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８月臨時教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２４年８月１０日（金） 

開 催 時 間  午前９時００分 

開 催 場 所  本館７階 ７０１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・万代学校教育部次長兼

学務給食課長・杉島生涯学習スポーツ課長 

 

【百瀨委員長】 ただいまより８月臨時教育委員会を開催いたします。本日の会議録署名

委員に木下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。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案の審議に入る前に、本日審議いたします議案第３５号

「八尾市立南木の本防災体育館及び八尾市立南木の本防災公園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、関係資料が八尾市の公文書公開条例の規定によりまして、

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ので、この件に係る会議は非

公開としたいと思いますが、委員の皆様方、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３５号については非公開で

審議することにいたします。 

 

（以下、非公開審議） 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案審議に入らせていただきます。議案第３５号「八尾市立

南木の本防災体育館及び八尾市立南木の本防災公園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】 それでは、ただいま議題となりました議案第３５号「八

尾市立南木の本防災体育館及び八尾市立南木の本防災公園の指定管理者指定の市議会議案

提出の件」につきましてご説明申し上げます。 
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 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ございます。 

 提案の理由でございますが、八尾市立南木の本防災体育館及び八尾市立南木の本防災公

園につきましては、１１月の全面供用開始後の施設の管理運営を指定管理者に行わせるた

め、本年４月より生涯学習部指定管理者選定委員の会議において、指定管理者の候補者選

定を行ってまいりましたが、このたび指定管理者の候補者が決定いたしましたので本案を

提出するものでございます。なお、南木の本防災公園につきましては、本公園が防災体育

館と一体的に利用できる施設として整備を進めてきたことから、供用開始後の管理運営に

つきましても一体的に行うことにより、施設のより効果的、効率的な運用が図られるとい

う考えのもと、指定管理者の選定につきましては市長部局との協議に基づき教育委員会で

一括して行ったものでございます。 

 それではお手元の資料①「八尾市立南木の本防災体育館及び八尾市立南木の本防災公園

の指定管理者の候補者の選定について」に沿って、候補者選定の経過及び選定結果につき

ましてご説明申し上げます。 

 まず、「１．公募経過」でございますが、市政だより５月号及び市のホームページにお

いて公募の案内を行い、本年４月２５日から同年６月２５日までの間、公募を行うととも

に、その間５月１６日と６月１日に実施いたしました現地説明会には３６団体の参加があ

り、そのうちの７団体より応募があったものでございます。 

 次に、「２．選定方法」でございますが、資料③「平成２４年度生涯学習部指定管理者

選定委員名簿」のとおり、学識経験者、公認会計士、その他教育長が必要と認める者とし

て、本施設の平常時の利用の中心となるスポーツ施設の利用に精通している八尾市体育連

盟役員から１名、及び庁内委員２名の計５名からなる生涯学習部指定管理者選定委員の会

議を設置し、７月４日に応募団体からのプレゼン提案を受けた後、資料②「指定管理者選

定評価指針」に照らして委員から質疑応答を行い、慎重に審査を行ったものでございます。

その選定結果につきましては、お手元の資料④「指定管理者評価点集計表」のとおり、応

募団体の得点としまして６００点中最高得点４６７点を獲得いたしました八尾体育振興会

グループ、代表者公益財団法人八尾体育振興会理事長角倉安和を指定管理者の候補者とし

て決定したところでございます。なお、その他の団体の得点は資料にお示しのとおりでご

ざいます。応募のあった７団体からはさまざまな提案をいただいたところであり、選定委

員会におけるそれぞれの団体の講評としてまとめたものが資料⑤でございます。 

 それでは、それぞれの団体の講評のうち、主な意見につきましてご説明申し上げます。

まず、指定管理者候補者につきましては、公の施設としてスポーツ、公園、防災、それぞ

れの役割を十分理解した上でバランスよく提案されていること、市内の他の社会体育施設

と連動したサービスの提供や、市内の社会体育団体等と連携した事業展開など、他団体に

は見られない優れた提案をしていること、市内に拠点があり、職員の大半が市内に居住し

ており、施設閉館時においても緊急時には１０分以内に複数の職員が施設に参集し初動体

制を組めることなどの点が他の団体よりも高く評価されたものでございます。 

 なお、他の団体につきましても、これまでの他施設での管理運営業務をもとにした提案

をいただいたところでございます。 

団体１につきましては、全体として事業提案に具体性が乏しい点や環境に配慮した取組
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みに対する提案がなされなかったこと、管理運営体制において非正規職員の割合が高く、

防災面を含め十分な管理運営や満足度の高いサービス提供ができるのか疑問が残る等の点

が評価を低くしたものでございます。 

 次に、団体２につきましては、施設の特性を生かした具体的な事業提案が乏しい点や、

社会的弱者に配慮した雇用の取組みについての提案がなかったこと、災害発生時の初動体

制の構築が他団体と比べ、やや時間がかかることなどが評価を低くしたものでございます。 

 次に、団体３につきましては、利用人数拡大を図るために自主事業を展開するという提

案がございましたけども、事業計画を裏づける具体的な提案がなかったこと、利用見込み

人数が極めて少なく、市民サービスの向上に努め市民の利用促進を図るという提案に見合

った内容でなかったことなどが評価を低くしたものでございます。 

 次に、団体４につきましては、スポーツに関する自主事業や公共団体との連携について

の提案が他の団体に比べ弱く、施設の利用見込み人数も少なかったこと、災害発生時の初

動体制において参集時間が他の団体と比較してかかり過ぎることなどが評価を低くしたも

のであります。 

 次に、団体５につきましては、防災啓発やスポーツ事業の提案内容に具体性が乏しかっ

たこと、人員体制の中心が新規採用者であり、防災面を含め利用者ニーズに沿った管理運

営について不安が残ることなどが評価を低くしたものでございます。 

 最後に、団体６につきましては、市の関連計画を把握して事業計画を立てている点や、

阪神大震災の経験を踏まえた防災啓発事業は高く評価できるものの、体育館の管理運営実

績がないことや、スポーツ関係の自主事業を積極的に幅広く提案している一方、施設の利

用見込み人数が他の団体と比べ少なく、設置目的の実現、機能の最大限の発揮という部分

で気がかりがあること、職員の配置が少なく、契約社員が中心であることから、利用者ニ

ーズに沿った責任ある運営について疑問が残ることなどが評価を低くしたものでございま

す。 

 最後に、指定期間につきましては、平成２４年１１月１日から平成２７年３月３１日ま

での２年５カ月間といたすものでございます。 

 なお、資料⑥といたしまして、各応募団体からの事業計画概要書を付けておりますので

ご参照いただきたいと思います。 

 以上、甚だ簡単、雑駁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よろしく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

ございませんか。 

 

【木下委員】 候補者と団体６の評価点を比較してみると、「関係機関との連携、情報発

信等」でそれなりの点差が見られますが、団体６の関係機関との連携、情報発信等につい

て説明がありましたらお願いします。 

 

【百瀨委員長】 候補者は「危機管理体制等」において非常に評価が高く、団体６は「管

理運営体制」、「管理運営の効率性」について評価が高くなっていますが、この点も含め
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て説明をお願いします。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 団体６につきましては、他市におきまして屋外施設の幅

広い管理運営等に取り組んでおられまして、その管理運営の実績を踏まえた提案をされて

おりました。それにより、施設の管理運営面につきましては、体育館の管理運営実績はな

いものの、これまでの実績等を踏まえた中で、我々の求めている水準以上の管理運営に取

り組んでいただけるものであるという一定の評価がされたところでございます。一方、関

係機関との連携、情報発信等につきましては、候補者はこれまでに市内での施設の管理運

営を行っており、市内の各種団体、企業等との連携も一定構築できておりますので、それ

を活用した事業展開について提案されていたことが評価を高くしたものであると考えてお

ります。また、施設の一体的な管理運営につきましても、候補者からは市内の社会体育施

設を管理運営している実績をもとに、他の施設と連動した管理、事業展開等を図っていく

というご提案をいただいており、評価をより一層高めていると考えております。 

 

【木下委員】 候補者は八尾体育振興会グループになりますので、地域との関係が深いと

思いますが、そこを余り評価し過ぎると新規参入が難しくなり、指定管理制度の意味がな

くなってくると思います。 

また、評価点集計票の中で、「事業と経費のバランス」については団体６のほうが高い

のですが、指定管理者による公募の経緯を考えれば、この項目はとても重要になると思い

ますので、それとのかかわりも含めて今回の評価について説明をお願いします。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 指定管理者制度の導入目的は、経費削減及び民間のノウ

ハウを活用した施設の管理運営による市民サービスの向上になります。 

確かに、経費削減が図られる中で事業展開、施設の管理運営等をしていただける団体に

ついては、経費の部分で最も評価しなければならないと考えております。一方、管理体制

といたしましては、正社員中心に配置するという団体もあれば、契約社員を中心にして施

設の管理運営にあたっている団体の提案もございます。また、新規雇用者を配置するとい

うようなさまざまな提案がある中で、事業提案の内容と経費のバランスを考慮して、一定

判断しなければならないと思っております。 

 それぞれの評価項目につきましては、それぞれの団体の得手、不得手という部分もござ

いますので、団体によりましては評価が高くなっている項目もございますが、指定管理者

の候補者の選定にあたりましては、個々の評価項目だけではなく、総合的に最も高い評価

を受けた団体を最終候補者として決定していくことになります。その中で、今回は八尾体

育振興会グループが最高得点を取られたので、候補者として選定させていただいたところ

でございます。 

 

【百瀨委員長】 評価点の合計については、候補者と団体６との差が大変僅差になります

ので、その差について明らかにする必要があります。また、各項目の中で、「関係機関と

の連携、情報発信等」では候補者が６０点、団体６が５３点になり、大きな差が出ており

ますが、その差についての考え方も含めて具体的に説明していただきたいと思います。 
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【杉島生涯学習スポーツ課長】 「関係機関との連携、情報発信等」につきましては、候

補者の八尾体育振興会グループがこれまでの実績を踏まえて、市内の社会体育団体、企業

等との連携を構築されている部分がございます。また、その他の提案といたしましては、

市内小中学校に通う児童生徒の職業体験の受入れに関する提案もございました。また、自

治会、町内会との連携による事業展開につきましてもご提案いただいたところであり、こ

れまでのノウハウを生かした実現性の高いところが高評価になっております。 

 また、本施設の設置目的の１つであります防災面につきましても、近隣の町会等と連携

した事業をご提案いただいており、高い評価を受けていると考えております。 

 

【安藤委員】 評価項目の中で、「管理運営の効率性」については、候補者は６９％、団

体６は７２％の評価を得ておりますが、３％の誤差が実際に何かが起こったときに非常に

大きな誤差になってくるのではないかと危惧しています。 

 

【浦上教育長】 この施設は防災、スポーツ及び公園という３つの大きな視点があります

ので、候補者のその部分における評価について説明してほしいと思います。候補者につい

てはこれまでも八尾市に貢献されており、関係機関とも十分連携されているので、その実

績は大きいと思います。 

 

【百瀨委員長】 「災害発生時の初動体制の確保」についても、候補者が２３点、団体６

が１９点になり、大きな差になっていますが、この差はどのように出てきたのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 今回の施設は防災機能を備えている公園、体育館になり

ますので、団体６につきましては阪神淡路大震災の経験を踏まえた防災の啓発、取組み、

また、万が一避難所となったときの取組みにつきましてご提案があり、高く評価を受けて

いるところでございます。 

一方、候補者につきましては八尾体育振興会とグループを組んでおります株式会社オー

エンスが全国的に事業展開しており、今回の提案におきましても、東日本大震災が発生し

た時に、関東で管理運営をしている施設を避難所として開設しており、その取組みに関す

るノウハウ等の提案がございました。また、平常時の啓発といたしまして、情報を提示す

るボードの設置だけでなく、１日避難所体験、かまどベンチを利用した調理会など、家族

で参加できる体験型の事業をはじめとした各種イベントの開催等について提案がございま

した。さらに、職員の８割が市内に居住しておりますので、施設の閉館時におきましても

災害発生時に１０分以内で複数職員が施設に到着が可能であり、到着後は避難所として避

難される方の受入れのための初動態勢を組むことができるという提案がございました。こ

の部分につきましては他団体にはない提案であり、特に審査員の中では評価が高かったと

考えております。 

 

【木下委員】 候補者と団体６の得点を見ていただくと、僅差の９点になっています。そ

の差については、「災害発生時の初動体制の確保」で４点差、「関係機関との連携、情報

発信等」で７点差、「事故予防などの安全管理や緊急時の連絡体制」で２点差になります。
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これで合計１３点差になりますが、この施設は防災体育館になりますので、その点から評

価されたと言えますが、全体的に見ると、この１３点がどこで埋まっているのかというこ

とを考えることも必要ではないかと思います。 

八尾市内の団体になるので、地の利があり、これまでの人間関係もあることは当然だと

思いますが、それをそれとして評価するのではなく、それを生かして、新たな体制を作る

ことができているかどうかが次のポイントになるのではないかと思います。全体のバラン

スから考えると、プラスの得点が非常に限定されているところを他の事業のバランスとの

関係でどのように説明されるのかというのが重要なことではないかと思います。 

 

【伊藤生涯学習部長】 この選定基準につきましては、条例に基づいて大項目として６項

目、さらに具体的に２０項目を設定し、配点しております。また、選定委員会が定めた重

要項目につきましては米印を付けており、倍の点数を配点しておりますが、今回は防災、

スポーツ、公園機能を最大限に活用して、施設の設置目的を実現していただける団体を選

定するために評価を行った次第でございます。 

そして、最も高い得点を獲得した団体を候補者として選定いたしましたが、選定委員会

では、評価基準に基づいてそれぞれの団体から出された事業計画書をもとに、各委員がプ

レゼンにおいて質疑を行い、結果として各委員の評価を集約したものが評価点集計表とな

ります。  

その中で、候補者と団体６については、それぞれの項目において６割を超える得点を取

っておりますが、平均水準をすべてクリアした上でさらに評価できる提案をいただいたの

で、このような得点になったところでございます。得点ありきということではなく、評価

基準に基づいてそれぞれの団体から出された事業計画書を評価した結果、最も高得点を得

た団体が多くのスポーツ施設を運営していただいている八尾体育振興会グループとなりま

した。 

「関係機関との連携、情報発信等」の得点差につきましては、候補者は公益財団法人と

して、スポーツ行政をともに担っている団体であり、八尾市体育連盟との連携も提案いた

だいておりました。体育連盟との連携は、本市の施策の方向性とも一致する提案であり、

これまでの実績も踏まえ、このような得点になっているのかなと感じております。なお、

他の団体からも同様の趣旨で連携に関する提案を頂いております。また、「管理運営の効

率性」の中で、「経費の効率的・効果的な方策」におきましては、候補者も団体６も同じ

得点でしたので、差は「事業と経費のバランス」にあります。これにつきましては、候補

者は正職員・常勤職員中心の責任のある運営体制を構築しておられますが、応募団体の中

には契約社員やアルバイトを中心に構成している団体もあり、このような差が出てきてい

るのかなと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 候補者の概要書の中で、施設の維持管理に「ＩＳＯ９００

１・１４００１・５０００１認証資格を取得している」とありますが、この部分について

教えていただけますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 今回の候補者となりました団体は、ＩＳＯ１４００１、
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９００１及び５０００１という３つの国際規格を取得されておられます。 

まず、ＩＳＯ１４００１につきましては、企業、団体等に対して環境に負荷をかけない

事業活動を継続して行うように求めた国際規格となります。団体は個人に比べて環境に対

する負荷をかけることが高いと想定されておりますので、それを可能な限り低くするとい

う取組みを行っている団体、企業等につきまして一定の審査のもとに与えられる資格とな

ります。 

 次に、ＩＳＯ９００１につきましては、商品の品質を保証する国際規格になります。信

頼のおける品質システムを組織内部に構築することによって、顧客満足を得ていることを

認めた規格となっております。 

 また、ＩＳＯ５０００１につきましては、省エネ、節電、計画的なエネルギー配分等、

効果的なエネルギー管理に関する国際規格となり、取引先、株主等に環境に対する取組み

を客観的に約束することによって、会社もしくは団体の評価が高くなります。 

 

【木下委員】 今回の選定委員には教育長が必要と認める者として八尾市体育連盟役員が

入っておられますが、どのような理由で選ばれていますか。 

 また、団体６については社員の問題を挙げられましたが、社員の研修体制に関しては団

体６の評価が高くなっていますので、正規社員でなくても研修体制をきちんとすれば業務

はできると思われます。現在は正社員だけで運営されているところはあまりないぐらいな

ので、正社員でなければだめになるのであれば、あらゆる企業がだめになってしまいます。

研修体制を整えることによって、責任を持つようにしているのかというところになると思

いますが、整合性のある説明をお願いいたします。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 今回の施設には体育館、公園、防災という３つの役割が

ありますが、平常時のスポーツ利用が主体的になってくると考えておりますので、八尾市

体育連盟から審査員として入っていただいたところでございます。 

この団体につきましては、市内の社会体育施設を利用していただいており、これまでの

利用の中でそれぞれの施設の管理運営について気づかれたことなどいろいろなご意見をお

持ちでございます。また、ご本人もこれまで競技者として長年にわたり八尾市内だけでは

なく、日本全国のスポーツ施設を利用されておりますので、施設に必要なものについてご

意見等をいただくことができます。さらに、市内にお住まいになりますので、市民の立場

としても積極的なご意見等をいただけるということで審査員の中に入っていただきました。 

 次に、職員構成につきましては、最近の雇用体系は多種多様でございますので、さまざ

まなご意見があると思います。ただ、今回の選定にあたりましては、継続的に施設を管理

運営していく体制をとっていただける部分を１つの判断材料としており、正社員として雇

用が安定した中で施設の管理運営にあたっていただける候補者の評価が高かったと考えて

おります。ただ、事業と経費のバランスにつきましては、正社員になれば給与等の経費が

大きくなるため、候補者の人件費が高くなり、当該団体が上回っていたという評価になっ

ていると考えております。 

 

【木下委員】 関係機関との連携については、どのように捉えていますか。 
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また、研修体制については、団体６の評価点が高いことをどのように評価されています

か。 

 

【伊藤生涯学習部長】 評価項目に「社会体育団体、学校、地域、企業等との連携」があ

り、この中で評価を行っております。社会体育団体との連携につきましては、候補者から

は八尾市体育連盟との連携を図り、自主事業等も積極的に実施していきたいとご提案いた

だきました。一方、他の団体からも市外のスポーツ団体等も活用するとの説明もありまし

た。 

 それから、研修方法につきましては、候補者は１７点、団体６は１８点、１点差でござ

いますが、それぞれの項目において差は当然出てくるものであり、この項目の点数から候

補者が劣っているというように考えておりません。ぞれぞれの団体が標準以上の研修体制

をしっかり持っていただいていると評価しております。その上で、いずれの団体が最も適

切に管理運営していただけるかという総合的な視点から、この合計得点をもって最終的に

候補者を決めさせていただいたところでございます。 

 

【木下委員】 全体的な評価については、点数の関係で合理的な説明が必要になると思い

ます。 

「事業運営の方向性」の防災関連については、候補者と団体６の得点が僅差とはいえ非

常に高く、団体６はそれ以外の項目でその部分をカバーしているということは他の評価は

高いということになりますので、このような結果になったことに対してきっちりとした説

明が必要になると思います。そのあたりについてもこの点数と関連して合理的な説明が必

要になると思います。 

 

【浦上教育長】 教育長が必要と認める者については、スポーツに関して幅広い見識を持

ち、経験豊富な方に公平公正な判断をしていただくために選ばせていただきました。 

 

【百瀨委員長】 選定委員が評価項目に基づいて評価し、最高得点を得た団体が八尾体育

振興会グループであると説明を受けましたが、最高得点を得た理由については十分に説明

が必要になります。 

今回の選定にあたり、選定委員の構成で配慮したことについて説明をお願いします。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 平常時の体育館、公園の中にある運動広場、屋根付きの

運動広場等の主な利用目的といたしましては、スポーツを中心とした利用になると考えて

おりますので、その部分に主体性を置いて評価に当たることを選定委員の会議の中でもご

説明させていただいたところでございます。それに基づきまして、今回の選定委員のメン

バー構成につきましては学識経験者、教育長が必要と認める者として社会体育に造詣の深

い方を選んだところでございます。また、経営の部分につきましては、資料を見ても判断

することが難しいところがございますので、公認会計士の方に入っていただいたところで

ございます。最後に、市職員につきましては施設が体育館及び公園になりますので、それ

ぞれの施設を所管している部長に委員として入っていただきました。また、防災につきま
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しては、生涯学習部長及び土木部長が庁内の防災会議等の委員として参画しておりますの

で、両部長で十分その職責が担えると判断し、今回のメンバー５人を選んだところでござ

います。 

 

【百瀨委員長】 選定委員の評価によって最高得点を取った者が候補者になっていますの

で、今回の選定委員をどのように選んだのかということに対して十分説明できるようにし

ておく必要があると思います。また、候補者と団体６の評価点については、「関係機関と

の連携、緊急時の連絡体制」、「災害発生時の初動体制の確保」などに差がありますが、

「管理運営体制」においては団体６の得点が高くなっていますので、このことも含めてき

っちりとした説明が必要になると思います。 

今回の指定管理者の応募団体については７団体になり、そのうち八尾市外の団体が６団

体になりますが、事務局としてはどのように募集されたのでしょうか。また、現地説明会

の内容についても説明をお願いします。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 指定管理者の募集にあたりましては、本市の統一的な見

解である指針に基づいて募集要項等を作成しており、その中に申請の資格がございます。

南木の本の防災体育館、公園につきましては、大阪府内に事業所を置く法人その他の団体

であること、概ね２年以上同様な施設管理運営実績がある法人等であること、その他防火

管理者等の資格や免許等を有する職員がいること、地方自治法施行令、会社更生法等に抵

触しない等の条件に基づいて募集を行ったところでございます。 

仮に、市内に主たる団体の活動拠点を置いている団体で募集すると、競争性が働かない

ところがございますので、募集段階で府内に事業所を置く法人その他団体で募集を行いま

した。その結果、東大阪市に事務所を置く団体、大阪市内に事務所を構える団体等からご

応募いただきました。また、ご応募いただいた団体につきましては、他市におきまして指

定管理業務等を担っておられますので、パソコン等で今回の指定管理者の募集に関する情

報を収集される中でご応募いただいたものと考えております。 

 

【植田教育次長】 今回の指定管理者の選定結果につきましては、これまでの本市の社会

体育、とりわけ生涯スポーツ振興に間違いがなかったという認識を持っております。つま

り、候補者のこれまでの実績がすばらしいものであるからこそ、新たな施設であります防

災公園、防災体育館の運営をお任せできる団体として選定されたと認識を持っております。

また、他の団体につきましても研さんを積み、それぞれの施設で管理運営を行っておられ

ますので、選定委員会で高得点を得るだけのすばらしい実績をお持ちであることは評価集

計表を見ても如実に表れておりますが、候補者として選ばれております八尾体育振興会グ

ループについては、それを上回る評価内容であったと思います。ただ、評価はあくまでも

それぞれ５人の選定委員の評価になりますので、各項目の中で１人当たり０．４ポイント

あたり差が出てきますとトータルで２点差になりますが、ほぼ近いような評価を得ている

ものと思われます。市内で頑張っておられる団体になりますので、関係機関との連携で得

点を取るのは当然のことであり、しっかりと点数を取るだけのプレゼンテーションをして

いるということでは評価ができるのかなと思っております。今後は選ばれた団体がこの選
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定に値する活躍をしていただくことが大事になってくると思います。 

 

【百瀨委員長】 候補者の団体については、市内で非常に多くのスポーツ行事に取り組ま

れて実績を上げられており、市内の社会体育団体とともに多くの事業を展開されているす

ばらしい団体だと思っています。しかし、今回は防災啓発、災害時の役割が付加されてお

りますので、その部分が十分に対応できるかどうかがポイントになると思います。 

 各委員からの指摘等を認識していただいて、整合性のある説明ができるように考えてい

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３５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３５号「八尾市立南木の本

防災体育館及び八尾市立南木の本防災公園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。 

 以上で本日の予定案件は終わりますが、委員の皆様方から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、８月臨時教育委員会を終了いたします。 


