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１１月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、11 月定例教育委員会を開催いたします。 

 先月からコロナも少し落ち着いていますので、所属長以上出席の通常の形で退室等なし

で会議を進めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 本日の会議録署名委員に、岩井委員を指名しますのでよろしくお願いします。 

 また、本日はこども若者部長に委任している事務に関する議事が予定されておりますの

で、吉川こども若者部長、辻内こども若者部次長、及び石田こども若者部参事兼ねて放課

後児童育成室長にも出席いただいております。よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 では、10 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、この件につきまして、何か質疑はございますでしょうか。 

 

【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、 10 月臨時会会議録について承認

と決しました。 

 

【中山教育長】  では、次に、10 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、この件につきまして、何か質疑はございますでしょうか。 

 

【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、 10 月定例会会会議録について承
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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。 

 まず、教育長報告ですけれども、お手元配付の資料のとおりでございますので、ご確認

ください。 

 

（教育長報告） 

10 月 22 日（金） 

 

10 月 25 日（金） 

10 月 27 日（水） 

10 月 29 日（金） 

 

11 月１日（月） 

11 月２日（火） 

11 月３日（水） 

11 月４日（木） 

11 月５日（金） 

11 月６日（土） 

11 月９日（火） 

11 月 10 日（水） 

11 月 11 日（木） 

11 月 15 日（月） 

11 月 16 日（火） 

 

11 月 17 日（水） 

11 月 18 日（木） 

11 月 19 日（金） 

 

11 月 20 日（土） 

定例教育委員会 

令和３年度第１回八尾市総合教育会議 

９月市議会定例会本会議（第６日） 

ジェネシス車いすダンス視察（東中学校） 

第２回八尾市社会教育委員会議 

令和３年度第５回行財政改革推進本部会議 

令和３年度近畿市町村教育委員会研修大会 

部長会 

令和３年文化の日表彰式典 

校長会（リモートで開催） 

令和３年度大阪府都市教育長協議会 秋季研修会 

世界人権宣言パネル展 

学校訪問（成法中学校） 

学校訪問（八尾中学校夜間学級） 

学校訪問（東山本小学校） 

定例教育委員協議会 

校長会 

寄附採納感謝状贈呈式（有限会社ホビーパル） 

学校訪問（大正小学校・亀井小学校） 

学校訪問（長池小学校・山本小学校） 

学校訪問（志紀小学校） 

第２回八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会 

令和３年度МОＡ美術館八尾児童作品展表彰式 

 

【中山教育長】  11 月９日 (火 )から学校訪問を再開いたしました。今回は今までの校長

との面談にも加えまして、学級の様子、特別支援教育の取組み等々、特に中心に置いて見

させていただいています。 

 それから、11 月 16 日(火)、有限会社ホビーパルさんにマスクケースを寄贈していただ

きまして、それに対する感謝状の贈呈式を行ったんですけれども、子どもたちが登下校の

ときに、外してもいい距離でマスクを外したときに落としてしまって、それを拾っている

姿を見ておられて、これではいけないということで、一枚一枚本当に丁寧に縫製したマス

クケースを１万 4,000 個寄贈いただきました。 

 この日は感謝状の贈呈だけだったんですけれども、ホビーパルの方々に学校に行ってい
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ただいて、子どもたちへ贈呈するということも行いましたので、黒井課長、そのことにつ

いてご説明いただけますか。 

 

【黒井学校教育推進課長】  10 月中には各学校に本課より配送させていただいて、順次

学級担任から子どもたちに配布をしていただいたところです。 

 一つのセレモニーとして、上之島小学校においては 11 月１日(月)に、運動場において

全校集会をされるということで、ホビーパルさんから３名の方にお越しいただきまして、

子どもたちに対してマスクケースを直接寄贈するという形を取らせていただきました。ホ

ビーパルの社長さんからは、子どもたちが、学校生活で様々な課題がある中でも一生懸命

頑張っているということで、少しでも何かできないかなと、会社の人たちが知恵を出し合

って抗菌効果のあるマスクケースを一つ一つ作って、包装もしましたということで、寄贈

がありました。子ども達からは、しっかりと活用するということと、お礼等述べられて、

非常に喜んでおられたという状況です。 

 学校へは予備として、多くの子どもたちが、一つ一つ包装されたマスクを持ってくると

いうこともあるようで、今回、マスクケースを寄贈いただいたことで、 50 枚入りなど一

つ一つが裸の状態で販売されているものを一枚一枚ケースに移して持ってくることができ

るようになりました。また、ランドセルや手提げかばんにも吊るすといったこともできる

ようにフック付きにするといった工夫もしていただいております。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 11 月 20 日(土)ですが、久々に児童作品展の表彰式等を、縮小した形で

すけれども行うことができました。去年の臨時休校以来、なかなか子どもたちの表彰式に

参加することが減っていたんですけれども、この落ち着いてきた状態で、いろんなところ

でこういう行事が再開していくかと思っております。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、この間の活動報告等々ありましたらよろしくお願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 11 月１日(月)13 時より、尼崎市総合文化センターで開催さ

れました、令和３年度近畿市町村教育委員会研修大会に、中山教育長を初め、教育委員の

皆様と一緒に参加してまいりました。 

 基調講演としまして、東北大学加齢医学研究所所長の川島隆太氏を講師に、「脳科学の

知見を活かした教育」と題した講演がありました。内容は、現在進めているＩＣＴやＧＩ

ＧＡスクールの問題点を指摘されまして、今後慎重に進める必要性を感じました。 

 続きまして、11 月 18 日(木)13 時 30 分より、令和３年度市町村教育委員会オンライン

協議会に参加しました。開会式の挨拶の後、行政説明として、「初等中等教育をめぐる最

近の動向について」と題しまして、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長の水

田功氏より説明がありました。 

 その後、基調講演として、障害のある子もない子も共に学び共に育つことができるよう

にしよう、最初から分けずに包み込もうというインクルーシブ教育について、「インクル

ーシブ時代の学校教育」と題して、鎌倉女子大学准教授、伊藤大郎氏の講演がありました。 
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 引き続きまして、15 時 45 分から 17 時まで分科会があり、閉会となりました。分科会

ですが、グループの構成員は、東京都の日野市、京都府の亀岡市、兵庫県の明石市、長崎

県長崎市の教育委員の方々と私の５名で、「不登校の児童・生徒への支援について」とい

うテーマで、私が進行役を担当し、協議等を進めました。 

 最初に各人が自己紹介とテーマに即した各教育委員会での取組みや経験を発表し、その

後、意見交換をいたしました。内容的には、全国的に増加傾向にある不登校の児童・生徒

数ですが、各市とも同じように増加傾向で苦慮されておられ、本市の適応指導教室、「さ

わやかルーム」とは名前こそ違え、似た制度を持って取り組んでおられました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。他の委員の皆様、何かございますか。 

 

【藤井委員】 私も 11 月 18 日(木)に、村本教育長職務代理者と同じく市町村教育委員会

オンライン協議会で今年も全国の教育委員会の方々と学ばせていただきまして、基調講演

等々でも非常にまた新たな発見を頂くお話をお伺いすることができました。 

 分科会ですが、私は「児童・生徒一人ひとりを大切にするインクルーシブな教育環境の

実現について」というテーマで、北海道札幌市、兵庫県加古川市、静岡県浜松市の教育委

員の皆様とグループ協議をさせていただきました。八尾市の報告として就学相談について

のお話をさせていただいたんですが、どの市も基本的には同じような対応をされていると

思いましたのと、例えば、札幌市は大変規模が大きいにもかかわらず、地域を分けてきめ

細やかに対応をするようにしているというお話がありました。 

各教育委員尾の皆様、本当に詳しくていらっしゃって、私ももっともっと勉強しなくて

はいけないと思った次第です。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。お疲れさまでした。 

 水野委員も同協議会に参加いただきましたが、いかがでしたか。 

 

【水野委員】 私も 11 月 18 日(木)、市町村教育委員会オンライン協議会に参加させてい

ただきました。基調講演で伊藤大郎先生のお話を聞きましたが、神奈川県のインクルーシ

ブ教育は、全国的に有名で、インクルーシブ教育の哲学といった話を最初にされていたの

が、非常に印象に残りました。この 30 年ぐらい、認知というか物をどう認識するかの研

究が大変進んでいて、目で見るのが得意とか耳から聞くのが得意とか、同時にいろんなタ

スクを並べてやる人と、一つ一つやる人というのは全く違って、令和の学校教育の答申は、

子ども達がどういうタイプかを見極めてやらなければいけないということをおっしゃって

いたんだと思います。話もすごくお上手で、感心して聞いておりました。 

 分科会は、文部科学省、神奈川県教育委員会のご配慮でしょうか、規模が割と同じ都市

が集まっていまして、そういった意味では、非常に課題が共有しやすかったです。私のグ

ループは神奈川県の秦野市の教育長、東京都の世田谷区と兵庫県尼崎市の教育委員の皆様

と私ということで、関西ＶＳ関東ではないですが、関西ではどうですかといった感じで協
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議が進みました。テーマが、「令和の日本型学校教育」における子どもたちの学びの在り

方について、だったんですが、冒頭から「インクルーシブ時代の学校教育」の基調講演の

影響があって、皆様、授業の作り方をどうするとか、それに伴う様々な学校システムがこ

のＧＩＧＡによってどう変わるかといった、結構大きい話になりました。弁護士の先生も

いらして、様々な法的な話でも盛り上がり、秦野市の教育長さんは非常に司会がうまくて

いらっしゃって、その点からもすごく盛り上がって、時間が足りないといった感じで、も

う少しやりましょうかみたいな話をしていると、時間がきてしまい終了となりました。   

本当に大変勉強になりましたし、以前対面の時も参加させていただいた経験があるんで

すが、対面のときは１グループ 10 人程度で人数が多かったこともあって、本当に自己紹

介で終わってしまったといった感じだったので、今回は４名ということで、すごく密な感

じで協議できたのは、すごくよかったと思います。 

以上です。 

 

【中山教育長】 ありがとうございました。お疲れさまでした。 

 岩井委員、ご報告がありましたらお願いします。 

 

【岩井委員】  11 月１日 (月)ですけれども、先ほど村本教育長職務代理者からもお話が

ありましたが、令和３年度近畿市町村教育委員会研修大会に私も参加させていただきまし

た。私は毎日曜日、新聞に載っている講師の川島先生の、「脳を鍛える」という記事をと

ても楽しみにしていまして、間違い探し等で自然断捨離が進んでいる私の脳をトレーニン

グしているんですが、その先生がどんなお話をされるのか、大変興味を持って研修に参加

させていただきました。 

 川島先生は脳の研究、中でも前頭葉の思考や記憶、集中力や意欲、それから心などを司

っている前頭前野を中心に、頭頂葉や側頭葉の働きを軸に研究を続けてこられていて、10

代であろうと 100 歳代であろうと、男であろうと女であろうと、世代や年齢、性別に差は

なく、体の他の筋肉などと同じように、脳を鍛えれば鍛えるほど認知機能が高まるという

こと、逆に何もしないと脳の機能は確実に低下するということなどを実証されております。 

 また、現在は研究が進んで、スマホなどのＩＴ機器や通常のゲームを長時間利用し続け

ると、脳の中でもこの一番肝心な前頭葉の機能が低下して、最悪の場合は前頭葉が眠って

いる状態になることが分かってきたというお話を聞きまして、私はとても衝撃を受けまし

た。小・中学校の育ち盛りの子どもたちの脳であっても同様ですので、いかに子どもたち

の脳を鍛えていくか、健康に育てていくかを考えていくことは、子どもたちを健全に育む

ことにも繋がりますので、子どもたちのスマホの使用時間の長時間化が心配されている八

尾市においても、脳科学の知見を活かして、学校・家庭の教育の在り方をしっかりと見つ

めて、市民啓発なども含めてみんなで八尾の子どもたちの健全育成、学力の向上の取組を

進めていくことが必要ではないかと感じました。 

 それから、11 月 18 日(木)ですが、他の委員の皆様は文部科学省の市町村教育委員会オ

ンライン協議会に参加されたんですが、私は９月に参加しましたので、この日は八尾市Ｉ

ＣＴ研究推進校の中間報告会として高安小中学校で授業公開がありましたので、それに参

加させていただきました。 
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 高安小中学校では、昨年の 10 月から先行実践を進めてこられて、授業の中でどんなＩ

ＣＴ活用ができるのか、前期課程、後期課程を含めた各学年、各教科等で実践例を集めて

こられて、この日はその一部を公開してくださったということで、この後授業の様子はオ

ンデマンド動画としても配信されて、八尾の先生全てが見たいときに見られるようになる

とお聞きしました。 

 実際に子どもたちの授業の様子を見ていますと、どの教室でも子どもたちはもうタブレ

ットにすっかり慣れている様子で、子どもたちはやはり慣れるのが早いなと思いました。

小学３年生の外国語活動の授業では、全員がタブレットを抱えて動き回りながらクイズを

する相手を見つけ、タブレットの画面に出ている野菜の絵カードを示して、英語で「これ

は何？」と聞いたら、「トマトだよ」といったように、会話をごく自然に楽しそうにやっ

ていて、本当に感心しました。発音についても、録音しておいて自分で後で確認できると

いうのも効果的な使い方だと思いました。各学校それぞれ、授業でのＩＣＴ活用について

校内研究を進め、頑張っていただいていると思いますが、八尾市の学校全体でこのような

情報をしっかりと共有して、頑張っていってほしいと願っております。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ありがとうございました。 

 各委員の皆様、今月の活動はとても内容が濃かったかと思います。また我々事務局も活

かしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 他にはございませんか。よろしいですか。 

 それでは、次に進ませていただきます。 

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】 それでは、議案審議に入らせていただきます。 

 まず、議案第 30 号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件」について審議

いたします。 

提案理由を松田生涯学習課長より説明願います。 

 

【松田生涯学習課長】 それでは、議案第 30 号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一

部改正の件」につきまし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２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、八尾市立桂小学校の新校舎建設に伴い、桂地区放課後児童

室の開設位置及び定員の変更、入室許可申請書等の様式を変更するにつき、規則の一部を

改正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、お手元の八尾市放課後児童室条例施行規則の一部を改正する規則、新旧対照

表をご覧願います。 

 改正の内容でございますが、別表第１、第２条関係におきまして、「桂地区放課後児童

室」の開設位置を「八尾市桂町四丁目 50 番地の２」に、定員を 40 名に変更するものでご
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ざいます。 

 また、様式第１号、第４条関係におきまして、様式下段の申請者、保護者欄の押印付近

に「※自署の場合は押印不要」と明記し、押印マークを削除するとともに、文言等の一部

を変更するものでございます。 

 次に、様式第６号、第 10 条関係におきまして、申請者欄にある保護者氏名欄の押印付

近に「※自署の場合は押印不要」と明記し、押印マークを削除するものでございます。 

 なお、この規則につきましては、令和４年１月１日から施行するものでございます。 

 以上、誠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。何とぞよろ

しくご審議、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

【中山教育長】 今の提案理由につきまして、委員の皆様から何か質疑ありましたらよろ

しくお願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 住所変更に伴いまして、定員が 70 人から 40 人に減っており

ますが、この人数で対応は可能なのでしょうか。 

 

【石田こども若者部参事兼放課後児童育成室長】 桂小学校の新校舎で、新たにご用意い

ただいた教室の規模から定員を 40 人とさせていただいたところでございます。現在の全

校の児童数、その規模から入室希望者に対し対応可能な人数であると考えているところで

ございます。 

 

【中山教育長】 いかがですか、よろしいですか。 

 

【村本教育長職務代理者】 分かりました。 

 それと、仮に将来申込みが定員 40 人を上回った場合、この場合にはどのようにする予

定なのでしょうか。 

 

【石田こども若者部参事兼放課後児童育成室長】 申込み数が定員を大きく上回った場合

につきましては、他校での対応と同様に、１クラブ追加するということで、利用希望者の

方が全員入室できるように、施設整備について検討していくということになるかと考えて

いるところでございます。 

 

【中山教育長】 村本職務代理、よろしいですか。 

 

【村本教育長職務代理者】 分かりました。よろしくお願いしたいと思います。 

 

【中山教育長】 役所の書類等々ですが、自署の場合は押印不要という方向になっている

かと思います。 

 石田参事、せっかく来ていただいているので、放課後児童室の状況について聞かせてい

ただけますか。 



－8－ 

 

【石田こども若者部参事兼放課後児童育成室長】 放課後児童室の入室の状況についてで

ございますが、学校によってもちろん変わってくるとは思いますが、小学校の児童数は微

減傾向にありますけれども、毎年ニーズが高まっている、利用者数が増えているという状

況でございます。こどもいきいき未来計画におきましても、毎年 200 名ずつ人数が増加す

るであろうということで、毎年計上しているというところでございます。 

 ただ、今回のコロナの関係で少し申請者数が減りまして、約 3,800 名が去年の利用者で

したので、今年度につきましては 4,000 人に達すると思っておりましたが、約 3,500 名と

いうことで、少しコロナの関係で減ったという状況でございます。次年度の申込みにつき

ましては、今後状況を見ていく必要があるかなと思っているところでございます。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。 

委員の皆様、他に質疑等ございませんでしょうか。よろしいですか。 

それでは、ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第 30 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】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、議案第 30 号「八尾市放

課後児童室条例施行規則の一部改正の件」について、原案どおり可決いたしました。 

 続きまして、議案第 31 号「八尾市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱（一部改選）

の件」について審議いたします。 

 提案理由を光岡人権教育課長より説明願います。 

 

【光岡人権教育課長】 それでは、議案第 31 号「八尾市いじめ問題対策連絡協議会委員

の委嘱（一部改選）の件」につきましてご報告いたします。 

 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７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。 

 提案理由でございますが、関係機関の人事異動に伴い、変更となった委員を補欠の委員

として委嘱する必要があるため、本件を提出する次第でございます。 

 お配りしております資料、八尾市いじめ問題対策連絡協議会委員名簿（案）をご覧くだ

さい。 

 本連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携、その他いじめの防止

等のための対策を推進するために、必要な事項に関し連絡及び協議を行うもので、八尾市

立学校の代表者、関係行政機関の職員、関係団体の代表者、学識経験者、市の関係課職員

の委員、20 人以内をもって組織しております。このたび、大阪府八尾警察署の人事異動

に伴い、関係行政機関の職員１人を補欠の委員としてご提案するのものでございます。 

 補欠の委員の任期につきましては、八尾市いじめ問題対策連絡協議会等条例第４条第１

項の規定に基づき、令和３年 11 月 22 日から令和３年 12 月 21 日でまででございます。 

 以上、誠に簡単な説明ではございますが、提案理由の説明といたします。よろしくご審
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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】 この件につきまして、以前も人事異動等々によって皆様にお諮りしまし

たが、八尾警察署の生活安全課少年係の大坪係長が異動ということで、新たに変更となる

ということになります。委員の皆様、よろしいでしょうか。 

それでは、質疑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 31 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】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、議案第 31 号「八尾市い

じめ問題対策連絡協議会委員の委嘱（一部改選）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、報告事項に移らせていただきます。 

 では、「就学に関するアンケート調査の結果について」、式教育政策課長より報告願い

ます。 

 

【式教育政策課長】 それでは、就学に関するアンケート調査の結果につきましてご報告

させていただきます。 

 資料、「就学に関するアンケート調査の結果概要について」をご覧ください。 

 （１）調査の概要についてでございますが、本調査は、子どもたちにとって望ましい就

学環境の実現を目指し、小規模特認校制度や指定校変更の弾力的な運用を導入した際の動

向を把握し、子どもや保護者のニーズや意見を聞き、検討するに当たっての参考とするこ

とを目的として、令和５年４月に小学校、中学校の新１年生になる市内就学前施設の４歳

児の保護者と、市内小学校及び義務教育学校の５年生の児童の保護者を対象に実施したも

のです。 

 調査時期、調査方法としましては、令和３年９月中旬から市内就学前施設及び市立学校

を通じて、アンケート用紙等を保護者に配布し、令和３年 10 月 11 日までにアンケート専

用サイトから回答していただいたもの、及び配布のアンケート用紙により、郵送で回答い

ただいたものを集計し、まとめております。なお、アンケートの回答は無記名として実施

させていただいたものです。 

 アンケートの回収状況等としましては、全体の回収率が 68.3％、内訳としましては、

４歳児が 65.4％、小学５年生が 70.9％となっております。 

 また、回収方法別では、ウェブによる回答が 82.6％、郵送による回答が 17.4％でござ

いました。 

 次に、（２）調査結果の概要についてでございますが、設問１は、４歳児の保護者に対

して、「小学校入学時、指定校よりも自宅に近い学校を選べる制度があればよいと思う
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か」、小学５年生の保護者に対しては、「指定校に隣接している校区の中学校を選べる制

度があればよいと思うか」をお聞きしたところ、「はい」と回答した人が最も多く、４歳

児の保護者では 84.9％、小学５年生の保護者では、61.1％という結果となりました。 

 次に、設問２は、設問１で「はい」と回答した方に対して、「もし、このような制度が

できたら、お子様の小・中学校入学にあたり利用したいと思うか」をお聞きしたところ、

全体では「はい」と回答した人が最も多く、 51.5％でした。なお、４歳児の保護者では

62.9％が「はい」と回答され最多でしたが、小学５年生の保護者では 41.6％が「分から

ない」と回答され最多となり、「はい」の 39.0％を上回っています。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 設問３は、「小規模特認校として、特色ある教育活動を行っている学校に市内全域から

の入学を認める制度があればよいと思うか」をお聞きしたところ、「はい」と回答した人

が最も多く、４歳児の保護者では 63.7％、小学５年生の保護者では 57.3％という結果と

なりました。 

 次に、設問４は、設問３で「はい」と回答した方に対して、「どのような特色ある教育

活動があれば、お子様の小・中学校入学に当たり、小規模特認校制度を利用してみたいと

思うか」をお聞きしたところ、「外国語教育」が最も多く、次いで、「キャリア教育支

援」「ＩＣＴ活用と情報教育」「少人数学習支援」に対する関心が高いことが伺えました。 

 続きまして、４ページをご覧ください。 

 子どもたちの就学に関する自由意見といたしまして、制度そのものへの意見のほか、教

育全般についての意見や要望を、503 人の方から、述べ 560 件頂いたところです。検討中

の制度については、「制度導入に向けて期待すること」として、「通学の負担軽減や防犯

面からも、自宅から近い学校を選べるのはよいと思う」、「学校になじめなかったり、い

じめや不登校等に悩んでいる場合や、やりたいことがある学校を選べるのはよい」などの

意見のほか、「制度の説明会や学校見学会の実施など、学校情報を発信してほしい」、

「指定校に希望する種目の部活動がない場合に、他の学校を選択できるようにしてほし

い」、「兄弟姉妹で同じ学校に通わせたい」、「市内全域や、隣接する他市の学校を選択

できるようにしてほしい」、自転車通学や、スクールバスの導入を求める意見などがあり

ました。 

 また、「制度導入に関して懸念されること」としましては、「人気の学校に希望が偏

る」、「学校間格差が生まれる」、「登下校の安全面が心配」、「通学も考慮して、家の

購入等されているという状況があったり、小規模な学校がさらに小規模になる恐れがあ

る」などの意見がありました。 

 これら頂いた意見につきましては、制度設計の検討に当たり参考とさせていただき、制

度を固めてまいりたいと考えております。 

 また、教育全般に対する意見も、述べ 265 件頂いたところであり、教育に対する保護者

の関心の高さが伺えました。具体的には、「取り入れてほしい授業内容や子どもの理解に

合わせた、きめ細かな指導をしてほしい」といったご意見を初め、様々な課題を抱える子

どもへの支援や対応の充実、通学路の安全確保など、多岐に渡るご意見を頂いたところで

あり、これらの意見につきましても、今後、教育行政を進めていくに当たり、参考とさせ

ていただき、八尾の子どもたちの教育の充実に繋げてまいりたいと考えております。 
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 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、就学に関するアンケート調査の結果について

のご報告とさせていただきます。 

 

【中山教育長】 現段階での集約したアンケート結果ということで、今後、事務局が制度

設計に向けて、この結果をしっかりと考慮させていただき活かしていくという形になって

いくかと思います。考察も進めておりますし、事務局全体としても、会議でこれを活かす

ように話合いを進めてくれているところです。 

 委員の皆様には途中経過もお知らせしていきたいと思いますが、このアンケート結果に

ついて、今の時点で何かご質問等ありましたらお願いします。 

 

【水野委員】 自由記述については、あればということで、全員に自由記述を求めてはい

ないんですね。 

 

【式教育政策課長】 質問の仕方といたしましては、必ず自由意見を書いてくださいでは

なく、ご意見があればお答えくださいという聞き方をさせていただいてます。 

 

【水野委員】 大学でよくこういうアンケートをやっているんですが、もしお気付きの点

があれば自由意見を書いてくださいとして、自分の授業が評価されたときに、その意見に

すごく引っ張られるんです。選択を求めた回答のほうが意味がある部分もあって、もちろ

ん貴重な意見ではあるんですが、やはり読取りがすごく難しくて、最後のところで自由意

見があるので、それにすごく引っ張られるというようなことがあるので、そこだけ少し申

し上げました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員おっしゃってくださったことは、我々、今回だけではなく他で

も経験していますので、制度そのものがそれでいいと思っている方は個別に書かれない部

分もありますので、そういったことを水野委員おっしゃってくださっているかと思います

ので、皆様のこの選択回答で数字に出ている部分と、自由意見とを公平に見定めながら、

制度設計に活かしていければと思っていますので、よろしくお願いします。 

 それから、この件についてはこれから議会等にも示していくことになりますが、市長部

局ともしっかりとこの状況については意見共有させていただいて、制度が確定するまでに

は共に進めていかなければなりませんので、市長、副市長とも共有していきたいと思って

います。この間一度、個別では話をさせていただく機会も持っておりますので、今後その

ことについても教育委員の皆様に方向を説明していきたいと思っております。 

よろしいでしょうか。それでは、制度設計に向けて頑張ってまいりたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 次に、いじめの重大事態事案への対応につきましては八尾市個人情報保

護条例第 14 条第１号の当該個人の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められる

ため、公開可能な時期が来るまでは非公開とすべき内容となりますので、この報告につい
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ては非公開といたします。委員の皆様、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、異議なしと認め、本報告につきましては非公開で行います。 

 傍聴の皆様、ありがとうございました。ご退場いただきますようによろしくお願いしま

す。 

 

（以下、非公開報告） 

 


