
－1－ 

６月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２４年６月２２日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館６階 大会議室 

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 

浦 上 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・万代学校教育部次長兼学務

給食課長・靍原学校教育部次長兼指導課長・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・山下教育サポートセ

ンター所長・福嶌人権教育課長・南生涯学習部参事 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより６月定例教育委員会を開催いたします。本日の

会議録の署名委員に浦上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。 

 

【百瀨委員長】 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、５月定例会会議録について何かご質疑等はございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 １ページ目最初の百瀨委員長のご発言のなかで、「御喜田委

員をしたいと思います」とありますが、「御喜田委員を指名したいと思います」ではない

でしょうか。 

 

【百瀨委員長】 この部分については修正をお願いいたします。 

他にご質疑等ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、５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、次に委員長報告をいたします。 
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（委員長報告） 

５月24日（木） 

 

５月26日（土） 

６月15日（金） 

６月19日（火） 

午前10時から、手をつなぐ子らの会「春のつどい」に出席。 

午後１時30分から、府都市教育委員会連絡協議会定期総会に出席。 

午前９時50分から、特別支援学校創立40周年記念式典に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前11時16分から、市議会文教常任委員協議会に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を浦上教育長よりお願いいたします。 

(教育長報告) 

５月22日（火） 

５月24日（木） 

 

５月26日（土） 

５月28日（月） 

５月29日（火） 

 

５月30日（水） 

５月31日（木） 

６月１日（金） 

６月７日（木） 

 

６月13日（水） 

６月14日（木） 

６月15日（金） 

６月17日（日） 

 

６月18日（月） 

６月19日（火） 

午後７時30分から、体育連盟理事会に出席。 

午前10時から、手をつなぐ子らの会「春のつどい」に出席。 

午後１時30分から、府都市教育委員会連絡協議会定期総会に出席。 

午前９時50分から、特別支援学校創立40周年記念式典に出席。 

午前10時から、指導主事等研修会に出席。 

午前11時から、各派代表者会議に出席。 

午後１時30分から、文化財保護審議会に出席。 

午後７時から、桂中学校区地域教育協議会全体会に出席。 

午前９時30分から、校長会に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午後７時から、体育連盟優秀選手表彰並びに府総合体育大会激励会に

出席。 

午前10時から、市議会６月定例会本会議（１日目）に出席。 

午前10時から、市議会６月定例会本会議（２日目）に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後３時30分から、社団法人八尾市薬剤師会創立60周年記念式典に出

席。 

午後３時30分から、府学校給食会理事会に出席。 

午前９時30分から、市議会６月定例会本会議（３日目）に出席。 

午前11時16分から、市議会文教常任委員協議会に出席。 

 

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

たら、ご報告をお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 委員長、教育長からのご報告と重なりますが、５月２４日

（木）午前１０時から、手をつなぐ子らの会「春のつどい」に出席いたしました。また、

同日午後１時３０分から、府都市教育委員会連絡協議会定期総会に出席いたしました。な

お、この定期総会には木下委員と御喜田委員も出席いたしました。 

 

【木下委員】 ５月２９日（火）に、教育サポートセンターの研修会を視察しました。研

修ではワークショップも行われ、２年次の方を中心に大変よく勉強されていると思いまし
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た。 

 

【百瀨委員長】 それでは、委員長報告及び教育長報告を含めまして、ただいまの報告に

ついて何かご質疑等ございませんか。 

ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案審議に入ります。 

 

６月の議案 

議案第28号 

議案第29号 

平成24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 

八尾市図書館協議会委員の委嘱の件 

 

【百瀨委員長】 議案第２８号「平成２４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。提案理由を田辺理事より説明願います。 

 

【田辺理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第２８号「平成２４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」についてご説明申し上げます。 

 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、市長部局と合わ

せて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、

諮問し、審議していくにあたり、審査会の委員を任命する必要があり、別紙のとおりご提

案申し上げるものでございます。 

 次ページの「平成２４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。委員構成につきましては、例年どおり教育長のほか、教育委員会事務局内の部

長級職員を審査会の委員に任命してまいるものでございます。 

 続けて、今後のスケジュールといたしましては、７月から１０月までに審査会を３回程

度開催したうえで、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、甚だ簡単な説明ではございますが、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ございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

等ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 審査会委員に関しては異議ありませんが、これまでの功績や

将来性も含めて、教育の発展に寄与された方々をできるだけ汲み上げていただき、表彰さ

れる皆さんの励みになってほしいと思います。 
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【百瀨委員長】 各分野で功績を収めた方々を幅広く表彰することができるように検討し

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２８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２８号「平成２４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。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第２９号「八尾市図書館協議会委員の委嘱の件」について、

審議いたします。提案理由を竹内次長より説明願います。 

 

【竹内生涯学習部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２９号「八尾市図

書館協議会委員の委嘱の件」についてご説明させていただきます。 

 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１４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。 

 提案理由でございますが、八尾市図書館協議会の委員の公募による市民委員を選任する

に伴い、委員を委嘱する必要がありますので、本案を提出する次第でございます。 

 新たに委嘱をお願いする委員といたしましては、その他教育委員会が必要と認める者と

して、池田多瑛氏、永冨雅子氏の２名でございます。任期につきましては、平成２４年７

月１日から平成２６年５月３１日までの期間でございます。 

 今回の市民委員の選考においては、本年４月２０日から５月１４日までを募集期間とし、

その期間において「これからの図書館像」、または「図書館に期待すること」と題した作

文の提出を求め、１０名の方からご応募いただきました。委員候補者の選考においては、

外部の有識者を含めた選考委員会により、社会教育または図書館運営の現状について正確

に把握した内容であること、第２次図書館サービス計画の基本構想実現に貢献できる内容

であることなどを選考の基準として、委員候補者の選考を行ってまいりました。 

 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。よろしくご

審議の上、ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 

 

【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

等ございませんか。 

 

【木下委員】 前回の定例教育委員会では、八尾市には多様な委員会があり、その区分に

ついては多岐にわたるという話がありました。今回の候補者名簿に異論があるわけではな

いのですが、公募市民委員の方々の枠組み、あるいは他の委員会における委員の公募につ

いては多様に考える点があると思いますので、今後の検討課題としていただきたいと思い

ます。 
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【田辺理事】 本市といたしましては、審議会委員の公募に係る実施指針によって方向性

を示しております。ただ、すべての審議会で公募するということではなく、公募が可能な

ものについては導入していくという方向性を示しております。 

また、公募の枠組みについては、以前にご指摘いただいたとおり、名称も含めて異なる

部分がございますので、市全体で調整していくことになると考えております。ただ、規則

及び要綱等で規定している部分もございますので、それを踏まえて一定の方針のもとで整

理していく必要があると考えております。 

 

【百瀨委員長】 委員の区分等については、できる限り教育委員会と市長部局で整理して

いただきたいと思います。 

 また、市民参画のために初めて公募されましたが、教育委員会としては今後もこの部分

を取り入れ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２９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２９号「八尾市図書館協議

会委員の委嘱の件」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】 続きまして、報告事項に入らせていただきます。 

 まず、八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等の実施状況について、田辺理

事より報告願います。 

 

【田辺理事】 それでは、八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等の実施状況

についてご報告申し上げます。「八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等実施

状況一覧表」の１ページをご覧いただきたいと思います。 

 まず、（２）耐震区分及び耐震基準等についてはＡ、Ｂ、Ｃで区分しており、そのうち

特に地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が低い場合といたしまして、Ｉｓ値

が０．６以上をＡ区分としております。また、地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける

可能性がある場合といたしまして、Ｉｓ値が０．３以上０．６未満をＢ区分としておりま

す。最後に、地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が高い場合といたしまして、

Ｉｓ値が０．３未満のものをＣ区分としております。 

 次に、２ページから１０ページは学校園の一覧となり、平成２３年度末の耐震診断結果

に基づく施設別の耐震性能及び耐震補強工事の予定年度等を掲載しております。 

なお、この一覧については昨年６月に作成したものを現時点のデータに修正しており、

平成２３年度に実施しました耐震補強工事につきましては、表中の補強の欄に「済」、補

強年度の欄に「平成２３年度」と表記しております。また、昨年度耐震補強工事の前倒し
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等で予定を変更した部分につきましても修正を加えております。 

 次に、資料の９ページをお開き願います。昨年度耐震２次診断を行っておりました桂中

学校につきましては、屋内運動場を除きます特別教室棟と普通教室棟の耐震性能がＩｓ値

０．３未満のＣ区分となり、その対応としまして改築が必要であると診断されたところで

ございます。なお、改築年度等につきましては現在検討中でございます。 

 次に、耐震補強工事等の実施状況でございますが、平成２３年度につきましては耐震化

計画に基づきまして、予定していた工事を完了したところでございます。その結果、平成

２３年度末現在で幼稚園を含む学校園施設の耐震化率が３８．３％となりまして、昨年度

より６．８％改善したところでございます。数値は依然として低い状況でございますが、

今後とも計画的に学校園施設の耐震化に取り組んでまいります。 

 以上、八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等の実施状況についてのご報告

とさせていただきます。 

 

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

 

【安藤委員長職務代理者】 桂中学の改築については、生徒の安全・安心を踏まえて実施

していただきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 各学校園施設の耐震補強工事等については、子どもたちの命を守るため

に計画どおり進めていただき、平成２７年度に終えられるようにお願いいたします。 

 また、この工事に関わって、八尾市の教育の将来に向けた課題があると思いますので、

その解決に向けて慎重に市長部局とも話し合いを進めていただきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 次に、八尾市立南木の本防災体育館の供用開始に向けた取り組みについ

て、杉島課長より報告願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、八尾市立南木の本防災体育館の供用開始に向

けた取り組みについてご報告申し上げます。お手元の配布資料をご覧いただきたいと思い

ます。 

 本体育館につきましては、旧八尾南高校跡地体育館を有効活用し、本市の防災力の向上

とともに、平常時には、市民スポーツの推進を図り、もって市民の健康増進に寄与し、市

民相互が交流を深めることを目的に、本年１１月の供用開始に向け整備に取り組んでいる

ところであります。 

 また、本年３月市議会定例会における施設の設置条例の可決、並びに４月定例教育委員

会における同条例施行規則の可決を受けまして、現在、南木の本防災公園と合わせて一体

的に施設の管理運営を行う指定管理者の選定に取り組んでいるところであります。 

 指定管理者の選定にあたりましては、隣接する南木の本防災公園とともに、平常時には

スポーツの場、憩いの場として活用していただける体育館や運動広場、公園でありますが、

災害時には一時避難地及び避難所としての利用のほか、本市南部エリアの防災備蓄や救援

物資の供給等を行う施設として活用するため、平常時の管理運営業務を基本とし、災害時
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には円滑に市の直接的な管理に切り替えることができるよう配慮しているところでありま

す。また、指定管理を希望する事業者が効率的な管理運営を提案できるよう、体育館と公

園の２施設を一括で募集するとともに、平常時及び災害時に目的に沿った施設の活用を行

っていくため、地域安全課、みどり課及び本課の３課が連携を図り、募集要項や仕様書等

を作成するとともに、選定委員会議におきましてもそれぞれが事務局としての役割を担っ

ているところであります。 

この間、４月１３日に第１回目の選定委員会議を開催し、現在、指定管理者の募集を行

っております。 

 今後は、７月上旬に応募者からの事業提案を受けた後、指定管理者候補者の選定を行い、

７月定例教育委員会に指定管理者指定議案の市議会提出の件をご提案申し上げ、ご審議・

ご議決を賜りました後、９月市議会定例会に指定管理者の指定議案及び関連予算案を提案

申し上げ、ご審議いただくべく鋭意準備を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、施設の供用開始に向けた、現段階における、今後のスケジュールにつきま

してご報告を申し上げます。 

施設のオープニングセレモニーにつきましては、１１月４日（日）を予定しており、現

在、詳細につきまして検討を進めております。また、体育館並びに公園内の運動広場及び

屋根付き広場の有料施設につきましては、１１月５日から市民利用を開始する予定として

おります。 

また、供用開始後、速やかに市民に施設を利用していただくため、有料施設の利用予約

受付に関しましては、当初１０月１日からといたしておりましたが、４月の当委員会にお

きまして賜りましたご意見も踏まえ、再度、検討を行い、受付開始を１ヶ月早め、９月１

日から１０月３１日までの間、生涯学習スポーツ課の窓口において行い、１１月１日から

は、予約・案内システムによる予約受付に移行していきたいと考えております。 

 なお、市政だより８月号及び９月号並びに市のホームページ等を活用し、施設の概要及

び予約受付等に関して、市民の皆様に周知していく予定としております。 

以上、はなはだ簡単雑駁な説明ではございますが、八尾市立南木の本防災体育館の供用

開始に向けた取り組みについてのご報告とさせていただきます。 

 

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

この施設が市民に活用されるように啓発していただきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 次に、図書館の相互利用に関する協定による各市のサービスについて、

竹内次長より報告願います。 

 

【竹内生涯学習部次長】 それでは、図書館の相互利用に関する協定による各市のサービ

スについてご報告させていただきます。お手元の配付資料をご覧願います。 

 本件については、５月定例教育委員会において自治体相互の図書館利用を促進すること

により住民の生涯学習の場を拡大し、教育の向上と文化の発展を図るため、議案第２５号

として八尾市図書館条例施行規則の一部改正について議決を賜ったところであります。 

今回、図書館の相互利用が図られる自治体としては、これまでの行政協定などに基づい
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た大阪市、東大阪市、柏原市の３市に、新たに富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、

藤井寺市、そして大阪狭山市の６市が加わることとなります。 

 次に、協定に基づく八尾市の図書館サービスと各市の対応についてご説明いたします。

各市共通の基本的な図書館サービスといたしましては、その図書館が所蔵する本を協定を

締結した市の市民にも貸出しを行うものでありますが、それを基本として各市で独自のサ

ービスについても実施する予定であります。 

まず、本市におけるサービスといたしましては、所蔵する図書館資料の貸出しを原則と

して、視聴覚資料、ＣＤの貸出しも予定しており、ＣＤの貸出しは八尾市を含めて９市が

予定しております。 

 次に、本のリクエストにつきましては、本市では所蔵している図書資料を対象に予約の

受付を行うこととしており、他の自治体でも八尾市を含めて９市が実施予定です。また、

今回の相互利用についてはお手元に配付している１０市共通のチラシを配布することとし

ておりますが、各市独自のチラシによる市民へのＰＲも行うこととしており、八尾市を含

めて６市が実施となっております。 

 最後に、市民への周知といたしましては、今月１日より１０市共通のチラシを八尾図書

館などで配布するとともに、２０日より本市独自で作成したチラシを配布しております。

また、市政だより７月号や八尾市ホームページなどにおいてもＰＲを行っているところで

あり、本市の図書館のホームページでは各市の図書館へアクセスしやすいようにリンクを

掲載し、他市の図書館についてもわかりやすく見られるようにしております。 

なお、参考といたしまして、平成２１年度の各市の市民一人あたり貸出点数を掲載して

おりますが、八尾市では７．５点となっており、年間約２００万点の図書資料をお借りい

ただいております。 

 以上、簡単ではありますが、図書館の相互利用に関する協定による各市のサービスにつ

いてのご報告とさせていただきます。 

 

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

 

【安藤委員長職務代理者】 ＤＶＤを貸出する市は５市、ビデオを貸出する市は６市、相

互貸借の予約受付を実施する市は４市となっておりますが、それぞれに対応する市を教え

ていただきたいと思います。 

 

【南生涯学習部参事】 まず、ＤＶＤの貸出しを実施する自治体につきましては、大阪市、

河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市となります。 

次に、ビデオの貸出しにつきましては、大阪市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野

市、藤井寺市となります。 

最後に、相互貸借を実施する自治体につきまして、大阪市、富田林市、東大阪市、大阪

狭山市の４市となります。 

 

【木下委員】 ＣＤの貸出し、本の予約受付ができない市がそれぞれ１市あると思います

が、その市を教えていただきたいと思います。それから、各市の市民一人あたりの貸出点
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数については、八尾市の７．５点を全体の中でどのように評価すればよいでしょうか。 

 

【南生涯学習部参事】 まず、ＣＤの貸出しを行わない予定をしている自治体は大阪狭山

市になります。ただ、大阪狭山市は現段階でもとからＣＤを保有しておらず、貸出しを行

っておりませんので、今回は貸出しを行わないことになっております。 

 次に、予約の受付を行わない自治体は羽曳野市になります。各市の状況につきましては、

始まるまでに変更されることも想定されますが、５月末時点で調査した状況はこのように

なります。 

最後に、八尾市では市民一人あたり７．５点、年間約２００万点の図書資料が借りられ

ておりますが、７．５点の評価については府内各市町村と比較すると上位になると思って

おります。ただ、河内長野市におきましては非常にたくさんの本を借りられており、人口

が多く、図書資料もたくさんあれば、本が借りられるとは一概に言えないと思っておりま

す。 

一人でも多くの市民に図書資料を借りていただくことは当然ですが、まず図書館に来て

いただいて、図書資料にいろいろ触れていただきたいと思っております。また、出かける

図書館として、読み聞かせなど図書資料を使ったサービスを拡充し、読書意欲を醸成する

取組みを行っていきたいと思っております。７．５点からさらに高めることになりますと、

人気の本ばかりを揃えてしまい、図書館の本来の役割が若干薄れてしまうことも懸念され

ますので、図書に触れてもらう環境づくりを行っていきたいと考えております。 

 

【木下委員】 貸出点数については多様な読み方があると思います。おそらく、人口比の

問題だけでなく、八尾市在住の方や在勤の方が借りられていますので、いろんな要素が入

ってくると思いますが、ぜひ市民に活用されるようにしていただきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 図書館がこれからも活用されるように、相互利用を進めていただきたい

と思います。 

 それでは、本日の報告事項を終わりますが、委員の皆様方から他に何かございませんか。 

また、事務局から何かございませんか。 

 なければ、以上をもちまして、６月定例教育委員会を終了させていただきます。 


