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委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成27年第４回教育委員会定例会

議を開会いたします。 

 本日の出席委員数は定足数に達しております

ので、会議は成立いたします。 

 なお、会議録の署名委員は、会議規則第20条

第２項の規定によりまして、瀬川委員、阪本委

員を指名いたします。 

 まず初めに、教育長報告をお願いします。 

教育長（小林光明） 

 おはようございます。 

 平成27年度が動き出しました。入学式も滞り

なく終えることができました。先週、14日、15

日、例年どおり学校訪問を実施いたしました。

この学校訪問の内容、状況につきましては、後

ほど担当のほうが説明をさせていただきます。 

 今年は管理職総会のときにも申し上げました

ように、改正された地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の施行の年であり、子ども・子

育て支援新制度が動き出す年でもあります。ご

承知かと思いますけれども、新しい市長が決ま

りまして、４月27日から任期が始まります。 

 大阪府の教育委員会のほうも新しい教育長の

もとで、後ほど報告案件の中でご報告させてい

ただきますけれども、公立高校の入学選抜にお

ける調査書の評定の関係の分で、マスコミにも

大きく取り上げられておりまして、アウトライ

ンは委員の皆様方もご承知のことかと思います

が、この平成27年度、激動の年になるのかなと

いうふうに思っております。引き続きまして、

よろしくご指導、お力添えを賜りますようお願

いを申し上げておきます。 

 今年度、28年度向けの中学校の教科用図書の

選定をしていただかなければならない年にも当

たっております。この20日、月曜日に選定委員

会を開催いたしまして、選定委員を任命させて

いただいております。27日に調査員の全体会を

開催する予定にしております。昨年同様、学習

会それから教育委員会定例会議等のスケジュー

ル調整をまた後ほどさせていただきたいと思い

ます。 

 今回の教科書につきましては、マスコミにも

少し過熱気味の報道があったようでございます。

領土問題の記事の部分が倍増しているという報

道もございました。文部科学省のほうから、今

回の教科書の選定についてはわざわざ通知文書

が出ておりまして、先ほどお配りをした内容で

ございます。報道もされておりますんで、ご承

知のことだとは思いますけれども、ご一読いた

だければありがたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それから、きょうの報告の案件で、先ほども

ちょっと触れましたけども、公立高等学校の入

学者選抜の調査書の評定の取り扱いにつきまし

ては、４月９日に担当部課長に説明がございま

した。４月16日に教育長にも説明があったよう

です。今の状況からしますと致し方がないとい

うことで、とりあえず実施ということになって

いるのかなと、私どものほうも21日に全国学力

テストを受けておりますので、実際はもうその

流れの中に乗っているということでございます。

追ってまたご報告させていただきまして、ご意

見があれば後ほどいただきたいと思っておりま

す。 

 本日の案件でございます。議事日程資料をご

覧いただきたいと思います。報告第７号として

は、28年度府内公立高等学校の入学者選抜につ

いて調査書に全国学力・学習状況調査の結果を

活用することについて。もう一つは、スポーツ

推進委員の委嘱についての２件でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまのご報告について、委員の皆様、ご

意見、ご質問等ございませんか。 
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 それでは、本日の議案でございますが、報告

が２つということでございます。 

 日程第１、報告第７号、平成28年度府内公立

高等学校の入学者選抜における調査書に全国学

力・学習状況調査の結果を活用することについ

てを議題といたします。 

 担当に説明を伺います。 

教育部理事（田中典子） 

 報告第７号、平成28年度府内公立高等学校の

入学者選抜における調査書に全国学力・学習状

況調査の結果を活用することについて、お手元

の資料のほうをご覧ください。 

 府立高等学校入学者選抜における中学３年生

の絶対評価についてということで、このような

プリントが提示されております。それに先駆け

まして、３月19日にチャレンジテストの結果を

活用した評定の範囲ということについての説明

がありました。それによりますと、先日行われ

ましたこのチャレンジテストと、それからその

チャレンジテストの結果と学校でつけられた評

定というものがずっと並べられまして、抽出校

における評定の範囲というものを府教委のほう

で検証しております。 

 例えば評定３がついている子の中には、チャ

レンジテストの０点から100点までの子どもが

分布しておりまして、その評定の範囲とするの

は、95％の子どもが分布する88点から34点の間

というふうに、これ国語です。例えばですけれ

ども、そのような形で分布の95％を評定の範囲

とするというふうに、府教委のほうで決めてい

きます。そのような形で全ての５段階評価及び

教科について決めたときに、府全体の評定の平

均は3.22となったということです。すなわち極

端に評価が高かったり低かったりする子を除い

て、抽出された学校の５は12％、また１は５％

という形の表のとおりでございます。 

 それに基づいて、評定平均3.22を出したそれ

をどのように活用するかということがその次の

下の表になっております。全国学力・学習状況

調査では、平均正答率というのが出てまいりま

すが、Ａ校では57％、Ｂ校では63％で、府全体

が60％であったとした場合に、対府比というの

がＡ校は府に対して、府よりも平均が低いです

から0.95、またＢ校は1.05という形になります。

評定の目安としています3.22をこの対府比の割

合にかけまして、下の黒枠で囲んであります評

定の範囲を決めるということでございます。府

教委は、この評定がきちっと調査書に反映され

ているかどうかということを入試後に検証する

ということを言っております。 

 その次のページの大きな表、これが説明とし

て示されたところです。同じところは省かせて

いただきますが、イメージとしまして右側に具

体的に示されています。左側の生徒がＡからず

っとＰまで示されておりまして、それがテスト

では今回は国語、数学、理科しか全国調査には

ないのですが、その評定の範囲は右の棒グラフ

のように全ての教科で用いられます。 

 先ほどの評定の範囲がＢ校ですので、3.08か

ら3.68の間に入ればいいということで、全ての

教科の評定、もともと学校がつけたものをこう

やって並べたときに、3.38を中心とする3.08か

ら3.68の大体その間に入る。それは、一定出た

り引っ込んだりしてもいいんですけど、その評

定の平均が3.08から3.68におさまるようにとい

うような、一定幅を持たせたようなつけ方をす

るということです。 

 市町村の教育委員会のほうにも説明があった

のですが、このことについては、学校現場がき

っちり対応できるのかどうかということも非常

に難しいです。これが示されるのが８月の終わ

りになりますので、１学期の評定のときに評価

が、自分の学校についてそれでいいのかどうか

ということが検証できないことであるとか、あ
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とそれを補正するのに誰の評定をどのようにさ

わったらいいのかというそのあたりについては、

非常にこれからの課題ということでたくさんの

質問が出ました。 

 ４ページのところは、これは既に本市のほう

でも府の指示に従いまして、全ての家庭に配布

させていただいたところです。ここでは上手に

説明されておりまして、絶対評価に変わったと

きには、いい点もあるけれども、公平というこ

とについては大きな違いが学校によって生じる

ことがある、そういうことは前から生徒や保護

者の皆様から寄せられていたのですよという課

題を示されて、その解決方法として今回チャレ

ンジテストと全国学テを使いますと。それで、

公平な選抜が実施できますという保護者への説

明です。そして、個人の点数がそのまま入試の

点数には反映されませんというアンダーライン

の部分で説明されています。 

 このことについて、先ほど教育長からもあり

ましたように、部課長会と教育長協議会でいろ

んな意見があったり、この間ニュースになって

文部科学省のほうにも府教委から説明に行かれ

たときに、いろんな指導を受けたということで、

次の５ページに示させていただいております各

市町村の教育長宛てに、府教委のほうから依頼

文がありました。このことによって、府教委か

ら意図的な不正により全国調査の趣旨を損なう

とか、入試選抜を考慮して偏った学習指導が行

われていることのないようにということで指導

がありました。 

 これにつきましては、部課長会や教育長協議

会でも様々なところから質問がありまして、例

えば意図的な不正というのは、余り受けたがら

ない子とか、それから今まで学習に余り積極的

でない子なんかは休むような傾向になったり、

それが教師の意図じゃなくても、子どもの間で

もそのような差別みたいなことが生まれ、参加

したら点下がるから休んだほうがいいんじゃな

いかみたいなことが、子どもの中でささやかれ

たりというようなことが起きかねないとか、あ

と学テのプリント練習みたいなことばかりに偏

る学校が出てくるんじゃないかということは、

指導を受けたということもそこに示されていま

す。 

 これについても、改めて文部科学省のほうか

らまた参加率なんかについての調査があるとい

うことで、本市でもきちっと欠席者については

どのような理由で欠席しているかということは、

先に各学校に調査をかけております。 

 ６ページです。４月13日に、ＮＨＫのほうか

ら全ての市町村にこのような調査がありました。

どうお考えですかということでした。教育委員

会としてのご意見ということでしたので、これ

については期間が短く、教育委員会議を開いた

りして委員会としての意見をまとめることがで

きておりませんという回答を課長が電話でして

おります。 

 府教委が決めた評価方法について学校には説

明しましたかとか、保護者の反応はどうですか

とかいうような質問があっただけで、それにつ

いては説明をしました。このことについては、

以上でございます。 

 あと、本日ちょうど学力調査状況の今回のね

らいなんかを書いたリーフレットと、それから

出題された問題ですが、傾向が少しずつ変わっ

てきています。泉谷参事がゆうべ夜中までかか

ってかなりやってくれたんです。問題の傾向が

かなり変わってきていて、例を示してそれにな

らって書くということではなくて、自分で解決

して、自分で工夫して書くようなことが出てき

てるような感じだという、大ざっぱな今年かま

だ私聞けてないんですけど、また、ぜひ一度や

っていただいて、傾向なんかについてお気づき

のことがあれば教えていただけたらと思います。 
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 以上です。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの説明について、まず委員の皆様、

質問ございませんか。質問がもしあれば先に質

問していただいて、その後ご意見をという形に

したいと思います。 

教育委員（阪本 栄） 

 ５ページの府教委から市町村教育委員会への

文書なんですけど、文部科学省のほうからこう

いう懸念が示されたということですよね。それ

に対して、適切に運用できますよという答えで

す。その結果が書いておられないんで、それで

結局、文部科学省はそれで納得というか、了承

されたということ。懸念が示されてちゃんとし

ますよという文書で、じゃやりますよという通

達の文書なんですよね、これね。文部科学省と

してどういう認識なんですか。 

教育長（小林光明） 

 これ、教育雑誌の文部科学大臣へのインタビ

ューを聞いていますと、記者が鋭く突っ込んで

るんですよ。それは、受けることについては問

題ないと答えています。それをどう活用するか

ということが今問題なんでということで、まだ

大臣は答え出してなかったと思います。あと、

どう使っていくかというのは、引き続きひょっ

としたらやられるんじゃないかと思います。ち

ょっとタイムラグがあるんで、もう答えが出て

いるかもしれませんけれども、直近の教育雑誌

を見ていたらそういうふうに書いてました。 

委員長（山崎 貢） 

 学力調査の趣旨に反することには違いないと

思うんですけどね。合ってないということは明

らかですわね。 

教育長（小林光明） 

 結果の取り扱い留意事項というのが実施要領

に、後ろのほうに書いてまして、それを読むと、

学校の序列化につながるような活用をしないこ

ととちゃんと書いてあるんですが、今回の場合

は多分、学校の序列化になってしまうでしょう。

それが、だから情報公開とか出てきたら嫌やな

とは思っています。 

委員長（山崎 貢） 

 私たちの教育委員会が一番懸念していた部分

が、今回出てきたということで。だから、何年

前でしたか、大阪府の学力調査を不参加にした

という。要は学校別の順位があからさまになる

ことによる様々な心配ということで、不参加を

決めたわけです。ちょっとこの辺は心配ですね。 

 何か８月にもう一回府教委、説明に行くとか

報道では言ってましたけど。 

教育部理事（田中典子） 

 受験が終わって、多分これから各市町村に報

告が求められると思います。出席率、その他い

ろいろあると思うんですけれども、一応、府教

委が説明していますのは、授業、生徒の学力の

向上の取り組みということを一環として、何ら

問題はないではないかという言い返し方をして

いるというのがあちこちに載っているんですけ

れども、様々な市町村からは、やはりどうして

も先生たちはこのことをすごく意識するだろう

し、それによってうちの学校は内申点がたくさ

んもらえる学校かどうか、余りもらえないので

はないかという保護者の問い合わせとか、そう

いう感覚というのがどんどん高くなってくるだ

ろうということで、すごく心配される声がたく

さん聞かれました。 

 あと、支援学級の子なんかも積極的に受けさ

せるような流れで来ているのに、それを大きく

変更するということですかというような問い合

わせもありました。通常学級で受けている教科

については受けて、そういうことに参加させる

ことができたり、フリースクールなんかに行っ

てる子についての扱いなんかについても、今ま

で受けるように進めてきたことをやめるという、
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これは不正ではないと思うのですが、やっぱり

その辺が差別につながるとか、そういうことで、

方向が変わるのではないかということをたくさ

んの教育長さんがおっしゃっていました。 

 今回、私どもとしましては、できるだけ今ま

でのやってきたことを、成果を図るというその

考え方は変えないようにということで、臨時校

長会を開いて丁寧には説明いたしましたけれど

も、やっぱり保護者とか塾のほうなんかでは、

学校全体の成績ということなので、一番気にな

るのは学校のレベルということになってくるん

ではないかということで、各学校の校長先生も

そのあたりは気にしておりました。 

 情報公開については、教育長のほうもすごく

心配されていましたが、国のほうも公開しない、

市も公開しないということで、学校のほうがす

ぐに公開されることはないんです。ただ、それ

が知る権利としてどこまで求められるかという

のは変わってくると思いますし、個票で、それ

でちょっと教育長がすごく気にされて、わかる

んではないかということで、それも調べたんで

すが、個票には全国の結果と個人の結果しか載

らないということで、そういうものを集めても

分からないようにはなっています。 

 ただ、全国は全国の結果しか出さないんです

けど、開示請求があったときは都道府県まで出

す。都道府県が開示請求されたら、聞かれてか

ら市町村を出す。今度じゃ市に問われたら、学

校別はどうなるんだという話になるので、その

あたりについては今後、議論がちょっと必要な

部分かなというふうには思います。 

 以上です。 

委員長（山崎 貢） 

 ほか、ございませんか。 

 ちょっと教えてくれませんか。３ページのイ

メージのところあるでしょう。これ、ある中学

校のいわゆるそれらの生徒の９教科の５段階絶

対評価でつけられた数字ですね。これが国語を

平均したら3.71ですか、順番にいきますね、国

語から英語まで。この学校のいわゆる評定の平

均が3.51になってるということで、いわゆる評

定の平均の範囲の中に入ってるということです

ね。 

 だから、各学校の評定は、このままで結構で

すということですか。これが例えば４ぐらいに

なったと。いわゆる範囲から外れた場合はどう

なるの。 

教育部理事（田中典子） 

 補正しないとだめです。3.68までに抑えます。 

委員長（山崎 貢） 

 抑えるんですか。学校現場でまたもう一回全

部変えるとなると大変な作業ですね、これ。 

教育部理事（田中典子） 

 それ、このたび絶対評価にするに当たって、

評価委員会って各市町村立ち上げて、カッティ

ングポイントというのは独自で市で決めてるん

です。だから、観点４つありますけれども、そ

れぞれの４つの観点に合わせて、Ａ、Ａ、Ｂ、

Ｂの場合は何ポイントみたいな形で、評定とい

うのを割り出す作業というのをして、それぞれ

の評定の何％とかそういうことではなくて、絶

対評価ですので、いろんな基準を決めたときに、

例えばペーパーテストで９割とれる子以上を５

にしましょうとかいうので、大体カッティング

ポイントを決めたことと、このことがつながら

ないのではないかという教育長の質問された方

がいて、それをどう補正かけたらいいんだとい

うことと、でも今言った3.51に平均点はおさま

ってるけど、これ実は3.68まで上げたほうが得

ですよね、子どもにとったら。 

委員長（山崎 貢） 

 そうやね、学校としたらね。 

教育部理事（田中典子） 

 だから、そのあたりもいっぱいいっぱい上げ
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たほうがいいということの調整も必要になって

きますので、それがどんなふうにしてというの

で、全部の教科をやり直しってこれ大変なこと

ですので、低い教科を上げるのかとか、そのあ

たりが果たして公正に行われるのかというのは、

一層難しいということはあちこちから質問出て

ました。その変え方までマニュアル化して説明

してくれと言うてはる教育長もいてはりました

けど。 

教育委員（阪本 栄） 

 これ、何か今回、目的と矛盾してますよね。

本来、よくできる人をもうちょっと評価しよう

みたいなことが１つあるでしょう。そうすると、

この学校ではどれだけすごい点数をとってもこ

の範囲しか点数は評価できませんよということ

やから、本来、今回こういうふうに改定する目

的と全然矛盾しますよ。 

教育長（小林光明） 

 限りなく3.68に近いような評定をつけたいと

思うんでしょうね、学校では。 

委員長（山崎 貢） 

 でしょうね。これは、3.51とかこういう数字

があからさまになりませんか。 

教育部理事（田中典子） 

 そうなんです。 

委員長（山崎 貢） 

 絶対、出てくるように思うな。 

教育長（小林光明） 

 親としては教えて欲しいでしょうね。 

委員長（山崎 貢） 

 欲しいでしょうね。 

教育長（小林光明） 

 学校選択制につながっていく可能性がありま

すよね。 

教育部理事（田中典子） 

 評定の範囲を高くもらおうと思ったら、しん

どい子は受験しないほうがいいので、中には先

生が言わなくても、生徒のほうで俺は受けんほ

うがみんなのためやし、俺も得するからとかと

いうような、そんなことって子どもも分かりま

すので。そこも危険だということは、言われて

ました。 

教育委員（瀬川武美） 

 追加質問なんですけど、例えば範囲の中で処

理されたとしますよね。その中でまた相対評価

使うんですか。つまり、５は何人とか何％とか、

それはもう絶対しないんですね。 

教育部理事（田中典子） 

 それで、教育長さんの中には、大阪市がＡ案、

Ｂ案、Ｃ案みたいなことで評定の割合まで決め

て、よくできる学校は５を何人あげるけど、だ

めな学校は５が少ないというような、最初そん

なことがあったと思うんですけど、それに戻っ

てきてるんじゃないですかという質問をされた

教育長さんがいたんですけど、それはそうでは

ないと。 

教育委員（瀬川武美） 

 ないんですね。 

教育部理事（田中典子） 

 例えば最初に示しました3.22を割り出すため

の５は12％とか、１は５％とありますけど、こ

れは全く割り出すための単なる結果で、例えば

極端な話、５と１だけでも構わないんです。そ

れは自由に学校でやっていただけるわけです。

平均さえこの範囲におさまればいいということ

です。 

教育委員（瀬川武美） 

 でも、おさめるために数字的マジック使うわ

けですよね、ある意味。 

教育部理事（田中典子） 

 そうなんです。 

教育委員（瀬川武美） 

 これは、絶対評価じゃないですね、本当に。

個性を無視したような。 
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教育部理事（田中典子） 

 今年度、例えば体育系の子が多いので、体育

の評価を全体的に高くしようとか、何かそうい

うことまで出てくるんじゃないかと言うてはる

方もいらっしゃいました。 

委員長（山崎 貢） 

 ほか、ございませんか。 

 今回はこういう形で、大阪市教委からかなり

圧力みたいなのがあって、こういう形で府教委

が出してきたんやと思うけども、来年度からに

ついてはまだ何も決められてないんですね。ま

た変わる可能性があるんですか。 

教育部理事（田中典子） 

 それもある教育長さんのほうから、何の説明

もなくいきなり決定されたのはおかしいという

ことで、議論を今後すると約束してくれと。そ

れで、来年に向けてはゼロから協議をしてほし

い、今年はもう仕方ない、今から変えたら子ど

もも保護者も混乱するということで、そのこと

についてはすごく言われましたけども。それに

対しての答えというのが、その場では府教委の

ほうからは出されなかったように思います。 

教育委員（瀬川武美） 

 １年やって見直しますとか、総括しますとい

うこともなかったんですか。 

教育部理事（田中典子） 

 今のところ、まだ言われてません。 

教育委員（長瀬美子） 

 チャレンジテストって数か月前の調査結果で

すよね。それが何か月も先、１年先まで尾を引

くという形ですよね。それを見直すも何も、今

のところは出てないんですか。 

教育部理事（田中典子） 

 全て２年生までの結果になります。 

教育委員（長瀬美子） 

 そうですよね。 

教育部理事（田中典子） 

 学力調査もそういうことですので、それは３

年生になってからすごく伸びる子もたくさんい

るということも問題になっています。 

教育委員（長瀬美子） 

 あるいはもうその練習をさせれば、表面的に

は幾らでも上がるものですよね。２年間ぐらい

の内容であれば。本当に高校入学選抜に通ろう

としてるものと同じではないものであっても、

そこは問わずにここの数値をもとに割り出すと

いうのも、今のところは何も対案はないんです

ね。 

教育部理事（田中典子） 

 ないんです。今回、これで大阪の成績がすご

く上がったら。 

委員長（山崎 貢） 

 それも難しい問題ですね。対策したら上がる

のかということになりますよね。 

教育部理事（田中典子） 

 不正が疑われたりしますよね、逆に。 

教育委員（長瀬美子） 

 さっき、一応何が何％にしなきゃいけないと

いうのはないとはいっても、やはり一旦このチ

ャレンジテストの割合が出ると、3.2というの

はこういう割合だと思いますよね。3.6に近づ

けるにはどういう割合というふうに、すごく絶

対評価と言いながら、操作的にはなりますよね。

そちらに子どもたちの成績を合わせるような。

そのものを評価するというよりも、割り振るよ

うな感じにはどうしてもなりますよね、一旦数

値が出ると。これが絶対じゃないとどんなに言

っても、そう見えるようにはなってしまう。 

委員長（山崎 貢） 

 これが一つの目安みたいにね。割合としては

ね。 

教育委員（瀬川武美） 

 だから、要するに正規分布型にするわけです

よ、みんな。この競争するということは。です
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が、絶対評価、それを無視して実態に合わせた

評価をしようとしてるわけですけど、それをそ

ういう形で基準を決められるということは、も

う完全に相対評価に持っていってるわけです。

そうすると、もう序列が決まってくるわけです

よね。 

 だから、私が一番、教育の世界でなぜこうい

うトップダウンが行われてくるのかというのは、

一番残念でしょうがないですね。やっぱり教育

というのは、子ども一人一人をそれなりの個性

と才能を育てるということが、一番原点である

はずなんですよね。ところが、今は一律に誰か

が決めた、どこかが決めた基準をベースにして

序列化する方向に行ってて、その基準も結局１

枚のテストで、１回きりのテストで、しかも誰

かが考えてるわけですよ。 

その誰かというのが一番問題で、結局、現

場で子どもを見てる先生がつくったテストじゃ

なくて、どこかの業者とか、どこかの権威ある

人か知りませんけども、そういう人がつくった

いわゆる頭の中だけの学力イメージですよ。そ

れによって評価されて、現場が後からついてい

って、あの評価に乗っかるようにしなきゃいけ

ないというふうに、現場の主体性がもうどんど

んなくされていて、結局、子どもたちに指示待

ち人間になってはいけないとか、主体的に判断

しなさいとか、思考力、判断力、表現力なんか

と言いながら、結局はその制度のもとに従って

いくということは、先生自身が思考力をなくし

ていってるわけですよね、判断力も。トップに

従っていくという。これで本当にいい教育がで

きるのかという。先生らは子どもじゃなくて、

評価する人のほうを見てるという非常に好まし

くない状態が目に見えてきたということが、私

はすごく不安を感じています、教育の未来に。 

 だからもっとこのことについても、今回はト

ップダウンで、文部科学省もあいまいな対応で、

それに対しての意見をきちっと言ってくれない、

もっと指導すべきだと思います。だからといっ

て、現場の先生方も教育委員会のほうも、それ

に従っていくという状況がある限りは、これは

もう教育委員会はどうなっているのかと思って

しまいますね。 

 もっと何かそこを変えていくぐらいのパワー

を持たないと、本当に日本の教育はだめになっ

ていくんじゃないかという、そういう危惧のほ

うがすごく強くなってきて、本当に悲しいです

ね。本当に子どもと日本の未来を考えているの

かなという気はしますよね。ごめんなさい。 

委員長（山崎 貢） 

 いえいえ。気持ちは一緒です。 

教育委員（瀬川 武美） 

 どこかで本当に良くない方向を変えられない

のかなという、もっと先生方にしっかりしてほ

しいと言ってしまいたいですけど。もう先生方

も言えなくなってしまうというのは。 

教育委員（阪本 栄） 

 協議じゃなくて、報告ですよね。ですから、

もう決まったことなんで、今何でもＰＤＣＡな

ので、やっぱりいろいろ弊害もちゃんと検証し

ていただいて、それをちゃんと府教委のほうか

ら報告というか、していただかないと、現に文

部科学省も懸念しているわけですから。 

 大体何でも最近は、国レベルが、大阪がやっ

てることは大阪独自でやってる、勝手にすれば

良いというような雰囲気をよく感じるので。恐

らくこんなに点数が上がったよというふうな結

果だけが出てくるような気がするので、それに

付随する弊害についてもぜひきちっと検証して、

結果を説明していただけるようにお願いしたい

と思います。 

教育委員（瀬川武美） 

 良い結果が出た場合も、どういうふうな教育

をしてそういう結果が出たかというところまで



－9－ 

プロセスを教えてほしいですね。 

委員長（山崎 貢） 

 多分、府内市町村の一部の教育委員会を除い

ては、かなり府教委に対して質問状とかも含め

て、懸念材料を話してると思うんですけど、そ

れに対して対応というか、府教委のほうが今黙

っているような状況ですので。 

教育委員（瀬川武美） 

 だから、意見を聞いてもらえないのであれで

すね。 

教育長（小林光明） 

 そんな状況ですね。本当に心配です。 

委員長（山崎 貢） 

 本来なら、絶対評価だったら各学校現場の先

生方にある程度の評定の基準があれば、現場の

先生ってやっぱりちゃんとやってくれるはずで

す。それが公平性の担保といって、全く公平じ

ゃないですね。これなら相対評価のほうがずっ

とよかったと思いますね、私は。 

 ということで、これは報告ですので、よろし

いですか。 

 それでは、日程第１、報告第７号、平成28年

度府内公立高等学校の入学者選抜における調査

書に全国学力・学習状況調査の結果を活用する

ことについては、報告を受けましたということ

でよろしいですか。 

 続きまして、日程第２、報告第８号、スポー

ツ推進委員の委嘱についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本芳

之） 

 報告第８号、スポーツ推進委員の委嘱につい

てご説明をさせていただきます。 

 ９ページ、10ページをご覧ください。 

 スポーツ基本法に基づき、平成27年、28年度

大阪狭山市スポーツ推進委員を委嘱させていた

だきました。任期につきましては、平成27年４

月１日から平成29年３月31日の２年間でござい

ます。別添の名簿のとおり、14名委嘱させてい

ただいております。13名までが継続で、14番目

の堀切様が新規の委嘱となります。堀切様は市

立南第三小学校の教員で、トライアスロン、野

球などをされておられます。 

 以上、よろしくお願いします。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの説明について、委員の皆様、ご意

見、ご質問等ございませんか。 

 ないようですので、日程第２、報告第８号、

スポーツ推進委員の委嘱については承認されま

した。 

 本日の議案は以上でございます。 

 これをもちまして、本日の教育委員会定例会

議を閉会いたします。 

                  以上 
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