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２月臨時教育委員会会議録 

 

【篠原委員長】 それでは、ただいまより２月臨時教育委員会を開催いたします。 

 なお、本日は百瀨委員長職務代理者より欠席の届けが出ております。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、早速ですが議案審議に入らせていただきます。 

 

２月の議案 

議案第３号 

議案第４号 

議案第５号 

 

議案第６号 

八尾市立体育館条例を廃止する条例の市議会議案提出の件 

八尾市学校体育施設開放条例の市議会議案提出の件 

八尾市立埋蔵文化財調査センターの指定管理者指定の市議会議案提

出の件 

損害賠償に関する和解の市議会議案提出の件 

 

【篠原委員長】 それでは、議案第３号「八尾市立体育館条例を廃止する条例の市議会議

案提出の件」について審議いたします。提案理由を倉本次長より説明願います。 

【倉本生涯学習部次長】 それでは、議案第３号「八尾市立体育館条例を廃止する条例の

市議会議案提出の件」につきまして提案説明させていただきます。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１７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。 

 理由といたしましては、庁舎周辺公共施設機能更新事業に伴い、八尾市立体育館を閉鎖

するにつき条例を廃止する必要があるため本案を提出するものであります。 

 庁舎周辺の公共施設の整備につきましては、現教育センターと現商工会議所の土地・建
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物の等価交換に向け、本市と商工会議所の間において鋭意協議が進められてきたところで

ありますが、この２月５日に商工振興支援の拠点づくりに関する基本合意がなされたとこ

ろであります。そのような中、教育センター２階の市立体育館につきましては、施設利用

予約等のスケジュールにおいて平成２１年３月末をもって使用中止ということで体育館を

利用している関係者には説明会を開催し、ご理解、ご協力を求めてきたところであります。 

 また、体育館利用団体等には、他の既存施設や元八尾南高校の体育館の暫定活用などに

より一定のサービス確保ができるよう取り組んできたところであり、平成２１年４月に八

尾市立体育館条例を廃止するについて、本年３月市議会に議案提案し、ご審議をお願いす

る予定でございます。 

 なお、１階部分の青少年センターにつきましては仮移転を行う必要があり、移転先につ

いて検討しているところでございます。一般市民の皆様に対する情報提供につきましては、

市政だよりでお知らせすることにいたしております。 

 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申し上げます。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ご

ざいますでしょうか。 

【安藤委員】 ２１年３月に使用中止とし、今まで使われていた方は元八尾南高校に移動

されるということですが、それはただ単に代替をして、一定の期間だけそこを使うという

考え方なのかどうか、その点はどうでしょうか。 

【藤田生涯学習部長】 一時的と考えております。元八尾南高校の暫定利用については、

５月中旬ごろからの実施を検討しておりまして、今までグラウンドは開放していますが、

体育館を暫定的に借りていくということでございます。 

 それから、先ほどの説明の中では限定した施設を申し上げましたが、それ以外に青山町

にあります総合体育館のサブアリーナの一部や中部防災拠点等も借りるように進めており

ます。分散しますが、現に使っておられる方のニーズを満たしていこうということで進め

ております。 

【倉本生涯学習部次長】 例えば平成１９年では800件、利用人数で27,000人の市民の

方々がご利用なさっておりますが、今申し上げました元八尾南高校をはじめ、総合体育館

あるいは近隣の小中学校の体育施設の夜間開放等々を活用し、従前ご利用なさっていた

方々につきましてはご不便をおかけしますが、別途のサービスを提供し、それらの施設を

利用いただくということで調整を図り、説明会も開催いたしまして、ご理解をしていただ

くところでございます。 

【安藤委員】 それは有料ですか、それとも無料ですか。 

【倉本生涯学習部次長】 総合体育館につきましては有料になりますが、夜間の学校体育

施設の開放については無料でございます。また中部防災拠点につきましては、午前・午後

の１単位時間当たり５００円の有料になります。そのことを含めてご協力、ご理解を賜っ

ているところでございます。 

【安藤委員】 それでは、今まで使用されていた800件、27,000人の方には、ご理解をい

ただけたということですね。 

【倉本生涯学習部次長】 現在、各種大会あるいは体育連盟等の練習等でご利用なさって

おりまして、その他一般市民の方々もご利用なさっているところでございますが、体育連
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盟の婦人部のバドミントンや卓球、バレーボール等の練習もしておられまして、その方々

にもご説明いたしました。また、先ほどご説明いたしましたように、市政だより等で中止

について情報提供しているところでございます。 

【安藤委員】 ２階については説明したとのことですが、１階に関しては、市政だよりで

ご案内するということですので、両方とも市政だよりでご案内するという理解でいいので

すか。 

【倉本生涯学習部次長】 体育館の部分と青少年センターの部分について、１月号及び２

月号の市政だよりで広報したところでございます。 

【篠原委員長】 ２階の体育館が、移転するまで物置のような状態になっていると聞いた

ことがありますが、現状はバドミントン等で使っておられるんですね。 

【倉本生涯学習部次長】 現在は、体育館の移転作業は行っておりません。体育館を利用

するには、バドミントンのコート等いろんな諸設備が必要ですので、現在は体育連盟や市

の備品を体育館に収納しておりますが、その備品を今後仕分けいたしまして、元八尾南高

校や総合体育館に４月以降運び出す手はずでございます。 

【篠原委員長】 そうすると、４月以降は資材置き場になって使用不可能という状態にな

るわけですね。 

【倉本生涯学習部次長】体育館という器は残りますが、実際体育館を利用するにつきまし

て、卓球台やバドミントンのポールといった備品が必ず要りますので、実質的に使えない

という状況になります。 

【中原教育長】 トータルで800件、27,000人ぐらいがお使いになっているということで、

それを元八尾南高校の体育館と総合体育館、各小中学校、それから中部防災拠点にある荷

捌き室でご協力をお願いするとのことですが、800件27,000人を収容するのはなかなか難

しいものの、ほぼ大丈夫なのかということと、元八尾南高校はもう受付を始めているのか

どうかを教えてください。 

【倉本生涯学習部次長】 元八尾南高校につきましては三ヶ月前からの予約になりますが、

元八尾南高校の夜間の使用につきましては、今、政策推進課が、開発しているＵＲ都市機

構と詰めまして、４月以降になると思います。 

また、27,000人の方々全てがきちっとおさまるわけではございませんが、八尾市の商工

振興支援拠点、八尾市全体の発展ということで、体育連盟の方々にも、そういう方向の中

で、ご不便をおかけしますがよろしくお願いしますということでご理解を賜っているとこ

ろでございます。 

【中原教育長】 第２次スポーツ振興計画も出ていますし、スポーツをすることで体の健

康を維持し、健康的な生活をしていこうということもありますので、代替は難しいですが

できるだけ場所の確保をよろしくお願いしたいと思います。 

【篠原委員長】 体育館と、１階の青少年センターが同時にできれば一番いいと思います

が、それができないのは１階の機能を持っていく場所がないなどいろんな事情があろうと

思います。そのいきさつをもう一度だけ詳しく伝えてください。 

【倉本生涯学習部次長】 先ほど申しました庁舎周辺の公共施設の機能更新につきまして、

市議会の特別委員会にもご報告しながらスケジュール管理し、鋭意推移しているところで

ございますが、体育館のサービスの分散につきましては、青少年センター部分の行き場所

につきまして、原課も色々と工夫をしておりますが、行き場所がなかなか定まらないとい
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う状況でございます。当初は市立体育館の廃止条例と同時に青少年センターの改正条例を

提案するようにスケジュールを進めておりましたが、学習室等１階部分の行き場所につい

てまだ不確定部分が多いということで、３月議会の提案を見送ったということでございま

す。 

【安藤委員】 青少年センターの部分について、なぜ時期をずらさなければならないのか

について、青少年センターの機能面も含めて再度説明をお願いできますか。 

【藤田生涯学習部長】 同じような時期に使用中止とすればよかったのですが、青少年セ

ンターの仮移転の場所を、商工会議所のどこかということで今検討していただいていると

ころで、まだ場所が特定できてない状況でございます。 

ただ、体育館と同じように、青少年センターを当分の間廃止することにつきましては、

青少年センターは、体育館のように機具がなくなるということはなく、教室としての機能

はございますので、市民サービス、学習サービスをできるだけ低下させない、利用いただ

く市民、学生の皆さんにできるだけ供していくという点での配慮でございますので、よろ

しくお願いいたします。 

【山本委員】 ちょっと分かりにくかった点があるんですが、元八尾南高校は５月中旬か

らとのことですが、これは一時的ということですか。 

【倉本生涯学習部次長】 元八尾南高校につきましては、現在ＵＲ都市機構が入りまして、

防災拠点施設として整備が行われる予定となっております。防災公園の中に運動場と体育

館があるのですが、まだ基本設計の段階でございまして、現在の施設を暫定的に使うとい

うことでございます。その後一旦工事に入りまして、正式に体育館、運動場の使用に供す

ることになります。現在、担当部署で取り組んでおりますが、そういうスケジュールの中

で現在たまたま空いていますので、暫定的に体育館の部分を使用させていただきたいと申

し入れたところ、５月頃から使えるとのことでございます。平成２１年度内は使えるよう

に我々も要望しておりますが、そういうことで暫定利用ということでございます。 

【山本委員】 ということは、そこが使えなくなったらまた他に移転しないといけないと

いうこともあるわけですね。 

【倉本生涯学習部次長】 そうです。暫定利用ですので、暫定利用の期間が終わりました

ら、また別途行き場所を探すということで、ご相談していきたいと思っております。 

【山本委員】 利用件数がかなり多いのであれば、それをまた他に移転させるのもまた大

変なことですが、そういう計画もなさっているということですね。 

【倉本生涯学習部次長】 八尾の社会体育施設も限られた数量でございますので、その中

で元八尾南高校につきましては、近い将来社会体育施設として整備されますが、その間、

ご不便をおかけしますということでお願いしようと考えております。 

【篠原委員長】 それでは他にないようでございますので、採決に移らせていただきます。

議案第３号について、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、議案第３号「八尾市立

体育館条例を廃止する条例の市議会議案提出の件」について原案を適当と認めることに決

しました。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第４号「八尾市学校体育施設開放条例の市議会議案提出の
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件」について審議いたします。提案理由を倉本次長より説明願います。 

【倉本生涯学習部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第４号「八尾市学校

体育施設開放条例の市議会議案提出の件」につきましてご説明いたします。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１７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、平成２０年１２月４日に開会されました臨時教育委員会に

おいて、学校体育施設開放事業における体育館の利用団体から、利用に要する電気料金等

の実費相当額を徴収することを規定した八尾市立学校体育施設の開放に関する規則制定に

ついて、慎重にご審議いただきご議決いただいたところであります。しかしながら、学校

体育施設開放事業における受益と負担金の徴収については、八尾市行財政改革アクション

プログラムに位置づけられ、八尾市施策として重要な取組みであるとの観点を踏まえ、規

則で規定された重要な項目を生かしながら、改めて条例として市議会に議案として提出す

る予定でございます。 

 それでは、お手元の資料「八尾市学校体育施設開放条例（案）」をご覧ください。 

 第１条におきまして同条例を制定する目的を、第２条におきまして開放施設を規定し、

第３条におきまして開放日及び開放時間について、開放施設の区分に応じ別表第１におい

て規定しております。 

 第４条、第５条、第６条におきましては使用の登録、使用の許可、使用許可の取消し等

を、教育委員会が定めるところにより行う旨を規定しております。 

 第７条におきまして使用者の遵守事項を規定し、第８条におきまして使用許可に係る権

利の譲渡等の禁止を規定しております。 

 第９条におきまして使用者は別表第２に定める金額を使用料として納付する旨を規定し

ております。 

 第１０条、第１１条におきまして使用料の免除、還付について規定し、第１２条におき

まして使用者の原状回復義務を規定しております。 

 第１３条におきまして使用中に発生した損害に係る損害賠償について規定し、第１４条

におきまして条例の施行について必要な事項について、教育委員会規則で定める旨を規定

しております。 

 また、附則におきましてこの条例の施行日を平成２１年４月１日とすること、また施行

日から平成２１年４月３０日までの間、第９条から第１１条までの適用除外を規定してお

ります。さらに、別表第１では第３条に関して開放施設、開放日、開放時間を、別表第２

では第９条に関する使用料金を小学校体育館１時間につき１５０円、中学校体育館におい

て１時間につき１７０円と規定しております。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、何とぞよろしくご審議いただきまして、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ご

ざいませんでしょうか。 

【安藤委員】 １２月の規則から今度は条例に移ったということですが、使用料に関して

金額は全く同じなのですか。この点の矛盾は感じておられますか。 

【倉本生涯学習部次長】 規則から条例に形式を変えまして、金額につきましては、条例

となりましたので使用料となりますが、実質上は体育館の電気代の実費相当額で、それを
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含め使用料即ち場所代になりますが、実質は電気代実費相当額ということでございます。 

【安藤委員】 受益者負担という考え方と実際の実費のバランスはどのように考えておら

れますか。 

【倉本生涯学習部次長】 受益と負担の公平性の確保につきましては、利用なさる方が体

育館を利用することに付随して電気を使われますので、その電気代につきましてはその

方々が利益を受けるということで負担していただいて、その負担していただいたお金につ

きましては、今後学校施設の維持管理に充当することも内部的には詰めておりまして、そ

のことを市民の方々にご理解賜りたいと考えております。 

また、実費相当額につきましては、本来、メーターを設置して額を確定すべきところで

ございますが、以前にもご説明申し上げましたとおり基本料金や使用電気料金等のデータ

をとりまして、電気メーターを設置したのと同じように算定いたしたところでございます。

その点につきましても、利用なさる方に今後十分ご理解を賜っていきたいと考えておりま

す。 

【安藤委員】 これは暫定的な金額なのか、それとも何年かはこれでいくのか、どのよう

にお考えですか。 

【倉本生涯学習部次長】 使用料につきましては、当面は電気代として出発いたしますが、

学校の施設全般につきましてもどういう形で地域の方々にご利用いただくか、活用するか

も含めまして、とりあえず、受益と負担の公平性の確保という観点から出発いたしました

が、使用料として市議会にもご提案いたしますので、今後は学校施設の使用料全般につき

ましても教育委員会内部で検討いたしまして、各市の事業も参考にしながら今後のあり方

について検討してまいりたいと考えております。 

【中原教育長】 教育委員会で規則を定めた経緯がございますが、その時にも様々なご議

論をいただきながら規則を制定して、その規則の制定を文教産業常任委員協議会に報告さ

せていただきました。しかし、その後市議会の最終日に議長から、初めて学校の体育施設

を有料化するということから、これについては市議会で条例を議論すべきではないかとい

うご意見を賜りました。これについて私どもも重く受け止めて、市議会でご議論を願うと

いうことで、条例を市議会に上程させていただくということでございます。他市において

も同じように教育委員会規則で料金を徴収しているところがございましたが、市議会の総

意として議長がおっしゃったことを重く受け止めていきたいということで、方向が変わり

ますけれども、よろしくお願いいたしたいと思います。 

【藤田生涯学習部長】 我々としましては、学校教育に支障のない範囲で市民に貸し出し

て有料化するということで、使われる方は分かっておりますので、私法上の契約でいいと

いう判断で進めておりましたが、市議会からは、市としての大きな初めての施策なので、

やはりきちっと市議会にも提案すべきではないかという意見もいただきました。 

 慎重に色々検討いたしまして、やはり電気設備も公の施設の一部であるという認識のも

と、当初の金額で進めてまいりたいと思います。基本的には電気料は変動がございますの

で、実費そのものかというと、非常に変動性があるものですから、もっと安くなったらど

うするのかということもあり得ます。そのことを踏まえまして、一定の１５０円、１７０

円を使用料として掲げて進めていきたいという考えでございます。この点につきましては

地域の開放委員会に了解いただいていることでもございますが、市議会や市民の皆様に対

しましてはきちっと説明していきたいということで、３月議会にこれを上程させていただ
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きたいという考えでございますので、よろしくお願いします。 

【篠原委員長】 初めは規則で、電気代の問題からスタートしたわけです。それについて

かなり議論もしたわけですが、使用料となりますとまたちょっと変わりますので、今の藤

田部長あるいは教育長からの説明にありましたように、他の施設との兼ね合いからも条例

のほうがふさわしいのではないかと私なりに解釈していますが、そういう解釈でいいです

ね。 

 それでは、他にないようですので採決に移らせていただきます。議案第４号について原

案を適当と認めることに異議ございませんでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第４号「八尾市学校体育施設

開放条例の市議会議案提出の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第５号「八尾市立埋蔵文化財調査センター指定管理者指定の

市議会議案提出の件」について審議いたします。提案理由を岸本課長より説明願います。 

【岸本文化財課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第５号「八尾市立埋蔵文

化財調査センター指定管理者指定の市議会議案提出の件」につきご説明いたします。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１７号の規定に

より委員会の議決をお願いするものです。 

 提案の理由でございますが、この施設につきましては平成１８年４月より指定管理者制

度を導入し、現在、財団法人八尾市文化財調査研究会によって管理運営されておりますが、

指定管理を任せていました期間が本年３月で満了となりますため、この間非公募による選

定作業を経まして、選定されました次年度以降の指定管理者につき指定する必要がありま

すので、本案を提出するものでございます。 

 次に、選定に至る経過及び選定結果についてご説明いたしますので、添付資料の「八尾

市立埋蔵文化財調査センターの指定管理者の候補者選定について」をご覧ください。 

 まず、本施設につきましては、「１ 経過」欄に記載しておりますように、文化庁通達

並びに大阪府の見解により民間団体を含めて広く指定管理者を募集する施設にはなじまな

いことから、市としても八尾市公の施設の指定管理者制度に関する基本指針の非公募の合

理的な理由に「法令並びに通知その他国の指導等により、施設の指定管理者となる団体が

特定されるとき」を追加し、「２ 選定方法」のとおり、基本指針に則り、学識経験者、

市民代表、公認会計士の参画を得、庁内委員３名の計６名の委員構成で選定委員会を設置

し、八尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条にあります選定基

準に従いまして評価しましたところ、「３ 選定結果」欄記載のとおり得点４２４点、得

点率で７０．７％となり、当該施設の指定管理者としてふさわしいという結果でございま

した。 

 その結果、八尾市幸町４丁目５８番地の２に所在します八尾市立埋蔵文化財調査センタ

ーの指定管理者候補には、大阪府八尾市幸町４丁目５８番地の２に所在する財団法人八尾

市文化財調査研究会を選定いたしました。なお、指定の期間は平成２１年４月１日から平

成２６年３月３１日までの５年間といたすものでございます。 

 以上、誠に簡単ではございますが、指定理由及びその経過等でございます。何とぞよろ

しくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 
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【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ご

ざいますでしょうか。 

 まず私から先にお聞きしたいのですが、今の説明によりますとセンターの指定管理者の

選定については非公募による選定という説明でした。なぜこの施設が非公募なのか、もう

少し詳しく教えていただきたいと思います。 

【岸本文化財課長】 お手元の資料にも若干触れてございますが、このセンターにつきま

しては、条例でも定めておりますように、埋蔵文化財の発掘に係ります調査研究あるいは

整理保存を主な業務とする施設でございます。平成１８年度に指定管理者制度が導入され

まして、３年間は経過措置として非公募でございました。それで昨年、原則として公募と

いう方針が出ておりましたが、このセンターの主目的である発掘調査に係りまして、平成

２０年４月２８日付の文化庁次長通達におきまして、記録保存調査を含め行政目的で行う

調査全般につきましては、可能な限り地方公共団体が調査主体となって実施することが望

ましいとの指導がございました。 

 また、それに基づきまして大阪府におきましても、平成２０年７月４日、８月１９日、

９月１７日の文化財の主担者会議あるいは課長会議の中で、調査の主体は地方公共団体と

その設置した団体であり、民間等には認めていないという旨の見解を示されております。 

 そういう中で、私どもとしましては、この間市内部で色々と協議をさせていただきなが

ら、最終的には公の施設の指定管理者制度の運用の決定につきましては行財政改革推進本

部会議で行うということでございますので、先ほど申し上げた指針の変更をお願いしまし

て行革本部で決定がなされ、去る２月２日の行財政改革調査特別委員会におきまして、セ

ンターについては非公募という報告を行政改革課からしていただき、市議会としてもご質

疑もなくお認めいただいたということでございます。 

【安藤委員】 私もどちらかといえば文化財には興味があるほうで、これはお金の儲けら

れるものでないことはすごくよく分かっております。その中にあって、非公募にされたこ

とは分かりますが、点数的な問題で、審査されたときの６人の選定委員の基準は、行政と

してそれをどう評価されているのか、今後においてどう見ていくのかという点をちょっと

お聞きしたいと思います。 

【岸本文化財課長】 基本的に公の施設の指定管理者制度の条例あるいは基本指針におき

ましては外部の方の意見聴取という項目がございます。指定管理者制度については、選定

の中身についても市議会等で議論されたところでありまして、その中で市全体としまして、

非公募につきましても、平たく言いますと点数をつけて、講評もいただくということで、

いわば公募して１団体のみの応募であったのと同じように処理すると決められましたので、

そのようにいたしております。 

 今ご指摘の基準でございますが、公募の場合と同じように、１００点満点でいえば６０

点以上が指定管理者としてふさわしいということにさせていただいております。 

 選定委員につきましても、当然全部がプラスという評価でもございませんので、マイナ

ス部分については私どもでカバーできる部分はカバーし、指示する部分は指示するという

ことで、選定委員からご意見をいただいております。 

【山本委員】 例えば、子どもたちがセンターに伺うときに、子どもたちでも学習できる

ようなシステムや体験できるような企画は考えておられるのでしょうか。 

【岸本文化財課長】 昨年、一昨年も、発掘現場等で夏休みに体験をしたり、近隣の小学
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生を受け入れて説明したりということがございましたが、提案の概略を読みますと、今ま

で展示室に遺物が飾ってありましたが、廊下部分においてもパネル展示をして、小学生、

子どもにも分かりやすいように展示をしていくというのがまず１点でございます。 

 それと、もう１つはやはり展示だけではなく、あそこでは発掘に係る調査研究したもの

の保存整理という作業をしております。そういうことにつきましても、現物がどういうふ

うに、例えば図面をとって、あるいはその破片がくっついて壺、土器になるのかというこ

とも子どもたちに見ていただくということで、今回の提案ではそういうパネル展示や整理

作業の解説をするという提案もございます。これは私どもも常々調査研究会と話をしてい

たことですので、また前進をしていただけるものと思っております。 

 それともう１点、これまでからセンターのみではなく、センターに来ていただくことに

なれば、当然学校での出前授業もするということで、前にも一度お話したと思いますが、

現物を学校へ持って行って子ども達に見てもらって、歴史や当時の生活を知ってもらうと

いうことで、またセンターに訪れていただくというような計画書を提出いただいておりま

す。私どもとしましても、今後それを事業としてやっていただくのはありがたいと思って

おります。 

【中原教育長】 埋蔵文化財は、発掘して、それを調査研究して、収集整理・記録保存し

て、展示活用していくという流れになると思いますが、安藤委員からお話がありました合

格ラインは、この流れをしっかりとやっていただけるという基準であると思います。文化

財調査研究会は組織としての歴史もありますし、その点は基盤がしっかりしていると思い

ます。ただ、八尾市の中では、しおんじやま古墳学習館や歴史民俗資料館、今度新しく旧

植田家住宅ができるなど、いろんな歴史遺産や建物があります。そのような中で、点から

線へ、線から面へとよく言われますが、文化財施設それぞれが連携を図るということが採

点項目の中にあったと思います。その点で、取組みの中で、「こういうことが感じられ

た」、「将来おもしろい取組みになるだろう」というものがあったらお願いしたいと思い

ます。 

【岸本文化財課長】 今、教育長がおっしゃった点につきまして、歴史民俗資料館としお

んじやま古墳学習館の指定管理者の間では連絡会議をこれまでからやっていただいており

ます。さらに今回、旧植田家住宅はＮＰＯ法人ＨＩＣＡＬＩが取ったということがござい

ます。それぞれの提案の中で、まずは情報の相互乗り入れをしながら、可能な限り協力関

係を築き上げるということで、私どもも提案の項目として、できるのかどうかということ

を審査の基準として設けております。そのことにつきましてはこの埋蔵文化財調査センタ

ーの指定管理の申請のときも同じように、共同展示を開設できないか、例えば古墳時代で

あればしおんじやま古墳学習館と歴史民俗資料館それと埋蔵文化財調査センター、あるい

は中世ですと歴史民俗資料館と旧植田家住宅が河内木綿等の中近世の展示で協働できない

かということで、私どももそういうお願いをしているところでございます。 

 また講演会につきましても、文化財調査研究会は、古代から中世、近世に係る学芸員で

経験年数も相当な者がおります。そういう学芸員が学校教育で出前授業をするということ

もございますが、それに加えて他の指定管理者が管理運営をしている施設にも出かけてい

くようにやっていただくということでございますので、私どもも完全に指定管理者に任せ

るのではなく、橋渡しも含めてこれが充実していくように今後も努めていきたいと考えて

おります。 
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【中原教育長】 埋蔵文化財調査センターは、場所的に北の端で、どちらかといえばあま

り知られていない施設ですので、ぜひともそれを市民の皆さんにも広げるようによろしく

お願いしたいと思います。 

【藤田生涯学習部長】 ご指摘の件はごもっともで、選定委員の中でも「これはどこある

のか」、「市民も知らない人が多いのではないか」という意見もありました。我々として

は埋蔵文化財の調査研究センターだと思っておりまして、閲覧できるものもありますが、

無料で来ていただいた方に見ていただくというもので、あくまで発掘の整理保存の場所で

す。それが、やはり今言われているのは、もっと連携しなければならないということで、

例えば同じ指定管理者が管理運営している歴史民俗資料館や、あるいは旧植田家住宅等い

ろんな文化財施設がございますし、埋蔵物が出てきたらもっといろんな連携の仕方がある

のではないかというのが指摘を受けた点です。 

 それと、学校で来ていただいた子どもの数が少ないので、その点をもうちょっと工夫す

べきという指摘を受けました。ただ、歴史、知識といった資産の積み重ねの施設ですので、

やはり非公募として伝えていく施設として非常に貴重であるので、その点は激励も受けた

ところでございます。 

【篠原委員長】 八尾市との関係あるいは教育委員会との関係で、指定管理者に対しても

教育委員会あるいは市から指導が入る余地は十分あると思うんです。そういったことに関

する意見は選定委員会でどの程度出ましたか。 

【岸本文化財課長】 第一義的には公の施設というのは当然今まで市が所管してきたもの

でございます。こういう公の施設について指定管理者制度ができて、権限まで委譲するこ

とになりますが、公的に学校教育との連携、あるいは生涯学習の連携ということになりま

すと、やはり側面的に私どももつなぎ役としての助力が必要であろうと考えております。

例えば学校教育現場へ文化財や土器の現物を持っていくという場合には、私どもとしても

その基本的な土台づくりと助力をしていかなければいけないということで、私どもに求め

られている責務と申しますか、そういうことにつきまして外部の選定委員から意見も出て

おりました。全くの権限委譲と言いながら、指定管理者が全てできるわけではないという

ことで、一般的に行政の名刺を持っていけば信用されるということもございまして、そう

いう中では公的な助力が必要ですので、そういうことについては教育委員会としてお願い

したいという意見が出ておりました。 

【篠原委員長】 埋蔵文化財調査センターも、私は一度だけ視察に寄せていただいたこと

がございます。教育委員のメンバーも変わりますので、この前は旧植田家住宅に行きまし

たが、歴史民俗資料館やしおんじやま古墳学習館もそうですが、もっと他にも我々が訪問

したほうがいいような施設について、また見学の機会を設けていただいたらと思いますの

で、私からの要望としてお願いしておきます。 

 それでは、他にないようですので採決に移らせていただきます。議案第５号につき、原

案を適当と認めることにご異議ございませんでしょうか。 

【全委員】  異議なし 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第５号「八尾市立埋蔵文化財

調査センターの指定管理者指定の市議会議案提出の件」について、原案を適当と認めるこ

とに決しました。 
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【篠原委員長】 それでは次に、議案第６号「損害賠償に関する和解の市議会議案提出の

件」について審議いたします。提案理由を杉分次長より説明願います。 

【杉分学校教育部次長】 それでは、議案第６号「損害賠償に関する和解の市議会議案提

出の件」につきましてご説明申し上げます。 

 本件は、学校事故に係る損害賠償に関する和解について、市議会に議案提出するにつき、

教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１７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。 

 損害賠償に係る事件の内容を申し上げます。平成２０年５月２１日午前１１時３０分ご

ろ、市立小学校の校舎廊下において、同校３年生の３人の児童が、被害児童である同校の

３年生の男子児童を校舎廊下の端まで追いかけ、そのうち１人が被害児童の背中を強く押

したため、廊下の壁に顔面を強打し、打撲により両側中切歯の歯牙破折及び右側切歯の歯

牙完全脱臼の負傷をしたものでございます。被害児童は現在治療中でございますが、被害

児童の保護者、親権者である父母より和解に向けた話し合いを始めたいとの申し出があり

まして、現在まで話し合いを重ねてまいり、先般、和解案について合意に達したところで

ございます。 

 和解の要旨でございますが、１点目は、本市は本件事故の発生につき責任があることを

認め、相手方に対し、本件事故に係る損害賠償として、独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンターから支払われる給付金を除いた金1,141,600円の支払い義務があることを認めるも

のでございます。 

 ２点目は、本市は賠償金をこの和解契約締結後１４日以内に相手方に支払うものでござ

います。 

 ３点目は、将来本件事故に直接起因するものとして治療を要すると医師が診断した場合、

本市と相手方とで別途協議するものでございます。 

 ４点目は、本件事故に関しては双方共裁判上又は裁判外において一切異議及び請求の申

立てをしないことを誓約するものでございます。 

 以上が和解の要旨でございます。なお、本件につきましては被害者が小学生ということ

や、今後の影響等を考慮し、相手方被害者の氏名等を議案には記載しておりませんが、こ

の点ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 また、本件和解金額相当分につきましては、本市が加入いたします全国市長会学校災害

賠償補償保険から全額補填を受けるものでございまして、本件賠償金の歳出と損害賠償責

任保険金の歳入につきましては、平成２０年度一般会計第６号補正予算といたしまして、

本年３月市議会に予算計上をいたすものございます。 

 このような事故になりましたことにつきましては、誠に申し訳なく考えております。今

後一層の注意、指導を重ねてまいりたいと考えております。 

 以上、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何か質疑ござ

いますでしょうか。 

【安藤委員】 今ご説明いただいた内容は結構と思います。ただ、よその学校でも起こり

得ることなので、今後、これからの対策、そういうところへ目を向けていく体制を作って

ほしいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【篠原委員長】 なかったらないほうがいいのですが、過去にこういった和解に至った事
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例はあったのかどうか、そういうことの記憶はありませんか。 

【柿並指導課長】 過去の事例について、今思い当たるような事例はございません。また

確認しておきたいと考えております。 

 ただ、こういったいじめ事象につきましては、いずれの学校でも起こり得ることで、生

徒指導担当者を中心とした研修会等で、具体的な事象については報告をいたしませんが、

概略として大きなくくりでこういった事象が生起していることも伝えながら、各学校で早

期発見・早期対応をとっていくように、学校の生徒指導中心に通知もしているところでご

ざいます。今回の事例につきましても、やはり早期発見といった対応の遅れがこういった

事象につながったのではないかと考えておりますので、今後も一層各学校への指導を強め

ていきたいと考えております。 

【杉分学校教育部次長】 過去の事例でございますが、平成６年９月市議会に上程いたし

ました中学校で起きた転落事故で女子生徒が傷害を負った事案で和解をしております。こ

れは重大な事故だったと記憶しております。 

それから、他の加害者の加害責任はどうなるのかについて補足させていただきたいと思

います。今回の加害につきましては市の責任と、加害児童の３人の親権者の共同不法行為

という関係にございます。今回の場合、被害者は市に対して請求されているわけでござい

ますが、連帯責任になりますので市が賠償金を支払いまして、実際は保険会社から出るわ

けでございますが、保険会社が加害児童の親に対する損害賠償の求償権を取得されるとい

うことで、後々保険会社から一定の応分に応じた損害額の請求があるものと考えておりま

す。 

【篠原委員長】 それからもう１点、ふざけあってやっていた偶然の事故ということで和

解に至っていて、３人によるいじめという背景が浮かび上がってきていないので、ないと

思うんですが、そういう心配はなかったんでしょうか。 

【柿並指導課長】 先ほども少し申し上げましたように、この被害の児童に対する行為に

ついて、継続してこづいたり、たたいたりということがあったと聞いております。また、

保護者からも、子どもがいじめられているという訴えがあったとお伺いしております。 

【中原教育長】 けがが起こるというのは、学校の中で非常に不幸なことですし、起こさ

ないように、教職員も保護者も含めて子ども達をしっかり見ていくことが大切ですが、子

ども達の間で遊びやちょっかい、また、ちょっとしたいさかいが大きな事象になっていっ

て、そして重大な事故になっていくということがままあります。ただ、何にもないように

と大人が余りにも先回りし過ぎると、子ども達自身がお互いにけんかや遊びの中でトラブ

ルを解決していく方法や能力などを学ぶ機会がなくなるということもあり、学校教育の難

しい部分でもあります。けががなく安全な学校生活をおくることは第一ですが、子ども達

自身にトラブルを解決させていく力も一方で必要であり、先生方の仕事もますます難しく

なってきていると思います。けんかをしても、一方的に徹底的に殴ってしまって重大な状

況までいってしまうという世の中になっています。教職員対象の研修会でも様々なケース

を想定したものを内容としていただきたいと思います。 

【中山学校教育部次長】 担任である教諭への指導ですが、本件につきましては弁護士に

も相談いたしまして、事故発生時期が５月であり、担任がこの学校に転勤してきたばかり

であったこと等を勘案いたしまして、担任だけへの指導ではなく学校が全体で子ども達全

員を見ていくように指導いたしました。学校長には、担任はもちろんですが、学校全体で
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子ども達みんなを見るという態勢で取り組んでいただいております。 

【篠原委員長】 指導のほうもよろしくお願いします。 

 それでは、他にないようですので、採決に移らせていただきます。議案第６号について、

原案を適当と認めることに異議ございませんでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第６号「損害賠償に関する和

解の市議会議案提出の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。 

 本日は報告事項は予定されておりませんが、それでよろしいでしょうか。 

 それでは、委員の皆様方、何かご発言ございますでしょうか。事務局から何かありませ

んか。 

【篠原委員長】 なければ以上をもちまして２月の臨時教育委員会を終了いたします。 

 本日の署名委員に安藤委員を指名したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

どうもご苦労さまでした。 

 

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

安藤委員 

 

 

                                        

 


