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会議名  教育委員会１月定例会 

開催日  令和２年１月27日（月）午後１時30分～午後１時57分 

開催場所 議会棟５階 第２委員会室 

出席者  髙須教育長、藤田教育長職務代理者、玉井委員、真野委員、坂本委員、秋 

元委員 

事務局等出席者 

     荒木教育次長兼学校教育部長、田井教育監兼総合教育研修センター所長、野

呂教育監、艮社会教育部長、藏守社会教育部次長兼社会教育課長、倉﨑社会

教育部次長兼文化スポーツ室長兼課長、高宮教育政策総務課長、谷口施設給

食課課長、若林学務課長、山口教育指導課長、遠藤総合教育研修センター課

長、山口文化スポーツ室課長、玉川中央図書館長、川原青少年課長、中村教

育政策総務課係長、浦戸教育政策総務課係長、坂口（教育政策総務課担当） 

 

○髙須教育長 

  教育委員会１月定例会を開催する前に、令和２年１月21日付けで寝屋川市教育委員

会委員に再任されました藤田委員につきましては、同日付けで、教育長職務代理者に

指名させていただきましたので、御報告いたします。 

  それでは、ただ今から教育委員会１月定例会を始めさせていただきます。 

  本日の署名人は坂本委員にお願いいたします。 

  本日の案件は、報告事項が２件、議決事項が１件でございます。 

  それではまず、本日の配付資料について確認をいたします。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

  はい、高宮課長。 

○高宮教育政策総務課長 

  本日の配付資料を確認させていただきます。 

  教育委員会定例会の議案書、以上でございます。 

  なお、教育長及び委員の皆様方には、報告第１号及び報告第２号に関する資料を配

付しております。当資料につきましては、個人情報の含まれた資料でございますので、

会議終了後、机上に置いてお帰りくださいますようお願いいたします。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  説明は終わりました。 

  それでは、議案書の１ページ「12月・１月教育委員会一般事務報告」についてお伺
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いいたします。 

  事務局から報告事項はございませんか。 

  はい、高宮課長。 

○高宮教育政策総務課長 

  12月・１月の一般事務報告をいたします。 

  まず、１月20日に教育委員懇話会を開催し、本日27日に教育委員会１月定例会を開

催しております。 

  続きまして、教育委員会後援の状況について御報告いたします。12月６日から１月

９日までの教育委員会の後援状況でございますが、全体で12件ございました。そのう

ち、新規の後援は１件でございまして、内容といたしましては、体験型防災イベント

を開催することで、多発する大規模災害について、もしもの時の備えや対応をより多

くの方に学んでいただき、多発する大規模災害に対する注意喚起や意識啓発を行うも

のでございます。 

  その他、継続の後援が11件ございました。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告に対しまして、御質問はございませんか。 

  ほかに、報告事項はございませんか。 

  はい、山口課長。 

○山口教育指導課長 

12月、１月の行事報告をさせていただきます。 

  １月12日にイングリッシュ・プレゼンテーション・コンテストをアルカスホールに

て開催いたしました。 

  市内外から、合計211名の参加があり、28名の中学生が堂々とプレゼンテーション

を行いました。参加者からは、「緊張の中、練習の成果がよく出ていた。」「この取

組を通して英語に対するモチベーションが上がると思う。」「今年から予選がないた

め、たくさんの生徒がステージで発表できたことはよかった。」などのお声をいただ

いております。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告に対しまして、御質問はございませんか。 

  ほかに、報告事項はございませんか。 

  はい、川原課長。 

○川原青少年課長 

  １月の一般事務報告をさせていただきます。 

  １月13日に挙行いたしました、第66回寝屋川市成人式についてでございますが、今

年度の対象者2446人、うち参加者は1596人で、参加率は65.3％でございました。 
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  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告に対しまして、御質問ございませんか。 

  はい、藤田委員。 

○藤田委員 

  ２点ございます。１点目は感想ですが、現役校長をしているときから参加させてい

ただいていましたが、いつも子供たちがざわざわしているのに心を痛めていました。

私たちが小学校で育てた子供たちが、二十歳になったときにこういう姿なのかと、少

し悲しい思いで毎年自責の念も含めて参加させていただいておりました。今回参加さ

せていただいて、とても静かなので驚きました。寝屋川市全体の小学校、中学校で基

礎基本の力をきちんと教えて育てあげられている。聞く力というのは、相手を思いや

る力なので、そういう力が身についた姿を二十歳の段階で見せていただいて、すごく

感動しました。現在の、小学校、中学校の先生方、保護者の方も巻き込んで、きちん

と育てられている姿を見せていただいたなと思います。 

  ２点目ですが、ふるさと大使のことについてお聞きしたいと思います。寝屋川市で

はどれくらいふるさと大使がいらっしゃるのですか。いろんな有名な方が寝屋川市に

いらっしゃいますので、いろんな方を紹介する機会があってもいいのではないかと思

います。例えば今年のビデオレターであれば、去年野球選手の上原さんが引退されて、

世界を股にかけて雑草魂で頑張られたので、あの人のビデオレターを聞きたかったと

個人的に思いました。有名な方がほかにもたくさんいらっしゃいますので、紹介して

いただける機会があれば若者たちのこれからの人生の指針になるのではと思いました。 

  その辺の内情を聞かせていただきたいと思います。 

○髙須教育長 

  まず、感想は現場に立っていた人間としては非常にうれしいですね。今、小中学校

でも落ちついてる状況の中で、これからまた続く成人式、あるいはそれ以外でも、そ

ういう子供たちがしっかりと育っていくというような状況を作っていきたいなという

ふうに思います。 

  それでは、後の質問については川原課長、お願いいたします。 

○川原青少年課長 

  ふるさと大使につきましては、平成25年10月に豪栄道関がなられまして、そこから

はこのお一人だけです。他にはいらっしゃいません。平成27年の市民体育館で一度成

人式を挙行したことがあるのですが、その年には豪栄道のビデオレターと、ちょうど

又吉直樹さんが芥川賞をとられたので、又吉さんのビデオレターも上映したというこ

とはあります。ふるさと大使はお一人しかいらっしゃらないので、これを市のプロモ

ーションとして外すというのはなかなか難しいと思っておりますが、プラスアルファ

としてというのは今、御意見をいただいたように、又吉さんであるとか、上原さんは

総選挙でも人気がありますので、それはまた検討させていただきたいと思います。予
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算の関係もありますので、そこも含めてよろしくお願いします。 

○藤田委員 

  ありがとうございました。 

○髙須教育長 

  ほかに、御質問はございませんか。 

  はい、どうぞ。 

○玉井委員 

  成人年齢が18歳に引き下げられますが、今後成人式はどのように行うことを予定さ

れていますでしょうか。 

○髙須教育長 

  はい、川原課長。 

○川原青少年課長 

  一応、要件としましては、対象年齢は今と同じ20歳、18歳に下げずにという方向で

考えているところです。 

  以上でございます。 

○玉井委員 

 ありがとうございます。 

○髙須教育長 

  ほかに、御質問はございませんか。 

  ほかに、報告事項はございませんか。 

  では、ないようですので、次に２ページ「１月・２月教育委員会行事計画書」につ

いてお伺いいたします。 

  事務局から、何かございますか。 

  はい、高宮課長 

○高宮教育政策総務課長 

  まず、２月５日に北河内地区教育委員会委員研修会の開催を予定しております。 

  次に、２月14日に学校訪問を行う予定でございます。 

  次に、21日に教育委員懇話会及び教育委員会２月定例会の開催を予定しております。 

  最後に、２月25日から３月23日まで、令和２年３月市議会定例会が開催される予定

でございまして、２月の予定としましては、26日に文教生活常任委員会(現年度議案)

及び予算決算常任委員会(分科会)、27日に予算決算常任委員会(全体会)が開催される

予定でございます。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告に対しまして、御質問はございませんか。 

  ほかに、報告事項はございませんか。 

  はい、山口課長。 
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○山口教育指導課長 

  １月・２月の行事計画を報告させていただきます。 

  教育実践の研究文の褒賞式を２月12日の午後３時30分よりエスポアールにおいて開

催いたします。 

  教育実践文につきましては、現時点で全ての小・中学校及び幼稚園から、合計82点

の応募をいただいております。今後、選考会におきまして、最優秀賞、優秀賞、優良

賞を選出し、この２月12日は、褒賞式を行った後に最優秀の１点につきまして、実践

発表を行う予定で進めております。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告に対しての御質問ございませんか。 

  ほかに、報告事項はございませんか。 

  はい、山口課長。 

○山口文化スポーツ室課長 

  １月・２月の行事計画を説明させていただきます。 

  ２月23日、午前９時から寝屋川ハーフマラソン2020を寝屋川公園において開催いた

します。 

  ハーフマラソンのランナーは寝屋川公園をスタートし、成田山不動尊、萱島まちづ

くりセンターなど、21.09キロを走ります。 

  当日、寝屋川公園において駐車場はございませんが、教育委員の皆様には市内いず

れかの場所でハーフマラソンランナーが走る姿を御覧いただきたいというふうに考え

てございます。 

  なお、今回ハーフマラソンの各種全員参加者は5709名でございます。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告に対しまして、御質問はございませんか。 

  ほかに、報告事項はございませんか。 

  はい、川原課長。 

○川原青少年課長 

  ２月の行事計画を説明させていただきます。 

  まず、２月８日、午前９時30分から「ねやがわ子どもフォーラム2020」を大阪電気

通信大学Ｊ号館にて開催させていただきます。 

  次に、２月15日、午前10時から「寝屋川市ＰＴＡ大会」をアルカスホールにて開催

いたします。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告に対しまして、御質問はございませんか。 
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  そのチラシにも書いてあると思いますが、ＰＴＡの市民ギャラリーの日程を教えて

いただけますか。 

  はい、川原課長。 

○川原青少年課長 

  ＰＴＡ大会に先立ちまして、各単位ＰＴＡの広報コンクールを寝屋川市駅の市民ギ

ャラリーで展示をしております。日にちは２月７日から２月12日の午後12時まででご

ざいます。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ほかに、御質問はございませんか。 

  ほかに、報告事項はございませんか。 

  では、ないようですので「１月・２月教育委員会行事計画書」については、予定ど

おり、よろしくお願いいたします。 

  次に、３ページでございます。 

  報告第１号「職員の分限処分について」を議題といたします。 

  はい、高宮課長。 

○高宮教育政策総務課長 

  ただ今御上程いただきました報告第１号、職員の分限処分につきまして、寝屋川市

教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第３条の規定により、別紙のと

おり臨時に代理しましたので、教育委員会に報告し、承認を求めるものでございます。 

  内容につきましては４ページを御覧ください。 

  本職員は小学校に勤務している職員で、病気療養のため休業を要する旨の診断書が

提出され、令和元年12月27日から令和２年３月26日までの休職発令を行ったものでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告を受けまして、御質問はございませんか。 

  では、ないようですので、報告第１号「職員の分限処分について」を報告どおり承

認することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○髙須教育長 

  御異議なしと認めます。よって本案は、報告どおり承認することに決します。 

  次に、５ページでございます。 

  報告第２号「職員の復職について」を議題といたします。 

  はい、高宮課長 

○高宮教育政策総務課長 

  ただ今御上程いただきました報告第２号、職員の復職につきまして、寝屋川市教育
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委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第３条の規定により、別紙のとおり

臨時に代理しましたので、教育委員会に報告し、承認を求めるものでございます。 

  内容につきましては、６ページを御覧ください。 

  本職員は中央図書館の職員で、令和元年12月31日まで休職発令を行っておりました

が、この度、復職可能の診断書が提出され、令和２年１月１日から復職の発令を行っ

たものでございます。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の報告を受けまして、御質問はございませんか。 

  では、ないようですので、報告第２号「職員の復職について」を報告どおり承認す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○髙須教育長 

  御異議なしと認めます。よって本案は、報告どおり承認することに決します。 

  次に議決事項に移ります。 

  ７ページでございます。 

  議案第１号「令和２年度全国学力・学習状況調査について」を議題といたします。 

  はい、山口課長。 

○山口教育指導課長 

  ただ今御上程いただきました議案第１号、令和２年度全国学力・学習状況調査につ

いて、令和２年度全国学力・学習状況調査への参加について決定するため、教育委員

の議決を求めるものでございます。 

  提案理由といたしましては、市教育委員会が教育施策の成果と課題を把握し、その

改善を図るとともに、各学校が児童生徒の学力や学習状況を把握し、指導や学習状況

の改善等に役立てるためでございます。 

  それでは、令和２年度の実施要領について概要と変更点を説明させていただきます。 

  資料８ページ、９ページをまず御覧ください。 

  令和２年度の調査対象・内容ですが、調査対象につきましては、小学６年生と中学

３年生、調査教科は小学校は国語と算数、中学校は国語と数学、実施日につきまして

は、令和２年４月16日となっております。 

  なお、次年度につきましても、児童・生徒に対する質問紙調査、学校に対する質問

紙調査も実施されます。 

  続きまして、令和２年度の主な変更点を説明させていただきます。 

  本体調査、国語・算数・数学に加えまして、平成25年度、28年度に続きます第３回

目の経年変化分析調査、また平成25年度、29年度に続きます第３回目の保護者に対す

る調査が実施されます。 

  まず、この経年変化分析調査につきましては、資料の17ページ以降に記載をされて
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おりますが、過去の経年変化分析調査と同様の問題を使用いたしまして経年の変化を

把握・分析を行う調査となっております。 

  なお、全体の調査結果については公表されますが、教育委員会や実施校にその調査

結果の提供は行われません。 

  次に、保護者に対する調査につきましては、資料の20ページ以降に記載されており

ますが、家庭の状況や保護者の教育に関する考え方などの質問紙調査となっておりま

して、学力との関係を把握・分析を行う調査となっております。 

  なお、回答用紙につきましては、保護者が厳封の上、学校へ提出し、学校が取りま

とめて国へ提出をいたします。 

  なお、この二つの調査につきましては、全国の中から約1,000校が抽出されまして、

その抽出校対象に５月から６月の間で実施可能な日を調整、決定の上実施されること

となっております。 

  なお、その他の学校別結果の公表であるとか、配慮事項につきましては、本年度の

実施要領からの変更はございません。 

  以上でございます。 

○髙須教育長 

  ただ今の説明に対しまして、御意見、御質問はございませんか。 

  はい、真野委員。 

○真野委員 

  毎回議題にされるときに、お話させていただいていますが、結果の公表のことです。

実施される教科が、国語と算数あるいは数学ということで、その結果は学力全体を示

すものではないということは十分承知しております。しかし、何と言ってもやはり、

保護者の方や市民の方は、この結果にすごく関心をもたれていると思います。その中

でも本市の場合は広報紙に、結果それから分析、今後の課題等を掲載しているのと、

それに加えて、今年は教育委員会のホームページにも各校の状況を、アップしたと思

います。これも本当に説明責任を果たすということで非常に有効な方法だと思ってお

りますが、広報やホームページに掲載していることに対して、意見をいただいている

ことはあるのでしょうか。 

○山口教育指導課長 

  今年度から、市の広報紙で全体の結果概要を掲載し、これまで広報紙において公表

してきました学校別結果については、なかなか紙面の制約がある中で詳細な分析が載

せにくいということで、今年度から市のホームページに掲載させていただきました。 

  特に教育委員会に保護者の方から直接のお声が届いているということはございませ

んけれども、各学校も学校だより等で保護者の方へお知らせをするよう指示しており

ますので、各学校は説明をする中で、学校・家庭・地域が一体となった取組、推進に

つながっているという声は教育委員会も把握はしております。 

  以上でございます。 
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○真野委員 

  ありがとうございました。寝屋川市の動きで、昨年から学テの上位県である秋田へ

視察に行っているということで、今年の学テの結果についてはさらに保護者や市民の

皆様の関心や期待も高くなるのではないかと思います。それも踏まえて広報の充実を

図っていただければと思います。 

  結果の公表として分析も載せるということは、市の教育に対する本気度や、熱心に

取り組んでいるということのＰＲとして、多くの方の理解を得る絶好の機会だと思い

ますので、そのことを踏まえて今年の公表にも当たっていただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○髙須教育長 

  ほかに、御質問はございませんか。 

  では、ないようですので、お諮りいたします。 

  議案第１号「令和２年度全国学力・学習状況調査について」を原案どおり議決する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○髙須教育長 

  御異議なしと認めます。よって本案は、原案どおり議決いたします。 

  以上で予定の案件は全て終了いたしました。 

  このほかに、事務局から報告事項があればお願いいたします。 

  では、ないようですので、これをもちまして教育委員会１月定例会を終了させてい

ただきます。 

 


