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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、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水野委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 まず、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、何かこの件について質疑ありますでしょうか。よろしいですか。 

 

【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、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】 次に、教育長及び教育委員の報告に移ります。 

 

 

（教育長報告） 

９月 20 日(金) 

９月 21 日(土) 

９月 25 日(水) 

９月 29 日(日) 

９月 30 日(月) 

10 月１日(火) 

10 月２日(水) 

10 月４日(金) 

定例教育委員会 

第４回中高安台文化祭 

予算決算常任委員会全体会 

第 53 回大阪府下招待柔道団体優勝大会 

９月市議会定例会本会議（第４日） 

史跡由義寺跡標識石碑の寄贈及び除幕式 

部長会 

大阪府都市教育長協議会 役員会・10 月定例会 

開 催 年 月 日  令和元年１０月２１日（月） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  市役所本館６階 大会議室  

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・万代教育総務部次長・山﨑学校

教育部次長・山本総務人事課長・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  
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10 月８日(火) 

10 月９日(水) 

10 月 11 日(金) 

10 月 13 日(日) 

10 月 15 日(火) 

10 月 17 日(木) 

10 月 18 日(金) 

臨時部長会 

予算決算常任委員会文教分科会 

令和元年度近畿市町村教育委員会研修大会 

令和元年度竹渕地区市民スポーツ祭 

臨時教育委員会・教育委員協議会 

令和元年度「手をつなぐ子らの会」連合運動会 

第１回社会教育委員会議 

 

【中山教育長】  10 月１日には史跡由義寺に標識の石碑が寄贈されまして、その式典が

ございました。 

 10 月９日には９月議会の予算決算常任委員会文教分科会も開かれております。 

 それから、先週 17 日には手をつなぐ子らの会ということで、連合運動会が開催されま

して、本当にたくさんの子どもたち、参加してくれて、元気に活躍してくれていました。 

 塚本教育センター所長から、この件何か追加で報告があればお願いします。 

 

【塚本教育センター所長】 先日、手をつなぐ子らの会連合運動会がウイングで開催され

ました。62 回目を迎え、今年は約 600 名の子どもたちが参加してくれました。先生方、

またたくさんのボランティアの方に支えられて、子どもたち本当に１日楽しく過ごしてく

れたと思っております。 

 また、教育センターからも相談員等が訪問させていただいて、相談に来ている子どもた

ちの様子や保護者との関係等も見せていただいて、今後の活動に活かしていきたいと考え

ているところです。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 それでは委員の皆様、この間の活動状況等で何かありましたら、ご発言

いただけたらと思います。何かございますでしょうか。 

  

【岩井委員】 ９月 29 日、東中学校の体育大会、それから 10 月６日には高美小学校の運

動会に出席させていただきました。中学校は、お天気がすこし前から心配されていたんで

すけれども、当日はよく晴れまして、絶好の運動会日和となって何よりでした。生徒たち

も非常に主体的に体育大会に取り組んでいまして、八尾の中学生たちの確かな成長を感じ

ることができました。 

 小学校も、子どもたちがたくさんの保護者の方やお客様に来ていただいていることがう

れしくて、自分のよいところをしっかり見てもらおうと頑張っている姿がとても印象的で

した。 

 また、今年から学校と地域の連携を一層に密にされて、暑さ対策として児童席全てにテ

ントを張るようにしたということ、そしてそのテントをそのまま次の週行われる予定の市

民スポーツ祭で使うというお話も聞きました。 

 それから、10 月 11 日なんですけれども、近畿市町村教育委員会研修大会に、教育長、

事務局の方々とともに初めて参加させていただきました。今回、会場は滋賀県野洲市の野
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洲文化ホールだったんですけれども、目の前の近江富士と言われる美しい山、三上山が見

えるという、もう自然豊かで非常に落ちついた雰囲気の漂うまちでした。 

 研修の内容としましては、「新学習指導要領の目指すもの－資質能力の育成とは－」と

題しまして、早稲田大学教授の藤井千春教授の講演がありました。来年度から、小学校は

新学習指導要領の完全実施となりますので、その準備は着々と進めていただいております

けども、主体的・対話的で深い学びの実現という視点から、学びの質を高めていかなけれ

ばならないなということを再確認いたしました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ほかに、この間の活動状況等ありましたらご発言いただけたらと思いま

すが。よろしいですか。 

 それでは、ないようですので次に進ませていただきます。 

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】 続きまして、議案審議に入りますが、その前に、本日審議いたします議

案のうち、議案第 36 号の取り扱いについて、皆様にお諮りいたします。 

 議案第 36 号「八尾市生涯学習センターの指定管理者指定の市議会議案提出の件」につ

きましては、関係資料が八尾市情報公開条例の規定により、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、本件にかかわる審議は非公開といたしたいと思いま

すが、委員の皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

【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 36 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事項等が終了

した後に行いますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案審議に入ります。 

 議案第 35 号「令和２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次長より説明願います。 

 

【木下教育総務部次長】 それでは、議案第 35 号「令和２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、令和２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、適切な人事管理のもとに、教職員の適正配

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。 
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 令和元年度末２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、本市教育の向上への期待にこたえる人事を行っ

てまいりたいと考えているところです。 

 それでは、資料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ページです。 

 ［１］の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、 

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区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 年が異動対象となりますが、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年での積極的な異動をすることで、

２校目、３校目での勤務を早く経験させ、人材の育成につなげたいと考えております。 

 資料２ページです。 

 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、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、大学の附属学校等との人事交流につきましても、

これまでどおり進めてまいりたいと考えております。 

 （２）の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。 

 以上に留意しながら、全ての学校において、教職員の年齢構成や経験年数を考慮し、バ

ランスのとれた適切な人事配置を行い、これまで培ってきた八尾の教育を継承し、さらに

発展できる組織づくりと育成を図ってまいります。 

 ２点目です。［２］校園長及び副校長・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の登用

を念頭に置いた、そのような育成が進むような人事配置を行ってまいります。 

 ［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。 
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 ［４］女性教職員についてですが、平成 30 年度末、31 年度当初の異動におきまして、

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

の女性新任教頭、そして１名の女性再任用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、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。 

 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で各学校に提示する予定で

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まして、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示したいと考えております。 

 また、幼稚園におきましては、この基本方針を原則としながらも、次年度は残っている

３園の最終年度となることから、こども未来部とも情報を共有しつつ、適切かつ柔軟な配

置をしていきたいと考えております。 

 以上、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。 

 

【中山教育長】 ただいまの提案理由の説明につきまして、委員の皆様、質疑ございませ

んでしょうか。 

  

【岩井委員】 神戸の小学校の事案も気になりますので、人事基本方針について異議はな

いんですけれども、確認と少しお願いをさせていただきたいなと思います。 

 教育は人だとよく言われます。教職員であっても管理職であっても指導主事であっても、

その一人の人がその場の教育に及ぼす影響というのは、たとえプラスマイナスの見方はい

ろいろであっても、非常に大きいものがあると私はこれまでの経験の中から実感してまい

りました。特に、小学校の低学年などでは、教科指導と直接かかわらないところでの先生

の日常的な言動とか立ち振る舞いとか考え方や人柄などが子どもたちの教育に及ぼす影響

というのは、もうはかり知れないほど大きいものがあると思います。 

 それだけに、今教育にかかわっている人は、管理職も含めてですけれども、自分自身が

周りに与えている影響は非常に大きいということ、そのことをしっかりと自覚して、そし

てよりよい教師、よりよい教育を目指して日々研鑽して謙虚な姿勢を忘れずに、精進を重

ねていくことが非常に重要なことだと思っています。 

 それで、今回出された人事の基本方針、配置の基本方針なんですけれども、担当者の方

は本当に大変難しくて、ご苦労のある仕事だとは思うんですけれども、その配置に当たっ

ては特に小学校では、年齢とか性別とか経験とか、教科指導力というようなことはもちろ

んですけども、今言いましたような教師の持ち味といいますか、周囲に与える影響力とい

うところまで、広く多面的に校園長ともヒアリングをしっかりしていただいて、各学校園

の運営をより円滑にできるように、適切な人材配置をよろしくお願いしたいなと考えてお

ります。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 岩井委員のおっしゃるとおりだと思いますので、事務局、しっかりと心

に据えてやっていかなければならないと思っています。年齢構成が本当に 20 代、30 代が
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７割以上という状況になっているので、先ほどの木下次長の説明にもありましたが、バラ

ンスのとれた人事配置をやっていかないと、人事が本当に教育推進の根幹になるものなの

で、今、岩井委員のご指摘があったようにしっかりと頑張っていきたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

 他の委員の皆様、何かありましたらお願いします。 

 

【水野委員】 教育長も言われましたけど、若い先生が非常に多いということで、私も個

人的にいろいろ見ておりまして、２校目の配置というのはその方のキャリアに大きく影響

を及ぼすということがあります。ですので、２校目で若い先生方をどう配置をしていくか

ということは、その方の希望もあると思うんですけど、そこをぜひお願いしたいというこ

とと、もう一つ働き方改革の問題で、今後どう改革していくかということも含めて、なか

なか、仕事が多くて終われないということは十分わかるんですけど、そこは管理職の先生

とも話し合っていかれないと、本当に教員を志望する人の減少という非常に深刻な問題が

目の前にありますので、直接このこととは関係ないかもしれないですけど、そういった意

味で２校目、３校目のところで八尾に残っていただく先生を育てるということは、数々の

事例から非常に重要だと認識しておりますので、初任者の教育もすごくご苦労されてると

いうことは本当にわかるんですけども、２校目、３校目で羽ばたいていっていただけるよ

うに、八尾の教育を支えていただけるような仕組みと、それから管理職の方に対する応援

を是非よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 府の教育委員会が、４年、７年と決めているのは、やはりそこが要とな

る部分だと思います。往々にしてそれ以上を管理職は望んでしまうんですが異動が研修と

して最大のものになるかと思うので、またそのあたりを校長と協議していってほしいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 ほかの委員の皆様、よろしいでしょうか。人事配置とそれから学校教育の取り組み等と

いうのは本当に一体となってやっていかなければならないので、教育委員会一丸となって

やってほしいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかに質疑がないようでしたら採決をとらせていただいてよろしいでしょう

か。 

 議案第 35 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 35 号「令和２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、報告事項に移らせていただきます。 
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 「平成 31 年度全国学力・学習状況調査の結果と分析について」、仁科指導課長より報

告願います。 

 

【仁科指導課長】 それでは、「平成 31 年度全国・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、小学生は国語・算数、中学生は国語・

数学・英語を平成 31 年４月 18 日木曜日に実施しております。 

 本年度の八尾市の調査結果についてでございますが、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、中学校それぞれで教科ごとに、平均正答数と平均正答率、対

大阪府比、対全国比に分けて結果を記載しております。全国公立小中学校の平均正答率と

比較いたしまして、国語につきましては、小学校は全国との差が開き、中学校は昨年度と

同様の結果でした。算数・数学については、中学校は昨年Ａ・Ｂ問題平均と同様の結果、

小学校は昨年Ａ・Ｂ問題平均に比べ、全国との差が縮まったところです。今年度から始ま

りました中学校英語については、対全国比が 0.99 とほぼ全国平均の結果となりました。 

 裏面をごらんください。 

 小学校の国語から順番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。棒グラフにつきましては八尾市の数値となっておりまして、

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、国や府とほぼ同じ分布状況とな

っております。 

 それぞれの教科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

に記入しております。小学校の国語については、「目的に応じて、文章全体を理解しなが

ら読むこと」、「話し手の意図を捉えながら聞き、話の展開に沿って、自分の理解を確認

するための質問をすること」はおおむね良好な結果となっております。 

 一方、「目的や意図に応じて自分の考えの理由を明確にし、まとめて書くこと」や「文

と文との意味のつながりを考えながら、接続語を使って内容を分けて書くこと」に課題が

ある状況でございます。 

 次に、中学校の国語では、「書いた文章を読み返し、論の展開にふさわしい語句や文の

使い方を検討すること」、「文章にあらわれているものの見方や考え方について、自分の

考えを持つこと」はおおむねできておりましたが、「話し合いの話題や方向を捉え、それ

を踏まえて自分の考えを持つこと」、「封筒の書き方を理解し、文字の大きさや配列など

に注意して書くこと」には課題がある状況となっております。 

 次に、小学校算数については、「棒グラフから、資料の特徴や傾向を読み取ること」は

全国平均を上回っており、良好な結果でございましたが、「示された計算の仕方を解釈し、

減法の場合をもとに、除法に関して成り立つ性質を記述すること」や「示された図形の面

積の求め方を解釈し、その求め方の説明を記述すること」等に課題がある状況でございま

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いる問題もあ
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り、おおむね良好な結果でございましたが、「事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を

数学的に説明すること」や「資料を整理した表から最頻値を読み取ること」に課題がある

状況でございます。 

 次に、中学校英語については、日常的な話題については、「情報を正確に聞き取ること

ができている」、「まとまりのある英語を用いて、話の概要を理解することができてい

る」、「日常的な話題について、簡単な文で書かれたものの内容を、正確に読み取ること

ができている」状況となっております。 

 一方で、「聞いて把握した内容について、適切に応じること」、「与えられたテーマに

ついて考えを整理し、コミュニケーションに支障を来すことなく内容を伝えること」等に

課題がある状況でございます。 

 続きまして、資料２枚目、３枚目の児童・生徒の質問紙の調査結果についてをごらんく

ださい。 

 この資料につきましては、小学校では 58 の調査査設問が、中学校では 69 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、豊かな人間性・地域とのかかわりについ

て、基本的生活習慣について、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つの大項目に分けて分析したものでございます。 

 まず、①の豊かな人間性・地域とのかかわりについてですが、小中学校ともに「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が増加しました。中学校

では、「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ました。地域との

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が増加しました。小中とも

に「自分にはよいところがある」と答えた子どもの割合が減少し、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

く必要があることがわかります。 

 次に、②の基本的生活習慣についてですが、小中学校ともに「毎日同じくらいの時間に

起きている」、「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増加しまし

た。小学校では「朝食を毎日食べている」と答えた子どもの割合が増加しました。中学校

では、「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が増加しました。

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ります。 

 次に、③の家庭学習・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、

「学校での授業以外に、勉強する時間が１日当たり 30 分未満、または全くしない」と答

えた子どもの割合が減少しました。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が全国を上回っております。小学校では「家で、自分で計画を立て

て勉強をしている」と答えた子どもの割合が増加しています。効果的な家庭学習の方法、

やり方について、今後も啓発をしていく必要があります。 

 次に、④、学校生活・授業についてですが、小中学校ともに「学校のきまりを守ってい

る」、「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ました。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増加しました。小中学校ともに「課題の解決に

向けて、自分で考え、自分から取り組んでいる」と答えた子どもの割合が増加しました。

小学校では、「自分の考えを発表する機会では、自分の考えがうまく伝わるよう、資料や



－9－ 

文章、話の組み立てなどを工夫して発表している」と答えた子どもの割合が増加しました。

中学校では、「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減少

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一層取り組む必要があります。 

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

とに丁寧な分析を実施し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、市の

調査結果分析について、校長会において共有するとともに、学力向上担当者会においても

今年度、成果の上がった学校の取り組みなどを具体的に事例を挙げて情報共有するなど、

授業改善につなげてまいりたいと考えております。 

 なお、本分析結果につきましては、本資料を 10 月末に本市のホームページにも掲載い

たしますことを申し添えておきます。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。 

 

【中山教育長】 ただいまの報告に関しまして、また忌憚のないご意見等々いただけたら

と思いますが、今日は全体的な部分の何かご指摘等ありましたら、よろしくお願いします。 

 学校におきましては、先ほども話があったようにしっかりと各学校が分析をしていると

いうことで、これからそれが表に出ていくかと思います。 

 一つ、せっかくこうして調査結果が出ているんですけれども、学校だけではなくて、保

護者であったり、市民の方であったりにご理解いただいて八尾の子どもたちをみんなで育

てていかなければならないので、こうした分析結果をしっかりと知っていただけるような、

そういう方策も私たちは考えていかなければならないと思っていますので、そのあたり事

務局と知恵を絞っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 本当に八尾の子どもたちも先生たちも頑張っているので、そのあたりがしっかりとこの

調査結果について活用できたらなと思いますので、事務局よろしくお願いします。 

  

【水野委員】 一枚目の裏面のグラフなんですけれども、「学習状況調査」を批判するこ

とになってしまうかもしれないですけど、これを見るとまず小学校の国語、算数、中学校

の国語は全体的に問題がやさし過ぎるということですよね。平均値のところが正規分布で

山なりにならなきゃいけないのが、要するに問 10、11 が最頻値になって中央値になって

いるじゃないですか。だから結局これをもって何をはかるかというところはそもそもなか

なか難しいところがあるなと。本当にもう 12 問、13 問、１問合うか、合わないかのとこ

ろで平均ががたっと変わってくると。多分これがいろんな人から八尾の学力が低い云々と

いう話があるんですけど、批判なんですけど、そもそも平均値が真ん中ぐらいに来ないと

正規分布にならないので、これを例えば、偏差値に変換するとすごくゆがみが出るわけで

すよね。そういうところはあるとは思うんですけれども、こういうふうに示していただく

ことで視覚化してわかるというのはすごくいいと思いますが。 

 国語も小学校の算数も本当に１問のところでかなり苦戦がある。だからテストの受け方

とか、見直しとかいうところをやれば、ちょっと小手先で申しわけないんですけど、そう

いうところってかなりあるんじゃないかなって気がします。本当にケアレスミスをなくす

とか、もう一回何か全部やった後にという。これは学力の高い人たちの話ですね。また低
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い人たちも数％ずっと１問、２問、３問、４問ぐらいの正解だけの人が全国よりもちょっ

と高いので、そのあたりは取り出し、人的なことは難しいんですけれども、どういう工夫

があるのかというところはまたそれは話し合っていただければ。成果が上がっている学校

もあると思うんですね。そういうところを見ていただくというのはいいかと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 これに関しては本当に今後、いろんな目標を立てるに当たっても全てこ

こに戻らなければならないことがあるかと思いますので、また議論を続けていきますので

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、「いじめ対応にかかる体制整備について」、森人権教育課長より報告お願

いします。 

 

【森人権教育課長】 それでは、「いじめ対応にかかる体制整備について」、ご報告をさ

せていただきます。 

 市内小学校いじめ事案に係る「調査委員会調査報告書」において、被害児童への支援、

加害児童への指導と合わせ、今後のいじめ防止・いじめ事案への対応で市教委、学校が対

応すべき事項について提言をいただきました。 

 提言を受け、専門家と連携した児童支援、人権教育課の体制強化、臨床心理士の配置、

いじめ対応支援チームの設置等を進めているところです。これらに加え、いじめの未然防

止、早期発見と多様な相談窓口の設置を目的として予算等の確保について、 12 月市議会

へ上程する件について口頭にてご報告をさせていただきます。 

 これまでいじめの対応にかかわっては、アンケートの実施等によるいじめの「早期発

見」、事象生起後、組織として速やかに対応を行う「早期対応」を行うことを軸に取り組

みを行ってまいりました。これらに加え、いじめ構造におけるいわゆる「観衆」「傍観

者」に視点を置き、いじめの被害者や加害者に比べ、圧倒的多数の観衆や傍観者が、いじ

め問題を自分事として捉え、いじめの抑止者としての役割をこれまで以上に意識すること

で、さらなるいじめの未然防止や早期発見につなげてまいりたいと考えております。 

 委託内容といたしましては、子どもたちへのいじめに係る教育・教材の提供と、ＳＮＳ

による匿名報告・相談ツールの提供でございます。対象は、市内全中学校、義務教育学校

後期課程後期課程を想定しております。経費としては 200 万程度を見込んでおります。 

 導入後の流れについて説明をいたします。 

 各中学校を会場に全生徒を対象に「いじめに係る授業」を実施いたします。その中で、

いじめを発見または受けた場合の対応や、各種相談窓口の案内等を行います。また、アプ

リの特徴について生徒に説明をし、利用を希望する生徒がアプリをダウンロードし使用す

ることになります。登録後、いじめを受けた、また、発見した生徒がアプリを活用して、

いじめの匿名報告・相談を行います。その後、市教育委員会が報告・相談情報を収集し、

その内容について確認を行い、学校とともに連携しながら対応を進めてまいるといったと

ころを想定しています。 

 今後、導入に関する先進事例等の情報収集も図りながら、取り組みを進めてまいりたい

と考えております。 
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 報告は以上です。 

 

【中山教育長】 提言を受けまして、市教委としてやらねばならないことをしっかりとや

って前に進んでいるわけですが、今度、傍観者に対する教育を充実させていこうという提

案で、その予算の計上等の報告なんですけれども、委員の皆様、いかがでしょうか。 

 ずっと協議会の中でもいろいろとお話を積み重ねてきた中で、また新たにこれも充実さ

せたいという意向で、一旦聞きおくということでよろしいでしょうか。 

 それでは、人権教育課も大変ですけれども、よろしくお願いします。 

 予定の報告事項は以上の２件なんですけれども、八尾市のガバメントクラウドファンデ

ィングの結果が出ているかと思いますので、南生涯学習スポーツ課長、報告よろしくお願

いします。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  八尾市ガバメントクラウドファンディングというのは、

「クラウドファンディング」とふるさと納税がセットになったような制度で、市民の皆様

から様々な市の事業に対して資金を寄附いただく取り組みとなります。 

 案件といたしましては、福万寺町市民運動広場南面のグラウンドのフェンスの整備に対

しまして、市民からの寄附を目標額 100 万円と設定させていただきまして、今年の８月１

日から 10 月 15 日までの 76 日間、寄附を募りました。 

 その結果、目標に対して 116 万 4,000 円、寄附件数としては 42 件でした。この寄附を

いただいている方といたしましては、福万寺町市民運動広場を実際に使われているスポー

ツ団体であったり、総合体育館のほか市内のスポーツ施設を利用されている団体の方々か

ら主に寄附をいただきました。 

 いただきましたこの 116 万 4,000 円につきましては、年度内に先ほども申し上げました

市民運動広場のフェンスの整備に対する事業の一部として充当して使わさせていただこう

と考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 ということで皆様のご寄附がそのような形で集まったということで、教

育委員の皆様にもお知りおきいただけたらと思います。 

 他に事務局、報告等ありませんか。 

委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 それではこの後、議案第 36 号につきまして審議を行います。ただ、この案件は冒頭に

お諮りしましたとおり、非公開で行いますのでここで議事の都合により暫時休憩したいと

思います。 

 それから公開の審議が終了しましたので、傍聴の方は申しわけございませんが、ご退場

いただきますようによろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

（傍聴者退場） 

 

(以下、非公開審議) 
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【中山教育長】 議事を再開いたします。 

 議案第 36 号「八尾市生涯学習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。 

 それでは、南課長、説明願います。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 36 号「八尾

市生涯学習センターの指定管理者指定の市議会議案提出の件」につきまして、提案理由を

ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、八尾市生涯学習センターの指定管理者指定を指定するについて、

市議会に議案提出するにつき、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第６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、平成 26 年４月からの指定管理期間が令和２年３月 31 日を

もって終了し、令和２年度以降の指定管理者を指定する必要があるため、本案を提出する

ものでございます。 

 それでは、お手元配付の資料に基づきまして、ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、八尾市旭ケ丘５丁目 85 番地の 16 に所在いたします八尾市生涯学

習センターの管理運営を行わせるものとして、東京都千代田区神田神保町２丁目 30 番地、

昭和ビル内、株式会社小学館集英社プロダクション、代表取締役社長都築伸一郎を代表と

する「八尾かがやき未来プロジェクト」を指定管理者とするとして指定するにつき、地方

自治法第 244 条２項第６号の規定に基づき、市議会の議決をお願いするものでございます。 

 指定の期間は、令和２年４月１日から令和７年３月 31 日までの５年間でございます。 

 次に、選定経過及び選定結果についてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、お手元配付資料①「八尾市生涯学習センター指定管理者候補者の選定

について」をごらんください。 

 まず１、公募経過でございますが、本市の市政だより８月号及び市のホームページ等に

て公募の案内を行い、本年７月１日から９月２日までの約２カ月間にわたって公募を行い

ました。公募期間中７月 16 日と７月 29 日の２日間、現地説明会を実施し、合計 14 団体

の参加があり、応募につきましては３団体からの申請がありました。 

 次に選定方法につきましては、資料②「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員名

簿」のとおり、５名の委員で構成します選定委員会を設置し、指定管理者候補者の選定を

行ったところであります。 

 開催の経過といたしましては、第１回の会議において昨年度の八尾市生涯学習センター

のあり方検討結果内容を踏まえて、資料③、選定評価指針及び仕様書などの応募書類等の

審査を行い、第２回では応募団体から提出されました書類及びプレゼンテーションにより、

慎重かつ総合的に評価、採点等、指定管理者候補者の選定を行ったものでございます。選

定結果につきましては、資料④、評価点集計表のとおり、総合点 800 点中合計点 605 点を

獲得した「八尾かがやき未来プロジェクト」を指定管理者の候補者として選定したところ

でございます。なお、その他の団体の得点は資料④にお示しのとおりでございます。 

 応募のあった団体からは、さまざまなご提案をいただいたところでありますが、指定管

理者の候補者につきましては、昨年度に八尾市が行いました八尾市生涯学習センターのあ
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り方検討結果内容を十分に踏まえ、センター機能を発揮しながら市民の循環型生涯学習活

動を具体化する提案が多彩であり、また市内各地で生涯学習活動に取り組まれる市民の掘

り起こしやサポートの考え方が明確に示されている点などが評価され、委員会の総意とし

て施設を管理運営する指定管理者の候補者として適当であると結論に至ったところであり

ます。これらの選定委員からのご意見をまとめたものが資料⑤にございます「八尾市生涯

学習センターの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。 

 本市といたしましては、選定委員からの審査内容を踏まえて「八尾かがやき未来プロジ

ェクト」を八尾市生涯学習センターの指定管理者の候補者として、本市議会にご提案させ

ていただくものでございます。 

 なお、参考資料といたしまして、資料④、各応募団体からの事業計画概要書及び資料⑦

で指定管理者募集要項を添付しております。 

 以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろし

くご審議いただき、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、何か質疑ござ

いませんでしょうか。 

 

【水野委員】 私の記憶ですと、八尾市生涯学習センター指定管理者というのは去年あり

方を検討されていたと思います。そこで確認ですが、どういう検討をされて、どのように

来年度に向けて改編していくのかについてご説明いただけますか。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 ご質問のあり方検討につきましては、昨年１年間かけて検

討を行い、生涯学習センターの方向性として、大きく４点ほどいただいております。 

 一つ目は、センター機能として、市民の学習の拠点という役割。二つ目として、市民の

日常生活の課題解決・高度な学習が行える場としての役割。もう１点は市民の中で、いろ

んなところで活動されている生涯学習センターだけではなくて、市内のあちこちで生涯学

習活動をしている方々の掘り起こしを進めていく役割。最後には、市民が学習したいとい

う要望や情報をきちんと提出していくことと、市民のいろんなニーズを吸収するという役

割と大きく四つの柱があったかと思います。 

 今回、選定委員会におきましては、それら生涯学習センターのあり方の検討結果を踏ま

えまして選考基準や仕様書の中でそれらを反映するという形の議論をいただきました。そ

の選定委員会の方々からいただいたご意見を踏まえて募集をさせていただきまして、結果

的に指定管理者の候補者からはそれら四つの柱がきちんと提案されておりましたし、それ

らを具体的に実現するような筋道の提案があったということで、選定委員会の中から評価

をいただいております。 

 本市といたしましては、そういった昨年の検討結果及び選定委員会からいただいた講評

も含めまして、生涯学習が本市の中で根づくような形でいろいろ市としても進めていきた

いなと思っております。 
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【中山教育長】 他に質疑ございませんか。 

 

【御喜田教育長職務代理者】 この団体に決まった理由の一つとして、魅力的な提案が幾

つかあって、それが選考に大きなウエートを占めたところもあったんですが、令和２年４

月１日から指定管理をされるということなんですが、その魅力的な提案というのは早速取

り組むことができるのでしょうか。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 今回、指定管理者からは今までと違う形での提案もいただ

いております。乳幼児の子育て世代に対する学習支援や市内のいろんなところに出向いて

いって、地域の方々と一緒になってその地域で活躍している市民を市の中で盛り上げてい

くというようなさまざまな提案をいただいておるのですが、実際に４月からの実施に向け

て、協議をさせていただきまして、４月からの業務開始に向けた準備をする予定をしてお

ります。 

 また現在の指定管理者におきましても、市の協定、条例規則等におきまして、指定管理

者が変わった場合は円滑に次の指定管理者が業務を行えるように協力することを義務的に

規定しております。よって、４月の業務開始に向けまして、現在の指定管理者とも協力を

もちながら業務開始に向けて準備を進めさせていただくとともに、さまざまな提案につき

ましては４月から実行すべきものと、４月以降で着実に実現に向けて進めていくというこ

とと、切り分けが必要かと思っております。そういった切り分けをしながら、まずは４月

にきちんとオープンできるように、それまで優先順位を決めながら準備をさせていただこ

うと思っております。 

 

【中山教育長】 ほかに質疑はございませんか。 

   

【中山教育長】 では、ないようですので採決に移らせていただきます。議案第 36 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】 全員異議なしと認めます。よって議案第 36 号「八尾市生涯学習センタ

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。 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 


