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１月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２３年１月２１日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

百瀨  委員長 

安藤 委員長職務代理者 

山本  委員 

木下 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・森

田学校教育部次長・万代学校教育部次長・橋本学校教育部次長兼

施設管理課長・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・西崎総務人事課長・網中教育政

策課長・田中学務給食課長・靍原指導課長・浅野教育サポートセ

ンター所長・岩下人権教育課長・大谷八尾図書館長・竹内青少年

課長 

 

【百瀨委員長】 おはようございます。ただいまより１月の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、

こども未来部長及び青少年課長にもご出席いただいております。 

 

【百瀨委員長】 それではまず、１２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せんでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、１２月定例会会議録については承

認と決しました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、次に委員長報告を私から行います。 

（委員長報告） 
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1 2月 2 4日 （ 火 ） 

 

１ 月 ６ 日 （ 木 ） 

１ 月 1 0日 （ 月 ） 

１ 月 1 4日 （ 金 ） 

１ 月 1 8日 （ 火 ） 

午後２時から、八尾ライオンズクラブチャーターナイト50周年記念

障がい者理解教育事業「つなぐ・心で人を」に出席。 

午前11時から、年賀交礼会に出席。 

午後２時から、成人式に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後６時30分から、体育振興会新春の集いに出席。 

 

【百瀨委員長】 それでは、次に教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

 

【中原教育長】 それでは、教育長報告をさせていただきます。 

(教育長報告) 

1 2月 2 4日 （ 金 ） 

 

1 2月 2 7日 （ 月 ） 

1 2月 2 8日 （ 火 ） 

1 2月 2 9日 （ 水 ） 

 

 

１ 月 ５ 日 （ 水 ） 

１ 月 ６ 日 （ 木 ） 

１ 月 ７ 日 （ 金 ） 

１ 月 1 0日 （ 月 ） 

 

１ 月 1 1日 （ 火 ） 

１ 月 1 2日 （ 水 ） 

１ 月 1 3日 （ 木 ） 

１ 月 1 4日 （ 金 ） 

 

１ 月 1 8日 （ 火 ） 

午後２時から、八尾ライオンズクラブチャーターナイト50周年記念

障がい者理解教育事業「つなぐ・心で人を」に出席。 

午後３時から、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後４時から、部長会に出席。 

午後４時から、職員表彰式に出席。 

午後４時30分から、仕事納め式に出席。 

午後７時から、歳末夜警詰所激励訪問に出席。 

午前10時から、仕事始め式に出席。 

午前11時から、年賀交礼会に出席。 

午前９時から、部長会、環境施策推進会議及びＩＴ推進本部会議に出席。 

午前10時から、消防出初式に出席。 

午後２時から、成人式に出席。 

午後６時から、八尾地区保護司会新年交礼会に出席。 

正午から、八尾地区更正保護女性会新年の集いに出席。 

午後１時30分から、地域分権推進会議に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時から、府都市教育長協議会役員会及び定例会に出席。 

午後６時30分から、体育振興会新春の集いに出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況等について何かござ

いましたらご報告いただければと思います。何かございませんか。 

 

【全委員】 特になし。 

 

【百瀨委員長】 それでは、先程の委員長報告及び教育長報告について、何かご質疑ござ

いませんでしょうか。 

 

【全委員】 質疑なし。 
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【百瀨委員長】 それでは、ご質疑がなければ次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 議案の審議に入ります前に、本日審議いたします議案のうち、議案第６

号「平成２２年度八尾市教育委員会の人事について臨時代理承認の件」につきましては、

人事案件でございますので、この案件に係る会議は非公開としたいと思います。委員の皆

様方、それでよろしいでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第６号につきましては非公開

で審議することにいたします。 

 それでは、議事進行の都合上、この案件については、他の議案の審議及び報告等が終了

した後に行いたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 

１月の議案 

議案第１号 

議案第２号 

 

議案第３号 

議案第４号 

議案第５号 

 

議案第６号 

八尾市教育委員会公印規則の一部改正の件 

八尾市生涯学習施設の予約・案内システムに関する規則の一部改正

の件 

八尾市立市民運動広場設置条例施行規則の一部改正の件 

八尾市立大畑山青少年野外活動センター条例施行規則の一部改正の件 

八尾市立青少年センター条例の一部を改正する条例の市議会議案提

出の件 

平成２２年度八尾市教育委員会の人事について臨時代理承認の件 

 

【百瀨委員長】 まず、議案第１号「八尾教育委員会公印規則の一部改正の件」について

審議いたします。提案理由を西崎課長より説明願います。 

 

【西崎総務人事課長】 ただいま議題となりました議案第１号「八尾市教育委員会公印規

則の一部改正の件」につい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。 

提案の理由としましては、八尾市立大正中学校の印に著しい磨耗があるとともに、文字

列を縦書きから横書きに変更する必要があったため、当校長より改刻届の申請があり、八

尾市教育委員会公印規則の一部を改正するものでございます。お手元資料にあります同規

則の一部改正新旧対照表をご覧願います。 
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 改正内容でありますが、八尾市教育委員会公印規則の別表ひながた中、キ３９八尾市立

大正中学校の印の文字系列を縦書きから横書きに変更するものでございます。書式、寸法

につきましては、従来どおり公印及び縦横２４ミリメートルといたしております。 

 なお、文字系列の縦書きから横書きへの変更は、市の方針として行っているもので、本

件のように公印を作り直す際に順次改正しております。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よ

ろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 磨耗により改刻するとのことですが、私が着任してからこの

ような案件は初めてのことで、今までにこのようなことがどのぐらいあったのかを教えて

いただきたいと思います。 

また、縦書きを横書きに変えることについて、これからの方向性としてみんなそうして

いくのかをお聞きしたいと思います。 

 

【西崎総務人事課長】 この件につきましては、昭和６０年代から市の方針として行って

おるものです。現在教育委員会が管理している公印は２２４個ありますが、その内、縦書

きが５９個、横書きが１６５個となっておりまして、今後とも作り直す際に順次横書きに

してまいろうと考えております。 

 

【百瀨委員長】 順次、磨耗等で使えなくなった場合には横書きに整理していくというこ

とですか。 

 

【西崎総務人事課長】 はい、そのとおりです。 

 

【百瀨委員長】 他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきたいと思います。 

 議案第１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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第１号「八尾市教育委員会公

印規則の一部改正の件」については、原案を適当と認めることに決しました。 

 今回は大正中学校の公印を改めるということですが、順次、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

【百瀨委員長】 それでは次に、関連する議案ですので議案第２号「八尾市立生涯学習施

設の予約・案内システムに関する規則の一部改正の件」、第３号「八尾市立市民運動広場

設置条例施行規則の一部改正の件」及び第４号「八尾市立大畑山青少年野外活動センター
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条例施行規則の一部改正の件」につきまして、一括して審議したいと思います。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２号「八尾市立生涯学習施設の予約・案内シ

ステムに関する規則の一部改正の件」につきまして、提案理由をご説明いたします。 

 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。 

 提案の理由としましては、キャンプ場を除く八尾市立大畑山青少年野外活動センターと、

八尾市立新家町市民運動広場に、八尾市立生涯学習施設予約・案内システムを導入すると

ともに、同システムの更新を行いますことから、規則の規定を整備する必要があり、規則

の一部を改正するものでございます。「八尾市立生涯学習施設の予約・案内システムに関

する規則の一部改正 新旧対照表」をご覧願います。 

 改正の内容ですが、第２条第２号の生涯学習施設の定義に「八尾市立大畑山青少年野外

活動センター（キャンプ場を除く）」を加えるに当たり、新たに別表に各施設を掲げ、同

条第４号の指定管理者の定義に「八尾市立大畑山青少年野外活動センター」を加えた上、

規定する条例の記述について文言整理し、電話予約サービスを止めるに伴い、第３条第１

項中第２号に規定する「電話機」を削除し、第１０条に「八尾市立大畑山青少年野外活動

センター」を追加し、第１５条第２項中の「電話機」を削除し、八尾市立新家町市民運動

広場にも予約・案内システムを導入するため附則第３項を削除するものでございます。 

 なお、施行につきましては、新システムの稼働に合わせて平成２３年４月１日を施行日

といたすものでございます。 

 次に、議案第３号「八尾市立市民運動広場設置条例施行規則の一部改正の件」につきま

して、提案理由をご説明いたします。 

 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。 

 提案の理由としましては、八尾市立新家町市民運動広場への八尾市立生涯学習施設予

約・案内システムの導入に伴いまして、規則の規定を整備する必要があり、規則の一部を

改正するものでございます。「八尾市立市民運動広場設置条例施行規則の一部改正 新旧

対照表」をご覧願います。 

 改正の内容ですが、新家町市民運動広場の運営につきましては、現行では教育委員会が

直接管理を行い、また施設の予約方法につきましては、予約・案内システムを導入してお

りませんので、直接教育委員会の生涯学習スポーツ課の窓口で行っており、こうした内容

について附則第４項で規定しておりますが、今回の八尾市立生涯学習施設予約・案内シス

テムの更新に伴い、新たに新家町市民運動広場にも予約の方法として同システムを導入い

たしますので、改正案のとおり附則第４項の規定の改正を行うものでございます。 

 なお、新家町市民運動広場の管理につきましては、指定管理者制度を導入するまでの間、

引き続き教育委員会が直接管理いたします。 

 また、施行につきましては、新システムの稼働に合わせて平成２３年４月１日を施行日

といたすものでございます。 

 次に、議案第４号「八尾市立大畑山青少年野外活動センター条例施行規則の一部改正の
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件」につきまして、提案理由をご説明いたします。 

 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。 

 提案の理由としましては、キャンプ場を除く八尾市立大畑山青少年野外活動センターの

施設予約に、八尾市立生涯学習施設予約・案内システムを導入するため、同規則の一部を

改正するものでございます。「八尾市立大畑山青少年野外活動センター条例施行規則の一

部改正 新旧対照表」をご覧願います。 

 改正の内容ですが、第２条第１項では、使用許可申請書の提出に関し、予約・案内シス

テムを利用する場合は必要ではないこととし、同条第２項では、使用許可申請の可能期間

につきまして、システムの導入により、使用を希望する日の「７日前まで」を「直前ま

で」に改めるものであります。第３条第１項では、施設の使用を許可した場合に指定管理

者が交付する許可書について、システムにより使用許可を受けた者に対してはシステムに

よって通知する旨を定め、同条第２項では、利用料金の納付に関し、システム利用者は八

尾市立生涯学習施設予約・案内システムに関する規則の定めに従うものといたします。第

４条では、使用の取消しまたは変更をする場合、システム利用者に関してはシステムによ

り行う必要がある旨を定めるものであります。 

 なお、施行につきましては、新システムの稼働に合わせて平成２３年４月１日を施行日

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、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよろ

しくご審議の上、ご了承賜りますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、予約・案内システムについ

てということで、関連する案件ですので一括して説明していただきました。委員の皆様方、

この件について何かご質疑ございましたらよろしくお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 説明の中で、「キャンプ場を除く」という文言がありました

が、その意味合いをお聞かせください。 

 

【竹内青少年課長】 大畑山青少年野外活動センターにつきましては、今回、新たにシス

テムの導入を図りますが、予約できるのは野外活動センターの小体育館及び研修室２室と

なっております。 

 キャンプ場につきましては、子ども１人当たり、あるいは大人１人当たりという人数に

よって利用料金が定められておりますので、今回のシステムでは別のプログラム等の導入

が必要で費用が高くなるため、今回はキャンプ場への予約・案内システムの導入は見送り、

部屋の予約のみとしております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 電話による予約を止めるとのことですが、その弊害はないの

でしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 現在も、予約・案内システムにつきましては街頭端末機を各所
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に設置しております。過去の使用状況等を踏まえ、新しい端末機につきましては、総合体

育館、生涯学習センター、市役所本庁１階市民ロビー、山本球場、安中人権コミュニティ

センター、山本図書館の６カ所に設置いたします。 

 また、現在は電話の音声応答での入力が可能というシステムになっておりますが、使用

頻度としましては、平成２１年度の予約登録件数が全体で20,534件ありました内の６５件、

０．３％という非常に少ない件数です。また、各市の状況を見ましても、更新の際には電

話予約は取り入れていないとのことで、電話での予約システムをもし導入する場合には、

非常に高額な費用もかかってまいりますので、そういったことも考慮した場合には各市と

も電話での対応は取り止めているというところです。 

携帯電話からはインターネットを通じて登録が可能となりますので、その点を考慮した

結果、使われることが非常に少ないと判断しまして、今回削除しております。 

 

【木下委員】 今回のシステム導入にはかなりのお金を使っていると思いますが、予約・

案内システムを導入した場合に、利用率の向上あるいは財政上の利点等、費用対効果の面

でどのような効果が見込まれるかをお聞きしたいと思います。 

 

【松井生涯学習部次長】 例えば昨年７月に新家町市民運動広場をオープンしましたが、

これが今回システムを更新する１つの原因にもなりました。現行のシステムではこれ以上

の施設の増加に対応できず、新しい施設に予約・案内システムを導入していくための対応

として今回新システムを導入いたします。 

新家町市民運動広場は、昨年７月にオープンして以来、窓口に直接来て申請していただ

かなければならない状況で、施設を利用するためにわざわざ市役所まで足を運んでいただ

かなければなりません。システム導入の効果の１つとしては、ご家庭からインターネット

で利用予約をしていただけるということで、わざわざ市役所の７階まで来ていただく必要

がないことが考えられると思います。 

 ご家庭からインターネットで予約ができるほか、市内の６カ所の街頭端末機でも予約が

できますので、予約・案内システムを導入することによって、利用される市民の利便性が

図れることがシステム導入の大きな目的でもあります。 

 また、職員の事務に関して申しますと、職員の業務用端末は総合体育館で３台、志紀テ

ニス場で１台、生涯学習センターで３台、大畑山青少年野外活動センターで１台、生涯学

習スポーツ課で１台の９台を設置する予定としております。そこでも、予約・案内システ

ムを利用する場合の職員の労力に対しても非常に効果があると考えております。 

費用対効果ということで申しますと、今回の事業につきましては約3,600万円の予算を

かけますけれども、最新のソフトを入れて対応していくことで、市民の利便性の向上、ま

た職員が事務に携わる際の事務処理能力の向上等、効果は十分あると認識しております。 

 

【木下委員】 システムをバージョンアップして、今後も新しく開設される施設に対応で

きるようにするとのことですが、例えば、資料に示されている新たな施設へも対応が可能

で、導入を予定していると理解してよろしいですか。 
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【松井生涯学習部次長】 本日の資料で、今後導入予定の施設としてお示ししております

八尾南高校跡地体育館につきましては、所管が生涯学習スポーツ課になりますので、ここ

の利用に関してもこの予約・案内システムを平成２４年度から導入するように考えており

ます。今後どれだけの施設になるかは分かりませんが、更に他の施設に導入する場合にも、

当分の間は今回更新する予約・案内システムで十分に対応が可能な容量を考えてシステム

設計をいたしております。 

 

【木下委員】 システムの導入による利便性等の効果アップがどれ程のものであったか、

またお聞かせいただければありがたいと思います。 

 

【中原教育長】 これから、いろんな施設について端末機を使って予約できるようにして

いきますが、できるだけ市民の皆様に知っていただいて、施設の稼働率も上げていくよう

によろしくお願いしたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 こういうことは市民に十分に周知していくことが大事と考えますが、こ

の点はどのようにお考えでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 今回は、街頭端末機や職員が使う業務用端末機を、容量を大き

くした新しいシステムに変えるというシステム更新です。現行の予約・案内システムに登

録されている方の登録資格は全く変わりませんので、新たに登録し直すという手続きはご

ざいません。今登録されている方々の登録はそのまま活かされますので、ＰＲとしては、

２月２０日頃に発行される『市政だより』３月号に予約・案内システムがリニューアルさ

れることは周知いたします。また、市のホームページでも同様の記事を掲載いたします。 

 また、それ程難しく変わるわけではありませんが、２月下旬頃に、現在登録されている

方々に『八尾市立生涯学習施設予約・案内システムガイドブック改訂版』というガイドブ

ックを送付して、周知徹底したいと考えております。 

 その他、生涯学習施設また街頭端末機設置施設で、システムがリニューアルされるとい

うポスターやチラシも設置してＰＲしたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 危機管理という面ではどのようにお考えなのか、少し聞かせていただけ

ればと思います。 

 

【植田生涯学習部長】 危機管理、言い換えますと市民にご不便をかけるような事態にな

らないように万全を期すことが我々の使命と考えております。平成１４年に本システムが

稼働したわけですが、システム導入の当初には何点かトラブル等もあって、市民にご迷惑

をかけたことも事実です。システムの稼働当初には何かと不具合が生じたりすることも事

実ですが、我々は、市民にいつでもどこでも誰でも気軽に施設をご利用いただくためのサ

ービスを提供している中で、トラブルがあった際においても、いかに適切に市民が施設を

利用していただけるような配慮ができるかということが我々の使命ですので、指定管理者

をはじめ関係所管の係員共々、市民にご迷惑をかけないようにするための施策を事前にき
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ちんと把握した中で、今回のシステム更新に対処してまいりたいと考えております。 

 

【山本委員】 指定管理者制度を導入する前と後で、危機管理にどのようなプラス面があ

ったのかをお聞きしたいと思います。 

 

【松井生涯学習部次長】 指定管理者による管理にすべきかどうか、また、直接八尾市が

管理すべきかどうかという判断を踏まえた上で指定管理者制度を導入しております。先程

申し上げましたように、新家町市民運動広場については指定管理者制度を採っておりませ

んので直接市が管理しておりますが、申込みにしてもわざわざ市役所の窓口に来て手続き

をしていただかなければならないという不便があります。 

指定管理者には、スポーツも含めた生涯学習施設を管理するについての造詣の深い職員

がおられますので、専門的な見地から様々な場面に対しての危機管理もできます。また、

市民の皆様に喜んでいただけるような教室やイベント等のプログラムを組まれるのも、や

はり指定管理者ならではと考えておりますので、指定管理者制度を導入することは、市が

直接管理するよりも市民に享受していただける喜びや利便性は大きいものがあると考えて

おります。 

 危機管理につきましては、予約・案内システムについてだけでなく、いろんな面での危

機管理等についても様々な対応をされておりますので、我々とも十分に連携・協議を重ね

ながら、市民にリスクを負わせないように一生懸命対応してまいりたいと思います。 

 

【山本委員】 常駐されている方が１名か２名という施設もありますが、危機事象等のト

ラブルに対応する人数としては、問題はないのですか。 

 

【松井生涯学習部次長】 指定管理者と我々は、日頃から定期的または随時に様々な協議

を行っております。市民運動広場等の施設にたくさんのスタッフが配置されることはまず

考えられませんので、万が一危機対応事象等のトラブルが起こった場合には、総合体育館

に体育振興会の事務局がありますので、そこに直ちに一報が入り、危機管理システムの下

に対応が行われます。 

また、一定の条件により市にも報告が入りますので、所管いたします我々生涯学習部と

しても全面的に対応していくということで、その点は十分に協議等をして連携していると

ころです。 

 

【百瀨委員長】 他にご質疑ございませんか。ございませんようですので、採決に移らせ

ていただきます。 

 議案第２号から第４号につき、原案を適当として認めることに異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第２号、第３号及び第４号に

つきまして、いずれも原案を適当と認めることに決しました。 
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 バージョンアップしたシステムで、より市民の利便性を高めながら、十分に周知徹底し、

利用者が増えるように努めていただきますよう、よろしくお願いしたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第５号「八尾市立青少年センター条例の一部を改正する条例

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、ただいま議案となりました議案第５号「八尾市立青

少年センター条例の一部を改正する条例の市議会議案提出の件」につきまして、提案理由

をご説明いたします。 

 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。 

 提案の理由としましては、庁舎周辺公共施設機能整備事業に伴い、八尾市本町二丁目２

番８号にある八尾市立青少年センターの建物を解体して、新たに青少年センター及び八尾

図書館等の複合施設である、図書館を中心とした施設を建設するに当たり、施設が竣工す

るまでの間、青少年センターの機能を維持するために、青少年センターを八尾商工会議所

新会館等内に移転する必要があり、同条例の一部を改正いたすものでございます。「八尾

市立青少年センター条例の一部改正 新旧対照表」をご覧願います。 

 改正の内容ですが、附則を第１項とし、同項に見出しとして「施行期日」を付し、附則

に経過措置として「２ 八尾市立青少年センターの位置は、第１条の規定にかかわらず、

当分の間、八尾市清水町一丁目１番６号とする。」の１項を加えるものでございます。 

 なお、施行につきましては、教育委員会規則で定める日から施行といたします。 

 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

しくご審議の上、ご了承賜りますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、この件に関し

ましてご質疑ございませんか。 

 

【木下委員】 この青少年センターの位置づけは生涯学習施設なのですか。 

 

【竹内青少年課長】 青少年センターにつきましては、生涯学習施設ということになって

おります。設置条例にしましても、条例の施行規則にしましても、教育委員会が所管する

条例・規則となっています。 

青少年課は、以前は生涯学習部にありましたが、平成２０年度の機構改革で市長部局の

こども未来部に課自体が移りまして、その時に教育委員会規則により青少年センターの管

理運営等の事務がこども未来部長に委任され、実務としては青少年課が管理運営を行って

いるという状況です。 

 

【木下委員】 生涯学習施設を管理する部署が２つあることになると思いますが、そうす

ると、部を超えた連携が必要となることもあると思います。行政上、施設の管理部門が縦

割りになっていると施設利用に関する横断的な融通性がつきにくいというのが、現在どこ
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の自治体でも抱えている問題だと考えています。今回、この施設は図書館の建替えとも絡

んでくるとのことですので、図書館等他の施設と連携できるような内部の仕組みについて

お尋ねしたいと思います。 

 

【植田生涯学習部長】 元々青少年関係につきましては生涯学習部の１セクションとして

機能しておりましたが、行政における施策の展開上、青少年も含めた子どもたちの施策を

一体的に所管する、こども未来部という部局を新設するに当たり、これまで生涯学習部に

あった青少年課をこども未来部に位置づけて、幼児から青少年までを一体化した施策展開

を図るということで、部局の再編が行われたものです。 

 そこで、生涯学習部との連携について、生涯学習としての行政施策がきちんと位置づけ

られた中で市民にサービスが提供されているのかということになりますが、青少年センタ

ーは市内に３カ所あります。中央にあったのが、昭和４２年にできた、体育館と青少年セ

ンターとの複合施設で通称「教育センター」と申しておりました施設の中にある青少年セ

ンターです。それから、昭和５０年以降に設置され、今も様々な活動をしております２つ

の青少年会館があります。 

それまでの青少年センターは貸館が中心となっている施設でしたが、昭和５０年以降の

青少年センターは、実際に活動をする中で、子どもたちに様々な行政的な支援や行政とし

ての役割を果たしていくという施設機能になっており、意味合いから申しますと、中央の

青少年センターは若干意味合いが違う業務内容となっている状況です。学習等の支援を行

うための学習室機能、あるいは会議や様々な活動をするための場所の提供といった機能が

中央の青少年センターにはあると思います。我々としては、こども未来部との関係でとり

たてて市民にご不便をかける、あるいは行政として政策の展開上問題があるということは

今までございませんし、また、これからもないと認識しており、生涯学習という大きな視

野の中の青少年施策としての事業展開を、こども未来部で行っていただいております。言

い換えますと、生涯学習という視点はぶれていないと考えており、その中で青少年施策と

しての活動をこども未来部として事業運営している状況であると認識しております。 

 

【木下委員】 現在は、「青年」の年齢は３０歳過ぎまでとも言われていますが、「青少

年センター」という場合に何歳ぐらいまでを対象と考えておられるかをお聞きしたいと思

います。「子ども」の場合は１８歳未満だと思いますが、「青少年」も１８歳未満なので

しょうか、それとも３０歳も視野に入っているのでしょうか。もしそうだとすれば、こど

も未来部だけでいいのか若干疑問に思います。学習等の支援ということですが、働く青少

年は対象に入っているのか入っていないのかも含めてお聞きしたいと思います。 

 

【竹内青少年課長】 青少年センターの学習室等につきましては、１８歳までと内規で定

めておりますが、実態としましては、就労されている方や、就職のために資格を取りたい

という方が申込みをされた場合については、そのことを考慮して許可等を行い、学習室等

を利用していただいております。 

 青少年課では青少年健全育成の重点目標を定めておりますが、これについても、大阪府

の青少年健全育成条例が１８歳までを対象としておりますので、基本的にはそれに合わせ
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て施策を定めております。ただ、平成２２年４月１日に子ども・若者育成支援推進法が施

行され、国でもニートや引きこもり等については３０歳までを対象とするように位置づけ

ております。また、大阪府におきましても青少年の相談業務等については３０歳まで受け

ておりますので、今後は青少年の位置づけとしては３０歳までを考慮して施策を考えてい

く必要があると考えております。 

 

【百瀨委員長】 青少年センターの昨年度の利用数が分かるようであれば、教えていただ

きたいと思います。 

 

【竹内青少年課長】 平成２１年度の利用状況ですが、集会室・研修室・会議室の利用人

数は34,313人、学習室は7,548人となっております。 

 

【百瀨委員長】 年齢層はどうだったのですか。 

 

【竹内青少年課長】 学習室につきましては、対象は小学校４年生（１０歳）から１８歳

までと内規で定めておりますが、高校生の利用が一番多い状況です。 

 また、会議室等の利用につきましては、社会教育関係団体や青少年育成団体等に利用し

ていただいており、青少年育成連絡協議会や体育振興会、スカウト協会、ＰＴＡ等の関係

団体の利用が主となっております。 

 

【百瀨委員長】 今日のお話で、政策としてぶれずにやるとお聞きしました。各委員から

の指摘についても十分な考慮をしながら進めていただきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは、他にご質疑等がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第５号について、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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第５号「八尾市立青少年セン

ター条例の一部を改正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。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、続きまして報告事項に入らせていただきます。 

 まず、第１回八尾市小学生なわとび名人検定につきまして、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、八尾市小学生なわとび名人検定についてご報告いた

します。 

八尾市教育委員会では、生きる力を育むため、確かな学力（知）、豊かな心（徳）、健
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やかな体（体）の調和のとれた人間の育成をめざして各事業の取組みを行っております。

この小学生なわとび名人検定は、健やかな体の育成として、具体的には児童の跳躍力、持

久力等の体力向上を目的として実施するものです。 

 なぜなわとびかと申しますと、八尾市の子どもたちは、全国体力・運動能力、運動習慣

等調査の結果、跳躍力と持久力の２種目が弱いことが分かっており、それを改善するため

になわとび検定にしました。 

 検定の日時は平成２３年３月５日（土）午前９時半からで、場所は総合体育館（ウイン

グ）のメーンアリーナで行います。参加資格は八尾市在住の小学生で、参加費は無料です。 

 非常にレベルの高い検定会になりますが、子どもたちは、普段大阪府教育委員会の６０

段階の級判定に取り組んでおり、その中で１級合格者レベルの子どもたちにチャレンジし

てもらおうという取組みです。 

 あやとび前まわしから三重とび後ろまわしまで１２種目の内容で検定いたします。基準

の回数を跳べれば認定されます。初段は認定書のみ、二段は認定書と銅メダル、三段は認

定書と銀メダル、名人は認定書と金メダルを贈呈いたします。 

 資料として、名人検定のポスターと、昨年１２月３０日付の産経新聞に掲載されたなわ

とび名人検定についての記事を添付しております。ポスターは、各小学校に１部と、５・

６年生のクラスに１部ずつ配付いたします。 

 また、この検定会には、国際ソロプチミスト大阪－東からメダルを寄附していただきま

して、オープニングでは立命館大学のダブルダッチサークル「dig up treasure」による

演技や体験教室も計画しております。 

 この取組みについては、今年度５月から各小学校にお知らせしており、多くの子どもた

ちが参加してくれるものと考えております。 

 以上で、八尾市小学生なわとび名人検定についてのご報告を終わります。 

 

【百瀨委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方、ご意見ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 １点は、なわとびに使う縄についてで、資料には「床を傷つ

ける金属がついていないもの」とありますが、種類は色々あると思いますので、そのこと

をお聞きしたいと思います。 

もう１点は、名人検定となると、トレーナーや指導者はおられるのかを教えていただき

たいと思います。 

 

【松井生涯学習部次長】 この名人検定を実施するのに、特殊な道具を使ったり、また特

殊な訓練を受けたりすることは全く想定しておりません。ですから、日頃学校で使われて

いる縄で結構ですので、それで参加していただければと考えております。 

 もう１点のご質問ですが、「名人」という名前がつきますが、特殊なコーチがついたり

することは全く想定しておりません。日頃の学校教育の中でなわとびを練習されている１

つの成果・目標と捉えております。学校現場では、大阪府教育委員会が示している大阪な

わとび級判定「チャレンジ おおさか なわとびカード」の目標に沿って練習されておりま

すが、八尾市独自の名人検定ということで、それよりも高いレベルをめざしてより一層練
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習に励んでいただくということであり、この名人検定のために特別な方の助言がいるとい

ったことは全く想定しておりません。もちろん個人の体力や練習量によりますが、日頃の

学校教育の中でご指導いただいている先生の指導で十分できると考えております。基準が

高いですから、１級レベルに到達しているぐらいでないとなかなかクリアできませんが、

そういったことを了解いただいて、ぜひ３月５日には１人でも多くの子どもたちに参加し

ていただきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 教育委員会としての新規事業の１つになりますので、趣旨にありますよ

うに、これからもこの取組みを通して子どもたちの体力づくり、また、よき仲間づくりの

ために、一回だけで終わることなく今後も続けるようにお願いしたいと思います。 

 それでは、次の報告事項に移らせていただきます。子ども夢実現プロジェクトにつきま

して、松井次長から報告願います。 

 

【松井生涯学習部次長】 それでは、子ども夢実現プロジェクトの結果発表についてご報

告いたします。 

 はじめに、子ども夢実現プロジェクトについてご説明いたします。教育委員会では、子

どもたちの生きる力を育むため、確かな学力（知）、豊かな心（徳）、健やかな体（体）

の調和のとれた人間の育成をめざしておりますが、この子ども夢実現プロジェクトは、確

かな学力（知）、豊かな心（徳）の育成を目的に実施しております。 

 具体的には、八尾市の小学校５・６年生の子どもたちに、ロボットのデザイン、機能、

名称を募集し、その中から最優秀の作品１点について、地元の中小企業の協力により本物

のロボットを造るという取組みです。 

 昨年５月に募集を行い、予想をはるかに上回る1,618作品の応募がありました。審査委

員会により厳正な審査をした結果、今回の結果発表となったものです。 

 発表ですが、日時は平成２３年２月１２日（土）午後０時３０分から、場所は「八尾ロ

ボットフェア２０１１」の会場であるアリオ八尾レッドコートイベント広場で発表いたし

ます。 

 資料にも示しておりますが、応募数1,618作品の中で、子ども夢実現大賞には大正北小

学校の小林瑞季さんの「ＲＵＲＯ」が選ばれ、他１０名の児童が各賞に選ばれております。

最優秀作品の子ども夢実現大賞は市長表彰で、他１０作品については教育長表彰になりま

す。資料には「八尾ロボットフェア２０１１」のチラシも添付しております。 

 以上、子ども夢実現プロジェクトの報告とさせていただきます。 

 

【百瀨委員長】 この件につきまして、委員の皆様方、ご意見等ございませんか。 

 

【山本委員】 応募作品が1,618作品とのことでしたが、各小学校とも同じぐらいの人数

が応募なさったのでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 ５・６年生に応募していただきたいということで、市内の２９

小学校に、校長会を通じてポスター等を配付いたしました。応募状況につきましては、応
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募数が多い学校、少ない学校のばらつきはありますが、全校に募集を行い、その結果、総

数として1,618作品が集まったということです。 

 

【中原教育長】 この子ども夢実現プロジェクトでは、子どもが考えたロボットが現実の

ものとなって目の前に現れます。給食についても、子どもが考えた献立が実際の給食にな

るという取組みを今年度から行っており、子どもたちの考えていることを引き出しながら

現実の物にしていくという事業をいろんなところで実施しております。色々と考えて、自

分の発想が実際に物となっていくすばらしさを子どもたちが体感するようなことを、様々

なところで知恵を出しているところです。時間がございましたら、委員の皆様にも参加し

ていただければありがたいと思います。 

 

【山本委員】 先程のなわとび名人検定にしても、この子ども夢実現プロジェクトや給食

の献立コンテストにしてもそうですが、子どもにすごく身近なもので、子どもは放課後や

休み時間にいつもなわとびをしています。それを上手く利用して、普段の行いの中で子ど

もたちの発想を引き出して、新たにプロジェクトを立ち上げていくというのはすごくいい

ことだと思いますので、これ以外にも色々と考えて実施していただければありがたいと思

います。 

 

【百瀨委員長】 ぜひ、こういう取組みをしていただく中で、子どもたちが共に夢を語り、

その夢を実現させていくように、八尾市の中小企業の大きな力も共に加わりながら進めて

いくとのことですので、これからも継続してよろしくお願いしたいと思います。 

 本日予定されております報告事項は以上ですが、この際ですので、他に何かありました

らお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【竹内青少年課長】 それでは、第５８回八尾市成人式の実施報告をいたします。本年度

の成人式は、八尾市立総合体育館で平成２３年１月１０日に開催いたしました。当日は、

委員長並びに教育委員の皆様方にご出席いただきまして、誠にありがとうございました。 

 主催としましては、八尾市及び教育委員会並びに選挙管理委員会で開催しております。

対象者は、平成２年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた方で、男性1,325名、

女性1,298名の合計2,623名となっており、当日の参加者は男性872名、女性929名の合計

1,801名、68.7％の参加率となっております。 

 実施内容につきましては、オープニングで金光八尾中学校、高等学校によるブラスバンド

の演奏で始まり、第一部の式典では国歌斉唱、市民憲章の唱和、市長よりお祝いの言葉、市

議会議長より励ましの言葉、祝電披露の後、新成人代表の誓いの言葉を実施いたしました。 

 また、第二部のアトラクションでは、箕面自由学園高等学校のゴールデンベアーズによ

るチアリーディングの演技と抽選会を実施いたしました。いずれも本年に募集しました成

人式実行委員２０名により企画・検討したものです。 

 なお、今年度の成人式におきましては、八尾市女性団体連合会、八尾市青少年育成連絡

協議会の両団体から応援をいただき、また関係各課からも職員１２６名の多くの方々にご

協力いただき、何事もなく無事終えることができました。 
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 以上、はなはだ簡単ではございますが、第５８回八尾市成人式の実施内容のご報告とい

たします。 

 

【百瀨委員長】 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せ

んか。 

 

【木下委員】 初めて参加しましたが、実行委員がきちんと司会等もしていました。今の

時代における通過儀礼としての意味合いという根本的なところを改めて考える機会になっ

たと思います。ありがとうございました。 

 

【百瀨委員長】 若い世代の２０名の人たちにより企画され検討し、進められたことが新

成人にとっても意義があったと思います。式も粛々と進行しておりましたので、よかった

と感じております。 

 特に、例年のことながらチアリーディングの演技には参加者全員が引きつけられ、統一

された演技の中に、日頃大事にすべきマナー等を含め、十分に感じ取れたのではないかと

思います。本当にご苦労さまでした。 

 他にご意見はございませんか。 

 ないようですので、以上で報告事項については終わりますが、この際ですので、委員の

皆様方から何かございませんか。 

 事務局からないでしょうか。 

 それでは、最後の議案審議に先立ちまして、本日の署名委員を指名したいと思います。本

日の署名委員に中原委員を指名したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、最後に議案第６号「平成２２年度八尾市教育委員会の人事について臨時代理

承認の件」について審議を行いますが、会議は非公開で行いますので、傍聴の皆様は大変

ご苦労さまでしたが、ご退場いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

（以下、非公開審議） 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案第６号「平成２２年度八尾市教育委員会の人事について臨

時代理承認の件」につきまして、審議いたします。提案理由を森田次長より説明願います。 

 

【森田学校教育部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第６号「平成２２年

度八尾市教育委員会の人事について臨時代理承認の件」につきまして、ご説明いたします。 

本件につきましては、平成２２年度八尾市立小学校管理職人事に関する内申について、

教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項の規定に基づき、教育長が臨時に代

理をしましたので委員会の承認をお願いするものでございます。 

提案の理由ですが、お手元資料の「教育委員会人事異動発令（案）」にありますとおり、

教育サポートセンター指導主事であった者を、平成２３年２月１日付で八尾市立安中小学

校教頭に配置するにあたり、急を要したため、臨時代理を行いましたので、本案を提出す

るものでございます。 
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以上、はなはだ簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。ご承認賜

りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑あ

りませんか。急を要したため教育長が臨時代理を行い、その承認ということですが、よろ

しいですか。ご質疑がないようですので、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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第６号「平成２２年度八尾市

教育委員会の人事について臨時代理承認の件」について、原案を適当と認めることに決し

ました。 

それでは、以上をもちまして１月の定例教育委員会を終了いたします。 

 

 

（署 名）百瀨委員長 

 

 

                                                    

 

中原委員 

 

 

                                        

 


