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６月定例教育委員会会議録 

 

【篠原委員長】 ただいまより６月定例教育委員会を開催いたします。 

 本日は、こども未来部長に委任している事務に関する議事が予定されておりますので、

こども未来部長、青少年課長及び放課後児童育成室長にも出席いただいております。 

 なお、本日はご案内の通り議案が２件、報告事項が１件と少ないようでございますので、

場合によってはいつもの委員会より早く終了させていただくことになろうかと思いますが、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 では、まず５月定例教育委員会会議録の承認について審議いたします。委員の皆様方、

何かご質疑ございますでしょうか。 

【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５月定例教育委員会会議録につきま

しては承認と決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に委員長報告を私から行います。 

（委員長報告） 

６月１日（月） 

 

６月12日（金） 

午後４時より、教育委員、校園長会役員及び事務局部長級職員との意見

交換会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

 

【篠原委員長】 引き続きまして、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

開 催 年 月 日  平成２１年６月２２日（月） 

開 催 場 所  本館６階 大会議室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

篠原  委員長 

百瀨  委員長職務代理者 

山本 委員 

安藤  委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

岡村教育次長兼学校教育部長・浦上教育推進担当部長・植田生涯

学習部長・斉藤こども未来部長・奥田教育委員会事務局理事・杉

分学校教育部次長兼総務人事課長・森田学校教育部次長・橋本学

校教育部次長兼施設管理課長・田中学校教育部次長兼指導課長・

松井生涯学習部次長兼生涯学習スポーツ課長・岸本生涯学習部次

長兼文化財課長・網中教育政策課長・田中学務給食課長・浅野教

育サポートセンター所長・靍原人権教育課長・大谷八尾図書館

長・竹内青少年課長・富田放課後児童育成室長 
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（教育長報告） 

５月22日（金） 

５月25日（月） 

５月26日（火） 

５月28日（木） 

５月29日（金） 

６月１日（月） 

 

 

６月３日（水） 

６月４日（木） 

 

６月５日（金） 

６月８日（月） 

 

 

６月10日（水） 

６月11日（木） 

６月12日（金） 

 

６月15日（月） 

６月16日（火） 

６月18日（木） 

 

 

６月21日（日） 

午後７時より、PTA協議会会長会議に出席。 

午前９時30分より、校長会に出席。 

午後１時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前９時より、全国都市教育長協議会総会・研究大会に出席。 

午前10時より、市議会５月臨時会本会議に出席。 

午後３時より、地域力再生八尾市域推進会議に出席。 

午後４時より､教育委員、校園長会役員及び事務局部長級職員との意見

交換会に出席。 

午後１時30分より、総合計画企画会議に出席。 

午前11時20分より、歯ブラシ感謝祭に出席。 

午後７時より、幼稚園審議会に出席。 

午前10時45分より、各派代表者会議に出席。 

午前９時より、部長会、多種分別推進本部会議及び新型インフルエン

ザ対策本部会議に出席。 

午後４時より、八尾商工会議所創立60周年記念式典に出席。 

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、義務教育諸学校教科用図書選定委員会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時より、青少年健全育成八尾市民大会に出席。 

午前10時より、市議会６月定例会本会議（１日目）に出席。 

午前10時より、市議会６月定例会本会議（２日目）に出席。 

午前10時より、教職員人事対策連絡協議会に出席。 

午後７時より、体育連盟優秀選手表彰及び大阪府総合体育大会激励会

に出席。 

午前10時30分より、八尾菊花ライオンズクラブ30周年記念式典に出席。 

 

【篠原委員長】 ただいまの委員長報告及び教育長報告について、何かご質疑ございます

でしょうか。 

 それでは私から、６月１５日と１６日に市議会本会議が開かれたわけですが、その中で

教育に係わるような質問があったのであれば、どのぐらいの件数で、どういう内容だった

のかを教えていただきたいと思います。後日、改めて報告があると思いますので、今日は

ごく簡単に「こんな質問があった」というようなことで結構です。 

【浦上教育推進担当部長】 まず、新学習指導要領が本年度から移行期間である点で、小

学校の英語活動についての質問が西田議員からございました。その中で、小学校では英語

の先生がいませんので、指導する先生方にどのような研修をしているのか、あるいは地域

の人材をどのように活用しているのかといった質問がございました。 

 また、学校ＩＣＴ環境整備事業で、各学校に電子黒板やデジタルテレビ等を導入するよ

う現在補助金の申請をしておりますが、それをどのように学習指導で活かしていくのかと

いった質問もございました。 
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 永田議員からは、学校ＩＣＴ環境整備事業で導入する、デジタルテレビ、電子黒板、教

育用パソコン、校務用パソコンの設置台数や、どのような効果があるのかといった質問が

ございました。 

 重松議員からは、引きこもりについての質問がございました。教育の関係では、義務教

育が１５歳まで、また教育サポートセンターでは１８歳まで、青少年相談として相談を受

け付けておりますが、１８歳から２０歳まで、そして２０歳を過ぎた人に対しての発達障

害に対するケアはどうしているのかといった質問がございまして、先程申しましたように、

教育サポートセンターで対応はしていると答弁いたしました。 

 柏木議員からは、環境についての質問がございました。環境教育がとても大事だといわ

れる中で、ある公園を整備する際に、川辺の葦を全て取り払って、そこに鳥の巣があった

のも無残に取り払われてしまったために、そこに棲んでいた鳥がいなくなったという事例

を挙げて、環境教育を進めなければならない一方で、工事によって自然を破壊しているの

ではないかといった質問でございました。 

 吉村議員からは、差別につながる土地の調査についての質問がございました。住宅を販

売する際に、校区の情報が色々と収集・提供されている状況に対してどのような見解を持

っているかといった質問がございました。 

また、桂小学校区は差別校区ではないのか、そのことを教育委員会はどう考えているの

かといった質問がございました。 

 これに対しては、桂中学校が新設された当時の八尾市立小・中学校通学区改正審議会の

答申にも、「新校区の設定にあたっては、いやしくも差別を拡大し、助長することのない

よう、特に留意したものである」と示されていることを説明し、差別校区という認識は全

くないと答弁いたしました。 

 三宅議員からは、公教育についての質問がございました。「知・徳・体の調和のとれた

教育」や学力向上、「早寝・早起き・朝ごはん」など、公教育についての教育委員会の認

識を答弁いたしました。 

【岡村教育次長】 私のほうは、主に施設関係の質問がありましたので、それを中心にご

報告したいと思います。 

 まず、永田議員からは、文部科学省が学校のニューディール政策というべき構想を立ち

上げて、臨時交付金とともに経済活性化を図るため、学校の耐震化、学校への太陽光発電

用パネルの設置、そして学校のＩＣＴ整備の３点について小・中学校を中心に政策を進め

ていくということで、その進捗状況はどうかという質問がございました。 

 耐震化につきましては、平成２２年度までに耐震二次診断を完了させて、その結果によ

って平成２７年度までに学校の耐震化を完成していきたいと答弁しました。 

 太陽光パネルにつきましては、八尾市教育委員会としてはまだこのことについて検証が

できておりません。費用対効果や、実際に既存の施設にどのように設置していくかについ

ても十分な検証ができていませんので、これについては研究・検討したいと答弁いたしま

した。 

 ＩＣＴ関係は、浦上部長が答えたとおりです。 

 次に、岡田議員からは、小・中学校及び幼稚園のトイレの改修についての質問がござい

ました。各家庭では、マンションを中心に洋式トイレが普及していることから、特に低年
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齢児で和式トイレに慣れていない子ども達がいるということで、学校園への洋式トイレの

普及を早めよという指摘がございまして、これについては中学校では約１２％、小学校で

約２０％、幼稚園で約３４％の洋式化率ですが、小規模化で児童・生徒数が減っているた

め、洋式化率は低くても対応できているところや、逆に児童・生徒数が多いために、数は

かなり設置しているものの、充足率からいうと低いといったところがあり、小・中学校に

ついては各学校管理者である校長先生と十分協議しながら、今後その普及を進めていくと

いうことで、とりわけ低学年の児童については、そのような対応が必要であろうと思いま

すので進めていきたいと答弁いたしました。 

 また幼稚園については、ご家庭から即入ってこられる園児が多いため、平成２３年度ま

でに概ね５０％の洋式化率を目途に対応していきたいと答弁いたしました。 

【篠原委員長】 お二人から、詳細に報告をいただきました。議会の流れを承知しておく

べきだと思いましたので質問しましたが、相変わらず教育に係わる質問は多いというのが

実感でございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 浦上部長から報告のありましたことに関して、１点お願いし

ておきたいと思います。新しいコンピュータに入れ替えるということで進めておられると

のことですが、現在学校で使っているコンピュータと新しく入れ替えるコンピュータ等と

が、ある程度整合性のある使い勝手ができるものを選定していくべきと考えますので、よ

ろしくお願いしておきたいと思います。 

 それからもう１点質問しますが、６月８日に新型インフルエンザ対策本部会議が行われ

たとのことですが、この対策本部会議はこれで閉じるのか、冬季に向けてまたかなり流行

することが予測されておりますので、この点はどうであったかを聞かせてください。 

【岡村教育次長】 市の新型インフルエンザ対策本部につきましては、八尾市におきまし

ても終息の方向ということから、対策本部は閉じるということです。なお、それに対する

対策委員会は、引き続き状況をみて、いろんな対応をしていくようになっております。 

 なお、教育委員会にもインフルエンザ対策本部を設置して、この間取り組んでまいりま

した。とりわけ八尾市は、小学生では全国で初めて患者が発生した地域でもございます。

また、大阪府及び大阪府教育委員会の対策本部はまだ存続しております。そういった状況

を考えまして、八尾市教育委員会としては引き続き対策本部は設置したままで、今後推移

をみていきたいと考えております。また秋にも再発のおそれがあると報道されております

ので、この間の保護者への連絡体制等を含めて、いま一度これまでの取組みを検証し、一

定の集約をしたマニュアル等を作りまして、予測される９月以降の再発に備えたいと考え

ており、ワーキンググループ等を設置して検討している状況でございます。 

【篠原委員長】 他に質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

  

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは議案審議に入ります。 
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６月の議案 

議案第３１号 

議案第３２号 

平成２１年文化の日八尾市教育委員会表彰審査会委員の任命の件 

八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の件 

 

【篠原委員長】 議案第３１号「平成２１年文化の日八尾市教育委員会表彰審査会委員の

任命の件」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、ただいま議題となりました議案第３１号「平成２１

年文化の日八尾市教育委員会表彰審査会委員の任命の件」につきまして、ご説明いたしま

す。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１３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、本年１１月３日の文化の日におきまして、市長部局とあわ

せ、教育委員会といたしましても、広く本市の教育の発展にご貢献いただいた方々を表彰

していくため、八尾市教育委員会表彰規則第６条及び第７条の規定により、表彰審査会を

設置し、諮問し、審議していくに当たり、審査会の委員を任命する必要があり、別紙のと

おりご提案いたすものでございます。次ページの「平成２１年文化の日八尾市教育委員会

表彰審査会委員名簿（案）」をご覧ください。 

 構成員につきましては、例年どおり、教育長のほか教育委員会事務局内の部長職の職員

を審査会の委員に任命するものでございます。 

今後のスケジュールといたしましては、７月から１０月まで３回程度の審査会を開催し

た上、１０月定例教育委員会におきまして答申する予定でございます。 

 以上、簡単な説明でございますが、よろしくお願いいたします。 

【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

ざいませんか。 

【百瀨委員長職務代理者】 この提案には全く異議ございません。ただ、協議会で表彰規

則の内容を教えていただきたいとお願いしまして、提示していただきましたが、この規則

の中で、八尾市として独自の表彰規定があるようでしたら教えていただきたいと思います。 

【杉分学校教育部次長】 八尾市の独自といえるかどうかは分かりませんが、第１条から

第３条まで規定を分けており、第１条につきましては教職員関係の表彰を、第２条につき

ましては児童・生徒を、また第３条につきましては教育に功労のあった一般の方々を対象

にしております。このように、きめ細かな表彰規定になっていると考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 一般の方にとっても児童・生徒にとっても、大変励みになる

ことだと思っております。そういうことで、この表彰の規則につきましても、八尾市独自

の表彰対象者を更に見直していただきながら、また、多くの人達の業績を見直して、ぜひ

表彰することができるように検討していただけたらと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

【安藤委員】 私も以前表彰していただきましたが、表彰されるというのは、やはり子ど

も達にとって非常に励みになり、大事なことだと思います。ただ、文化の場合は結果が非

常に目に見えにくいということがあり、スポーツであれば例えば野球で優勝したとか、１

位、２位、３位というように結果が見えやすいのですが、例えば中学生のブラスバンドで
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府の大会や市の大会に出たという場合に、金賞でなく銀賞であったときは表彰の対象から

オミットされている傾向があるように見えます。 

 しかし、今の八尾の現状を見た場合に、受賞のレベルをどのように査定していくかとい

うのは非常に難しいと思います。ですから、枠を広げるという意味ではありませんが、そ

の中でどういう検討をしていくか、前向きの検討をぜひお願いしたいというのが私の希望

です。 

 例えば、表彰規則の第３条に「特に優秀な功績」という文言がありますが、この「特

に」というのが、ものすごく限定されますので、できればこれをもう少し枠を広げてはど

うかと思いますので、ぜひお願いしておきたいと思います。 

【杉分学校教育部次長】 ご指摘の点につきましては、非常に難しい点でございまして、

表彰にあたってはやはり一定の基準が必要でございます。例えば音楽関係につきましては

「コンクール等各種種目の優勝またはこれに準ずるもの」という内規を定めております。

そういう中で行っておりますが、ご指摘のありました努力に対する評価につきましても、

今後開かれる表彰審査会におきましてご議論願いたいと思いますので、今年にできるかど

うかは分かりませんが、検討課題とさせていただきます。 

【山本委員】 私も、選定基準が今一つ不明瞭なのでよく分からないと思ったのですが、

市民の方や学校関係の方からは、この基準に対しての意見や「どうして表彰の対象になら

ないのか」といった意見はあるのでしょうか。 

【杉分学校教育部次長】 昨年初めて担当いたしましたが、そういった意見等は余り聞い

たことはございません。 

【篠原委員長】 私もかねてから文化の日の表彰について意見を持っておりました。教育

委員会表彰については教育長と部長の４名が審査会の委員というのが今回の提案ですが、

市の表彰の場合は、審査の委員の人数はかなり多いのでしょうか。そしてもう１つ、両者

のすり合わせの機会が持たれるのかどうかもお聞きしたいと思いますので、この２点につ

いてお答えいただけますか。 

【中原教育長】 私も市の表彰選考委員会に出ております。市の選考と大きく異なること

があると困るので、市の選考も踏まえて教育委員会の表彰審査会でも選考しております。 

 できるだけ表彰したいという気持ちはありますが、表彰は栄誉なことでもありますので、

乱発もいかがなものかという部分もあります。いろんな功績を称えて、更にステップアッ

プしてほしいという思いもあって、そういうことを勘案しながら表象しています。ただ、

表彰はできないけれども何らかの形で顕彰できる機会、例えば学校長、また教育長の表彰

など、いろんな機会を考えております。できるだけ広く顕彰していこうという意味合いは

ありますが、教育委員会や市が顕彰するというのは重さも必要で、そのバランスが難しい

ところです。それをいつも議論しながら進めております。 

 不平不満については、今までの基準をきっちり押さえながらやっておりますし、例えば

学校に対しては、だめな理由もきちんと返しておりますので、今のところはないと思いま

す。また、年数や回数を重ねていくことで表彰対象になることもありますので、その点も

同じように説明しております。 

【篠原委員長】 市長部局と教育委員会とでそれぞれ別々に表彰するわけですが、その中

でも、例えば生涯学習のようにリンクしているところもあります。そういったところの調
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整ということで、教育委員会は学校から推薦された者を主体に、また市長部局はそれ以外

のいろんな市民活動で一生懸命やっておられる方を中心に選ぶということでいいとは思い

ますが、すり合わせも少しは必要ではないかと考えるわけです。 

【杉分学校教育部次長】 すり合わせということではございませんが、市長部局の表彰に

つきましては、青少年育成活動、講座講師、社会体育で貢献された方といった表彰規定が

ございます。その点、市の表彰として、明確に教育委員会と分けておるところでございま

す。教育委員会表彰につきましては、教育一般表彰と児童生徒表彰ということで、すり合

わせはきちんとできていると考えているところでございます。 

【篠原委員長】 それでは、その他に何かございませんか。 

 ないようですので、採決に移らせていただきます。議案第３１号につき、原案を適当と

認めることに異議ございませんか。 

【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３１号「平成２１年文化の日

八尾市教育委員会表彰審査会委員の任命の件」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３２号「八尾市放課後児童室条例施行規則の一部改正の

件」について審議いたします。提案理由を松井次長より説明願います。 

【松井生涯学習部次長】 それでは、議案第３２号「八尾市放課後児童室条例施行規則の

一部改正の件」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３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、新型インフルエンザの感染を防ぐため、放課後児童室を長期間

臨時休室としましたが、休室期間中の保育料を還付するための規定を設ける必要があり、

同規則の一部を改正いたすものでございます。お手元資料の「八尾市放課後児童室条例施

行規則の一部改正 新旧対照表」をご参照願います。 

 改正点につきましては、第８条の見出しを「（保育料の還付等）」に改め、同条中「の

うち月の中途で退室するときの還付」を削り、別表第３に、臨時休室等により保育を実施

しなかった場合の保育料の還付額の算出方法を加えるものです。 

 なお、附則におきまして、この規則は公布の日から施行するものとし、平成２１年５月

１８日から適用するものといたしております。 

 以上、誠に簡単ではございますが提案理由の説明といたします。何とぞよろしくご審議、

ご承認賜りますようお願いいたします。 

【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。 

 これはもっともな話だと思いますが、保育料は前払いなのですか。 

【竹内青少年課長】 保育料につきましては、当月分を毎月の１０日までに納付していた

だいております。 

【篠原委員長】 今回の新型インフルエンザで放課後児童室を休室としたことによる還付

金とのことですが、金額はいくらぐらいになりますか。 
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【竹内青少年課長】 現在、2,020人の入室児童があり、その内生活保護世帯等で全額免

除を受けておられる方が９４人ですので、対象となるのは1,926人です。毎年６月に減免

申請が大体３００～３５０人ぐらいありますので、今回の還付額は大体２００～２５０万

円程度になると考えております。 

【篠原委員長】 大変ご苦労なことだと思いますが、事務手続だけでも大変な作業ではな

いですか。 

【竹内青少年課長】 現在減免申請書の提出が集中しておりまして、その処理で７月一杯

かかるかと思います。それが終わった後に臨時休室分の還付額を算出し、８月中に作業を

終わらせて、９月分の保育料を減額した形で保護者に送りたいと考えております。 

【篠原委員長】 他にご質疑ございませんか。 

 それでは、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３２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３２号「八尾市放課後児童

室条例施行規則の一部改正の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 今日は議案が２つしかございませんので、引き続き報告事項に移らせていただきます。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【篠原委員長】 八尾体育振興会グループの構成団体変更後の施設運営状況について、松

井次長より報告願います。 

【松井生涯学習部次長】 それでは、八尾市立総合体育館等の指定管理者である八尾体育

振興会グループの構成員変更後の状況についてご報告いたします。 

 八尾体育振興会グループの構成員の一部変更につきましては、本年４月の定例教育委員

会において了承されたところでございます。内容につきましては、変更前の八尾体育振興

会グループの構成員が財団法人八尾体育振興会、株式会社オーエンス、それに株式会社ビ

バの３団体による構成から、株式会社ビバが脱退し、財団法人八尾体育振興会、株式会社

オーエンスの２団体の構成になったものでございます。なお、その後の八尾体育振興会グ

ループの施設運営は、株式会社ビバが担当予定の総合体育館等のフィットネス部門及び屋

内プールの運営管理について、株式会社オーエンスが担当し、運営管理に支障はないとこ

ろでございます。 

 つきましては、体育振興会グループが教育委員会に対して提出している施設運営方針に

沿って円滑な運営がなされるよう、生涯学習スポーツ課としましてこの２カ月間、指導・

監督する立場から注視してまいりましたので、その状況についてご報告いたします。 

 総合体育館等と屋内プールの利用実績と収入実績を申し上げます。まず、４月の利用実

績でございますが、総合体育館等の施設では、本年４月が41,475人、昨年４月が41,379人

で96人の増。屋内プールでは、本年４月が10,519人、昨年４月が10,219人で300人の増。

なお、生涯学習センターのウェルネス部門も八尾体育振興会グループが運営しており、ウ

ェルネスかがやきでは、本年４月が8,256人、昨年４月が8,646人で390人の減でございま

す。 
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 次に、収入実績でみますと、総合体育館等の施設では、本年４月が5,146,850円、昨年

４月が4,535,650円で611,200円の増。屋内プールでは、本年４月が3,926,650円、昨年４

月が3,869,500円で57,150円の増。また、ウェルネスかがやきでは、本年４月が4,297,600

円、昨年４月が5,351,900円で1,054,300円の減でございます。 

 次に、５月の状況でございますが、本年５月は新型インフルエンザが本市で発生したこ

とに伴い、５月１９日（火）から５月２５日（月）までの１週間、施設利用の自粛をお願

いしましたので、その影響が数字に表れております。 

 まず、利用実績で申し上げますと、総合体育館等の施設では、本年５月が36,996人、昨

年５月が43,817人で6,821人の減。屋内プールでは、本年５月が9,028人、昨年５月が

11,052人で2,024人の減でございます。また、ウェルネスかがやきでは、本年５月が7,951

人、昨年５月が8,480人で529人の減でございます。 

 次に、収入実績でみますと、総合体育館等の施設では本年５月が4,964,550円、昨年５

月が6,019,250円で1,054,700円の減。屋内プールでは、本年５月が4,047,700円、昨年５

月 が 4,408,350 円 で 360,650 円 の 減 。 ま た 、 ウ ェ ル ネ ス か が や き で は 、 本 年 ５ 月 が

1,801,300円、昨年５月は1,634,300円で167,000円の増でございます。 

 これらの数字を分析しますと、総合体育館等及び屋内プールについては、自粛期間に相

当する減額になっているものと考えております。ウェルネスかがやきについては、これま

で減少傾向にあった利用者が、４月の無料体験などのサービス期間を経て、５月に利用者

が上向いてきた結果だと考えております。また、私どもも現場に出向き、状況を確認いた

しましたが、従来と変わらぬ状況で、利用者からの不満も特にお聞きすることもない状況

でございます。 

 従いまして、この４月と５月の２カ月間を見る限り、新型インフルエンザが発生したこ

とに伴う１週間の施設理由の自粛による影響があったとはいえ、八尾体育振興会グループ

としての施設運営は、変更後においても特段の問題もなく運営されているものと考えてお

ります。なお、生涯学習スポーツ課としましては、今後も引き続き指導・監督する立場か

ら注視してまいりたいと考えております。 

 最後になりましたが、八尾体育振興会グループの代表者であります財団法人八尾体育振

興会の役員である理事の一部に変更がございましたのでご報告いたします。平成２１年５

月２９日に財団法人八尾体育振興会の理事会が開催され、常務理事であった桑原忍氏が平

成２１年３月３１日をもって辞任されたことにより、新たに事務局長の松倉正義氏が５月

２９日に常務理事に就任されました。なお、松倉氏の任期につきましては、前任者の残任

期間である平成２２年１０月３１日までとなっております。 

 以上、ご報告とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方、何かご意見等ございます

でしょうか。 

【百瀨委員長職務代理者】 今、管理運営については混乱なく行われているという報告を

いただきまして、大変いいことだと思いましたが、今後の見通しについてもこのまま十分

やっていけるとお考えなのか、もう一度聞かせていただければと思います。 

【松井生涯学習部次長】 私どもも現場に出向きまして、ウェルネスのコーナーやその他

の施設等を何回となく見せていただき、その折に、事務を担当する者、またフィットネス
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を担当する者と色々と話もいたしました。今後の状況については、営業収入を上げていく

ために今後も様々な努力をしていくということで、例えばチラシを作って市民にＰＲして

いくことも考えているとのことで、そのチラシも見せていただきました。収入実績を上げ

ていく上において、いろんな取組みを行っておられるという報告もいただいておりますの

で、そうしたことからもやる気のある状況であることは私どもも十分確認しております。

今後どのように施設運営していかれるかは、更に注視してまいりたいと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】スポーツを通して学ぶことは大変多いと思います。今後もスポ

ーツ振興を目指しながら、ぜひ利用実績がさらに上向くよう、事務局もリーダーシップを

取りながら進めていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 新型インフルエンザの影響で５月１９日から２５日まで施設利用の自粛

を求めたとのことで、プールの収入実績がちょっと減っていますが、プールは会員制では

ないのですか。もし会員制であれば、先に料金を支払っていますので、「自粛しなさい」

となれば、先程の放課後児童室と同じような返還の問題が出てくるのではないですか。 

【松井生涯学習部次長】 会員は、定期的に利用される方もおられますし、また単発的に

個々に購入される方もおられます。５月分については、自粛をお願いしたことから、一定

の減額になっており、また人数的にも減少になっておりますが、あくまでお願いですので、

それでも利用される方まで止めることはできません。 

体育振興会グループからは、減収があったという報告を受けておりますが、今のご指摘

の件は非常に個々具体的なケースになってくると思います。それについては、まだ十分な

報告等を受けておりませんので、ご指摘のありました点も踏まえまして、今後どのような

対応をされるかについては、十分見守っていきたいと考えております。 

【中原教育長】 昨年からの非常に大きな経済不況の中で、家計の中でまずこういった部

分が削られるのが通例ですし、新型インフルエンザの影響があったことを含めても、随分

頑張っていただいたという気持ちは持っております。ビバがグループから撤退するという

ことで、体育振興会がオーエンスと二人三脚で危機感をもってやっていただいて、これだ

けで収まったのは大変ありがたいですし、ウェルネスの５月分の収入は逆に増えている状

況です。先程、無料体験やチラシ配布というお話がありましたが、様々な工夫をしていた

だいたと思っております。 

 利用者にどれだけフィットするものを打ち出せるかが課題になってきますので、とにか

くニーズを上手く掴んでやっていかなければならないと思っていますが、今後アンケート

調査等は行う予定はあるのでしょうか。 

【松井生涯学習部次長】 現在、指定管理者に対するモニタリング調査ということで、各

施設のアンケート調査等を実施しております。その分も含めて、我々も更に現場に出向い

ていろんな情報収集をしながら、指導・監督していかなければならないと考えております。 

 特に、今ご指摘のありましたように、ウェルネスかがやきのフィットネス部門あるいは

ウェルネスの部分は、不況になれば一番しんどいところであります。聞いているところで

は、全国的にもやはりそういう部門は苦しい状況が続いているということで、結果的には

４月のウェルネスかがやきについても減額が出ているところでございます。そういった状

況を挽回していくために、無料体験コーナーといった取組みもやって、それが結果的に５

月の契約増につながっているという情報も聞いておりますので、今後更に十分実績を上げ
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るよう努力していただくように、我々も指導・監督していきたいと考えております。 

【篠原委員長】 それでは、他にご意見がないようでしたら、以上で報告事項については

終わりますが、委員の皆様方、何か他にございますでしょうか。 

 なければ、以上をもちまして６月の定例教育委員会を終了いたします。 

 なお、本日の署名委員に百瀨委員を指名したいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

  

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

百瀨委員 

 

 

                                        

 


