途中で、どう考えるというようなことを子どもに問いかけ

ながら読み聞かせをするということが普通ですけれども、昨今それをせずに、もうスマホ

だけ、あるいはｉＰａｄだけを渡して、子どもが一人でやっているという、大きくなった

らどうなっていくんだろうか、いわゆる想像力とかコミュニケーション能力とかというの

が非常に乏しくなっていくという心配を問いかけるという場面があって、私もそういう状

況に、今の子育てを行うお母さん方がなっているということや、あるいはそういうアプリ

がどんどん広まってるというのも認識しました。  

図書館ではボランティアさんと連携しながら、読み聞かせの機会をできるだけ増やして

いこうと司書も努力をしてくれていますので、そういったところを社会教育の観点から支

援するというのは、我々にとっては非常に大事かなと思います。  

 

【中山教育長】 ご指摘いただいたこと、これは 30年度の点検評価ですけれども、今年度

令和元年度にしっかりと活かしていく視点を持って、また取り組んでいきたいと思います。  

 指標の件に関しては、今ご指摘いただいたほかにもいろいろとあるので、もうこれはず

っとこの点検評価が始まって以来の課題ですので、新しい教育振興計画のときにも、指標

自体も見直していかなければならないという大きな課題を私たちは持ったと考えています。  
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 他に委員の皆様、ございませんか。 

 

【御喜田教育長職務代理者】  先日、私、総合教育会議でもいじめ問題について話し合い

をして、子どもたちへの人権教育の大切さを実感しているところです。32ページから34ペ

ージまでにある、学校園における人権教育の推進の中で、いろいろな研修や交流会がされ

ていると思います。32ページでは、研修や交流会の参加者の満足度が94.4％となっていて、

研修や交流会がニーズに合ったいいものだったと思っています。  

 この中で、どのような研修や交流会をしたのか、また回数なども教えていただきたいと

思います。  

 

【森人権教育課長】 先ほどの研修の状況ですけれども、平成 30年度におきましては、管

理職を対象にした校長人権研修、それと教頭人権研修を実施しております。校長研修につ

いては２回、教頭研修については１回です。  

 内容については、毎年人権課題を変えていますが、昨年度については年度当初にいじめ

問題について特別に行った経過がございます。 

 それとは別に、教職員に対する人権研修ということで、基本年間５回行っています。テ

ーマについては、在日外国人の問題、同和問題、障がい者問題、男女共生、こういったと

ころについては毎年人権課題としては取り上げるようには心がけています。あわせて、保

健所との連携の中で、自殺対策、ゲートキーパー養成講座といったところも、ここ最近実

施をさせていただいています。  

 最後に、交流会ですけれども、これは全ての学校園に各校でとり行われている人権教育

の実践について報告、交流していただく場として年間２回開催しております。１回目につ

いては１学期に、２回目については、大体２月に実施しています。自校の取り組みにまた

活かしていただくということで実施していますが、目的は各校の取り組みを他校に広げる

こと、また他校のよいところを自校の取り組みに生かしていくということで、幼稚園、小

中学校、義務教育学校も含めて全て参加していただいております。  

 

【中山教育長】 今、御喜田委員からもご指摘あったんですが、今回八尾は特にいじめに

関してはいろんなことで取り組んでいかなければならないという提言もいただいているん

ですけれども、この調査報告だけを見ると、なかなか市民の方がどう書いてあるのかとい

うのが見えてこない、事務事業ごとにこういうことをやっていますという形になっている

ので、総体として学校教育の充実や子どもたちの教育機会の保障を、教育委員会としてど

うやっているかというのが見えにくい点検評価になってしまっているというのは反省とし

て持っています。  

 先ほど、岩井委員が見えないところでいろんな取り組みをやっていると思うけどと言っ

てくださって、実際にはやっていますが、この事務事業ごとに単体で載せていくと、なか

なか総体としてどうやってどういう取り組みが進んでいるのかというのが見えにくい、そ

れをどう表現していくかというのは、我々にとっては大きな課題だなというのを改めて思

っていますので、今度令和元年度取り組んでいる部分をどこにどうあらわしていくかとい

うのは、大きな課題として事務局は捉えておいていただけたらと思いますので、よろしく
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お願いします。なかなか市民の方、これ見られたときに、教育委員会事務局も教育委員会

もどんな取り組みやっているのか見たときに、ここから見えてこない部分がかなりあるの

で、それは私たち心しておきたいなと思います。よろしくお願いします。  

 

【水野委員】 大分議論をしていただいているところです。先ほど言われた学力の話、岩

井委員も指摘されたことに対して、仁科課長がお答えいただいた、ふたこぶラクダ現象と

いうことですよね。これ、多分統計的には難しくなって市民目線でどうかわからないです

けど、標準偏差、括弧の中に入れるとか、分布の情報が数字上現れますと、ますます市民

がわからなくなるなと思って、教育長の話を伺っていました。  

 あとはグラフを書くということもありますけど、ふたこぶラクダのグラフが可視化され

てくることが果たしていいのかどうかということもわかりません。ただ、パーセント、平

均値の怖さというのはあって、中央値とか最頻値とか、中央がどの辺とか、最頻値はどこ

かとか、そういう情報もそれはもちろん手持ちで持っておくことでは必要だと思います。

その平均値、もっと言うと平均値のこのぐらいの差が本当に統計学的に優位かどうかは、

実はよくわからない、全員調査しているので、それはもちろん支持率とかと一緒で、統計

的な研究は必要ないかもしれないですけど、多少の差異は本当に意味があるかどうかとい

うのは、ほとんどないのではないかという考え方ももちろんあるわけです。そのあたり、

統計学的にどうかということでは、多分数学の先生とかお詳しいと思われます。  

 それから、総合教育会議、これはもうさんざん痛感しましたが、今も教育長言われたよ

うに、何を手法にするかということで、気になるところが 42ページのさわやかルームの運

営事業のところですけど、指標自体は学校への復帰率 78％ってすばらしいと思います。私

は以前、全国の適応指導教室の学校への復帰率を計算したことがあって、大体半分です。

すごいじゃないですか、 78％。ただ、だから計画値 100というところが 50でいいのではな

いかということもありますし、あと教育機会均等法ができて、学校復帰にこだわらない個

別、不登校の子どもに対しては個別の支援を丁寧にというところもあるので、これが悪い

というわけじゃなくて、この数値はすごいんですけど、そのあたりも何か、例えば不登校

の子どもの学習がどの程度進んだかとか、保護者、本人が満足しているかということのほ

うがいいのかなと思いました。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 村本委員、何かありましたらお願いします。  

 

【村本委員】  私からは、この場でお聞きすることがいいのかどうかわからないんですけ

ども、38ページの教育環境の整備ということで、中学校はエアコンの整備が去年完了した

ということですけども、この前の報告では、小学校については、８月末に全て完了すると

聞いていましたけれども、順調に工事が進んでいるのかということ、子どもたち、夏休み

明けに出てきて、エアコンがついているのを楽しみにしてるんじゃないかなと思いますの

で、しっかりお願いできたらなと思っております。  

 今年は幸い、夏休み前は結構涼しかったのでまだよかったかと思いますけども、夏休み

が明けてもまだ暑いでしょうからぜひクーラーのある涼しい環境で勉強できるようにして
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いただけたらと思っております。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 ８月20日ということは、順調に進んでいるということで、事務局、よろ

しいですか。 

 

【式教育政策課長】 今、小学校エアコンの普通教室等についての整備を、委員おっしゃ

っていただいたように進めているところでございます。１期、２期という形で分かれてお

りまして、１期について６校進んでいるところがありまして、その分については既にお隣

の八尾小学校等も入っておりますけども、整備が終わりまして、もう使える状態になって

おります。  

 今後、２期についての整備を８月中に完了する方向で順調に進めていっているところで

ございます。  

 

【中山教育長】 教育環境の整備というのはまだまだ課題もたくさんありますが、しっか

りと進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  

 ほかにございませんか。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  42ページの就園就学相談事業のところで、就学相談の満足

度が94.7％となっています。多様なニーズを必要とする子どもたちが増えている中で、子

どもだけでなく、保護者も不安な状態だと思いますが、ほぼ 100％に近い保護者が満足し

ているというのは、とても評価できることだと思っています。  

 次に、44ページのスクールソーシャルワーカーの活用事業のところで、活動件数が計画

値435件のほぼ倍の 888件になっています。人数が増えたことで、件数も増えて、さまざま

なことに対応できたと思いますが、 43ページの家庭の教育力レベルアップ事業のところで、

スクールソーシャルワーカーの活動件数が増えているのに、推進指定校の子どもの課題改

善率の実績値が計画値の93％より低い75％になっています。課題解決の目標をどこに設定

するかということ、もう主観的になるので、難しいという点と、子どもたちが抱える課題

を100％解決するというのは難しいと、わかっているんですが、見えないところでさまざ

まな取り組みをされている中で、この数値が出てきているのは残念に思うので、その辺教

えていただけますか。  

 

【塚本教育センター所長】  スクールソーシャルワーカーの活用につきましては、委員ご

指摘のとおり増員に伴いまして、配置校での活動、また派遣先でのケース会議等で活動し

ていただいておりまして、件数が大幅に増加しているところでございます。  

 一方で、家庭の教育力レベルアップ事業の中での、子どもの改善率との部分ですけれど

も、こちらにつきましてはスクールソーシャルワーカーを校内でのケース会議等で活動し

ていただくに当たりまして、その課題の要素を幾つかの種類に分けております。例えば学

習や発達の課題についての対応、子ども自身の情緒の安定の支援、それから不登校への対

応、また一番大きなところですけども、保護者への支援という部分の、大きく分けますと
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４つの要素がございます。その中で学習や発達の課題については、学校との連携の中でほ

ぼ解決、改善されているという状況でございます。  

 また、情緒の安定につきましても、ほぼ対応ができているということ、一方で不登校に

つきましては、いまだ登校に至らないという状況もございまして、 100％に至らないとい

うところがございます。 

 また、保護者の支援につきましては、こちらについては家庭への関わりの度合いという

ものを慎重に取り扱わなければなりませんので、ここは依然課題として残っているという

ところで、場面によっては活用していただいて成果を上げていただいているという部分と、

家庭との連携の中でさらに改善が必要であるというところで、このような数字になってい

るところでございます。 

 

【中山教育長】 他によろしいですか、事務局。学校教育部、みんなで連動してやってい

く部分も大きいので、よろしくお願いします。  

 あと一つ、昨年度は中核市に移行したということがあって、重点の中にも書かれていま

すが、法令に定められた教職員研修を確実に行うということ。これも指標は研修受講者の

満足度ということで出ていますが、なぜこのような指標にしたのかをお知らせください。  

 

【塚本教育センター所長】  研修の受講者の満足度につきましては、全ての研修ごとにア

ンケートを受講者にとっております。アンケート項目といたしましては、その研修の内容

のニーズであったり、充実度、またこれから職場で活かしていきたいというような中身を

聞いております。こちらを聞かせていただくことで、今後の研修をさらに内容の精度とと

もに充実させていくということで、このような指標を設定させていただいているところで

ございます。  

 

【中山教育長】 総評にお二人の先生方が書いてくださっていますが、事務局の事務事業

の進捗と同時に、委員の皆様には様々な機会を通して、八尾の教育の実態を見ていただい

ているので、それは今後とも続けていただけたらと思っています。  

 委員の皆様、他によろしいでしょうか。  

 事務局から、他に補足等ございませんか。  

 それでは、質疑がないようですので採決に移らせていただきます。  

 議案第26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26号「令和元年度教育委員

会の点検及び評価に関する件」について、原案どおり可決いたしました。  

 次年度の点検評価につきましては、今回いただいたご意見を活かした形で出していけた

らと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。  
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{報告事項} 

 

【中山教育長】 続きまして報告事項に先に移らせていただきますが、事務局のから報告

事項ありましたらお願いします。  

 

【今岡学校教育部長】  それでは、私から市内小学校いじめ事案に関する再調査委員会に

ついてご報告させていただきます。  

 この事案に関しましては、調査委員会の調査報告書を、６月６日に頂戴いたしまして、

調査委員会の調査を終了したところでございますが、被害保護者の意向を踏まえまして、

市長のご判断により、八尾市いじめ再調査委員会が設置されました。そして、この７月 18

日に第１回再調査委員会が開催されたところでございます。  

 また、本日７月22日には、第２回再調査委員会が開催されると聞いております。同時に、

教育委員会に対しましても、聞き取りの要請がございまして、そちらに出席をする予定と

なっております。今後もまた、随時報告させていただきたいと思っております。  

 私からの報告は以上でございます。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、この報告に関してよろしいでしょうか。  

 事務局、ほかに何か報告事項ありますか。  

 ないようですので、この後議案第 27号「令和元年度八尾市教育委員会の人事に関する

件」について審議を行いますが、なお、本案件は、冒頭にお諮りしたとおり非公開で行い

ます。 

では、議事の都合により、暫時休憩いたします。  

 

(休憩) 

 

(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。   

議案第27号「令和元年度八尾市教育委員会の人事に関する件」について審議いたします。

提案理由を山本総務人事課長より説明願います。  

 

【山本総務人事課長】  それでは、議案第27号「令和元年度八尾市教育委員会の人事に関

する件」についてご説明申し上げます。   

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４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、令和元年８月１日付け、八尾市教育委員会事務局行政職の

人事について、配置換え等を行う必要がありますので、本案を提出するものでございます。   

議決は、課長級以上でございますが、参考までに管理職以上の配置資料をお示ししてお

ります。  
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(以下、資料に基づき説明)  

 

以上、甚だ、簡単な説明でありますが、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】 今回の人事異動の規模はいかがですか。   

 

【山本総務人事課長】  年度途中でもあり、市長部局も含め、小規模な人事異動でござい

ます。教育委員会におきましては、いじめ重大事態も発生しており、学校教育部人権教育

課の人員強化を図ったところであります。  

 

【中山教育長】 他に質疑はございませんか。ないようでしたら、採決に移らせていただ

いてよろしいですか。議案第 27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。  

 

【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 27号「令和元年度八尾市教

育委員会の人事に関する件」については、原案どおり可決いたしました。  

それでは、以上をもちまして、７月定例教育委員会を終了いたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


