
 
 
 
 
 
 

平成２９年（２０１７年） 
 

第１０回大阪狭山市教育委員会 

定例会議議事録 
 

 
 
 
 

平 成 ２ ９ 年 （ ２ ０ １ ７ 年 ） １ ０ 月 ２ ５ 日  開 催  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪狭山市教育委員会 



第10回大阪狭山市教育委員会定例会議議事録 

 

                平成29年（2017年）10月25日（水） 

                午前10時00分    開議 

                市役所３階   委員会室 

 

出席委員（４名） 

  長谷 雄二  教育長 

  山崎 貢   教育長職務代理者 

  田川 宜子  委員 

  河合 洋次  委員 

 

出席事務局の職員 

  山﨑 正弘  教育部長 

  田中 典子  教育部理事 

  松本 幸代  こども政策部長 

  楓  仁孝  教育部次長兼歴史文化グループ課長 

  酒匂 雅夫  教育部副理事兼学校教育グループ課長 

  中森 祐次  教育部副理事兼社会教育・スポーツ振興グループ課長 

  北野 真也  教育総務グループ課長 

  寺本 芳之  学校給食グループ課長 

  東野 貞信  子育て支援グループ課長 

  浜口 亮   保育・教育グループ課長 

  酒谷 由紀子 学校教育グループ参事 

  橋上 猛雄  歴史文化グループ参事 

  谷 富二男  子育て支援グループ参事兼保育・教育グループ参事 

  隅田よし子  子育て支援グループ参事 

 

書記 

  荒川 郁代 教育総務グループ課長補佐 

  中村 圭吾 教育総務グループ主任 



議事日程 

 

開会 

    教育長報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第14号 大阪狭山市いじめ問題対策委員会規則の一部を改正 

           する規則について 

日程第２ 報告第24号 平成29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 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 



－1－ 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、議事に入ります前にご報告申し上

げます。 

 皆様もご承知のとおり、阪本委員が先日９月

30日をもって任期満了に伴い、９月の市議会初

日におきまして、本日からご出席いただいてお

ります河合洋次さんを教育委員に任命すること

について議会同意を求める議案が上程されまし

て、即日議会のほうから同意の議決がなされま

した。 

 河合委員には、先日、私同席の上、市長から

教育委員の任命書が交付され、本日に至ってお

ります。 

 失礼とは存じますが、少し河合委員のご紹介

をさせていただきたいと思います。よろしいで

しょうか。 

 それでは、河合委員につきましては、平成12

年３月、法政大学法学部法律学科を卒業後、司

法試験合格の後、司法研修所入所され、弁護士

資格を得られ、平成19年９月、和歌山平和総合

法律事務所に入所されました。そして、21年８

月で和歌山平和総合法律事務所をご退所されま

した。同平成21年９月に河内長野の駅前にある

ノバティー、私もよく知っているところでござ

いますが、駅前において大阪南法律事務所を開

設され、代表弁護士ということで現在に至って

おります。 

 お住まいのほうは、住所は具体的には言えま

せんけれども、南第一小学校区にございまして、

今回、田川委員と同様、保護者枠のお一人とし

て教育委員にご快諾いただいた次第でございま

す。 

 今後、本市教育委員会の活動、運営にご指導

いただきますよう心よりお願い申し上げるとこ

ろでございます。 

 弁護士という職業でもございます。そんなに

いろんな争議等で教育委員会として弁護士相談

が多いと、問題はあるんですけれども、心強い

教育委員のメンバーということで、今後いろい

ろ皆様方と教育行政の推進にご尽力いただける

ものと確信しております。 

 それでは、河合委員から一言ご挨拶をお願い

いたします。 

教育委員（河合洋次） 

 皆さん、おはようございます。 

 新しく教育委員に任命されました河合と申し

ます。 

 先ほどご紹介いただきましたとおり、河内長

野駅前で大阪南法律事務所という法律事務所を

経営しています。子どもも南第一小学校へ通っ

ていまして、大阪狭山市の教育をよくしていき

たいという思いは強いです。 

 ただ、教育関係に携わったことがこれまでな

いんですが、今後しっかり勉強して、少しでも

教育委員会の助けになれればと思っていますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、先ほど教育長室でご紹介はさせて

いただきましたが、改めて教育委員の皆様から

自己紹介のほうをお願いします。 

 山崎職務代理、よろしくお願いします。 

教育長職務代理者（山崎貢） 

 委員の山崎です。７年目になるのかな。また、

本年度もよろしくお願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 田川委員、お願いします。 

教育委員（田川宜子） 

 田川宜子です。よろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 それともう一人、長瀬委員がおられますが、

本日ちょっと公用のため欠席ということでござ

います。 

 それでは、引き続きまして、事務局の紹介と

いうことで、山﨑部長からお願いいたします。 
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教育部長（山﨑正弘） 

 教育部長の山﨑と申します。また、これから

さまざまな場面でご指導を頂戴することになり

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 随時順番にお願いします。 

こども政策部長（松本幸代） 

 こども政策部長の松本と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

教育部理事（田中典子） 

 教育部理事の田中と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

教育部次長兼歴史文化グループ課長（楓 仁

孝） 

 歴史文化グループを担当しております楓と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 教育総務グループ課長をしております北野で

ございます。よろしくお願いいたします。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 学校教育グループの課長、酒匂と申します。

どうぞよろしくお願いします。 

学校給食グループ課長（寺本芳之） 

 学校給食グループ課長の寺本でございます。

よろしくお願いします。 

教育部副理事兼社会教育・スポーツ振興グルー

プ課長（中森祐次） 

 社会教育・スポーツ振興グループ課長の中森

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

子育て支援グループ課長（東野貞信） 

 こども政策部子育て支援グループ課長の東野

です。よろしくお願いいたします。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 保育・教育グループ課長の浜口と申します。

よろしくお願いいたします。 

学校教育グループ参事（酒谷由紀子） 

 学校教育グループ参事の酒谷と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

歴史文化グループ参事（橋上猛雄） 

 歴史文化グループ参事の橋上でございます。

よろしくお願い申し上げます。 

子育て支援グループ参事兼保育・教育グループ

参事（谷 富二男） 

 子育て支援グループと保育・教育グループの

参事をしております谷と申します。よろしくお

願いいたします。 

子育て支援グループ参事（隅田よし子） 

 おはようございます。子育て支援グループ参

事、市立子育て支援センターぽっぽえんの所長

をしております隅田です。場所は南第一小学校

の隣にございますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。ありがとうございまし

た。 

 一度に名前は覚えられませんので、徐々にま

た河合委員と交流を深めていただけたらと思い

ます。 

 それでは、ただいまより平成29年度第10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、山崎教育長職務代理者、河合委員を

指名いたします。 

 教育長報告につきましては、お手元の一覧表

にしております。主な報告についてのみ報告さ

せていただきます。 

 ９月29日金曜日、採用等審査会委員会に出席

いたしました。 

 ９月30日土曜日、西・南第二両幼稚園の合同

運動会に参加いたしました。この運動会につき

ましては、今年度をもちまして西幼稚園、南第
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二幼稚園が廃園になるということで、最後の運

動会ということになっております。市長にも出

席いただきました。 

 10月１日、市制施行30周年記念式典等に参加

いたしました。 

 10月６日、大阪府都市教育長協議会10月定例

会に参加いたしました。 

 小学校、中学校等の運動会に参加しておりま

す。 

 主な活動報告については以上でございますが、

今の報告、何かご質問等ございませんでしょう

か。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事に移りたいと思います。 

 本日の議案でございますが、日程第１、議案

第14号、大阪狭山市いじめ問題対策委員会規則

の一部を改正する規則についてを議題といたし

ます。 

 担当に説明を求めます。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 大阪狭山市いじめ問題対策委員会規則の一部

を改正する規則について説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 大阪狭山市いじめ問題対策委員会規則。平成

26年大阪狭山市教育委員会規則第５号の一部を

次のように改正する。 

 第３条中、第７号を第８号とし、同条第６号

の次に次の一語を加える。第７号、市民生活部

人権担当職員。附則、この規則は、公布の日か

ら施行するということで、３ページには新旧対

照表をつけさせていただいております。 

 口頭で補足説明をいたします。これまで大阪

狭山市いじめ問題対策委員会規則については、

第３条で、委員は、次の各号に掲げる者のうち

から教育委員会が委嘱し、又は任命するとして

おりまして、（１）弁護士、（２）医師、

（３）大学教授、（４）臨床心理士、（５）社

会福祉士、（６）教育委員会事務局職員として、

（７）にその他教育委員会が適当と認める者と

しておりましたけれども、このたび、教育委員

会事務局の後に市民生活部人権担当職員を加え

たいと思っております。 

 その目的ですが、これまで、今申し上げまし

たとおり、市の職員は市教委の事務局のみ委員

となっておったんですけれども、今回、市長部

局の職員も任命して構成員に加わるということ

にしたいということになります。 

 その理由としましては、市のほうでいじめ防

止基本方針の案というものを設定しております

が、これは今、大阪狭山市教育委員会として設

定しているものなんですけれども、この案をと

りまして、大阪狭山市としていじめ防止基本方

針を今年度中に設定したいということでありま

す。 

 これは、大津市の事案などを受けまして、全

国的にいじめの対策については、教育委員会事

務局のみではなく市全体で取り組むようにとい

うことで、このいじめ防止基本方針も市全体と

して設定するようにという流れがありますので、

そのようにしたいと思い、この規則の改正をし

たいと思っています。 

 以上です。どうぞよろしくお願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、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でしょう

か。 

教育長職務代理者（山崎貢） 

 今までは全く、いわゆる教育委員会の事務局

職員以外で市の担当者がこの会議に出席してい

るということはなかったですか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 はい、そうです。今までは。 

教育長職務代理者（山崎貢） 
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 この規則に考えられていないということで、

出席されていなかったということですね。良い

ことだと思います。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 これまでは市教委事務局のみが市の職員とし

て参加しておりまして、おととい第２回目の委

員会がありまして、そのときはこの人権担当の

人が、オブザーバーとしては参加しております

が、これまではありませんでした。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。よろしいでしょうか。 

 これは、提出者も私なんですが、一つ確認な

んですが、大津の事件を受けて、市全体、市行

政全体としていじめ問題について真摯に取り組

むということの趣旨はわかるんですが、国や府

等の何らかの法的根拠や指導というのは、この

部分では入っているのですか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 府教委からも、こういういじめ防止基本方針

については、各市町村ではもう市教委ではなく

市長部局と一緒にやっているということの話が

ありまして、そういう方向で進めるようにとい

うことがありますので、そのようにさせていた

だきたいなと思っております。 

教育長（長谷雄二） 

 既に他市ではそういう形で立案というか、規

則を変えているということなんでしょうか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 はい。そういうところが増えてきているとい

うことです。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、わかりました。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、ほかにご意見、ご質問等が

ないようですので、本案を原案のとおり可決す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第１、議案第14号、大阪狭山市いじめ問

題対策委員会規則の一部を改正する規則につい

ては承認されました。 

 それでは、続きまして、日程第２、報告第24

号、平成29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。 

 担当に説明を求めます。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 リーフレット状のものをお配りしております

ので、そちらをごらんください。 

 平成29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説明いたします。 

 本日は白黒のものをお配りしておりますが、

カラー版を10月中にホームページに掲載しよう

と考えております。 

 １ページにこの趣旨を書いております。はじ

めにの下３行に公表の目的を書いておりますが、

公表することで学校、保護者、市民の皆様と成

果や課題を共有して、さらに取り組みを進めて

いきたいということで公表するということを書

いております。 

 なお、そこから全国学力・学習状況調査につ

いての概要について１ページ、２ページで載せ

ておりますが、これは国のほうから示されてい

るものとほぼ同じものになっておるんですけれ

ども、この調査につきましては、今年度で10回

目だったんですが、４月18日に実施しました。 

 （１）の調査の目的についてですけれども、

２つ目に書いておるんですけれども、学校にお

ける児童生徒への教育指導の充実や学習状況の

改善等に役立てるというのが主な目的になって

おりまして、小学校６年生と中学校３年生を対
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象にしました。本市でも全校が参加しておりま

す。 

 なお、教科につきましては、今年度は国語と

算数・数学のみということで、主に知識のＡと

活用のＢということで実施いたしました。 

 ２ページの２番にも書いているんですけれど

も、取り扱いにつきましては、競争を目的とす

るものではないということが明記されておりま

して、今年度より平均正答率は整数であらわせ

るようになりましたので、細かい数字のみで競

争をあおるようなことがないように整数でとい

うふうになっております。そして、分析してグ

ラフなどに示しておるということを書いており

ます。 

 ３ページをごらんください。 

 ３ページの中ごろに各学校の結果及び考察と

いうのがあるんですが、これはホームページ上

でリンクを張りまして、各学校でも分析をして

おりますので、そこの分析に行くようにリンク

を張りまして、これもあわせて今月中にホーム

ページに掲載するようにと考えております。 

 ４ページからは小学校の国語、算数、中学校

国語、数学ということで結果を載せております

が、４ページにつきましては、まず、国語のＡ、

Ｂということで、市の結果、府の結果、全国の

結果というのをグラフに示しておりまして、右

側のほうはその対全国比、全国平均を１とした

ときに市の平均正答率がどうであったかと、１

であれば同じとなります。それであらわしてお

りますが、小学校国語につきましても、ＡもＢ

も府を上回りまして、ほぼ全国平均と同じ水準

ということがいえます。 

 そして、４ページの下には、設問ごとに特徴

的なもので、丸が成果、三角が課題ということ

で、全国と比べてどうであったか、その課題に

対応する指導をどんなふうにするべきかという

のを米印で書いておるというものになっており

ます。 

 国語のＢの２つ目などでは、やはり全国的に

正答率が低い、つまり、難易度の高いものは市

においても正答率は低いものでありますが、こ

れは全て回答できるような力をつけるように授

業改善を進めることが必要であると思います。 

 ５ページからも同様に載せておるんですけれ

ども、小学校算数におきましても、全国平均を

やや上回っているという状況になります。６ペ

ージからが中学校の国語ということで、ほぼ全

国平均と同じ水準であると。７ページにつきま

しては、中学校数学で、これにつきましても全

国平均並みということであります。それぞれの

設問ごとの特徴と学習指導のこともそれぞれ書

いております。 

 以上が学力調査ということであるんですけれ

ども、もう一つ、学習状況調査ということで、

児童生徒に質問して、それをもとに分析したも

のがあります。それを８ページ以降に載せてお

るんですが、８ページは生活・学習状況にかか

る質問ということで、これについてもずっと経

年比較しながら追っているわけですが、これの

左側が小学校、右側が中学校の結果でありまし

て、一番上の段が平成27年の市の結果、次が平

成28年、３段目が本市の今年度の結果となって

おります。４段目が今年度の全国の結果となっ

ております。 

 まず、「自分には、よいところがあると思い

ますか」という、これは自己肯定感に関係する

ところで、ずっと注目して追っているところで

はあるんですけれども、少しずつですが小学校

は上昇して、８割程度の児童がよいところがあ

るというふうに肯定的な回答をしております。

全国も若干上回っているということになります

が、これはもう成果であると思うんですけれど

も、中学校のほうはもうちょっと低い状況であ

るということで、やはり中学生の自己肯定感を
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高めることが大変大きな課題であるということ

を捉えて、今取り組んでおるところでございま

す。 

 ２つ目の規則を守っているというところは、

非常に高くなってきていると小中ともに思いま

す。 

 ただ、下から４つ目の同じ時刻に寝ています

かというあたりは、やはり中学生はなかなかそ

れは難しいなと。あと、下から２つ目の地域の

行事に参加しているかということについても低

い状況であって、これも課題として捉えておる

ということであります。９ページには、そのあ

たりのことをちょっと文章で書いております。 

 10ページにつきましては、質問紙で授業と関

係することということについて抜き出しており

ます。 

 やはり、本市としても授業改善というのをず

っと呼びかけて取り組んでおるところですから、

それが子どもにどのように届いておるかという

ことですけれども、10ページの一番上のグラフ

では、まず、小学校の回答で、授業の中で自分

の考えを発表したか、２段目が友達と話し合っ

たかということであります。 

 どれも一番左が「当てはまる」、左から２つ

目が「どちらかといえば当てはまる」というこ

とで、左２つを足すと肯定的な回答を捉えてい

るわけですけれども、大体、８割から９割程度

の子どもたちはそのように思っているというこ

とではあるんですけれども、やはり１割５分か

ら２割ぐらいの児童が自分の考えを発表してい

なかった、話し合っていなかったと答えている

あたりは課題と思って、このあたりを伸ばして

いきたいと思っております。 

 あと、11ページを見ていただきますと、これ

は中学生の回答になっているんですけれども、

まだ中学生についても、小学生とほぼ同じ水準

にまでなってきて、全国よりは若干低いところ

もありますが、少しずつ伸びてきているという

ことで、授業改善が中学校においても少しずつ

取り組まれているなと考えております。 

 12ページについては、授業の中でめあてや狙

いが示されたかとか、振り返りが行われたかと

いうあたりですけれども、これは全国を上回っ

ていて、徐々にまた改善が進んでいるのかなと

思っております。特に上の２つが小学校、下の

２つが中学校ではあるんですけれども、中学校

はまだ全国より少し低いところがありますけれ

ども、昨年度よりはずっと伸びてきているとい

うのがあります。 

 さらに、13ページ、14ページを見ていただき

ますと、これは質問紙調査と学力調査の関係、

相関関係を示しておるものでありまして、横軸

のほうが、まず、小学校の、「家で学校の宿題

をしていますか」という、左上のを見ていただ

きますと、やはり、「している」「どちらかと

いえばしている」「あまりしていない」「全く

していない」と回答した児童が教科の学力の結

果がどうだったのかということをあらわしてお

ります。 

 ですので、家で宿題をしていると答えている

児童生徒は、全て国語も算数も平均正答率が高

い。全くしていないと答えている児童は、教科

の平均正答率も低いということであるというこ

とで、当然宿題をしていると答えている子のほ

うが教科の成績も高いということではあるんで

すが、逆に言いますと、全くしていないという

児童が平均正答率２割程度ということで、これ

が大変な課題であるということで、やはり自学

自習力であったり、その子どもたちの学力を伸

ばすということをすごく力を入れてやっていか

なければいけないなと思っております。 

 その他、質問紙と学力調査の関係で顕著な例

などを拾って挙げておるところであります。 

 最後、裏表紙につきましては、家庭や地域の
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方への呼びかけということで、学校と家庭が力

を合わせて子どもたちに力をつけていくととも

に、生活習慣につきましてもきちっと整えられ

るように、またご協力をお願いしたいというこ

とを書いております。 

 先ほど申し上げましたとおり、これにつきま

しては、各学校の結果とあわせて今月中にホー

ムページにアップということと、また、各学校

につきましては、結果の分析もしておりますの

で、こちらのほうが既に１校ずつ校長と学力向

上担当者のヒアリングを実施しております。各

学校でどのように結果を捉えて、今後どのよう

に改善していくかというのは、全て聞き取って

指導もしておりますので、各学校と一緒に、ま

た子どもたちの力をつけていきたいと思ってい

ます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、今年度の全国学力・学習状況調査

の概要と分析の部分を今、説明いただきました

が、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 ちょっとお時間とりますので、もう一度ご一

読いただいて、その間に私のほうから２点。 

 １点ちょっと訂正をお願いします。 

 ４ページから７ページまでの右上の経年比較

の値は、全国平均を１とした場合の市の正答率

比、その下、平成29年度の正答率は、整数で表

記されるようになりましたという、ちょっとこ

れは全て訂正してください。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 はい、わかりました。申しわけありません。 

教育長（長谷雄二） 

 それともう一つ。 

 これは例年この形での概要発表でしたか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 はい、そうです。この形です。 

教育長（長谷雄二） 

 それで、この各小学校、中学校の国語、それ

から算数・数学の経年比較というのは、割合他

市ではここまでの表記はしていないところが多

いんです。これの目的、意図というのをちょっ

と説明いただけたらと思います。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 単年度の結果だけでなく、少しずつ取り組み

をして、その成果が出ているのかどうかという

あたりを見たいということで取り組んでいるこ

とと、あとは、ここからは直接はわからないん

ですけれども、小学校６年生の児童が、また３

年後の中学校３年生になったときにどのような

結果になっているのかというのも見たいという

こともあって、この10年間の経年比較を載せて

いるということで毎年行っているところであり

ます。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。経年比較そのものの、

これは市民に当然公開するので、経年比較の工

夫についても次年度以降ちょっと検討していた

だかないと、逆に誤解を生むおそれがあるので

はないかと。一方、学習状況調査は、経年比較

することも大事ではないかと思います。意見で

すので、検討していただけたらと思います。 

 どうでしょうか。個別の実際の結果について

でも結構ですので、ご意見等いただけましたら

と思います。 

 では、もう一つ。各学校の結果及び考察は、

各学校それぞれホームページで公開ということ

で、以前から教育委員会議にもかけていますけ

れども、各学校の結果というのは、いわゆる数

値結果を各学校が発表するということではない

んですか。どうなんでしょうか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅
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夫） 

 平均正答率の数字を出すということはしてお

りませんで、設問ごとに課題のあった問題など

を出して、それに対してこんな授業で改善を進

めていくんだという形にしています。 

 ただ、一部設問によっては全国平均よりも３

ポイント上回っていたとか、問題ごとにはそう

いう表記もあるんですが、教科全体での平均正

答率の数字は出しておりません。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、わかりました。 

 ということは、これまでも教育委員会議でい

ろいろご議論いただいているように、この調査

については、各学校の成績について比較するも

のではないというご指示、ご意見をいただいて

いるということで、今年度も各学校のいわゆる

数字を公表するということについては、委員会

としては考えていないという確認でよろしいで

しょうか。 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 随分前から、数値のことについては、金剛コ

ミュニティとか泉北コミュニティに本当に小さ

な数字を拾って比較したり載せられたりという

ようなこともあって、その後にいつもやっぱり

こういうことについては振り返りをということ

で思ってきたんですが、一時期すごくやっぱり

議会なんかでも経年比較ということも言われて

おりまして、それの流れで今このようにずっと

取り組んでいますが、やっぱりことしから小数

点第一位を省略されたという、文科省の過度の

競争を防ぐという手だてを踏まえて、教員には

当然経年比較というのは理解することは必要だ

と思いますが、一般的にホームページに載せる

ときには、先ほど教育長がおっしゃったように、

ここで必要がないとというふうにお諮りいただ

けたら経年比較のグラフは控えることも望まし

いのかなと考えております。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、ご意見ないでしょうか。 

 それでは、河合委員、お願いします。 

教育委員（河合洋次） 

 ほかの市では、こういった正答率の経年比較

というのは公開しているんですか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 市町村の判断によるので違いがあるんですけ

れども、どこの市町村も市町村別の、市町村全

体の平均正答率は出しているんですけれども、

経年の対全国位置については、出しているとこ

ろと出していないところがあり、市町村の判断

となります。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。 

 ご質問を続けて結構ですので。 

教育委員（河合洋次） 

 先ほど教育長がおっしゃったように、小学校

ごとというのは出しているところはないんです

か。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 大阪ではほとんどないですけれども、出して

いるところもあるかもしれません。それはちょ

っと確認していないんですけれども、市町村に

よっては出さざるを得ないという、表現がおか

しいんですけれども、出している市町村もある

と思われます。 

教育委員（河合洋次） 

 経年比較というのは、一般的に公開すべきも

のかというのは、ちょっと疑問はあるところで

すね。 

教育長（長谷雄二） 

 ほかの委員はどうでしょうか。 



－9－ 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 そうですね。例えば、今年の結果を見ると、

中学校の数学は去年に比べれば、明らかに下が

っているわけやね。だから、ついそればかり見

てしまうんです。 

 かといって、学校がサボっているかといった

らそうではなく、非常に一生懸命取り組んでい

ます。その年の子どもの姿というのも大きく変

わっているし、年によって違うし、だから、一

部分だけを見られてしまうというか、今年はど

うなっているのかという見方をされると非常に

つらいですよね、学校現場としては。 

 ただ、私なんかは、いつも大阪狭山市の子で

うれしいなと思うのは、いわゆる無回答率とい

うのが全国平均に比べたら随分少ないんですね。

どの小学校も中学校も。だから、そういったテ

ストなんかに対して、非常に大阪狭山市の子ど

もたちは最後まで粘り強く一生懸命、何か頑張

って書こうという、そういう気持ちがあらわれ

ているというのはうれしいな。結果は出なくて

も、最後までということで。その辺は変わらず、

去年もたしか無回答率というのは少ないね、大

阪狭山市の子は。 

 昨日も西小学校のまるごとパックへ行かせて

もらったんですが、３年ぶりか、４年ぶりかな、

非常に授業が改善されていました。なおかつ教

職員が一致して授業づくりに取り組んでいる。

そんな先生方が共通理解、共有化と言うていま

したよね。そういう授業の焦点化なんかが非常

に授業の中でそういうのがきっちりと、私の目

から見てできていたなと思いました。 

 だから、そういったこともだんだん子どもた

ちの学力につながっていくと思うので、教育と

いうのはなかなか、すぐさまこうやって点数で

あらわれるものではないと思うし、それなのに、

いわゆるホームページを見られた保護者なり地

域の方が、数字だけで子どもたちなり、あるい

は先生方を評価してしまうようなことがないよ

うにしていかなければと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 田川委員、どうでしょうか。保護者の立場も

含めまして。 

教育委員（田川宜子） 

 私は自分が地べたを這うような成績で暮らし

ていましたので、勉強のことは難しいのですが、

こちらの生活学習状況にかかわる質問紙調査で、

自己肯定感がまあまあ高い、とても高いわけで

はないですが平均値ぐらいですよね。 

 そこが私は、大阪狭山市の子は自己肯定感と

いうところが、幸福感というところがあってよ

かったなというか、大きくてよかったなと思い

ました。あと、食べることに関しても数字は低

くないですよね。そういうところも親として、

成績のほうの数字も気になりますけれども、ど

ちらかというと子育てしている親として、こち

らの自分にはいいところがあると思いますかと

いうところで、はいと言ってくれる子どもがい

るというのがすごくありがたいなと思いました。

家で怒るのに、そこをしっかりと、はいと言え

るというところが、何か親としてほっとする調

査だなと思いました、小学校でも、中学校でも。 

 こちらの勉強のほうは、どう表現していいの

か私には難しいのですが、こちらの質問紙調査

は、すごくほっとしたというか、親としてほっ

とした場面でした。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 今、田川委員のご指摘の自尊感情等について

は、ここしばらくかなり数字が上がってきてい

まして、私が学校現場でおる時分、他市に比べ

て大阪狭山市は、記憶違いでなければ四十数％

でしたので、かなり、こちらへ移ってきて、私
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は非常に何か記憶に残っているというか、もっ

と多くなくてはならないのではないかと思って

いました。どうでしょうか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 あくまでもこれは今回お示しさせていただい

ています概要については案ということですので、

いろんな意見をいただいて、また手直しも可能

と思います。 

教育長（長谷雄二） 

 今日、こういうふうにちょっと課題提起みた

いな形に、私、教育長の立場でさせていただい

たのも、教育委員さんのほうも、私が着任以後、

お二人変わられています。しかも、それぞれ学

識もありながら保護者枠ということでおいでい

ただいておりますので、改めて今後大阪狭山市

の教育のあり方ということで、特にこういう全

国学力・学習状況調査については、非常に過去

において議論を呼んでおりましたので、これ以

降、またいろいろ共通理解をしていかなければ

ならないということで、きょう、少し課題提起

させていただきました。決して事務局が提案し

たことについて疑義を申し立てているというこ

とではないのは確認しておいてください。 

 それでは、ちょっと表現を工夫をさせていた

だいてよろしいですか。これは、でも、期限は

いつですか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 一応、10月中にはホームページに掲載すると

いうことは学校には伝えてはいるんですけれど

も、また手直しをさせていただきたいと思って

おります。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、次の承認というか、こういう形で

今日の教育委員さんのご意見を参考にというこ

とで、また、報告という形で11月にお示しいた

だけたらと思いますので、よろしいですか。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問等がないよ

うですので、本案を教育委員のご意見も含め、

修正、加筆、訂正をしていただき、承認するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 それでは、日程第２、報告第24号、平成29年

度全国学力・学習状況調査における結果と分析

の概要については教育委員の意見を参考にとい

う前提で承認されました。 

 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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