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１月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２４年１月２０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 

木 下 委員 

御喜田 委員 

中 原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

植田教育次長・伊藤生涯学習部長・中山学校教育部長・田辺教育

委員会事務局理事教育政策課長事務取扱・松井生涯学習部次長・

竹内生涯学習部次長兼八尾図書館長・西崎教育人事課長・杉島生

涯学習スポーツ課長・渞文化財課長・靍原指導課長・浅野教育サ

ポートセンター所長・福嶌人権教育課長 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより１月定例教育委員会を開催いたします。 

 

【百瀨委員長】 まず、１２月臨時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、何かご質疑等ございませんか。 

 

【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、１２月臨時会会議録について承認

と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、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、何かご質疑等ございませんか。 

 

【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、１２月定例会会議録について承認

と決しました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、次に委員長報告を行います。 
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（委員長報告） 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

 

(教育長報告) 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況について、何かあり

ましたらご報告いただきたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 １月１２日（木）に、高安西小学校の課外学習として、６年

生の授業を視察しました。子どもたちが元気に卒業できるように、演劇の先生が約２時間

かけて発声の仕方を指導され、子どもたちも自主的に声を出していたので、良い機会にな

ったと思います。 

 また、その際、校長先生とも面談し、給食も一緒にいただきました。 

 

【木下委員】 １月９日（月・祝）の成人式に出席しました。成人式を運営する成人の

方々は、場を盛り上げようと色々工夫し、努力されていたと思います。ただ、今年は昨年

と比べて、式が始まってもたくさん空席があり、式の途中もずっと出入りがあったような

印象がありましたので、来年に向けてご尽力いただければと思います。 

 

【百瀨委員長】 委員長報告及び教育長報告を含め、ただいまの報告について何かご質疑

12月 24日（土） 

１ 月 ６ 日 （ 金 ） 

１ 月 ９ 日 （ 月 ） 

１ 月 13日 （ 金 ） 

１ 月 15日 （ 日 ） 

１ 月 17日 （ 火 ） 

 

午前９時30分から、こども会親善つな引き大会に出席。 

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１時30分から、ＭＯＡ美術館八尾児童作品展表彰式に出席。 

午後２時から、女性団体連合会新春のつどいに出席。 

午後６時30分から、体育振興会新春の集いに出席。 

1 2月 2 4日（土 ） 

1 2月 2 7日（火 ） 

1 2月 2 9日（木 ） 

 

 

１ 月 ５ 日 （ 木 ） 

１ 月 ６ 日 （ 金 ） 

１ 月 ８ 日 （ 日 ） 

 

１ 月 1 7日 （ 火 ） 

 

１ 月 1 8日 （ 水 ） 

１ 月 1 9日 （ 木 ） 

午前９時30分から、こども会親善つな引き大会に出席。 

午後２時30分から、リーダーシップ養成研修に出席。 

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。 

午後０時30分から、八尾芸能倶楽部・八尾まつり家会発足10周年記念

式典に出席。 

午後２時から、女性団体連合会新春のつどいに出席。 

午後６時30分から、体育振興会新春の集いに出席。 

午後１時から、教職員人事対策連絡協議会に出席。 

午後１時30分から、危機管理・防災講演会に出席。 
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等ございませんか。 

 ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

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 

八尾市立南木の本防災体育館条例の市議会議案提出の件 

八尾市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の市議会議案提

出の件 

八尾市公民館運営審議会委員の定数任期に関する条例の一部を改正す

る条例の市議会議案提出の件 

八尾市図書館条例の一部を改正する条例の市議会議案提出の件 

八尾市立くらし学習館の指定管理者指定の市議会議案提出の件 

安中新田会所跡旧植田家住宅の指定管理者指定の市議会議案提出の件 

 

【百瀨委員長】 議案審議に入る前に、本日審議いたします議案のうち議案第５号「八尾

市立くらし学習館の指定管理者指定の市議会議案提出の件」、議案第６号「安中新田会所

跡旧植田家住宅の指定管理者指定の市議会議案提出の件」につきましては、関係資料が、

八尾市公文書公開条例の規定により、公開可能な時期が来るまでは非公開とすべき文書と

なります。 

従いまして、この２つの案件は非公開審議にしたいと考えておりますが、委員の皆様方、

いかがでしょうか。 

 

【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５号並びに議案第６号につ

いては非公開で審議することにいたします。それでは、議事の進行上この案件については

他の議案審議及び報告等が終了した後で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  

【百瀨委員長】 それでは、議案審議に入らせていただきます。 

まず、議案第１号「八尾市立南木の本防災体育館条例の市議会議案提出の件」について

審議いたします。提案理由を杉島課長より説明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第１号「八尾市立南木の本防災体育館条

例の市議会議案提出の件」につい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す。 

 提案の理由としましては、八尾南高校跡地について、災害時の一時避難地及び避難所を

核とする災害に強いまちづくりを図るとともに、平常時にはスポーツ・レクリエーション

活動をはじめとする生涯学習の場の提供や市民の交流施設として活用するため、これまで
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ワークショップやパブリックコメント等を活用し、市民意見を踏まえた上で施設の整備を

図ってきたところであり、平成２４年度中の供用開始を予定しているところです。 

 これに伴い、平常時の体育館施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めた新たな条例

を制定する必要があり、ご提案いたすものです。 

 なお、防災公園に関する条例及び平常時の公園利用に関しましては、それぞれの担当課

において別途条例を整備する予定となっております。 

 それでは、お手元の八尾市立南木の本防災体育館条例（案）に沿ってご説明いたします。 

 第１条では、「市民のスポーツ推進等を図り、もって市民の健康の増進に寄与するとと

もに市民相互が交流を深めることを目的として、本市に八尾市立南木の本防災体育館を設

置する」旨を規定しています。 

 第２条では、名称を八尾市立南木の本防災体育館とし、位置については八尾市南木の本

三丁目１番地の９と定めるものです。 

 第３条では、事業として、「スポーツの推進等のための施設の提供に関すること」、及

び「その他第１条の目的を達するために必要な事業」を行うことと定めています。 

 第４条では、開館時間について、午前９時から午後９時までの開館とし、第５条では、

休館日を１２月３０日から翌年の１月４日までとするとともに、開館時間と休館日につい

ては、教育委員会が必要と認めるとき及び指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会

の承認を得て変更することができることとしています。 

 第６条では使用の許可を、第７条では許可制限を、第８条では使用許可の取り消し等を、

第９条では利用料金を規定しています。第９条の利用料金については別表において体育室

等の使用料、附属設備の使用料を定めていますが、使用料の算出にあたっては、施設の維

持管理費を根拠とし、本市の総合体育館並びに他市の類似施設の使用料金から計算したも

のです。 

 第１０条では利用料金の還付等を、第１１条では使用者の義務を、第１２条では権利の

譲渡等の禁止を、第１３条では特別な設備の設置等を、第１４条では原状回復義務を、第

１５条では建物等を損傷し、又は滅失したときの損害の賠償を、第１６条では体育館の管

理については指定管理者による管理とすることを、第１７条では指定管理者が行う管理の

基準を、第１８条では指定管理者が行う業務の範囲を、第１９条では本条例の施行につい

て必要な事項は教育委員会規則で定める旨を、それぞれ規定しています。 

 また、附則において、この条例は教育委員会規則で定める日から施行することとしてい

ます。 

 次に、別表の使用料についてご説明いたします。まず、「１ 体育施設等の使用料」の

「（１）専用使用」ですが、専用使用の定義については、備考１に定めるとおり「使用者

が体育館の施設を専用して使用すること」としています。施設使用については、体育室か

ら調理室までで、体育室については全面及び２分の１の分割使用も可能となっています。 

 次に、使用時間区分については、午前は９時から１２時、午後は１３時から１５時まで

と１５時３０分から１７時３０分、夜間は１８時から２１時までの区分を設けています。

その使用料については、本市の総合体育館の使用料を基に、各施設の面積及び機能を勘案

するとともに近隣類似施設の使用料を斟酌して算出したものです。 

 次に、備考２においては、各施設を専用使用する者が、中学生以下の者で構成する団体

である場合、各施設の使用料の額に０.５を乗じて得た額にすることを定めています。 
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 次に、備考３においては、本市民以外の方が使用される場合は１．３倍、使用者が入場

料の類を徴収する場合は４倍の使用料とすることを定めています。 

 次に、備考４においては、使用時間を延長または繰上げで使用することになった場合に

ついて、備考５においては、表に定める使用時間区分以外の使用時間区分について定めて

おり、その場合の使用料の額は、該当する時間区分の合計額とすることを定めています。 

最後に、備考６においては、料金計算における端数処理を定めています。 

 次に、「（２）個人使用」については、個人使用とは、備考のとおり「使用者が体育館

の施設を共同して使用すること」をいいます。施設としては体育室から調理室までとして

おり、その料金は体育室から武道場２までは２時間まで大人３００円、中学生以下１５０

円とするとともに、調理室については２時間まで２００円としています。 

 次に、「２ 附属設備の使用料」ですが、種別として「スポーツ器具」から「その他附

属設備」までを設け、単位としては、それぞれ貸し出す設備の内容による単位を定めてい

ます。 

 なお、体育室等の使用料及び附属設備の使用料については、第９条第２項のとおり、別

表で定める使用料の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定めるものとしています。 

 以上、はなはだ簡単な説明ではございますが、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、ご承認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

ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 この体育館の仕様については以前の協議会でも議論したとこ

ろですが、「防災」の文言はいつ、どのようにして加えられたのでしょうか。また、条文

に防災のことが一切書かれていませんが、どこかと連携をとっていくのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 八尾南高校は、地域防災計画により指定避難所に位置づ

けられていましたが、平成１６年３月末に閉校となり、当該地域での指定避難所がなくな

りました。また、当該地には広い避難地も設置されていないことを受け、平成１９年度に

作成された八尾南高校跡地活用基本計画において、一時避難地及び避難所等を核とする災

害に強いまちづくりを行うことが位置づけられました。その中で、体育館については、災

害時における避難所機能をはじめ、緊急支援物資の備蓄を行うとともに、公園部分と併せ

て市南西部の緊急時の活動拠点となる諸機能の導入が図られることとなったものでござい

ます。 

 これに基づきこれまで整備を進めてまいりましたが、体育館については、平常時活用と

して、スポーツをはじめ生涯学習やコミュニティ活動等においてご利用いただけるという

ことで、今回条例を提案するものです。 

 なお、防災については、防災担当課より別途条例を提案する段取りとなっています。ま

た、今後の管理等については、防災も含め、体育館としての機能を踏まえて、関係課との

連携を図り利用方法等を協議していきたいと考えています。 

 

【安藤委員長職務代理者】 市民に対して、どのように防災に関する周知をされる予定で
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すか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 施設ができた時に市政だより等でお知らせするとともに、

本市のホームページ等でもその位置づけ等を市民に周知していきたいと考えています。 

 また、この施設の管理運営については指定管理者に委ねることを条例に定めていますの

で、指定管理者の募集要項や仕様書に、防災に関する啓発や災害時の取組み等についても

ご提案等いただけるよう、文言を入れていきたいと考えています。 

 

【御喜田委員】 個人使用では、大人３００円、中学生以下１５０円になっていますが、

これはどのように施設を使われるのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 施設の利用については、専用使用として、団体が事前に

申し込んだ時間帯に施設をご利用いただくことを基本に考えています。 

 その他の利用としては、スポーツの種目や使用目的の内容によって個人での活動等にお

使いいただくことも可能ですし、市民のニーズもあると思っています。 

 現在、総合体育館においても、バドミントンや卓球など種目は限定していますが、専用

使用がない時間帯等を活用し、個人にもご利用いただくような利用方法をとっています。

南木の本防災体育館についても同様に、専用使用だけではなく、市民のニーズに応えてい

くため個人仕様を定めているものです。 

 

【木下委員】 舞台、映写機、音響設備等の附属設備を使用し、映画会や演劇等でこの体

育館を借りることはできるのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 施設の利用の仕方としては、スポーツ以外でも幅広く活

用いただけるものと考えています。 

使用目的は利用者によって変わると思いますが、この施設では舞台を使用した映画会、

演劇発表会等の催しも可能であり、その時にはマイク等の音響設備も必要となりますので、

このように使用料を設定しています。 

 

【木下委員】 ウイング等では、舞台の使用だけで貸し出しているのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 ウイングは舞台装置が常設されていませんが、催し等に

よっては簡易な舞台等の設置ができるようになっています。その場合、利用内容により、

施設使用料以外に料金をいただいて活用いただいております。 

今回は、高校の体育館を活用して整備されており、元から舞台がありますので、それを

生かした利用を図っていきたいと考えています。 

 

【木下委員】 防災体育館条例という名前になっていますので、市民のイメージとしては

スポーツ施設だと思われてしまいます。映画会や講演会でも使用できるというのであれば、

市民へのその旨のお知らせも考えているのでしょうか。 
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【杉島生涯学習スポーツ課長】 利用の仕方については、市政だより、ホームページ及び

施設のパンフレットなどで市民に周知を図っていきたいと考えています。 

 

【安藤委員長職務代理者】 調理室では飲食ができると解釈してよろしいのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 調理室については、調理台を６台設置することになって

おりますので、炊き出しや料理講座等が利用できるものと考えています。 

飲食については、無料のスペースを併設していますので、そちらで食事等をとっていた

だくことは可能であると考えています。 

 

【中原教育長】 八尾市の施設は「プリズムホール」「ウイング」「かがやき」「しぶ

き」など愛称がありますが、今後考える予定でしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 八尾市の施設はほとんどに愛称等がついています。今後、

愛称をつけるのか、もしくは、行財政改革の一環として、ネーミングライツとして広告企

業を募集し、施設に名称をつけるという方法もありますので、その点も含めて検討してい

きたいと考えています。 

 

【百瀨委員長】 プレイルームやコミュニティサロンは無料で使用できるのでしょうか。

また、これらの施設はどのような使用方法を考えていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 プレイルーム及びコミュニティサロンについては、この

施設の設置目的の一つに「コミュニティの形成」がありますので、自由にご使用いただけ

る無料の施設と位置づけています。また、プレイルームは、幼い子どもさんが安全に遊べ

るように、床面に弾力のあるカーペットを敷く予定としております。コミュニティ部分に

ついても、地域力を高めるために施設利用者及び近隣の方にご利用いただきたいと考えて

います。 

 

【百瀨委員長】 プレイルーム及びコミュニティサロンは無料になるので、その使用の仕

方については、子どものことも含めて色々と考えていかなければならないと思います。こ

の部分については、今後に向けてどのようにお考えでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 施設利用者が、利用時間を待つ間、または利用後に自由

にお使いいただけると思います。また、近隣の方が小さい子どもさんを遊ばせる場所とし

ても提供していきたいと考えています。 

詳細な利用方法等については、指定管理者が決まりましたら協議していきたいと考えて

います。 

 

【百瀨委員長】 指定管理者は、いつ頃決定されるのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 本条例案については、３月市議会定例会でご審議いただ
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き、議決いただけましたら条例に基づいて４月から指定管理者の選定に入っていきたいと

考えています。 

 選定作業については、選定委員会等で募集要項、仕様書等を確定し、その後、２カ月間

の指定管理者の募集期間を経て、指定管理者からの提案を受け、選定することになります。 

指定管理者指定議案については、平成２４年９月市議会定例会に提案し、議決いただけ

ましたら、指定管理者と細部の調整、協議に取り組んでまいりたいと考えています。 

 

【百瀨委員長】 防災担当課や公園担当課との関連になりますが、指定管理者は体育館の

みを管理するということでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 防災及び公園部分についても、市長部局より３月市議会

定例会に条例の制定並びに一部改正を提案するよう調整しています。また、指定管理者の

選定については、本課を中心に取り組んでまいります。指定管理者の選定にあたっては、

体育館と公園を一体として指定管理者の募集をすることとしており、防災の取組みや啓発

も含めてご提案いただけるようにしていきたいと考えていますので、今後、関係課と協議

しながら募集要項、仕様書等を作成してまいりたいと思います。 

 

【木下委員】 条例名は防災体育館条例ですが、防災施設、体育館、文化活動施設、無料

のコミュニティスペース、公園との関連など、非常に多目的に活用しようということにな

っていると思います。ですから、関係課で協議し、全体像が見えるようにしていただきた

いと思います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 委員がおっしゃるように、体育館だけでなく、公園やそ

の中にある一部有料の施設等も含めて様々な使い方ができると思いますので、市民の皆様

にその利用方法等を分かりやすく周知できるように、関係課で協議を進めてまいります。 

 

【百瀨委員長】 先程、課長から少しお話がありましたが、指定管理者の選定の中で防災

についても考えていくとのことですが、これはどういうことでしょうか。 

 

【伊藤生涯学習部長】 この施設については、体育館部分は教育委員会の生涯学習スポー

ツ課、公園部分は土木部のみどり課、防災部分は人権文化ふれあい部の地域安全課が所管

いたします。 

旧八尾南高校が廃校になった時から、公共スペースとしての活用方法については、政策

推進課を中心に関係課と十分に連携をとりながら地域住民と協議してまいりました。また、

市民からも色々なご意見をいただく中で整備計画の策定を進めてまいりました。その中で、

平成２０年度には防災公園の整備構想、平成２１年度には整備計画の策定というプロセス

を踏み、この条例が仕上げとなっているところです。 

防災の位置づけについては、昨年３月の東日本大震災を受け、安全・安心は市政の大き

な柱となってきています。その中で、我々も防災の位置づけをしっかりと据える必要があ

り、この条例の理念に盛り込んでいくために市全体で最終検討をしている段階です。 

 このように、防災体育館、防災公園については、当初から関係課が連携して整備を進めて



－9－ 

まいりましたが、最終的には指定管理者に施設運営をお願いすることになります。その仕様

についても関係課が連携して作っていくことになりますが、平常時の防災啓発、防災教育の

事業内容を十分協議し、市としての考えを落とし込んでいきたいと思います。それに基づき、

指定管理者は独自で創意工夫を凝らしながら運営をしていただくことになります。 

 

【百瀨委員長】 今のお話では、防災をしっかりと位置づけて進めていきたいというお考

えかと思います。そうすると、防災体育館に非常用電源や、太陽光発電などの自然エネル

ギー設備が備わっているかどうかなど、色々な問題が指摘されると思いますが、施設の機

能整備についてはどのように考えていますか。 

また、防災との連携については、防災体育館の扱い方を含めてしっかりと考える必要が

ありますが、平常時の防災訓練等はどのように対応していくのでしょうか。更に、災害対

策本部が設置されたときは、どのような対応を考えておられますか。 

 

【伊藤生涯学習部長】 防災施設としての機能については、非常に厳しい財政状況の中、

施設整備を進めてまいりました。例えば、電気・ガス・水道などライフラインが使用でき

なくなった場合については、水は地下に貯水槽があります。また、火については、炊き出

しができるようにプロパンガスを整備し、緊急時に対応できるようにしています。 

 ただ、太陽光パネル等は未設置の状態で供用を開始することになります。これについて

は、学校施設も緊急時の避難所と位置づけていますが、市の避難所としての防災機能の整

備における大きな課題であると考えています。 

このような中で、防災体育館の防災機能も課題となりますので、防災担当部局と連携し、

取り組んでいきたいと考えています。 

 

【百瀨委員長】 問題が発生したときには施設管理者が対応しなければならないですので、

所管が複合的になるのであれば、防災に関して十分に考えていかなければならないと思い

ます。また、防災意識を高めるための訓練など、色々な取組みについても今後詰めていく

必要があると思います。混乱を招くことなく、市民にとって使いやすくなるように検討し

ていただきたいと思います。 

それでは、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「八尾市立南木の本防

災体育館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。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第２号の審議に入りますが、議案第３号、議案第４号と関連

するため、一括して進めたいと思います。議案第２号「八尾市公民館設置及び管理条例の

一部を改正する条例の市議会議案提出の件」、議案第３号「八尾市公民館運営審議会委員

の定数任期に関する条例の一部を改正する条例の市議会議案提出の件」及び議案第４号

「八尾市図書館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、一括して審



－10－ 

議を行います。提案理由を杉島課長、竹内次長より説明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それではまず、議案第２号「八尾市公民館設置及び管理

条例の一部を改正する条例の市議会議案提出の件」及び議案第３号「八尾市公民館運営審

議会委員の定数任期に関する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、

２件一括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す。 

 提案の理由としましては、平成２３年８月３０日に公布された地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、社会教育法

が一部改正され、改正後の社会教育法第３０条の規定により、公民館運営審議会委員の委

嘱の基準について、文部科学省令で定める基準を参酌し条例で定めることとなったことに

伴い、八尾市公民館設置及び管理条例並びに八尾市公民館運営審議会委員の定数任期に関

する条例を改正する必要があり、それぞれご提案いたすものです。 

 それでは、お手元の「新旧対照表」に沿って改正内容についてご説明いたします。 

 はじめに、八尾市公民館設置及び管理条例の一部改正については、第５条の審議会の設

置において、第２項中に「委嘱の基準」を追加するものです。 

 次に、八尾市公民館運営審議会委員の定数任期に関する条例の一部改正については、条

例名を「八尾市公民館運営審議会委員の委嘱の基準、定数及び任期に関する条例」と改め

るとともに、第１条に第２項を加え、委員の委嘱基準として、「（１）学校教育の関係

者」から「（５）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者」までを追加

するものです。 

 なお、これら２件の条例については、平成２４年４月１日から施行いたすものです。 

 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。何

とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

【竹内生涯学習部次長】 続いて、議案第４号「八尾市図書館条例の一部を改正する条例

の市議会議案提出の件」についてご説明いたします。 

 提案の理由ですが、平成２３年８月３０日に公布された地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、図書館法第１５条

及び第１６条が改正され、改正後の図書館法第１６条の規定により、図書館協議会の委員

の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌し、条例で定めることとなっ

たことに伴い、八尾市図書館条例の一部を改正する必要がありますので、ご提案いたすも

のです。「八尾市図書館条例の一部改正 新旧対照表」をご覧願います。 

 条例改正の内容ですが、八尾市図書館条例第５条に八尾市図書館協議会の委員の任命の

基準となる第２項を加え、「（１）学校教育の関係者」、「（２）社会教育の関係者」、

「（３）家庭教育の向上に資する活動を行う者」、「（４）学識経験のある者」、

「（５）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者」のうちから教育委員

会が任命し、または委嘱するとするもので、図書館法施行規則第１２条で規定する参酌す

べき基準に加え、教育委員会が必要と認める者を基準に加えたものです。 

 なお、条例の施行については、図書館法改正の施行日である平成２４年４月１日からと
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いたします。 

 以上、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。 

 

【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

ございませんか。 

 

【木下委員】 社会教育法等が変わることによる変更ですので、条文上の問題はないと思

いますが、現在のそれぞれの委嘱基準とのずれ等について問題はないのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 現在、公民館運営審議会委員の委嘱はしていませんが、

法律の改正前に委嘱されている委員との関係については、現行の社会教育法の基準に基づ

いて委嘱したものですので、問題はないと考えています。 

 今後は、新たに地域の自主性及び自立性を高めるために、それぞれの施設に応じて必要

な委員を委嘱できますので、更に実際の施設運営に即した委員の委嘱が可能になるものと

考えています。 

 

【竹内生涯学習部次長】 図書館においても、全ての委員が今回の５つの基準に該当して

いますので、特に変動はないと考えています。 

 

【伊藤生涯学習部長】 公民館については、平成６年度に中央公民館機能を引き継いで生

涯学習センターを設置し、そのときに中央公民館を廃止いたしました。 

また、生涯学習センター運営審議会を設置し、生涯学習のあり方、生涯学習センターの

運営のあり方等について、幅広くご審議いただいている状況であります。なお、生涯学習

センター運営審議会委員の構成については、現行の公民館運営審議会委員の選出基準に沿

って委嘱を行っています。 

 

【木下委員】 中央公民館を廃止し生涯学習センターにしたという説明がありましたが、

公民館機能を生涯学習センターやコミュニティセンターに置きかえているのでしょうか。

また、それは、法律に規定されている公民館の役割に矛盾せず、むしろプラスアルファの

機能があるのでしょうか。 

 

【伊藤生涯学習部長】 公民館は古くからある施設であり、生涯学習という考え方は昭和

５０年代の後半から出てきた新しい考え方です。以前は「生涯教育」と言われていた時代

もありましたが、現在は生涯学習の関係法律もできています。 

本市においても、従前は社会教育部でしたが、生涯学習社会を形成していくことから、

現在は生涯学習部になっています。 

生涯学習センターについては、いつでもどこでも学習できる場として、公民館機能も含

めて幅広く事業を展開するために設置しました。現在、この施設では個人の学習ニーズだ

けでなく、社会の要請も含めて、教室・講座を幅広く展開しており、公民館としての機能

も十分に果たしていると考えています。 

 現在、中央公民館機能は生涯学習センターに移っていますが、地区公民館は八尾市公民
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館設置及び管理条例に基づいて８館あります。 

この運営のあり方について審議する機関が公民館運営審議会であり、その設置条例もあ

りますので、今回は法改正に合わせて必要な条文改正を行うものです。 

なお、地区公民館長は生涯学習スポーツ課長が兼ねることになっており、公民館運営審

議会はその諮問機関になりますので、地区公民館の運営に課題があれば地区公民館長が公

民館運営審議会に諮問することになります。 

ただ、現在は各コミュニティセンター運営協議会に地区公民館の運営を実質的にお任せし

ていますので、協議会で地域住民の意向を踏まえた適切な運営をしていただいていると考え

ています。従って、現在、八尾市公民館運営審議会委員を委嘱していない状況ですが、委嘱

の必要が今後生じることもありますので、必要な条項の整備を行うということです。 

 

【百瀨委員長】 今回の条例改正では委員の委嘱基準を提案されていますが、法改正の趣

旨をどのように捉えていますか。 

 

【伊藤生涯学習部長】 この度の改正の趣旨については、現政権の地域主権改革の取組み

の一環として、基礎自治体である市町村が責任を持って自主的に取組みを行うため、法に

よる縛りをなくしていくという大きな方向性があります。これまでは社会教育法あるいは

図書館法により委員の委嘱基準に縛りがありましたが、今回の法改正により、市町村で責

任を持ち、自主的に決めていくことになります。 

ただ、公民館や図書館は社会教育施設として全国的に一定の一体性を保つ必要もありま

すので、標準的な基準はそれぞれの法の施行規則で参酌すべき基準が決められています。

これを踏まえ、各自治体で地域の事情に合わせて条例で定めていくことになります。 

 

【百瀨委員長】 公民館としての機能は果たされているのでしょうか。 

 

【伊藤生涯学習部長】 生涯学習部には、公民館機能も含めた地域の生涯学習振興のため

に、１施設当たり１７０万円の予算があります。これについては、１０館のコミュニティ

センター運営協議会に、公民館事業も含めた生涯学習事業の運営を委託し、適切に運営し

ていただいております。 

 

【植田教育次長】 現在、１０館のコミュニティセンターにおいては、公民館が本来行う

べき機能も十分に発揮されており、地域コミュニティの醸成も踏まえた施設運営をしてい

ただいております。 

 今回の条例改正については、国の地域主権改革の一環として、社会教育法の改正に伴う

ものであると理解しています。 

なお、中央公民館機能を持つ生涯学習センターの学習プラザ運営審議会委員の構成につ

いては、この法改正に伴って新たに委員を委嘱するのではなく、これまでの委員の皆様に

引き続きご審議いただくことになります。 

また、地区公民館については、地区公民館長である生涯学習スポーツ課長が、必要であ

れば公民館運営審議会に諮問していくことになりますので、齟齬はないと理解していると

ころです。 
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【百瀨委員長】 今回の法整備では、明確に地域の自主性及び自立性を高めることが打ち

出されていますので、八尾市として公民館の取組みが市民にはっきり分かるようにしてい

ただきたいと思います。 

また、今回の条例改正に伴い、公民館についてはコミュニティセンター運営協議会で機

能していることが浮き彫りになりますので、もう少し方向性を考えていかなければならな

いと思います。コミュニティセンターとしてその機能を十分果たしているのであれば、そ

の方向性を明確に示していく中でそれが見えるようになるのではないでしょうか。 

 

【伊藤生涯学習部長】 平成５年度までは、地区公民館長を任命し各地区公民館に教育委

員会の職員を配置していましたが、平成６年度に生涯学習センターが完成し、中央公民館

を廃止しました。また、コミュニティセンター事業と公民館事業を１つの施設で一体的に

行っていましたが、所管がそれぞれ分かれていましたので、事業のあり方を見直したとこ

ろです。その中では、公民館長については生涯学習の所管課長が兼ねることとし、８館に

配置していた教育委員会の職員は、併設の出張所職員に業務を行っていただくように見直

しました。また、公民館事業についてはコミュニティセンター事業の中で一体として運営

していくという大きな見直しを行ったわけです。 

ただ、公民館の位置づけについては、国庫補助を受けて施設を整備していましたので、

設置条例を残していました。 

そして、現在コミュニティセンター運営協議会において、生涯学習という枠組みで幅広

く事業を展開しているところですが、公民館のあり方については問題意識を持っており、

市長部局でもコミュニティセンターの運営のあり方について検討を行っています。 

従って、ご指摘については課題であると考えておりますので、コミュニティセンターの

あり方を検討する場においても論議してまいりたいと考えています。 

 

【百瀨委員長】 市民のために公民館事業を残していることをはっきり言い切っていくた

めに、今後の方向性を明確に示していただきたいと思います。 

 

【木下委員】 公民館とコミュニティセンターとの関係ということでは、八尾市では、例

えば志紀公民館を志紀コミュニティセンターと称していると理解していいのでしょうか。

または、そこまで至っていないけれども、そのような構想を考えている途中なのでしょう

か。それとも、別々の施設ということになるのでしょうか。 

 

【伊藤生涯学習部長】 コミュニティセンターは、中学校区毎に整備されており、八尾市

立コミュニティセンター条例に基づいて設置されています。また、公民館については、八

尾市公民館設置及び管理条例で位置づけられていますので、建物としては、出張所も含め

た複合施設ということになります。 

事業については、従前は、公民館事業は教育委員会が行い、コミュニティセンター事業

は市長部局が行っていましたが、現在はコミュニティセンター事業として、コミュニティ

センター運営協議会で主体的に行っていただいております。 

現在も八尾市公民館設置及び管理条例がありますが、このあり方については問題意識を

持っているところです。 
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【木下委員】 コミュニティセンター事業以外に公民館事業を行っているということでし

ょうか。 

 

【伊藤生涯学習部長】 教育委員会では、地区生涯学習費として１地区あたり１７０万円

の予算を持っており、コミュニティセンター運営協議会に委託を行って生涯学習事業を展

開していただいております。 

 

【木下委員】 生涯学習事業は公民館事業として理解していいのでしょうか。 

 

【伊藤生涯学習部長】 公民館事業だけでなく、生涯学習という枠組みで幅広く行ってい

るという位置づけになります。 

 

【植田教育次長】 先程申しましたように、現在、コミュニティセンターは１０館、地区

公民館は８館あります。 

コミュニティセンターの整備については国から補助金を受けており、公民館として補助

金を受けて建設している施設が８館です。つまり、１０館のコミュニティセンターのうち

８館は、ある側面から見ると地区公民館になり、別の側面から見ればコミュニティセンタ

ーであるという、２枚の羽織を着ているように名称が被っている状況です。 

国に説明する段階では、コミュニティセンターと公民館を別々にする必要がありますの

で、苦肉の策として、そのような機能があるという説明を現在まで行っていました。 

また、事業については、実質的にコミュニティセンターの活動に公民館事業が含まれて

います。ただ、それを公民館事業と規定すると、コミュニティセンター活動あるいは生涯

学習活動はどうなるのかという指摘を受けることになります。そこで、生涯学習部から各

地区コミュニティセンター運営協議会に委託している事業は、公民館事業に地域コミュニ

ティ醸成活動も包含された、地域としての活動を「生涯学習活動」として委託するという

判断をしたものです。 

今後の考え方については、このように複雑な施設の条例は、整合性を図るために統一的

な改正がなされていくべきであるという認識を持っています。ただ、改正時期については、

地域でご理解をいただいている施設であり、補助金の関係もありますので、一定年数が経

過した中できちんと検証し、国に対しても説明できる状況で改正していくべきであると考

えています。教育委員会と市長部局の調整の中で、然るべき時期に条例を改正していくべ

きと考えています。 

 

【百瀨委員長】 公民館長を置き、公民館運営審議会委員を選任することになっていれば、

市民は公民館として活用されている施設であると考えると思います。その意味で、教育委

員会としての方向性をしっかり示していくことが大事になりますので、再度事務局で話し

合っていただきたいと思います。また、併せて委員の公募についても考えていただきたい

と思います。 

 それでは、他にご意見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２号から第４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。 
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【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

ついて、いずれも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。八尾市教育振

興計画（案）について、田辺理事より報告願います。 

 

【田辺理事】 八尾市教育振興計画（案）については、これまで教育委員会及び協議会に

おいて幾度も議論を行い、ご意見をいただいてきたところです。そのような中で、先般、

計画案に対するパブリックコメントを実施しましたので、その結果と計画案の修正につい

てご説明いたします。資料１をご覧いただきたいと思います。 

 計画案に対するパブリックコメントについては、１２月１日から１月５日までの１カ月

間募集を行いました。１５名及び団体から３４件のご意見をいただきました。内訳として

は、第２章の学校園での主な取組みの内容に関するものが２件、３章の基本理念、めざす

子ども像に関するものが８件、４章の今後の取組みに関するものが１６件、５章の計画の

推進に関するものが１件、その他計画全体に対するものが７件という状況でした。 

 非常に沢山のご意見をいただきましたので一つずつ紹介することはできませんが、計画

案に反映させたご意見に絞って、意見・提言の内容、それに対する市の考え方についてご

説明いたします。 

 まず、番号１番です。教育基本法で定められた目的、目標が計画案に十分反映されてい

ないのではないかということで、教育基本法の条文や学習指導要領を計画案に掲載しては

どうか。また、基本理念、めざす子ども像、あるいは基本方針に教育基本法で定められた

目的を明記してはどうかというご意見です。これに対しては、教育基本法の条文について

は、この計画の根拠法でもありますので資料として掲載するようにいたします。また、学

習指導要領についても、計画案の１２ページにも記載しているとおり学校園では幼稚園教

育要領、学習指導要領に基づいて教育活動を行っていますので資料として掲載しますが、

要領の内容が非常に広範囲に亘ることから、各要領の総則を掲載するように考えています。

更に、教育基本法に合わせてめざす子ども像の文言を一部変更します。 

次に、番号４番です。基本理念あるいはめざす子ども像に道徳力を入れてほしいという

ご意見です。これに対しては、先程の１番への対応と重複しますが、教育は道徳心を含め

教育基本法に定められた目標を達成するために行われるものであるということで、このこ

とを踏まえてめざす子ども像を定めることを第３章で明記いたします。 

 次に、番号６番です。基本理念にある「生き抜く」という文言について、生き残りをか

けて戦いを強いるようなイメージを持つというご意見です。これについては、市民に誤解

が生じるおそれがあるということで、文言を改めてまいりたいと考えています。 

 次に、番号１５番です。第４章の特別支援教育の取組みで、個別の教育支援計画につい

ては学校教育だけで行うというものではなく、福祉や医療等の関係機関との連携の下で進

めていく必要があるので、そのことを明記してはどうかというご意見です。これに対して
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は、「現状と課題」の中で文言を追加いたします。 

 次に、番号１６番から１８番です。これについては同じ箇所に対するご意見で、第４章

の在日外国人教育の充実に関して、市民会議において幼稚園における実態はどうなのかと

いう議論があった中で文言を入れた箇所についてのご意見です。これに対しては、現状で

は日本語指導を必要とする幼児が幼稚園に在籍していないことから幼稚園と小・中学校を

区別して記載していましたが、この項目全体について小・中学校と幼稚園を併せた記述に

なるよう修正します。 

 次に、番号１９番です。同じく在日外国人教育の充実に関して、本市では平成２年に八

尾市在日外国人教育基本指針を定めていますので、これを踏まえた表現が必要ではないか

というご意見です。これに対しては、今後の方向性に文言を追加しています。 

 次に、番号２５番です。第４章の図書館サービスの記述の中で、「子ども読書活動推進

計画」については平成２０年度に終了しており、その評価等が必要ではないかというご意

見です。これに対しては、期間が終了した計画についての記述があること自体適切ではあ

りませんので、削除いたします。 

 計画案に反映させたものは以上ですが、その他にも貴重なご意見を沢山いただいており

ますので、今後の取組みの参考にしたいと考えています。 

 続けて、パブリックコメント及び教育委員会での検討を踏まえ、計画案を修正した箇所

についてご説明いたします。 

 お手元の計画案の第１章の５ページで、「計画の期間」で本計画の見直しについては、

教育委員協議会でご意見をいただいたとおり、学習指導要領等が改訂された場合も必要に

応じて見直しを行うという文言を追加いたしました。 

 次に、第２章の６ページから９ページのグラフで、児童等の推移の今後の見込みも表示

したほうがよいだろうというご指摘をいただいていましたので、平成２７年度の推計を加

えました。 

 次に、第３章の２４ページで、めざす子ども像のキャッチフレーズを「未来を切り拓く 

チャレンジする『八尾っ子』」としました。これについては、これまで教育委員協議会や

市民会議でも検討してまいりましたが、これまでの案の９つの子ども像の１つである「未

来の社会を支える子ども」は、めざす子ども像全体の方向性を示していることを踏まえて、

キャッチフレーズとして格上げし、全体を反映するよう改めて位置づけました。 

 なお、２４ページの説明文については、「未来の社会を支える子ども」の説明文を一部

修正した内容ですが、一部、めざす子ども像全体を表す中に入らない部分については、

「人とのつながりを大切にする子ども」に文言を加えるように修正しています。 

 また、めざす子ども像の並び順については、教育基本法に定められた教育の目標に合わ

せて若干変更するとともに、「地域や郷土を愛する子ども」についてもパブリックコメン

トのご意見を踏まえ、教育基本法の文言に合わせて「わが国と郷土を愛する子ども」に修

正しています。それに伴って、２７ページの説明文も修正しています。 

 次に、第４章の４０ページの「特別支援教育の充実」、４１ページの「在日外国人教育

の充実」、４８ページの「図書館サービスの充実」については、パブリックコメントでの

ご意見を踏まえて文言の修正を行っています。 

 次に、第５章の成果指標については、これまで「全国平均」を目標としていましたが、

「全国平均を上回る」と文言を変えました。 
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 最後に、資料については、パブリックコメントでのご意見を踏まえて、教育基本法の条

文、幼稚園教育要領並びに小・中学校、特別支援学校それぞれの学習指導要領の総則を追

加しています。また、学習指導要領のこれまでの変遷については削除しています。 

 以上、八尾市教育振興計画（案）のご報告とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 

【百瀨委員長】 八尾市教育振興計画については、各委員からも色々とご指摘いただき、

要望や所見も出してまいりました。今回は、事務局がこれらを十分に踏まえ、修正してい

ただいたのではないかと思っています。 

 本日はパブリックコメントで出されたご意見を踏まえて修正した点、また、めざす子ど

も像を考えていく上で、キャッチフレーズを考えてはどうかという先般の意見に対して案

を提示していただきました。 

これらにつきまして、委員の皆様方、ご意見等はございますか。 

 

【木下委員】 前回の定例教育委員会で、キャッチフレーズがあれば分かりやすいという

ようにお願いし、今回、このようにつけていただきましたので、めざす子ども像が目に浮

かぶようになったと思っています。ただ、そうすると下の子ども像の並びはこれでいいの

かという疑問が出てきているのですが、その点は検討されているのでしょうか。 

 

【田辺理事】 めざす子ども像の並び順については、これまでにもご意見をいただいてい

ました。並び順については特に意味を持たせるのではなく、８つの子ども像が全て大事で

あることを強調したいと考えています。ただ、文章で表記する場合、どうしても順番が出

てまいりますので、本計画の基本となる教育基本法の目標の順に沿ったほうが馴染みやす

いということから、このように整理いたしました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 このキャッチフレーズは、パブリックコメントの時には出さ

れていないと思いますが、改めて市民に意見を求めていくことになるのでしょうか。 

 

【田辺理事】 改めてパブリックコメントを実施することは考えておりません。ただ、以

前に市民会議でも、もう少し分かりやすいキャッチフレーズを出したほうがいいのではな

いかというご意見があり、事務局としては、検討していくというお答えをしましたので、

次回の市民会議で改めてご説明し、ご意見をいただきたいと考えています。 

 

【安藤委員長職務代理者】 教育基本法に則り整合性をとっていることは分かりますが、

八尾市独自の意図を持ってほしいと思いました。 

 

【田辺理事】 ８つのめざす子ども像については、どれも欠かすことができない大事なも

のであり、順番に１つずつやり遂げていくものではありませんので、順位をつけるもので

はないと考えています。 

 また、内容によっては大きな範囲を位置づける子ども像もあれば、小さな部分を位置づ

ける子ども像もありますので、順番をつけにくいという考えもあります。 
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【安藤委員長職務代理者】 計画案の３ページでは、総合計画のまちづくりの目標に番号

をつけて集合的なデザインになっていますが、めざす子ども像はただ並べているという感

じですので、視覚的なものと文章の内面がつながるように考慮していただきたいと思いま

す。教育基本法に則っていると言われても、市民には理解しにくいところがあると思いま

すので、市民会議のときにも事務局の考えをきちんとお話いただくと、理解していただけ

ると思います。 

 

【田辺理事】 意図が分かるように表現の仕方を工夫していきたいと思います。例えば、

３ページでは円を描くような並び方で示していますので、そのようなデザインも含めて考

えていきたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 これから文章を付け加えていくことは非常に難しいと思いま

すが、今後の方向性として追加していく必要があるものもあると思います。そのことにつ

いて、お考えがあれば教えていただきたいと思います。 

 

【田辺理事】 本計画は、今後１０年の方向性を示すものになりますので、最新の課題、

方向性を絶えず出していきたいと考えています。 

その意味では、この案を作る段階まで、行政として方向性を明確に出しにくい課題もあ

りました。例えば、中学校給食や防災教育は大きなテーマになりますので、今の取組みに

合った方向性を示すようにしていきたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 この計画は平成２４年度に出されると理解してよろしいですか。 

 

【田辺理事】 本計画は今年度に作り上げていきます。なお、計画策定後、大きな変更等

が必要であれば、その時に応じて見直していきたいと考えています。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご意見等がないようですので、以上で報告事項を終わり

ます。 

 委員の皆様方から他に何かございませんでしょうか。 

 事務局から何かございませんか。 

 それでは、非公開の議案審議に先立ち、本日の署名委員を指名いたします。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、よろしくお願いいたします。 

 以下の審議については非公開で行うことにいたします。 

 

（以下、非公開審議） 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案第５号「八尾市立くらし学習館の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。提案理由を杉島課長より説明願います。 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 ただいま議題となりました議案第５号「八尾市立くらし

学習館指定管理者指定の市議会議案提出の件」につい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
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より、委員会の議決を求めるものです。 

 提案の理由としましては、八尾市立くらし学習館については平成２１年４月より特定非

営利活動法人関西消費者連合会と八尾市女性団体連合会の共同企業体が指定管理者として

施設の管理運営を行ってまいりましたが、平成２４年３月３１日をもって指定期間が満了

となるため、平成２４年４月１日以降の新たな指定管理者を指定する必要があるため、本

案を提出するものです。 

 それでは、お手元の資料１「八尾市立くらし学習館の指定管理者の候補者の選定につい

て」に沿って、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。 

 まず、公募については、市政だより１０月号及び市のホームページに掲載し、平成２３

年９月３０日から同年１１月３０日までの間募集を行い、その間に実施した現地説明会に

は１団体の参加があり、参加いただいた団体より応募があったものです。 

 また、選定については、資料２のとおり、学識経験者、市民代表及び公認会計士各１名

と庁内委員２名の計５名による生涯学習部指定管理者選定委員による会議を行い、資料３

の評価指針に照らして審査した結果、資料４の「指定管理者応募団体の評価表」に記載の

とおり、応募団体の得点として６００点中５１４点となったところです。 

 なお、選定基準の項目毎の得点は資料４のとおりですが、審査にあたっては、これまで

３年間の施設の管理運営やボランティアである会員を活用した事業展開などこれまでの実

績が評価されるとともに、それを踏まえた上での施設の管理運営や事業計画の内容であっ

たこと、及び地域のネットワークや公的機関等との連携等の提案から更なる事業展開が期

待できること等が選定委員に評価されたものと考えています。 

 選定の結果としては、八尾市立くらし学習館の指定管理者候補には、八尾市本町三丁目

１０番１０号、特定非営利活動法人関西消費者連合会 理事長 角田禮子を代表者とする、

特定非営利活動法人関西消費者連合会・八尾市女性団体連合会の共同企業体を選定いたし

ました。 

 なお、指定の期間は平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までの５年間といた

すものであります。 

 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。何

とぞよろしくご審議の上、ご承認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、この件につ

いてご意見等ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 現地説明会の参加団体は１団体でしたが、その後の指定管理

者の選定手続きに問題はありませんでしたか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 指定管理者の選定については、本市で定められている

「公の施設の指定管理者制度に関する基本指針」があります。その中で、１団体のみの応

募であった場合、審査会においては、選定基準に照らして指定管理者の適格性を総合的に

評価し、最低基準点を超え指定管理者として施設を管理させることが適正であると認めら

れる場合に限り、指定管理者候補として選定するように定められています。 

今回の手続きにおいても、選定委員会で５名の委員により審査いただいた結果、指定管
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理者の候補者として選定されましたので、手続上の問題はないものと考えています。 

 

【安藤委員長職務代理者】 前回の応募団体も１団体だけでしたので、今回が２団体以上

であれば、それだけ市民に周知され、その施設を利用する人たちが増えたということだと

思います。今回の公募に関する周知方法については、どのように分析されていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 前回の指定管理者の選定では１団体しか応募がなく、今

回もその団体が改めて指定管理者の候補者に選定されたことを受け、指定管理者制度の導

入目的である競争性に欠けるという点については反省しているところであります。 

今回は募集期間を２ヶ月に延ばし、委託料の見直しも行いました。特に、この施設につ

いては利用料収入がなく、本市からの委託料のみで事業を展開されていましたので、今般

の指定管理者の募集では、１社でも多くの団体もしくは企業に応募いただけるように、人

件費等の委託料の算出を再度見直しました。しかし、大変残念ではありますが、結果的に

１団体しか応募がありませんでしたので、今後の募集の方法については再検討が必要であ

ると考えています。 

 

【安藤委員長職務代理者】 指定管理者にとっての施設としての魅力がないのであれば、

委託料も含め、魅力を感じてもらえるような方向性を考えていく必要があると思います。

また、施設を周知し市民に利用されることによって、施設の位置づけがより重要になると

思います。今回の指定期間は平成２４年４月１日から５年間ですが、何とか踏ん張ってほ

しいと思います。 

 

【百瀨委員長】 競争原理に基づき、複数団体の中から指定管理者を選定することが大事に

なりますので、応募が１社だけというのは、よかったということでは済まないと思います。 

また、この件は行政に対する評価としても捉えなければならないと思いますので、今後

十分に分析し理由を明確にした上で、公募のあり方を考えていただきたいと思います。 

 

【中原教育長】 評価表を見ると、全体的には８割５分の得点であり、「公民協働の推

進」の点数は高いのですが、「管理運営体制」が比較的低いようです。 

今回選定された団体は、公民協働の活動において市民の誰もが認めるような組織ですの

で、今後は組織として様々なノウハウを集中しながら、管理運営にも力を入れていただく

ようにお願いしたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 今後、改めていくところがあれば積極的に提案していただき、市民がよ

り利用しやすいように取り組んでいただきたいと思います。そのような点で、何か考えら

れていることはありますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 施設の利用時間は午前９時から午後５時までとなってお

り、この開館時間が３年前の選定で課題となりましたので、今回の募集にあたっては、募集

要項の中で、開館時間外の活用も含めてご提案いただきたいという項目を入れ、今回の候

補者からもその点について取り組んでいきたいという提案をいただいています。 
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指定管理者が確定すれば、具体的な取組み等について協議していきたいと考えています。 

 

【百瀨委員長】 前回は管理委託料が大変低額であったと聞いていますが、これについて

は特別な理由があったのでしょうか。また、今後はこのことについて、どのように見直し

ていきたいと考えておられますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 前回の募集では、それまでに施設で行われていた講座等

の運営委託に関する内容に沿って委託料を積み上げ、指定管理料を試算していました。 

しかし、指定管理者として受けていただくにあたって、採算面でメリットがあまりなか

ったと感じられましたので、今回の指定管理料の算出にあたっては、事業内容を再度検討

し、時間外の活用等も含めた提案がいただけるように考えました。また、施設の管理責任

者の人件費を本市の基準に沿って算定し、指定管理料を決めたところです。 

 

【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「八尾市立くらし学習

館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。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第６号「安中新田会所跡旧植田家住宅の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。提案理由を渞課長より説明願います。 

 

【渞文化財課長】 それでは、議案第６号「安中新田会所跡旧植田家住宅の指定管理者指

定の市議会議案提出の件」についてご説明いたします。 

 本件については、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。 

 提案の理由としては、安中新田会所跡旧植田家住宅は、平成２１年４月よりＮＰＯ法人

ＨＩＣＡＬＩが指定管理者として管理運営を行ってまいりましたが、平成２４年３月３１

日で指定期間が満了となるため、次年度以降の新たな指定管理者を指定する必要がありま

すので、本案を提出するものです。 

 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、資料１「安中新田

会所跡旧植田家住宅の指定管理者の選定について」をご覧ください。 

 公募については、市政だより及びホームページに掲載し、昨年９月３０日から１１月３

０日までの間募集し、現地説明会には５団体の参加がありましたが、最終的には２団体か

ら応募があったものです。 

 また、選定については、資料２のとおり学識経験者、市民代表者、公認会計士と庁内委

員２名の計５名からなる生涯学習部指定管理者選定委員による会議を行い、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条にある選定基準に従って評価しまし
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たところ、資料４の評価集計表のとおり団体Ａが４５８点、団体Ｂが４３１点となりまし

た。選定基準の項目毎の内訳は別紙のとおりですが、「２ 管理運営体制」から「６ 経

費の効率性」の５項目において、団体Ａが団体Ｂの点数を上回りました。 

 委託の基本となる管理運営体制においては、運営に対する姿勢や人材確保の面において

公的施設を安定的に運営できることや、施設運営の方向性や地域経営の観点という面では

これまでの活動経験を生かして提案された学校教育及び地域との連携等が優れていること

から、公の施設の効用を十分に発揮できることが評価され、施設の管理運営において設置

目的が達成されるものと選定委員各位が判断されたものです。 

 その結果、安中新田会所跡旧植田家住宅の指定管理者候補には、大阪府八尾市明美町１

丁目２番３－４０６号に所在するＮＰＯ法人ＨＩＣＡＬＩを選定いたしました。 

 なお、指定の期間は平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までの５年間といた

すものです。 

 以上、簡単な説明ですが、提案理由及びその経過等でございます。何とぞよろしくご審

議の上、ご承認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

疑ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 資料４の評価集計表で、５項目に関しては団体Ａが高かった

とのことですが、「１ 団体について」の差は、どの点に違いがあったのでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 団体の評価については、落選した団体の点数が非常に高かった項目で

す。これについては、もう一方の団体が組織的に大きな組織、資金を持っています。それ

に比べて、今回選ばれた指定管理者候補については、基本財産等を含めて非常に小さなも

のであります。 

ただし、公認会計士の選定委員からは、それが必ずしも施設運営に大きな影響を与えるも

のではないというご意見をいただきましたので、それほど大きな差にはなっていません。 

従いまして、この点数の差については、団体規模等から差がついたとお考えいただけれ

ばと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 同じく資料４で、団体Ａは「学校教育や生涯学習への配慮」

は点数が高いのですが、「他の公共施設との連携」の評価はあまりよくなかったというこ

とでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 今回選定されたＮＰＯ法人ＨＩＣＡＬＩは、学校教育との連携として、

昨年度に１１校で出前授業を行ってまいりましたので、高い評価を受けています。また、

地域経営という観点でも非常に高い評価を受けています。例えば、今回の提案では、地域

の方を含めた管理運営ミーティングの実施、地域ボランティアの設置を挙げています。特

に、地域ボランティアについては、地域のネットワークを広げると同時に、その地域の活

性化を図るという提案がなされています。 

 その他にも、地域に根差したものとして「植松史」を作成するため、地域のお年寄りを
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招いて昔の暮らしの聞き取りを行い、施設の展示あるいは運営に反映していくという提案

がありました。そして、展示後には植松の歴史を観光資源として活用し、お年寄りの生き

がいにも発展させていきたいという提案をしていただきました。これらの地域に関する提

案が大きな違いになったのではないかと思っています。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご意見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６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６号「安中新田会所跡旧植

田家住宅の指定管理者指定の市議会議案提出の件」につきまして、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月定例教育委員会を終了いたします。 


