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８月定例教育委員会会議録 

 

【角田委員長】 それではただいまより８月の定例教育委員会を開催いたします。 

 暑い折でございますので、上着を脱がせていただきます。 

 失礼いたしました。私はちょっと声を、のどをやられておりまして、お聞き苦しいと思

いますが、ご勘弁をいただきたいと思います。 

 まず７月の定例教育委員会会議録について審議をいたしますが、委員の先生方、何かご

質疑はございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。 

 全委員ご異議なしと認めます。よって、７月の定例教育委員会会議録について、承認と

決しました。 

 それでは、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

８月18日（土）

８月21日（火） 

 

８月22日（水） 

午後１時より、河内音頭まつりオープニングセレモニーに出席。 

午後２時より、府都市教育委員会連絡協議会 役員会に出席。 

午後６時より、夏の夕べに出席。 

午前９時15分より、小・中学校生活指導研究協議会「自然の中で」

出発式に出席。    

 

【角田委員長】 次に、教育長報告をお願いいたします。 

（教育長報告） 

開 催 年 月 日  平成１９年８月２２日（水） 

開 催 場 所  本館６階 研修室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

角田 委員長 

寺前 委員長職務代理者 

篠原 委員 

百瀨 委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

・巽教育次長兼教育総務部長・川田学校教育推進長・藤田生涯学

習部長・斉藤教育総務部次長兼総務人事課長・中山教育総務部次

長・浅野教育総務部次長・下司教育総務部次長・倉本生涯学習部

次長兼生涯学習スポーツ課長・松村生涯学習部次長・松岡教育政

策課長・橋本施設管理課長・藤井学務給食課長・柿並指導課長・

吉岡教育サポートセンター所長・渡邉人権教育課長・竹内青少年

課長・大谷八尾図書館長・萬里小路桂青少年会館長補佐・田中安

中青少年会館長・岸本文化財課長 
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７月24日（火） 

 

７月25日（水） 

７月26日（木） 

 

７月27日（金） 

 

７月28日（土） 

 

７月31日（火） 

 

 

８月４日（土） 

８月７日（火） 

 

８月９日（木） 

８月17日（金） 

 

８月18日（土） 

８月22日（水） 

午前９時より、臨時部長会に出席。 

午後２時より、生涯学習プラザ運営審議会に出席。 

午後２時より、人権教育研究会夏季研究集会に出席。 

午前10時より、歴史民俗資料館運営委員会に出席。 

午後２時30分より、行政対象暴力対策連絡協議会定例会に出席。 

午前10時より、社会教育委員会議に出席。 

午後１時30分より、府都市教育長協議会夏季研修会に出席。 

午前９時30分より、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大

会開会式に出席。 

午後１時30分より、２００７消費者大会に出席。 

午後３時より、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会閉

会式に出席。 

午前９時30分より、少年軟式野球大会開会式に出席。 

午前９時30分より、部長会及び河内音頭まつり実施本部会議に出

席。 

午前11時30分より、少年軟式野球大会閉会式に出席。 

午前８時30分より、特別職会に出席。 

午後２時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後１時より、河内音頭まつりオープニングセレモニーに出席。

午前９時15分より、小・中学校生活指導研究協議会「自然の中

で」出発式に出席。                                                                                                                        

 

【角田委員長】 大変猛暑の中、ご苦労さまでございました。 

 ただいまの委員長報告並びに教育長報告につきまして、何か質疑はございますでしょう

か。 

 よろしゅうございますか。 

 質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 

８月の議案 

議案第２２号 

議案第２３号 

視覚に障害のある児童に対する「点字教科書」の採択に関する件 

八尾市文化財保護審議会委員を委嘱する件 

 

 まず最初に、議案第２２号「視覚に障害のある児童に対する「点字教科書」の採択に関

する件」について審議をいたします。 

 提案理由を柿並課長より説明願います。 

【柿並指導課長】 ただいま議題となりました議案第２２号「視覚に障害のある児童に対
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する「点字教科書」の採択につき、教育委員会の権限に属する事務の一部を委任する規則

第１条第４号の規定により、次のとお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、平成１７年度より、市内の小学校に全盲の児童が在籍しており、

点字教科書が必要になることから、国並びに民間ボランティア団体が作成する点字教科書

を、学校教育法の第１０７条に規定されている１０７条本として承認していたきたく、本

案を提出する次第でございます。 

 次のページには、平成２０年度小学校新４年生使用教科書の一覧に、国の予定点字教科

書並びに民間ボランティア団体の作成予定点字教科書を上げております。 

 国語につきましては、本市が採択しております光村図書発行の教科書が、国の点字教科

書となっておりますので、書名、国語４－１及び国語４－２を採択していただければと考

えております。 

 算数につきましても、本市採択の東京書籍発行の教科書が国の点字教科書となっており、

算数４－１から算数４－４を採択していただければと考えております。 

 社会と理科につきましては、盲人情報文化センター発行の小学社会３・４上並びに下、

こちらは教育出版になりますが、理科につきましては、わくわく理科４、こちらは啓林館

の出版になりますが、本市採択の教科書と同じ出版社のものであり、これらを採択をして

いただければと考えています。 

 音楽につきましては、本市は教育芸術社を採択しておりますことから、社会福祉法人日

本ライトハウスが発行しております小学生の音楽４を利用する予定にしております。 

 書写、保健、図画工作につきましては、文字以外の図、写真等が多く、点字化には適さ

ないことから、市の単費で立体コピーやレーズライター等の消耗品費を予算化し、必要に

応じて活用している状況でございます。 

 なお、承認をしていただきますれば、直ちに国のほうに点字教科書の無償給与の申請の

手続を行いたいと考えております。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議をお願いいたします。 

【角田委員長】 ただいま提案の理由、説明がございましたが、委員の先生方、ご質疑は

ございますでしょうか。 

 単純な質問で恐縮なんですが、今年は教科書の採択替えの年ではありませんね。なのに

どうしてこの審議をせんならんかというあたりを説明しておいていただいたほうがよいか

と思います。 

【柿並指導課長】 教科書の採択につきましては、毎年採択をするということになってお

りますが、検定教科書につきましては、平成２０年度につきましては、平成１９年度と同

じ教科書を採択するということとなっております。ですから教科書採択替えというような

形ではございませんが、１０７条本につきましては、毎年度使用する教科書を採択すると

いうことになっております。 

【角田委員長】 １０７条本だからこそ、毎年採択事務を行わなくてはならない、こうい

うことですね。 

【柿並指導課長】 はい、さようでございます。 

【角田委員長】 そういうことで今テーブルに上っておりますんですが、いかがでしょう

か。 
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【寺前職務代理者】 ちょっとお聞きしたいんですけれども、このいわゆる予定点字教科

書になじまない、例えば書写とか保健、図画工作ですね。これらについては先ほど図面と

か写真等が多いということでなじまない。したがって、市のほうで都合をつけていくとこ

ういうふうにおっしゃっています。そういったあたりで新年度で使うわけですので、それ

には間に合うようには一応作成を考えておられるとこういうことですか。 

【柿並指導課長】 今、ご指摘いただきました点でございますが、この児童の在籍してお

ります学校には、いわゆる点字プリンター等も設置してございます。ですから、例えば子

どもに連絡をするものでありますとか、そういったものも含めまして、必要に応じて点字

プリンター等を利用して、子どもの学校生活に支障のないような措置を講じているところ

でございます。 

【寺前職務代理者】 ということは、その都度その都度プリンターを使って作成すると、

大体こういう理解でいいわけですか。 

【柿並指導課長】 はい、必要に応じて、その都度必要なものを作成することができるよ

うに準備をしてございます。 

【寺前職務代理者】 結構ですよ。 

【角田委員長】 ほかにございますか。 

 八尾の場合には、弱視の子どももおりますよね。ある程度の数の子どもたちがいると思

うんですが、弱視の子どもたちは墨字の本を利用しているわけですか。そのあたりの説明

を願います。 

【柿並指導課長】 弱視の児童生徒もご指摘のとおり、数名在籍をしております。今在籍

しておられます児童生徒につきましては、例えば単眼鏡を利用する、または拡大教科書を

利用する等の措置をとることによって、教科書、いわゆる墨字の教科書を利用することが

可能であるというふうに学校から連絡をいただいております。 

 現在、中学生１名については拡大教科書を配布しております。 

 また、その他の児童につきましては、今のところまだ検定教科書、いわゆるほかのお子

さんがお使いになっている教科書を使うことが可能であるというふうに連絡をいただいて

おります。 

【角田委員長】 八尾市の場合には、特殊な備品、消耗品を用意して、個々の子どもたち

の実態に応じた教育ができるように配慮をしていただいているということは大変ありがた

いことだと思います。 

 そういうふうに今の視覚に障害のある子どもたちだけではなくて、知的障害のある子ど

もたちも含めて手厚い教育的な配慮というものが不可欠だと思いますので、どうぞこれか

らも続けて頑張っていただきたいと思います。 

 ご質疑がほかにはございませんでしょうか。 

 ないようでしたら、採決に移らせていただきます。 

 議案第２２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か。 

【全委員】 異議なし。 

【角田委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２２号「視覚に障害のある児童に対する「点字教科書」の採択に関する

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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 次に、議案第２３号ですが、「八尾市文化財保護審議会委員を委嘱する件」について審

議をいたします。 

 提案理由を岸本課長よりお願いします。 

【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２３号「平成１９年度

八尾市文化財保護審議会委員を委嘱する件」につき、ご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第

１条第１３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、今月末で現委員の委嘱期間が満了しますため、八尾市文化

財保護条例施行規則第１２条の規定に基づき、次ページの名簿（案）のとおり、本市文化

財保護審議会委員の委嘱につき、本案を提出するものです。 

 何とぞ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。 

【角田委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、何かご質問

はございますでしょうか。 

【篠原委員】 名簿のほうを見ますと、今回は白石さんですか、新しい委員として名簿の

中には載っているわけですけれども、それ以外の方は再任、再任となっていますね。とい

うことは、再任は何回もやっても構わないと、妨げないということですか。 

【岸本文化財課長】 はい、そうでございます。 

【篠原委員】 大体どのぐらい、平均して何回ぐらい再任を繰り返しておられるのか。 

【岸本文化財課長】 もう新たな委員さん以外は、５回以上という形です。１０年という

形になると思います。 

【篠原委員】 この仕事の性格上、長くて当然だと思うんですね。豊富な経験をもとに専

門的な観点から審議いただくのは当然と思います。結構ですよ。 

【角田委員長】 ほかにございませんか。 

 よろしゅうございますか。 

 質疑がございませんので、採決に移らせていただきます。 

 議案第２３号につき、原案を適当と認めることにご異議はございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【角田委員長】 全委員ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２３号「八尾市文化財保護審議会委員を委嘱する件」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 ｝ 

 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。 

 まず、平成１９年度第２回社会教育委員会議について、倉本次長から説明を願います。 

【倉本生涯学習部次長】 それでは、平成１９年度第２回社会教育委員会議についてご報

告させていただきます。 

 平成１９年７月２７日午前１０時より、教育センターにおきまして、１０名の社会教育

委員の出席のもと開催いたしました。 

 内容につきましては、資料にお示しのとおりでございます。 

 案件は、生涯学習部課、各部各課、８月から１１月の事業予定について報告させていた
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だくとともに、その他といたしまして、社会教育委員を対象とした社会教育研究大会の開

催説明と参加呼びかけをさせていただきました。 

 次の、主な質疑でございますが、歴史民俗資料館について、盗難事件を契機に保管設備

について考えていただきたいと。今後の婦人会館の利活用について、女性団体連合会が実

施してきた講座や女性フェスティバルの実績を考慮して進めていただきたい。桂青少年会

館について、夏休み講座参加者の詳細について、交通アクセスについて、移動教室の実施

について質問がございました。最後に、教育センター及び八尾図書館の建て替え問題につ

きましても質問があったところでございます。 

 以上、社会教育委員会議についての開催のご報告でございます。 

【角田委員長】 ただいまの報告に対しまして、委員の先生方、ご意見ございませんか。 

【寺前職務代理者】 今、社会教育委員会議のご報告があったわけですけれども、いわゆ

るこの歴史民俗資料館の盗難事件ですね、これ、今後のそういういわゆる盗難事件等を防

ぐための対策を講ずると、こういうことをおっしゃっていたわけですけれども、その後ど

ないなっているのか、ちょっとご報告願いたいなとこのように思います。 

【岸本文化財課長】 今のお尋ねでございますが、まず窓口部門のガラスが破られたとい

うことでございます。その部分についてはアクリル製の強固なものに替えますとともに、

あと１階の大きい窓が１カ所、２カ所、３カ所ございます。この部分についてはスチール

製の窓格子を侵入よけに設置をしました。 

 あと、一番以前もご心配いただいている文化財というふうな形の中で収蔵しております

ものについては、以前から、もう２０年たつわけなんですけれども、当初からその部分に

ついては盗難よけということで、きっちりとした施設づくりをさせていただいていると。 

 それはハードの部分なんですけれども、ソフトの部分としまして、やはり執務室の中に

現金が置いてあったと。そういう部分につきましては、きっちりと館長室の金庫の中へし

まう、あるいは５時の終了時点で点検を行うと、そういうふうな形で研修もしまして、現

在は向こうの職員についても、そういう形で動いていただいているということでございま

す。 

【寺前職務代理者】 どうもありがとうございました。 

 一応ソフト面、またハード面ともに対応を講じていただいたということで、ありがとう

ございました。 

【角田委員長】 まさに文化財を守るということで、尽力していただいているということ

で、結構なことかと思います。 

 ございませんか。よろしゅうございますか。 

 次に、第４９回八尾市こども会連合親善ソフトボール大会及び第４１回八尾市ジュニア

親善ソフトボール大会の結果について、竹内課長より報告を願います。 

【竹内青少年課長】 それでは資料に基づき、第４９回八尾市こども会連合親善ソフトボ

ール大会並びに第４１回八尾市ジュニア親善ソフトボール大会の結果についてご報告を申

し上げます。 

 今年度は、７月２８日から７月３１日までの４日間にわたりまして熱戦が繰り広げられ、

無事に実施できましたことをうれしく思っております。 

 本年度もこども会とジュニア合わせまして５７チーム参加をしていただきました。参加
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者数につきましてもこども会が男子女子合わせまして７７６名、ジュニアのほうが男子女

子合わせまして１９９名の、計９７５名の子どもたちが参加したところでございます。 

 結果でございますが、優勝チームは、こども会男子の部が美園地区の佐堂どんぐり、女

子の部が美園地区の美園エンジェルス、ジュニア男子の部が八尾中ジュニア地区の八尾中

ジュニア、女子の部は上之島ジュニア地区の神忠でございます。準優勝ですが、こども会

の男子の部、龍華地区の新青空こども会、女子の部、長池地区の長池スマイリーズ、ジュ

ニア男子の部、曙川地区の曙南ジュニア、女子の部、八尾中ジュニア地区の八尾中女子ジ

ュニアでございます。 

 ７月３１日の閉会式の場で、各チームに賞状並びにメダル等を渡したところでございま

す。 

 なお、こども会男子、女子の優勝チームにつきましては、８月１９日の中河内ブロック

こども会親善親善ソフトボール大会に、八尾市代表として出場してもらいました。本年の

会場は八尾市山本球場で開催され、男子女子ともに準優勝となっております。 

 以上、簡単ですが、報告を終わらせていただきます。 

【角田委員長】 猛暑の中をご苦労さまでございました。 

 お尋ねはございませんか。 

【百瀨委員】 お礼ということになるかと思いますけれど、私自身、開会式、閉会式に参

加させていただきました。開会式におきましても、非常に山本球場は観客でいっぱいにな

ると、そして大会も大過なく本当に非常にすばらしい姿の中で終了していったわけですけ

れど。それだけでも大成功であったんではないかなと考えております。 

 特に男女の子どもたちのレベルの高さといいますか、それから技術、またそれに属して

のマナーのよさも本当に感動しました。１年間にわたる指導者の熱心さというのかそうい

う努力に、自分もそういう思いを馳せたわけでございますけれども。 

 私事になりますけれど、私自身の息子、３人おるわけですが、いい年になっております

が、子どもたちも小学校のとき、山球を目指して、本当に頑張っている姿を思い起こして

おりました。いい年になっているわけでございますけど、その仲間たちが今地域の指導者

として十分に育って頑張っている姿も目にしております。 

 この大会が今日述べられましたように４９回を迎えた。市長さんの初めのあいさつの中

にも、来年は５０回という節目を迎えるんだと、そういうことで、ぜひ来年盛大にやりた

いというお言葉がありました。ぜひそういう意味で来年度５０回を迎える大会になるわけ

ですので、ひとつこのすばらしい伝統ある大会をこれからも永遠に続けられるように、来

年に向けて取り組みのほうをよろしくお願いしたいなとそう思っております。どうぞよろ

しくお願いします。 

 もう一点になりますが、これちょっと離れるんですが、当日の会場のセンターのところ

に大きく、第３日曜日ですか、これは「家庭の日」であるという垂れ幕がかかっておりま

した。これは新しい本年度の取り組みになるかと思うんですが、具体的にこの取り組みが

どのように進んでいるのか、その様子等について少し教えていただけたらと思いますので、

今日の話と離れますが、ひとつよろしくお願いいたします。 

【角田委員長】 課長、よろしいか。 

【竹内青少年課長】 「家庭の日」の取り組みにつきましては、市のホームページで７月
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から「家庭の日」の推進及び今後の取り組みについて掲載しておりまして、また市政だよ

りのほうで８月号でも「家庭の日」の掲載を行って啓発活動を行っております。 

 また平成１９年度につきましては、啓発活動を中心に行っていきたいということで考え

ておりまして、今後こども会の親善綱引き大会等、行事等がある部分で、あらゆる機会で

啓発活動を行っていきたいと考えております。 

 また、百瀨委員のほうからおっしゃっていただきました横断幕につきましては、八尾ロ

ータリーさんのほうから寄贈を受けた部分がありまして、また今後懸垂幕２本とのぼり３

０本も寄贈していただくことになっておりますので、今後啓発活動に活用をしていきたい

ということで考えております。 

 以上です。 

【百瀨委員】 「家庭の日」というのですか、子どもたちがともに親と語る部分というの

は大事な取り組みだと思います。そういう意味におきまして、ぜひこれからも充実してい

っていただきたいなと。 

 北高安小学校、また南高安小学校のほうでもグラウンドを開放し、体育館等も開放しな

がら、体を動かしたい方はどうぞというふうな取り組みをしているんだということも耳に

しております。また竹渕のほうになるんですか、非常にバスケット等も地域スポーツとし

て頑張るんだという声も耳にしておりますので、この取り組みがさらに充実をするように

お願いしておきます。 

【角田委員長】 よろしゅうございますか。 

 意見がないようですので、次に、図書館情報システムの更新及びインターネット予約に

ついて、大谷館長からお願いします。 

【大谷八尾図書館長】 それでは、図書館情報システムの更新及びインターネット予約に

つきまして、口頭での報告となりますが、今後の取り組みについてご報告申し上げます。 

 本市の図書館サービスは、八尾、山本、志紀の３館と移動図書館で行っており、図書館

運営をより効率的に進めるため、図書館情報システムを導入しております。 

 この現在使用しております図書館貸し出し等の情報システムは、平成１３年２月に導入

してから約６年半経過し、システム、機器等の劣化と今年度末に保守期間が終了すること、

またＩＴ環境の進展による利用者ニーズ対応のため、図書館サービス計画に基づき今年度

末システムの更新に向け取り組んでいるところでございます。 

 このシステム更新時にあわせまして、図書貸し出し予約の受け付けを図書館のカウンタ

ー、また電話で現在申し込みをしていただいておりますが、来年３月より新たにインター

ネットによる予約も開始をし、図書館サービスの充実を目指し現在進めているところでご

ざいます。 

 それでは、今後のシステム更新のスケジュールについて申し上げます。図書館情報シス

テムの更新につきましては、業者選定委員会を設置し、プロポーザル、公募型の提案方式

によりまして、公平性、また透明性等を確保しながら、業者の選定をしてまいりたいと考

えております。 

 業者選定までの手順といたしましては、まず参加者の募集を９月初旬に行い、資格審査

の上、提案書提出者を確定し、その上、１０月初旬に提案書を提出していただき、１０月

中旬には業者選定委員会におきまして選定する運びとなる予定でございます。 
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 なお、新システムの稼働開始は来年３月からの予定でございますが、業者選定後来年３

月までの間はシステムの製作、またデータの移行等の準備期間となります。 

 この準備期間におきまして、インターネット予約開始のＰＲをホームページまた市政だ

より、ＦＭチャオなどを通じまして、利用者に周知してまいりたいと考えております。 

 以上、誠に簡単雑駁な説明ではございますが、図書館情報システムの更新及びインター

ネット予約のご報告とさせていただきます。 

【角田委員長】 委員の先生方、何かご意見ございませんか。 

 新しい図書館運営を目指して頑張っていただいている様子がよくわかります。ぜひ頑張

っていただきたいと思います。 

 いかがですか。図書館です。 

【百瀨委員】 少し今のと離れるかもわからないんですが、今少子化という中で児童数が

どんどん減っているわけです。そういう中でこの間文科省のほうの発表では、逆に図書館

利用度というのはどんどん増えているんだという報告がなされておりました。八尾市では

一体どれぐらい貸し出しが増えていっているのかどうか、ちょっと現実的なことを、具体

的なことを教えていただきたいと思います。 

【大谷八尾図書館長】 今、委員さんのほうから図書館の利用状況についてのお尋ねだと

思いますが、１８年度の実績の数字を申し上げたいと思いますが、昨年１８年度の個人貸

し出し件数でございますが、約１９０万点ございました。この数字で申しますと、前年度

と比較いたしまして、大体横並びというような数字でございます。 

 したがいまして、今後におきましては、さらにこういう利用者の拡大と申しますか、そ

ういう形で今報告させていただきましたように、インターネット予約も含めまして利用者

が利用しやすいような形で、今後もどしどしそういうことも考えながら進めていかなけれ

ばならないと、このように思っているわけでございます。 

 いろいろ施策といたしましては、これからいろんな形で講じていかなければならないと

思いますが、昨年から夜間開館、３館ございますが、週１回の夜間開館の実施をしておる

ということも含めまして、今後またさらに拡大に向けまして、現在検討を行っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

【百瀨委員】 よろしくお願いしたいと思っております。 

 特に、活字離れということが非常に言われるときですので、学校教育現場の力が大変大

きいのではないかと考えます。八尾市全体におきましても、朝の学習といいますか朝の読

書等でも９０何％が取り組んでいるんだと、また総合的な学習の中で調べ活動で大変図書

館を利用しているんだと。また今日出していただいたように、図書館との連携をどんどん

やっていくという、そういうこの３つの大きなことを子どもたちの教育の中に返していた

だいたら、さらなる活字離れ等を含めながら、利用率はふえていくと思いますので、ひと

つこれからもそういう取り組みのほうよろしくお願いします。 

【角田委員長】 ほかにご意見ございませんか。 

【寺前職務代理者】 今、百瀨委員さんの関連になろうかと思いますけれども、先ほど館

長のほうから、いわゆる夜間開館とか休日開館の充実に向けて取り組んでいきたいとこう

いうことで今おっしゃったわけですけれども、一定計画なんかお持ちなんですか。いかが
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なものですか。 

【大谷八尾図書館長】 夜間開館並びに祝日開館の関係でございますが、これは実際昨年

の５月から実施をしております。ちょうど今現在、来年に向けまして一応この１年間の検

証をいたしまして、さらに拡大をしていきたいと、こういう予定で今現在進めておるとこ

ろでございます。 

 そして夜間開館、これ今現在１日のところを３日ですね、そういうような形で進めてい

けたらと、こういうような形で考えております。 

 あともう一つ、祝日のほうにつきましては、現在、土曜、日曜の祝日につきましては開

館をしておるわけです。それとあわせて文化の日ですね、開館をしております。祝日のほ

うにつきましては、まず夜間開館を先行して、そしてその後に祝日の拡大ができたらとこ

ういう予定で現在検討しておるところでございます。 

 以上でございます。 

【寺前職務代理者】 今、館長のほうから前向きなご答弁をいただいたわけです。市民の

皆さん、あるいは児童生徒も含めて、大変心待ちにされておるとこのように思うわけです

ので、できるだけ早い時期に実施できるようにひとつご努力願いたいなとこのように思い

ます。 

【角田委員長】 ほかにございませんか。 

 なかったら、私のほうからお尋ねをしたいと思うんですが。 

 先月の教育委員会でも私なりに訴えた中身ですが、いわゆる優秀な教員等をいかにほめ

たたえ、市民にかわって感謝をしていくか。この問題につきましては既に教育委員は合意

に達しているというふうに私は考えております。八尾にはすばらしい先生たちがおいでに

なる。この先生たちをほめたたえようと、さらにそれを機会に頑張っていただこうと、子

どものためにさらにエネルギッシュに活動していただこうということで、私はこの問題を

強く訴えてきているわけですが、まず１番目に、当面はこの文化の日の表彰に向けてその

必要性を訴え続けてきておりますけれども、その後の進捗状況はいかがなものでしょうか。 

【柿並指導課長】 今、ご指摘の教職員の表彰ということでございます。昨年度も文化の

日の表彰におきましては、教育委員会表彰といたしまして、例えば学校医の先生方、また

学校にご尽力をいただいた地域の方々の表彰というのが行われております。またそれ以外

につきましては、児童生徒の表彰のみということになっておりまして、教職員の表彰とい

うのが昨年度は行われておりません。 

 今、委員長ご指摘の教職員の表彰等につきまして、例えば学校教育授業等で頑張ってい

ただいている先生方もおいでになりますし、またクラブ活動等で優秀な成績を上げていた

だいている先生方もございますことから、そういった先生方の表彰について検討を今進め

ているといいますか、どのような形で表彰させていただいたらよいのかというようなとこ

ろを考えてさせていただいているところでございます。 

【角田委員長】 スポーツ面、文化面、学習指導の面、教育研究の面、八尾にはすばらし

い先生たちがおいでになる。この先生たちを埋めておかないで、埋もらせておかないで、

やはりみんなの前でほめたたえていこうと、どなたも反対なさる方はないと思います。該

当者がいないわけではもちろんありません。どなたも反対なさる人はいないと思います。 

 今の話を聞いていますと、そうすると、学校現場の先生を文化の日に表彰することは、
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それは該当しない、文化の日の表彰に該当しない、例えば校医さんとか子どもたちは該当

するけれど、学校の先生は該当しないということなんですか。 

【柿並指導課長】 いえ、決してそういうことではございません。先生方も該当するとい

うふうに考えております。 

 ただ、例えばクラブ活動をとりましても、学校総体としてクラブをしっかり応援をされ

ている、またその地域や保護者の方のご支援もいただきながらクラブ活動をしているとい

うようなところもございます。お一人だけのクラブ顧問の先生だけを表彰させていただい

てよいものであろうかというようなところもちょっと考える必要のある部分かとも考えて

おります。またそういったところをどのように考えて、どのような形で表彰していけばよ

いかというようなところを、今検討をしているところでございます。 

【角田委員長】 かつて八尾にもアメリカのスーパーティーチャーがやってきました。ア

メリカ一の教師であるというそういう名誉を背負って八尾に来られて、市立養護学校へ、

ちょうど私が校長をしておりましたが、その先生と向かい合って、それこそすばらしい教

育の心を学ばせていただいた経験があるんですけれども。まさに八尾のスーパーティーチ

ャーを見つけて、見出して、そしてほめたたえようということなんですが。 

 じゃ文化の日の表彰が適当でない、なかなか難しいということであれば、どのような方

策を検討しようとされているんですか。それとも全くそこまで手がつけられておりません

か。 

【柿並指導課長】 文化の日の表彰が適当でないということではございませんので、その

文化の日においてどのような基準で選考させていただくのかというような検討が必要かと

いうふうに考えております。 

 また、例えば研究学校園というような指定も、市、府、国の指定等もございます。そう

いった中でご活躍をいただいている先生方もたくさんおいでになりますことから、そうい

った先生方を学校推薦をしていただくような形で表彰させていただくこともできるかなと

いうようなことも考えております。 

 いずれにいたしましても、表彰させていただくということになりますと、どなたもがな

るほどとおっしゃるような形の基準というものも必要ではないのかというふうに考えてお

りまして、そういったところを今考えているところでございます。 

【角田委員長】 当然表彰というものは権威のあるものですから、だからそういう権威を

傷つけることのないように、人選は非常に適切にやっていかなくてはならないことはもう

当たり前の話なんですがね。１人したら１人ぐあい悪い、こっちしたらこっちぐあい悪い、

そんなあっちこっち向いていたんでは、これは表彰なんてものはもうできない。例えば一

等賞を取ったから表彰とかということになれば、これはもうだれが見てもその任に当たる

人だということがわかりますけれども、それ以外についてはなかなか難しいと思いますが、

そこが行政の知恵ではないですか。だからそういうことに早く私は着手していただきたい。 

 こんなことを言うたらいけませんかね、やはりいろいろ問題教師、新聞に載る本当にま

ゆをひそめたいような教師の姿が方々に見受けられます。八尾にはそういう実態はない、

むしろすばらしい教師がいる。その教師をほめたたえようということで一生懸命訴えさせ

ていただいているんですが、ぜひ具体に手をつけていただきたい。そして進捗状況を報告

していただきたい。あげくの果ては立派な先生が見つかったということで、みんなで拍手
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をしたい。私はそういう思いで訴えているところです。 

 ところで生涯学習部なんかは、文化の日を中心とした芸能祭、例えば華道とか絵画とか、

その他習字だとか、そういうようなところでは、教育委員長表彰までありますね。教育委

員長表彰があります。教育長表彰もあります。私びっくりしたんですけれども、教育委員

長表彰まであるんです。どのような経緯を経て、これは生涯学習の場合は市民の文化芸術

をたたえているのか。 

 私が申し上げたいのは、生涯学習は生涯学習で一生懸命知恵を出しておられると思うん

です。そういう知恵を学校教育のほうでも私は出していただきたい。そういう思いで申し

上げているんです。 

 だから軽々に表彰状をばらまくというのではありませんが、既にそういう市民に対して

は立派な表彰状が届いているわけですから、ぜひ教職員についても表彰ということについ

て尽力をしていただきたいというふうに思いますが。 

【藤田生涯学習部長】 満足な答えはできないかもしれませんが、私ども社会教育のほう

は確かにございます、教育委員長表彰。これは委員会表彰、その文化の日に限らず、それ

ぞれ美術関係とかもいろいろ設けてさせてもらって、それなりの実績がある方、はえある

方には表彰させていただいているということでございます。 

 それ以外、八尾市でも職員につきましては、職員の優秀な実績ある組織ですね、課単位

であるとか、係単位である、あるいは個人で、これ年末に職員表彰というのをやっていま

すので、文化の日にとらわれずにそのはえある賞を与えているというのは、そういうよう

な実態がございますので。 

【角田委員長】 例えばそういうときに、教職員も表彰をするというようなことも全くで

きないわけではないわけですね。別に同じ日でなかったらいけないというものでは私はな

いと思いますが。 

【中山教育総務部次長】 少し話が前後しているかもしれませんが、大阪府におきまして

も大阪府教職員表彰というものがあり、市町村のほうにも依頼があります。その表彰規則

の中に通常の職務の範囲を超えて職務を遂行し、表彰することが適当であると認められる

者を上げるという条文がございます。通常の職務の範囲を超えるという部分でどこからが

それ以上なのか見きわめるという部分が職務上たいへんむずかしいのではないかと思われ

ます。 

【角田委員長】 なかなか先生、府まで届かないと、しかし市レベルでは立派だという方

は大勢おられるんですね。また市から府へ上げていってもなかなか府のほうで認められな

いと、これはほかの市とのバランスで認められない場合もあるわけですから、私はそうい

うことについては、八尾は八尾で、八尾の教育賞というものが私はあってもおかしくない。

やっぱりそういう面でも行政は考えていっていただきたいと思います。 

 最後に、年度末に感謝状か表彰状をお渡しになっておられますね。あれは表彰状ですか。 

【中山教育総務部次長】 永年勤続は１１月３日に渡していますが、年度末に退職を迎え

た学校長に市の年度末表彰や感謝状、あるいは府の表彰を受けていただいております。 

【角田委員長】 最後ですけれども、これは次長のほうが仕切られることになるわけです

か。 

【中山教育総務部次長】 業務としては総務人事課のほうが年度末の分に関しましては窓
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口になっております。 

【角田委員長】 私それね、長年ずっと仄聞させていただいて、表彰者とごく一部の教育

委員会事務局の幹部の方と、賞状を手渡しておられるんですけれどね。やっぱりもう少し

にぎにぎしく、事と次第によっては教育委員も全部そろって、おめでとうございますの、

大きな拍手の中で、ご自分の一生懸命頑張ってきた教育者としての歴史を振り返っていた

だく意味で、私はもう少しにぎにぎしく式典として開かれても私はいいのではないかなと。

そっと手渡すものでは私はないと思うんです。そのあたりの検討をしていただきたいと思

います。 

 行政の方はいろいろ専門的にご存じなところ、我々本当に市民サイドで、私は市民サイ

ドで物を申しましたので、言いすぎもあるかと思いますけれども、しかし悪い人を見つけ

たり、悪い人を罰するのは簡単なんですが、いい人を見つけ、いい人をほめたたえ、市民

の代表者として我々が感謝状を表彰状をお渡しするということは、私は教育として最高の

ことやと思っていますので、どうぞ力を入れていただきますようにお願いをしたいと思い

ます。 

 ほかにございませんか。 

 事務局からもうございませんか。 

【岸本文化財課長】 それではごく簡単に説明をさせていただきます。 

 急遽お手元のほうに旧植田邸の住宅のでき上がった完成予想図というのをご配付をさせ

ていただいております。 

 まず、ここには何も書いてございませんので、若干この説明をさせていただいた上で、

現在の経過というか、そういうふうなものをご説明させていただきます。 

 まずごらんいただいています完成予想図のちょうど上の部分に当たりますかぎ括弧のと

ころがございます。ここと、かぎ型の建物が上のちょうど右のほうにございます。これが

新しい収蔵兼展示棟でございます。その左側に一番小さく横向きに、これも新しく建てま

すトイレ棟でございます。それ以外の建物につきましては、市指定の文化財を含みます母

屋あるいは土蔵棟ということで、ごらんいただきながら説明を聞いていただければありが

たいと思います。 

 まず植田邸の現在の進捗でございますが、本年７月から着工しておりまして、現在は修

復前の工事ということで、母屋の梁、あるいは柱といった、いわゆる家の骨組みだけを残

します半解体工事に取りかかっておりまして、現在、もうその上に素屋根、あるいは覆い

屋の設置を行っております。そうしまして、以後実際の耐震補強という意味で、基礎の補

強、あるいは土蔵棟を含めた旧家屋の復元工事を終えまして、来年８月ごろには土蔵棟も

含めた市指定文化財部分のほぼ全体が復元されるというふうな予定でございます。 

 また、来年４月以降は同時並行ということで、今申し上げました新しい収蔵兼展示棟及

びトイレ棟の整備、それから旧家屋の内装工事というものに取りかかりまして、平成２０

年の１２月には今ごらんいただいています完成予想図のように整備が完了する運びで、現

在のところ順調に工事進捗を見ているところでございます。 

 以上でございます。 

【角田委員長】 説明が終わりました。 

 なければ、以上をもちまして８月の定例教育委員会を終了いたします。 
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 本日の署名委員に中原委員を指名したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 ご苦労さまでございました。 

 

（署 名）中原委員 

 


