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教育長（長谷雄二） 

 それでは、引き続き皆様方にはよろしくお願

いいたします。 

 本日の出席日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。 

 また、先ほどの総合教育会議では傍聴がござ

いましたが、きょうは傍聴ございませんか。 

 それでは、平成27年第10回教育委員会定例会

議を開会いたします。 

 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、山崎教育長職務代理

者、瀬川委員を指名いたします。よろしくお願

いします。 

 教育長報告につきましては、一覧表にしてお

りますが、主な報告につきましてご説明いたし

ます。 

 ９月26日、南河内地区青少年指導委員会研修

会に出席いたしました。 

 10月１日、大阪府都市教育長協議会10月定例

会に出席いたしました。 

 つけ加えまして、10月５日、７日、９日、16

日、市内小・中学校10校の校長先生と面談を行

いました。主な内容につきましては、後ほど担

当課から説明がございますが、平成27年度全国

学力・学習状況調査を受けて、今後の学校の課

題と取り組みを中心に面談を行わせていただき

ました。 

 10月13日、平成27年度近畿市町村教育委員会

研修大会が京都でございまして、私と山崎職務

代理者が出席いたしました。 

 10月15日、平成27年度大阪狭山市小学校連合

運動会に出席いたしました。いずれの学校につ

きましても非常にまとまって７校、小学校の６

年生、非常に有意義な時間を過ごしたというふ

うに思っております。 

 10月17日、はばたきフェスタ、公民館、福祉

センター、図書館等が中心のフェスタに出席い

たしました。 

 以上、主な活動報告でございます。 

 私の今の報告について、委員の皆様、ご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。 

 それでは、本日の議案でございますが、日程

第１、議案第35号、大阪狭山市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例並

びに大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

こども育成室長（田中安史） 

 議案第35号、大阪狭山市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例並びに

大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例についてご説明いたします。 

 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法

の一部を改正する法律が平成27年９月１日に施

行され、国家戦略特別区域法に基づく国家戦略

特別区域限定保育士、いわゆる地域限定保育士

が創設されました。地域限定保育士試験合格者

は登録を３年間、試験を受け、資格を取得した

自治体内のみで保育士として働くことができ、

４年目以降は全国で働くことができることとな

ります。 

 保育士不足解消等に向けて、大阪府が府内全

域におきましてこの保育士試験を実施すること

から、資格取得者が本市において保育士として

働くことができるよう、関係条例について所要

の改正を行うものでございます。 

 改正案の概要でございますが、議案書３ペー

ジ、新旧対照表のほうをご参照お願いいたしま

す。 

 大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例第24条でございます

が、こちらに規定する保育士に国家戦略特別区
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域限定保育士を含むものとしたものでございま

す。 

 また、下の段ですけれども、大阪狭山市放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例第11条に規定しております保育

士につきましても同様に、国家戦略特別区域限

定保育士を含むものとしたものでございます。 

 また、附則では、この条例は公布の日から施

行すると規定をいたしております。 

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、

よろしくご審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問等、

委員の皆様ございませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、日程第１、議案第35号、大阪狭山

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例並びに大阪狭山市放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例については承認さ

れました。 

 続きまして、日程第２、報告第17号、平成27

年度全国学力・学習状況調査における結果と分

析の概要についてを議題といたします。 

 担当に報告を求めます。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 前回の教育委員会議で今年度の概要を口頭で

報告させていただきましたが、改めて市教育委

員会としての結果と分析の概要をまとめさせて

いただきましたので、ご報告いたします。 

 お手元に冊子があるかと思います。今年度は

国語のＡ問題、Ｂ問題、算数・数学のＡ問題、

Ｂ問題、それにあわせまして、平成24年度に続

いて理科の学力調査が行われました。本市では、

全小・中学校で当日の欠席者を除く合わせて

1,052名の児童・生徒を対象に実施いたしまし

た。 

 小学校の国語からご報告いたします。 

 小学校Ａ問題では、平均正答率が2.8ポイン

ト全国平均を下回りました。書く領域に関する

問題では、おおむねよい結果が出ていましたが、

読む・話す・聞く領域の問題で課題が見られま

した。 

 国語Ｂ問題では、平均正答率が1.7ポイント、

これも全国平均を下回り、特に問題の内容を読

み取って、適切に考えや意見を書きあらわすこ

とに課題が見られました。 

 算数Ａ問題では、平均正答率が0.6ポイント、

全国平均をこちらは上回りました。経年比較で

も、昨年度を少し上回っております。特に、数

と計算の領域問題でよい結果が出ております。 

 Ｂ問題では、平均正答率が0.3ポイント全国

平均を下回りましたが、結果といたしましては、

昨年度とほぼ横ばいとなっております。秒の測

定や図形の領域ではよくできておりましたが、

数量関係の領域問題で、数学的な考え方を問う

問題に課題が見られました。 

 理科の問題では、平均正答率が0.7ポイント

全国平均を下回りました。特に、観察や実験の

技能を問う問題や、物質や地球に関する問題に

課題が見られました。 

 続いて、中学校です。 

 国語Ａ問題では、平均正答率が1.5ポイント

全国平均を上回りました。中でも連動的な言語

文化と国語の特質に関する事項で、よい結果が

出ておりました。 

 国語Ｂ問題では、こちらも1.3ポイント全国

平均を上回っております。話すこと、聞くこと、

書くこと、読むこと、全ての領域でよい結果を

残しています。経年比較でもＡ、Ｂどちらの問

題も上昇傾向にございます。 

 数学Ａ問題では、平均正答率が1.4ポイント、

Ｂ問題では2.1ポイント、ともに全国平均を上
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回りました。Ａ問題では、特に図形の領域問題

が、Ｂ問題では関数あるいは資料の活用領域の

問題がよくできておりました。ただし、経年比

較ではＡ、Ｂ問題とも下降傾向にあります。 

 理科の問題では、平均正答率が2.5ポイント

全国平均を上回りました。特に、物理、化学、

生物の各領域ではよい結果が出ておりましたが、

地学の領域では課題が見られました。 

 無回答率につきましては、小・中ともどの科

目についても全国平均よりも良好な結果で、粘

り強く問題に取り組む姿勢が身についているこ

とを示しております。 

 続きまして、生活・学習状況に係る質問紙調

査です。 

 読書量についての回答が改善されております。

平成26年度より全小・中学校に図書館司書を配

置し、読書環境の整備に取り組んできたよい効

果があらわれているものと考えております。 

 ただし、一方で「朝食を毎日食べている」、

「毎日同じ時間に起きる」あるいは「寝る」に

つきましては、小・中とも減少傾向にあります。

別の調査で行いました携帯電話やスマートフォ

ンの所持率が、本市は高いこととも今の減少傾

向が関係しているものかと考えております。 

 こういった基本的な生活習慣を身につけるこ

とは、児童・生徒の自立を促し、自発的な学習

意欲ともかかわってまいりますので、今後、家

庭とも連携しまして、啓発指導を進めていきた

いと考えております。 

 授業との関係からは、小学校では「自分の考

えを発表する機会がある」と肯定的に答えた児

童の割合が、平成25年度から増加傾向にあり、

子ども主体の授業が推進されていることがわか

ります。「話し合う活動をよく行う」と答えた

児童の割合も、全国平均に近づいてまいりまし

た。 

 中学校ではまだ全国には届かないものの、平

成25年度より着実に改善されてきていることが

わかります。中でも「めあて、目標が示され、

振り返る活動が授業の中で行われている」と答

えた小学校の児童の割合は、全国を上回ってお

ります。中学校でも改善が進んで、全国との差

が縮まってきております。 

 このように、授業の構造化については小・中

ともに大きく進んできております。今後はさら

にアクティブラーニングの手法を取り入れた授

業づくりの研究を進め、児童・生徒の自主的な

学習を促すと同時に、家庭学習の定着を進める

ために市教委が作成いたしました小学校の自主

学習教材、「自ら学ぶノート」あるいは中学校

に配布しております単元学習プリント、こうい

ったものを活用し、積極的に進めてまいりたい

と考えております。 

 また、今回の学力調査から見えてまいりまし

たそれぞれの教科の課題につきましても、各校

で結果分析を行い、学習指導の改善を図ってい

きたいと考えております。 

 なお、各小・中学校でもそれぞれの分析がま

とまっております。今、見ていただいておりま

す市教委のまとめとあわせまして、よろしけれ

ば、来週月曜日にホームページにアップしてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 平成27年度の学力・学習状況調査の結果と分

析の概要について説明がありましたが、意見等

ございますでしょうか。 

教育委員（瀬川武美） 

 感想のようなことになると思うんですけれど

も、全体的にいつもそうなんですけれども、Ｂ

問題に関する力というのは、これは全国的にも

かなり日本の子どもたちの学力が伸びないとい

うのが、国立教育政策研究所通信というのが平
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成27年９月に、この間いただきました「時報市

町村教委」の雑誌に載っていました。いつもこ

れが気になっていまして、この能力というのは、

私なりに言いかえますと、いろんなデータとか

資料から課題とか問題を発見するか、発見する

だけじゃなくて、それについての解釈とか解決

案、そういったものを自分で考えて、それをま

とめる。すなわち分析力と総合力だというふう

に思うんです。 

 この力の基本というのは、私は物事を関係づ

ける、関連づける力だと思っているんです。つ

まりデータとデータ、異なったデータ等を見て、

そして何が共通で何が違うのかという、そこの

論理的な関係づけの力だと思うんです。ですか

ら、正しく物事を関係づけたり関連づけるとい

うことで、本当の理解ができて、そこに論理的

思考力というのが育っていくというふうに私は

考えているんです。 

 だから、こういう力をつける学習指導という

のを普段からきちっとやっていかないといけな

いなというのを常々思い続けています。なかな

かＢ問題に関する学力が伸びないというところ

で、その辺の創意工夫というのが、ちょっと現

場の教員に足りないんじゃないかなということ

を、本市にだけではなくて、全体に思っている

んです。 

 知識力というのは、日本の子どもたちという

のは、フィンランドのＰＩＳＡ調査とかでもそ

うだし、全国学力の調査でも結構知識に関する

能力というのは一定以上で、安定して高いんで

すよね、どちらかというと。そうすると、本当

に知識が身についているならば、論理的思考力

も恐らくプラスに影響するはずなんですが、な

ぜそれが知識力と論理力につながっていかない

のかというところがすごく気になるんです。 

 ということは、知識は暗記しているだけで、

本当にその知識の概念というものを理解してい

るのかどうかということに、ちょっと疑問を感

じ出しているんです。 

 そうすると、これはテストは合格するけれど

も、学校で習わなかったいろんないわゆる応用

問題、社会的な問題、身にかかるような問題が

起こったときに、じゃ、本当に正しく判断でき

るのかという、そういう大きな問題にも関係し

ていくと思うんです。 

 ですから、もう一度理解というものを本当の

理解なのかということを現場の教員も確認しな

がら、授業をしていかないといけないんじゃな

いかなという気持ちがすごくしています。 

 それで、本市の教育振興基本計画、本市の大

綱が承認されたんですけれども、その中にもや

っぱり教員の資質向上というのがありますので、

ここが非常に重要だと思う。小学校と中学校で、

今回、小学校はややＢ問題がかなり下がって、

中学校は安定してよくなってきているんですよ

ね。 

 ということは、生徒の側にも問題はあるかも

しれませんけれども、やっぱり教員の指導力と

いうものも関係するかなという気がしてきまし

て、その辺のところを一度、見つめ直してみる

必要があるかなと。真摯に見つめ直してみる必

要があるかなというふうな気がしています。 

 それから、もう一つ、最近、授業を見学して

気になったことがあるんですけれども、国語の

授業でゲームを取り入れているところがありま

した。ゲーム自体は、今、非常に子どもたちが

喜ぶので、活気づくし非常にいいんですが、ア

クティブラーニング的に見えるんですけれども、

子どもたちはゲーム自体が楽しみになっていて、

ゲームによって目標となっている力が育ってい

っていない。 

 つまり、ゲームを取り入れるということは、

目標とする力を育てるために、方法としてゲー

ムを取り入れるわけですから、ゲームをしてい
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くプロセスの中で思考力が育っていかないとい

けないわけです。 

 例えば数学にしても、論理的思考力あるいは

アルゴリズムというものを身につけさせようと

思うと、ゲーム自体がそういうアルゴリズムと

いうことを発見させたり、その能力を使ってや

っていくようなゲームをしないといけないと思

います。その辺のところの工夫です。これを私

は改めて検討し直してみる必要があるんじゃな

いかというふうに思います。 

 幸い、関大の先生も入っていろいろと授業研

究やってくださっていますので、その辺のとこ

ろも検討していただいて、何か新しいアイデア

とか、研修をやっていただけるようにしたら、

もっと上がってくるんじゃないかなという気が

しますので、よろしくお願いしたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 今、瀬川委員から感想という、ご示唆いただ

いた部分で、担当のほうは特にございませんか。 

教育部理事（田中典子） 

 おっしゃったとおりで、教員の能力を見つめ

直す必要性というのは痛感しております。その

部分におきまして、私たち文部科学省の新教育

の部分での授業を受けておる中で、ＭＩＭ指導

をやっております。これは、読みの指導が月ご

とにどのように子どもたちに力がついていって

いるかというのをクラスごとに、低学年ですけ

れども、特に１年生の４月、５月とずっと計測

しておりますけれども、すごく伸びるクラスと

伸びないクラスの差があるということがわかっ

てまいりました。 

 そのことについては、やはりそういうような

指導がすごくできる、これは指導力の問題だな

というふうに捉えております。このあたりが明

確になってまいりましたので、このあたりをぜ

ひ学校長のほうにもお知らせしまして、教員の

指導力については、いろんな意味で能力を伸ば

す方法を考えていかなければいけないなと思っ

ております。 

 大阪府は今、大量採用の時代を迎えておりま

すし、ちょっと前に採用した先生たちがどんど

ん産休等でお休みになりますので、採用試験に

受かっていない講師が今、担任をせざるを得な

い状況も生まれておりますので、瀬川委員のお

っしゃったような教員の能力を高めたいという

のはすごく私たちも思っているところですけれ

ども、基本的な指導がなかなか難しい先生たち

も、未熟なためにできにくい先生たちもたくさ

ん現場にはいます。 

 やっぱり今回の結果の課題で一番大きなのは、

集団がうまくできていない学年が、今年度ちょ

っと６年生、中学校は違うんですが、小学校の

場合は多かったということで、今回このあたり

については臨時の校長会、校長先生ご自身が主

体的に開かれました。10月14日です。 

 そこで、校長先生方７校でそろってやってい

こうということで、反復学習であるとか、でき

ない子への指導を徹底することであるとか、こ

のたび市教委がつくりました自学自習ノート、

これについての活用の仕方も７校でそろえてい

こうとか、あとスマホの利用については先ほど

課長が言いましたけれども、このあたりを市と

して時間とかちゃんと約束事を決められないか

というようなことも提案があって、今後、校長

会と市教委が一緒に話をしながら対策を考えて

いきたいと思っています。 

 ゲームについても、目的を達成していないと

おっしゃるとおりで、ゲームそのものが目的に

なっているような授業も、私たちは、課題だと

捉えておりますので、この辺については先ほど

のいただいたご意見を参考に、今後、学力向上

に努めたいと思っております。ありがとうござ

います。 

教育長（長谷雄二） 
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 ほかにございますか。 

教育委員（阪本 栄） 

 細かい話なんですけれども、このデータの読

み方なんですけれども、後ろから２ページ目の

中学校のデータの一番下に、データの評価を書

いておられるんですけれども、メールとかスマ

ホ、ゲームは、これは検定をして優位差が出た

ということですよね。読書が月とかいう部分に

ついては、見た目で傾向があるという、表現さ

れていると思うんですけれども、ですから、相

関が見られたというのは、検定した結果で相関

が見られたということですね。 

 それともう一点なんですけれども、「読書が

好きですか」ということで、左端に「当てはま

る」、それから右には「当てはまらない」、一

番最後の下のところに「読書が好きではない児

童・生徒に比べ」という表現があるんですけれ

ども、当てはまらないから読書が好きではない

というのはちょっと違うんじゃないかなと思う

んです。だから、この辺の表現をちょっと次回

からもう少し考えていただいたらと思うんです

けれども。 

 ですから、読書が好きには当てはまらないけ

れども、嫌いとは言えないと思うんです、これ。

だから、総合評価のところで「読書が好きでは

ない」という表現は、ちょっとこれどうかなと

いうふうには思うんですけれども。その辺ちょ

っともう少し正確にお願いしたいなと思います。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 ありがとうございます。 

 今、見ていただいているのは、あくまでたた

き台という形で、そういった意見を頂戴いたし

まして、また改めさせていただきたいと思いま

すので、ありがとうございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ということで、山崎委員のご発言をと思いま

す。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ちょっと小学校がことし残念ですね。点数だ

けで見てはいけないのですが。 

 今、先ほどちょっと６年生の学年で、学校に

よってしんどい学級があるというようなことを

お聞きしたんで、そういうのがあれば学年によ

ってちょっと違うんで、一概にこれで狭山の子

がどうのこうのということは当然ながら言えな

いと思うんですけれども、それに比べて中学校

のほうが比較的全国平均と比べたら上回ってい

るということですけれども、私、きのう東小学

校のまるごとパックを駆け足でかなりの学級の

授業を見せていただいたんですけれども、数年

前に比べ、ものすごい東小学校の授業もよくな

っていました。 

 それから、先生の顔がよくなってきたし、も

ちろん子どもはいいんですけれども、先生の表

情もよかったし、非常にアクティブラーニング

を頭に入れた授業をかなり取り入れていただい

ている先生も多かったです。それらから見ると、

どうしてかなというのがちょっと、今回の結果

は。まだ今年度、東小学校しか見ていませんの

で。 

 中学校の授業も随分改善されてきているとは

思うんだけれども、やっぱり小学校に比べたら

私はもの足らないんです、中学校の授業は。や

っぱりどっちかというたら、一方通行的な教え

込みが多いのに、学力調査についてはかなりい

い結果が出ている。これは私なりに分析したら、

この何年間の取り組みが、小学校でやってきた

ことが、ずっと中学校につながっていっている

からかなと思ったりもしているんですね。 

 だから、いわゆる何年間をずっと見ながら、

今年はこうであるという形で見ていかないとい

けない部分もあると思うんです。もちろん改善

しなければならない面はたくさんあろうかと思

うんですけれども。そのように思いました。 
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教育委員（瀬川武美） 

 今、山崎委員もおっしゃったように、小学校

からの積み重ねがあって中学校の成績に出てき

ているような気もしているんです。ですから、

先生の指導力で、こういうふうないい結果が出

たというふうに、あまり楽観視してはいけない

なという気もしています。 

 現場の中学校の授業を見たことがありまして、

そこら辺のところも同じ危惧を抱いていますの

で、教師はみずから責任をとるという意識で臨

まないといけないなというふうに思いました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 きのうの東小学校のまるごとパックなんか見

せていただいたら、狭山中学校の先生、ほとん

ど来てはりました。それから、お隣の北小学校

の先生もほとんど来てはりました。もちろん狭

山中校区以外の先生も来てはったんですけれど

も、だからそういう面では、非常に授業への取

り組みという意識は、すごい狭山の先生にある

と思います。 

 ただ、若い先生がふえてきていますんで、そ

の辺どのように育てていくかという非常に大き

な課題があろうかと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 今、各委員さんから課題についていろいろお

話をしていただきました。 

 基本的に、私のほうは意見を述べるというよ

りも、実態として先ほどから言われている思

考・読解力が非常に不足しているというのは、

いつも毎年この結果を受けて、新たな課題が生

じたように話しておりますが、実はもう十数年

前からそういうことは課題提起されて、大阪だ

けでなく全国的にもいろいろな取り組みをされ

てきたと。 

 当然、行政の側で言えば、多大な費用をかけ

ながら、何とか授業改善につなげるという経過

があったわけですが、とはいうものの、課題は

変わっていない。それが学校教育の指導の問題

なのか、ひょっとしたら子どもを取り巻く社会

的な課題も含めて、総合的にもう一度見直して

いく必要があるのではないかというのも、一つ

の意見としてはございます。 

 恐らく間違いでない今１つの結論は、個々の

教師には、それぞれ子どもと同じように課題、

資質、いろいろ差があります。今後、教育を推

進していく上では、やはり組織的な対応、お互

いに子どもと一緒で、教員のほうも欠けたもの

を補いながら、十分共通理解しながら、学年経

営、学級経営というのを単独でなく組織として

進める。その媒介なりバックアップとして、教

育委員会の指導・支援の役割というのは非常に

大きいものと、学校教育グループと私との話の

中でも少しずつ共通課題が見えてきているとい

う状況です。 

 また、今後とも教育委員さんのほうもいろい

ろご指摘いただくことで、より大阪狭山市の教

育の改善につなげていきたいと思います。どう

もありがとうございます。 

 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 

 

会議の経過を記載し、その相違ないことを証す

るため、署名する。 

  教育委員会教育長 

 

 

  教育委員会教育長職務代理者 

 

 

  教育委員会 委員 
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  教育委員会事務局職員 


