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５月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２５年５月２２日（水） 

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 

浦 上 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

伊藤教育次長兼生涯学習部長・柿並学校教育部長・吉岡教育委員

会事務局理事教育政策課長事務取扱・瀧瀬生涯学習部次長兼施設

一体型小・中学校整備プロジェクトチーム総括者・松井生涯学習

部次長・西崎生涯学習部次長兼教育人事課長・万代学校教育部次

長兼学務給食課長・福嶌学校教育部次長兼人権教育課長・杉島生

涯学習スポーツ課長・南八尾図書館長・渞文化財課長・本鍋田指

導課長・山下教育サポートセンター所長 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより５月定例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いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 まず、４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、４月定例会会議録について、承認

と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

４月30日（火） 

５月14日（火） 

５月15日（水） 

５月17日（金） 

 

５月21日（火） 

午後２時から、臨時教育委員協議会に出席。 

午後３時から、府都市教育委員会連絡協議会役員会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後３時から、八尾うぐいすライオンズクラブチャーターナイト10周

年記念式典に出席。 

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。 

 

【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。 
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(教育長報告) 

４月24日（水） 

４月25日（木） 

 

４月26日（金） 

４月30日（火） 

 

５月７日（火） 

５月11日（土） 

５月12日（日） 

５月15日（水） 

５月17日（金） 

５月21日（火） 

午前10時から、市史編纂委員会議に出席。 

午前10時から、市議会４月臨時会本会議に出席。 

午後５時から、近畿都市教育長協議会定期総会第１日目に出席。 

午前９時から、近畿都市教育長協議会定期総会第２日目に出席。 

午前10時から、市議会４月臨時会本会議に出席。 

午後２時から、臨時教育委員協議会に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午後１時から、八尾まめっこ議会2013に出席。 

午前11時から、府立修徳学院による讃母の式典に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後７時から、市ＰＴＡ会長会議に出席。 

午後１時から、市議会５月臨時会本会議に出席。 

 

【百瀨委員長】 それでは、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】 先ほど、委員長からもご報告がございましたが、５月２１日

（火）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木下委員、御喜田委員

と一緒に出席いたしました。 

 

【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 

ついてご質疑ございませんか。 

それでは、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、議案の審議に入る前に、本日審議いたします議案のうち、議

案第２５号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱又は任命の件」につきま

しては、関係資料が八尾市の公開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、この案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、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２５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。 
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【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。 

 

５月の議案 

議案第18号 

 

議案第19号 

 

議案第20号 

議案第21号 

議案第22号 

議案第23号 

議案第24号 

議案第25号 

八尾市暴力団排除条例の制定に伴う八尾市教育委員会所管条例の一部

改正について市議会議案提出の件 

大阪府立八尾支援学校東校の耐震２次診断の実施に係る経費を平成25

年度八尾市一般会計６月補正予算に計上する件 

八尾市社会教育委員の委嘱を解く件 

八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の任免の件 

八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件 

八尾市図書館協議会委員の任免の件 

八尾市就学支援委員会委員の委嘱の件 

八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱又は任命の件 

 

【百瀨委員長】 まず、議案第１８号「八尾市暴力団排除条例の制定に伴う八尾市教育委

員会所管条例の一部改正について市議会議案提出の件」について審議いたします。提案理

由を吉岡理事より説明願います。 

 

【吉岡理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第１８号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。 

 改正の理由についてでありますが、社会全体で暴力団の排除を推進し、市民の安全、平

穏な生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、

八尾市暴力団排除条例が制定されるにつき、同条例第１０条に規定する公の施設からの暴

力団の排除について、その趣旨及び目的に鑑み、八尾市教育委員会が所管する施設につい

てその使用が暴力団の利益になる場合にはその使用の許可を制限し、またはその使用許可

を取り消すことができるようにするため、同条例の附則において教育委員会所管条例の一

部を改正する議案を平成２５年６月市議会定例会に提出するものであります。 

 次に、改正内容についてでありますが、お手元の「新旧対照表」をご覧ください。 

まず、八尾市学校体育施設開放条例の一部改正についてでありますが、施設の使用許可

を規定している第５条第３項に、施設の使用が暴力団の利益になる場合には使用を許可し

ない旨の規定を追加するものであります。 

 次に、八尾市生涯学習センター条例の一部改正についてでありますが、施設の使用許可

の制限を規定している第８条に、施設の使用が暴力団の利益になる場合は使用を許可しな

い旨の規定を追加するとともに、「使用を許可しないことができる」という規定を「使用

を許可しないものとする」に改正するものであります。 

 次に、八尾市立青少年会館条例の一部改正についてでありますが、施設の使用許可を規

定している第６条第５号に、施設の使用が暴力団の利益になる場合は使用を許可しない旨

の規定を追加するものであります。 
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 次に、八尾市立総合体育館条例の一部改正についてでありますが、施設の使用許可の制

限を規定している第４条に、施設の使用が暴力団の利益になる場合は施設の使用を許可し

ない旨の規定を追加するとともに、「使用を許可しないことができる」という規定を「使

用を許可しないものとする」に改正するのが主な内容であります。 

 次に、八尾市立南木の本防災体育館条例の一部改正についてでありますが、施設の使用

許可の制限を規定している第８条に、施設の使用が暴力団の利益になる場合は使用を許可

しない旨の規定を追加するとともに、「使用許可をしないことができる」という規定を

「使用許可をしないものとする」に改正するのが主な内容であります。 

 次に、八尾市立山本球場条例の一部改正についてでありますが、第５条の次に第５条の

２として、施設の使用が暴力団の利益になる場合は使用を許可しない旨の規定を含む、施

設使用の許可の制限に関する規定の追加が主な内容であります。 

 次に、八尾市立市民運動広場設置条例の一部改正についてでありますが、第３条の次に

第３条の２として、施設の使用が暴力団の利益になる場合は使用を許可しない旨の規定を

含む、施設使用の許可の制限に関する規定の追加が主な内容であります。 

 次に、八尾市立青少年運動広場設置条例の一部改正についてでありますが、施設の使用

許可の制限を規定している第３条の２に、施設の使用が暴力団の利益になる場合は使用を

許可しない旨の規定の追加が主な内容であります。 

 次に、安中新田会所跡旧植田家住宅条例の一部改正についてでありますが、施設への入

館の制限等を規定した第８条に、施設の使用が暴力団の利益になる場合は使用を許可しな

い旨を規定した第２項の追加が主な内容であります。 

 次に、八尾市立大畑山青少年野外活動センター条例の一部改正についてでありますが、

施設の使用許可の制限を規定している第３条の２に、施設の使用が暴力団の利益になる場

合は使用を許可しない旨の規定の追加が主な内容であります。 

 次に、八尾市立テニス場設置条例の一部改正についてですが、施設の使用許可の制限を

規定している第３条の２に、施設の使用が暴力団の利益になる場合は使用を許可しない旨

の規定の追加が主な内容であります。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜わりますよう

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】 八尾市暴力団排除条例の制定に伴い、学校や子どもに関わってくることも

あると思いますが、この点についてはどのように考えていますか。 

 

【吉岡理事】 本条例の制定につきましては、「警察対暴力団」を「社会対暴力団」の構

図に切り替えて、暴力団を社会から排除する仕組みを築いていくことが目的となります。

そのために、学校における子どもたちへの指導又は啓発をさらに推進していきたいと考え

ております。 
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【安藤委員長職務代理者】 本年２月から３月にかけて、市ホームページで八尾市暴力団

排除条例の素案に対する市民意見を募集されていましたが、どのような意見が出ましたか。 

 

【吉岡理事】 パブリックコメントで提出された意見の内容につきましては、把握してお

りません。 

 

【百瀨委員長】 教育委員会としては、施設の使用制限、青少年に対する指導等の措置に

ついて考えなければならないと思いますが、この２点についてはどのように考えています

か。 

 

【吉岡理事】 本条例につきましては、大阪府暴力団排除条例と同様の基本理念を掲げて

おります。また、青少年に対する指導等の措置についても府の条例と同様の規定になって

おりますが、公の施設における暴力団の排除の規定については府の条例で定められており

ませんので、本条例で補完しております。 

 

【百瀨委員長】 生涯学習施設やスポーツ施設等の使用制限については、具体的にどのよ

うなことを考えていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 八尾市暴力団排除条例の制定に伴い、生涯学習施設やス

ポーツ施設の窓口での使用許可申請時に、暴力団排除に必要な事項となります氏名、生年

月日、性別等をご記入いただきます。また、「暴力団の利益になる利用ではない」という

文言を申請書に追加し、これを踏まえて申請していただくことによって、暴力団の排除に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 利用者が暴力団員かどうか判断しにくい場合は、どのように対応されま

すか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 本条例につきましては、暴力団の利益になる時に施設の

利用をお断りすることになりますので、「今回の利用が暴力団の利益にならない」ことを

踏まえて申請いただいた場合は、施設をご利用いただくことができます。ただ、利用中に

暴力団の利益になることが判明した場合は、警察等と連携して対応してまいりたいと考え

ております。 

 

【百瀨委員長】 施設利用後に、暴力団の利益にあたると分かった時は、どのように対応

されますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 事後対応といたしましては、教育委員会と指定管理者が

事実を確認し、警察等にその旨を連絡させていただいた上で、対応を考えてまいります。 

 

【浦上教育長】 これまでに、大阪府下で暴力団の利益につながるような使用はありまし
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たか。 

 

【吉岡理事】 本市におきましてはこれまでにそのようなことはございませんが、茨木市

におきまして、平成２１年９月に格闘技大会を開催するため、市営グラウンドの使用許可

申請があり、その使用許可後に、大会主催者が暴力団関係者であることが判明するという

事態が起こりました。結局、暴力団の利益となる使用許可を取り消す規定がなかったため

に大会が実施され、大阪府警が当日に約３００人態勢で警備されたと聞いております。結

果といたしましては、大きなトラブルはなかったということですが、市民の安全・安心を

脅かす可能性があり、収益が暴力団の資金源になる可能性もあるということで、茨木市は

その後に公の施設における暴力団利益排除のための関係条例の整備に関する条例を制定さ

れております。 

 

【浦上教育長】 青少年に対する指導等のための措置については、教育委員会と市長部局

が連携して進めていく必要があると思いますが、この点についてはどのように考えていま

すか。 

 

【柿並学校教育部長】 児童・生徒の健全育成につきましては、学校だけで成し遂げられ

るものではなく、地域や青少年問題協議会などの関係団体と連携しながら進めていかなけ

ればならないと考えております。また、学校体育施設の開放におきましては、開放運営委

員会に地域の方々も入っていただきながら、暴力団など、学校教育に悪影響を及ぼすよう

なものを可能な限り排除していくように取り組んでおります。今後も関係機関と協力を深

めながら健全育成に努めるとともに、子どもに悪影響を及ぼすようなものが学校に近づか

ないように取り組んでまいりたいと考えております。 

 

【木下委員】 青少年の年齢については、１８歳までや２０歳までという考え方がありま

すが、１５歳から１８歳まで、又は１５歳から２０歳までは非常に重要な年齢になります

ので、市長部局等と連携しながら、具体的な指導、啓発の取組みについて話し合う機会を

持っていただきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 社会教育の側面から教育委員会としてもぜひ取組みを進めていただきた

いと思いますが、これについてはどのように考えていますか。 

 

【柿並学校教育部長】 中学生以上の子どもたちの健全育成につきましては、従前から中

学校と高等学校生徒指導主事間の連携を図っております。また、それ以外に、高等学校の

校長先生と様々な問題について話し合う機会もございます。さらに、警察との連携も２０

年以上前から行っており、学警連絡会におきましては、情報交換をしながら、問題の未然

防止、また中学校以上の子どもたちの悪い影響が中学校や小学校に影響しないように取組

みを進めております。今後は、このような機関だけでなく、地域の方々との連携も図って

まいりたいと考えております。 

 



－7－ 

【百瀨委員長】 青少年は１８歳未満を指すのでしょうか。 

 

【吉岡理事】 大阪府暴力団排除条例では、１８歳未満と位置づけられておりますので、

八尾市におきましても同様に取り扱わせていただきたいと思っております。 

 

【浦上教育長】 １５歳から１８歳まで、又は１５歳から２０歳までの青少年の健全育成

については、市長部局と教育委員会が連携し、啓発事業を行っていく必要があると考えて

いますので、青少年課等と連携して取り組んでいきたいと思っています。 

 

【木下委員】 青少年を１８歳までとすれば、２０歳までの間はどうなるのかという問題

がありますので、この点も含めて今後の取組みを検討していただきたいと思います。 

 

【吉岡理事】 本条例では、青少年は１８歳未満になりますが、運用に際しましては、１

８歳という年齢にこだわらず、暴力団の現状、暴力団の悪性を示すような事件など、必要

な情報をパンフレットやＤＶＤによって広く周知してまいりたいと考えております。また、

暴力団に関する知識を持っておられる講師を招き、講演会を開催することも含めまして、

市長部局と連携しながら検討していきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 社会教育の視点から、今後の啓発を進め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１８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１８号「八尾市暴力団排除

条例の制定に伴う八尾市教育委員会所管条例の一部改正について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１９号「大阪府立八尾支援学校東校の耐震２次診断の実施

に係る経費を平成２５年度八尾市一般会計６月補正予算に計上する件」について審議いた

します。提案理由を吉岡理事より説明願います。 

 

【吉岡理事】 ただいま議題となりました議案第１９号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。 

 提案の理由といたしましては、高安中学校区における施設一体型小・中学校の設置に向

け、候補地であります大阪府立八尾支援学校東校の耐震２次診断を実施するにつき、その

経費を平成２５年度一般会計６月補正予算として計上する必要があるため、本案を提出す

るものでございます。 

 それでは、これまでの提案に至る経緯と併せてご報告申し上げます。 
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高安中学校区における施設一体型小・中学校の設置に向けては、平成２２年７月の八尾

市立小・中学校適正規模等審議会答申を受けた方向性に基づき、教育委員協議会等におけ

る議論を踏まえ、大阪府立八尾支援学校東校を候補地として施設一体型小・中学校の設置

についての考え方やその概要等についてまとめ、平成２４年７月には市議会各派代表者会

議においても報告をしたところでございます。地域や保護者向けの説明会といたしまして

は、平成２４年１１月に説明会を、平成２５年３月には意見交換会を開催し、参加者の皆

様方から多くのご意見やご要望を頂戴したところでございます。本年度は５月より高安１

１地区の住民と３校の保護者向けに、改めてこれまでにいただいた主な要望事項に対する

本市の検討状況や、施設一体型の学校に対するイメージを持っていただくための先進事例

の紹介等をさせていただいており、併せて意見交換会において府立八尾支援学校東校の耐

震２次診断を実施することに対しての理解を求めているところでございます。 

府立八尾支援学校東校の耐震診断につきましては、大阪府において平成１８年度に校舎

棟の耐震１次診断がなされ、耐震性能はＢ判定、校舎ＩＳ値が０．３８から０．４４、体

育館ＩＳ値が０．３というＢ判定が出ていたものの、平成２６年度末をもって廃校とし、

将来的にも施設を使用しないことから耐震２次診断については実施がなされていなかった

ものでございます。耐震１次診断は耐震２次診断の要否・実施の順位付けの参考とする診

断で、コンクリートの目視による診断となりますが、耐震２次診断は現行の耐震基準に適

合しているか否かを判定するための診断で、専門家の目視に加え、コンクリートを抽出し

て強度等を分析するとともに、鉄筋、鉄骨についても調査を行い、併せて補強計画を作成

していくものであります。今般、高安中学校区における施設一体型小・中学校の設置に向

けて、当該校は大阪府の施設ではあるものの、八尾市として高安地区の新しい学校の候補

地として支援学校の活用を考えており、大阪府と協議の上で八尾市として耐震２次診断を

実施させていただくことを判断したものであります。 

 そしてその経費総額であります。２，４４９万１，０００円を６月市議会に補正予算と

して計上する必要がございますので、本件を提出するものでございます。本件が本日の定

例会並びに市議会で議決されれば、速やかに第２次診断を実施し、その診断の結果を踏ま

えまして、平成２６年度には新しい学校の実施設計を、平成２７年度には新しい学校の耐

震補強工事と大規模改修工事を行ってまいりたいと考えており、高安中学校区における施

設一体型小・中学校の設置に向けた取組みを進めてまいりたいと考えております。そのた

めにも、地域や保護者の方々の十分な理解と多くの賛同や協力が得られるよう、教育委員

会としても今後も継続した説明や意見交換を行うとともに、今年度からは学校現場の教職

員とも連携しながら学校運営体制や教育課程等の研究、教科担任制の先行実施などを行い

たいと考えております。なお、参考といたしまして、教育委員会の基本的な考え方をはじ

め、本市教育振興の先進校における７つの施策、新しい学校の概要及び教育効果等を掲載

した資料を配付しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、甚だ簡単な説明ではありますが、よろしくご審議の上、ご承認賜わりますよう、

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、この件につきまして委員の

皆様方、何かご質疑ございませんか。 
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【安藤委員長職務代理者】 八尾市が２次診断の補正予算を組んで実施することになった

のはなぜでしょうか。 

 

【吉岡理事】 大阪府から府立支援学校東校を平成２６年度末に廃校するという話があり、

大阪府教育委員会と協議を行った上で、大阪府と八尾市が協議した結果、このような結論

に至ったところでございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 耐震２次診断で大きな問題が起きた場合、どのような対応を

考えていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 耐震２次診断で耐震性能が低いと診断された場合ですが、現在、

本市で取組みを進めております学校施設の耐震化におきましては、耐震性能がＣ判定、Ｉ

Ｓ値０．３未満の校舎棟がございます。こちらにつきましては補強工事で対応できており

ますので、候補地の支援学校が２次診断でＣ判定と診断されても、耐震補強工事で対応が

可能であると考えております。 

 

【浦上教育長】 大阪府と本市の間で、耐震２次診断を実施することに至った経過をご説

明いただきたいと思います。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 候補地の府立八尾支援学校東校につきましては、大阪府教育委

員会が平成２６年度末をもって廃校することを決定されております。また、その跡地につ

きましても、大阪府教育委員会及び大阪府は使用しないことを決定されており、八尾市が

活用を考えていないのであれば、一般競争入札の上、売却することも決定されております。 

そのことを前提に、昨年、大阪府から八尾市に意向調査があり、本市といたしましては、

高安中学校区の子どもたちによりよい教育環境を提供するために、この施設を活用してい

きたいと考えておりましたので、その旨を回答させていただいております。ただし、まだ

買い取ることを最終的に決定したものではなく、今回の耐震２次診断の結果を踏まえまし

て、最終的に判断していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今月、１１地区で意見交換会を進められていますが、どのよ

うな意見がありますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 ５月７日からの意見交換会につきましては、１１地区の地域住

民、３校の保護者を対象に意見交換会を予定しており、昨日で９ヵ所の意見交換会を終了

いたしました。参加者から頂戴しているご意見につきましては、昨年１１月の説明会でい

ただいたご意見とは随分性質も異なってきております。 

まず、昨年１１月の説明会では、白紙撤回を求めるご意見や学校の統廃合ではないのか

というご意見がございましたが、３月の意見交換会では、新しい学校ができることについ

て肯定的に受けとめていただいており、特に小学生と中学生が一緒になることによって指

導の連続性ができるので、良い学校になっていくのだなというご意見も多く頂戴している
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ところでございます。その一方で、通学路の安全確保、跡地活用につきましては、具体的

にご提示できておりませんので、今後、地域住民、保護者の皆様に情報提供し、意見を頂

戴しながら決めていきたいと考えております。 

最後に、５月の意見交換会では、以前に比べて新しい学校に対する具体的なご質問、ご

要望が増えてきている状況でございます。 

 

【百瀨委員長】 耐震２次診断はいつまでかかるのでしょうか。また、その結果、校舎の

状態がどこまで分かるのでしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 ６月市議会におきまして、耐震２次診断の補正予算を議決いた

だきましたら、業者を選定し、支援学校在校生の教育活動等に考慮しながら、８月以降、

耐震２次診断を行っていきたいと考えております。今年度末までに診断結果が出てまいり

ます。 

また、その結果と併せまして、耐震壁やブレースの取付けなどの補強計画を作成してま

いります。教育委員会といたしましては、既存の校舎を新しい学校として利用したいと考

えており、耐震診断の結果を踏まえた上で、既存校舎の壁の一部を取り払うなど、多目的

教室の整備も検討していきたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 保護者、地域住民には診断結果を説明されるのでしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 耐震診断の結果につきましては、保護者、地域住民の皆様にお

伝えしたいと考えており、改めて意見交換会の場でご説明申し上げたいと思っております。

なお、平成２５年３月、５月の意見交換会の場におきましても、保護者や地域住民の皆様

に、平成２５年度の耐震２次診断、２６年度の新しい学校の設計、２７年度の補強工事等

のスケジュールについてご説明させていただいておりますので、一定の周知は図られてい

ると考えております。 

 

【百瀨委員長】 建物の改築が必要になった場合、どのように対応されるのでしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 候補地の府立八尾支援学校東校につきましては、昭和５４年に

設置され、築３４年が経過しておりますが、八尾市立小・中学校の施設に比べまして、比

較的新しい校舎になります。また、１０年前に大規模改修等も済ませておられますので、

現時点では改築等の診断結果が出ることはないであろうと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今回の耐震２次診断に伴い、高安中学校、北高安小学校、中

高安小学校の３校の耐震化はどうなるのでしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 府立八尾支援学校の耐震２次診断の結果、耐震補強が可能にな

り、保護者、地域住民の皆様に新しい学校の設置についてご理解いただけましたら、現在

計画しております高安中学校、北高安小学校、中高安小学校の平成２６年度から２７年度
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までの耐震補強工事を取りやめて、府立支援学校の耐震補強工事、大規模改修に切り替え

ていきたいと考えております。なお、この件につきましては、既に保護者、地域住民にも

情報提供させていただいております。 

 

【百瀨委員長】 本議案の議決を施設一体型小・中学校の設置の議決として考えておられ

ますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 本議案の議決が新しい学校を設置する議決であるとは考えてお

りません。耐震診断の結果も出ておりませんし、現在、保護者、地域住民への意見交換会

も引き続き行っているところでございますので、最終的な結論につきましては別途議決を

賜りたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 市議会において議決いただく事項については、どのように考えています

か。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 今回は耐震２次診断の経費について議案上程させていただいて

おりますが、今後は実施設計の経費及び耐震補強工事、大規模改修等の経費等も必要でご

ざいます。また、高安中学校区３校の耐震補強工事を取りやめると判断した際に、耐震化

計画の見直しによる経費の組み直しも必要になりますので、これらにつきましては議会の

議決をいただくことになると考えております。 

 

【木下委員】 今後の施設整備については、ハード面とソフト面が強く絡むことになると

思いますので、情報提供や意見交換をお願いします。 

 

【百瀨委員長】 今後の進め方についてはどのように考えていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 先ほど申し上げましたように、今後のスケジュールにつきまし

ては、平成２６年度に新しい学校の実施設計、２７年度に耐震補強工事等を行いたいと考

えております。従いまして、本年度に最終的な決断を教育委員会で行いまして、３月市議

会に実施設計の予算等を計上していくことになると考えております。 

 

【百瀨委員長】 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１９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１９号「大阪府立八尾支援

学校東校の耐震２次診断の実施に係る経費を平成２５年度八尾市一般会計６月補正予算に

計上する件｣について、原案を適当と認めることに決しました。 

 



－12－ 

【百瀨委員長】 次に、議案第２０号「八尾市社会教育委員の委嘱を解く件」、第２１号

「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の任免の件」、第２２号「八尾市ス

ポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件」、第２３号「八尾市図書館協議会委員の任免の

件」及び第２４号「八尾市就学支援委員会委員の委嘱の件」について、一括して審議いた

します。提案理由の説明を杉島課長、南館長、山下所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２０号から２４号のうち、生涯学習ス

ポーツ課所管の審議会につきましてご説明申し上げます。 

 まず、議案第２０号「八尾市社会教育委員の委嘱を解く件」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。 

 提案の理由でございますが、執行機関の附属機関の位置づけについて、全庁的に見直し

が行われたことに伴い、委員の委嘱を解く必要があるため、本案を提出する次第でござい

ます。 

 それでは、お手元の「八尾市社会教育委員名簿」に基づきましてご説明申し上げます。

このたび委嘱を解く委員につきましては、学識経験者として委嘱いたしておりました市議

会議員の吉村和三治氏、谷沢千賀子氏の両委員でございまして、平成２４年６月１日から

平成２６年５月３１日の任期で委嘱いたしておりましたが、先ほど申し上げました理由に

より、平成２５年５月２２日をもちまして委嘱を解くものでございます。 

 続きまして、議案第２１号「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の任免

の件」につきましてご説明申し上げます。 

 提案の理由でございますが、学校教育関係者の委員変更及び執行機関の附属機関の位置

づけについて、全庁的に見直しが行われたことにより、委員を任免する必要があるため、

本案を提出する次第でございます。 

 それでは、お手元の「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員名簿（案）」

に基づきましてご説明申し上げます。まず、委員変更につきましては、学校教育関係者と

して八尾市校長会の植田隆夫氏に代わり、新たに小林俊王氏を委嘱するものでございます。

任期につきましては、平成２５年５月２２日から平成２６年９月３０日までの残任期間で

ございます。 

 次に、委嘱を解く委員につきましては、教育委員会が必要と認める者として委嘱いたし

ておりました市議会議員の花村茂男氏、前田洋輔氏、杉本春夫氏、大星なるみ氏、村松広

昭氏の各委員でございまして、平成２４年１０月１日から平成２６年９月３０日までの任

期で委嘱いたしておりましたが、先ほど申し上げました理由により、平成２５年５月２２

日をもちまして委嘱を解くものでございます。 

 続きまして、議案第２２号「八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件」につき

ましてご説明申し上げます。 

 提案の理由でございますが、八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の任期満了に伴い、

新たに委員を委嘱する必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 それでは、お手元の「八尾市立スポーツ施設運営審議会委員名簿（案）」に基づきまし
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てご説明申し上げます。今回、１０名の委員を委嘱するものでございまして、そのうち２

名を新たに委嘱し、８名を再任委嘱するものでございます。新たに委嘱する２名の委員と

いたしましては、学校教育関係者として八尾市中学校体育連盟の川島雄治氏に代わりまし

て北側正廣氏を、並びに社会教育関係者として八尾市青少年育成連絡協議会の中路明雄氏

に代わりまして村尾佳代子氏を委嘱するものでございます。任期につきましては、平成２

５年６月１日から平成２７年５月３１日までの期間でございます。なお、本スポーツ施設

運営審議会及び生涯学習センター学習プラザ運営審議会の委員につきましては、八尾市市

民参画と協働のまちづくり基本条例の趣旨に基づき、今後市民からの公募により委員を選

任いたしたいと考えており、現在、６月２０日発行の市政だよりに記事を掲載するため、

作業を進めているところでございます。 

 以上、生涯学習スポーツ課からのご説明とさせていただきます。 

 

【南八尾図書館長】 続きまして、議案第２３号「八尾市図書館協議会委員の任免の件」

についてご説明させていただきます。 

 提案の理由でございますが、学校教育関係者、学識経験者の委員の変更及び執行機関の

附属機関の位置づけについて見直しが行われたことに伴い、委員を任命する必要があるた

め、本案を提出する次第でございます。 

 それでは、お手元の「八尾市図書館協議会委員名簿（案）」に基づきましてご説明申し

上げます。まず、新たに委嘱をお願いする委員につきましては、学校教育関係者１名及び

学識経験者１名の計２名でございます。新たに委嘱をお願いする委員といたしましては、

学校教育関係者として和田辰彦氏にかわり水谷希亮氏を、学識経験者として小前恭則氏に

かわり大久保典子氏でございます。任期につきましては、平成２５年５月２２日から平成

２６年５月３１日までの残任期間でございます。 

 次に、委嘱を解く委員につきましては、学識経験者の西田尚美委員、同じく越智妙子委

員となります。なお、平成２４年６月１日から平成２６年５月３１日の任期で委嘱を行っ

ておりますが、西田尚美委員､越智妙子委員につきましては、平成２５年５月２２日で委

嘱を解くものでございます。 

 以上で図書館からの説明とさせていただきます。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 続きまして、議案第２４号「八尾市就学支援委員会

委員の委嘱の件」につきましてご説明申し上げます。 

 提案の理由でございますが、市立学校の校長及び教員、その他教育委員会が必要と認め

る者の委員の変更に伴い、本案を提出する次第でございます。 

 それでは、お手元の「八尾市就学支援員会委員名簿（案）」に基づきましてご説明申し

上げます。新たに委員の委嘱をお願いする委員は、市立学校の校長及び教員から１名、そ

の他教育委員会が必要と認める者１名、計２名でございます。新たに委嘱をお願いする委

員は、市立学校の校長及び教員として八尾市校長会の阪田弘氏に代わり小山惠美子氏、そ

の他教育委員会が必要と認める者として上原美代子氏に代わり川幡悦子氏でございます。

任期につきましては、平成２５年５月２２日から平成２６年５月３１日までの残任期間で

ございます。 
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 以上、甚だ簡単ではございますが提案の理由といたします。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

ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 社会教育委員の学識経験者が２名減ることになりますが、補

欠委員についてはどのように考えていますか。また、他の審議会についても、この点につ

いてどのような方向性を持っていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 まず、社会教育委員につきましては、社会教育法で任命

基準が定められております。ただ、今国会におきまして、基準を法定事項から条例事項に

するという第３次地方分権一括法案が出されております。従いまして、それが各市の条例

で定めることになった場合は、改めて区分の改正等を行い、委員を委嘱していきたいと考

えております。 

次に、生涯学習センター学習プラザ運営審議会とスポーツ施設運営審議会の委員につき

ましては、平成２４年９月と平成２５年４月の本定例教育委員会におきまして、委員の委

嘱基準について議決いただいておりますので、その区分に基づきまして委嘱しております。

なお、この２つの審議会につきましては、市民公募を行うために現在作業を進めておりま

すので、市民委員の選定が終わりましたら、改めまして定例教育委員会に議案上程してい

きたいと考えております。 

 

【南八尾図書館長】 図書館協議会につきましても、学識経験者２名の委嘱を解くことか

ら、今後の補充については市民公募も含めて館内で議論させていただきましたが、定数１

２名のうち１０名を委嘱しておりますので、一定の人数には達していると考えております。

なお、来年度の任期満了に伴う図書館協議会委員の委嘱に向けて、各区分の人数について

は検討を進めてまいりたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 例えば、生涯学習センター学習プラザ管理運営規則第１７条

に委員定数が２５名以内と規定されていますが、市民公募されると、委員の数がとても多

くなると思います。この点についてはどのように考えていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 委員の数につきましては、規則に規定されている２５名

以内で考えていきたいと思っております。なお、今回は市議会議員５名の委嘱を解くこと

になりますが、市民公募にあたりましては５名を補充するのではなく、２名から３名程度

募集していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今後、市議会議員との意見交換については、どのようなこと

を想定されていますか。 
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【杉島生涯学習スポーツ課長】 市議会議員との意見交換につきましては、今後、庁内全

体での議論が必要ではないかと思っております。なお、審議会につきましては、原則公開

で行っておりますので、自由に傍聴いただくことができます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 八尾市就学支援委員会の第６号委員「その他教育委員会が必

要と認める者」は、どのような方々なのでしょうか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 就学支援委員会の区分につきましては、学校教育法

施行令第１８条の２に「教育委員会は障害のある子どもたちの就学にあたって、教育学、

医学、心理学、その他障害のある児童生徒の就学に関する専門知識を有する者の意見を聴

くものとする」と規定されております。従いまして、「その他教育委員会が必要と認める

者」の区分では、就学に関する専門知識を有する者として、保護者の教育的ニーズを把握

していただくようにお願いしております。 

 

【百瀨委員長】 「その他教育委員会が必要と認める者」は、就学支援委員会でどのよう

な役割を担っていますか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 就学支援委員会では、特別な教育的支援が必要な子

どもの就学先に関する案件を取り扱っており、「その他教育委員会が必要と認める者」は、

保護者の教育的ニーズ、本人の障がいの状況等を把握するために、相談部会委員として、

教育相談の手法を用いながら調査、事例研究を行っております。 

 

【浦上教育長】 「その他教育委員会が必要と認める者」については、専門部会委員とし

て、教育相談等で保護者と話をされている方々になります。また、保護者の気持ちを聴き

ながら、就園先、就学先について調査されており、支援委員会の会議においては専門部会

委員の意見も反映されております。 

 

【百瀨委員長】 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２０号から第２４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２０号から第２４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移らせていただきます。 

八尾市教科書センター法定展示について、山下所長よりご報告願います。 
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【山下教育サポートセンター所長】 それでは、八尾市教科書センター法定展示について

ご説明させていただきます。 

 本件は、平成２６年度使用教科書の展示会を八尾市教科書センターにおいて開催するも

のでございます。教科書展示会は、教科書の発行に関する臨時措置法第５条の規定により

まして、都道府県教育委員会が開催するもので、本市におきましては大阪府教科書センタ

ー設置要綱により、教育サポートセンターに教科書センターが設置されているところでご

ざいます。 

今年度の教科書展示会は、平成２５年３月１４日付文部科学省告示第３４号により、開

始の時期及び期間を６月１４日から１４日間とすることとなっております。この指示を受

けまして、八尾市教科書センターとして法定展示期間を６月１４日（金）から７月３日

（水）までとするものでございます。また、この法定展示期間前の６月３日（月）から６

月１３日（木）までを法定外展示期間として、広く教科書展示会を開催していく予定にし

ております。なお、法定展示期間につきましては、広く市民の皆様に教科書をご覧いただ

けるよう、八尾市立志紀図書館での展示も行ってまいります。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、八尾市教科書センター法定展示についての報告とさ

せていただきます。 

 

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

 

【安藤委員長職務代理者】 法定外展示期間に教科書センターで教科書を見ることはでき

るのでしょうか。 

 

【山下教育サポートセンター所長】 そのとおりでございます。なお、展示期間中につき

ましては、法定内、法定外ともに教科書の貸出しができなくなります。 

 

【百瀨委員長】 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、委員の皆様方から何かございますか。 

 事務局から何かございませんか。 

 なければ、最後に、議案第２５号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱

又は任命の件」について審議を行いますが、会議は非公開で行います。傍聴の皆様は大変

ご苦労さまでございましたが、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２５号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員

の委嘱又は任命の件について」審議いたします。提案理由を吉岡理事より説明願います。 

 

【吉岡理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第２５号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１４号の規定により、委員会
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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、平成２５年度に八尾市教育委員会所管施設の指定管理者の候

補者を選定するにつき、八尾市教育委員会指定管理者選定委員会規則第３条の規定に基づ

き、八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員を委嘱又は任命する必要があるため、本

案を提出するものでございます。 

 それでは、お手元の「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員名簿（案）」に基づ

きましてご説明申し上げます。まず、委員については生涯学習施設、スポーツ施設、文化

財施設、それぞれの施設類型ごとに５名の委員を委嘱又は任命するものでございます。 

はじめに、生涯学習施設の選定委員につきましては、学識経験者として大阪教育大学の

出相泰裕氏、天理大学の佐々木保孝氏、公認会計士として齋藤雄璽郎氏、市の職員として

伊藤均氏、その他教育委員会が必要と認める者として八尾市ＰＴＡ協議会の大西幹子氏で

ございます。 

 次に、スポーツ施設の選定委員につきましては、学識経験者として大阪教育大学の赤松

喜久氏、平安女学院大学の中村公美子氏、公認会計士として薬師寺玲氏、市の職員として

伊藤均氏、その他教育委員会が必要と認める者として八尾市スポーツ推進委員の國友英子

氏でございます。 

 最後に、文化財施設の選定委員につきましては学識経験者として日本民家集落博物館の

井藤徹氏、京都造形芸術大学の伊達仁美氏、公認会計士として齋藤雄璽郎氏、市の職員と

して伊藤均氏、その他教育委員会が必要と認める者として社会教育委員の白木順一郎氏で

ございます。 

 任期につきましては、平成２５年５月２２日から平成２６年３月３１日までの期間でご

ざいます。 

 以上、まことに簡単な説明でございますが、提案理由の説明といたします。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

ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 「その他教育委員会が必要と認める者」については、どのよ

うな理由で選ばれたのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、生涯学習施設とスポーツ施設につきましてご

説明をさせていただきます。 

まず、生涯学習施設につきましては、生涯学習におきまして家庭教育の重要性が言われ

ていることを鑑み、昨年、生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の区分に「家庭教

育の向上に資する活動を行う者」を新たに設けたところであり、今回の同施設の選定にあ

たりましても、このような方からご意見をいただきたいと考えおります。そこで、小学生

の子どもの母親として大西氏に委員委嘱をお願いしたところでございます。なお、大西氏

の委員委嘱にあたりましては、八尾市ＰＴＡ協議会よりご推薦をいただいたところでござ

います。 
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 続きまして、スポーツ施設につきましては、前回のスポーツ施設の指定管理者の選定時

におきまして本委員会において、また市議会からもさまざまなご意見をいただいており、

今回は、スポーツ基本法の位置づけに基づき委嘱しております、スポーツ推進委員であり

ます國友氏を委嘱させていただきたいと考えております。なお、國友氏の委嘱にあたりま

しては本市スポーツ推進委員協議会よりご推薦をいただいております。 

 最後に、両施設ともに、男女共同参画の観点から、各審議会において女性委員の登用が

求められておりますので、この点からも女性委員を選ばせていただいたところでございま

す。 

 

【渞文化財課長】 続きまして、文化財施設についてご説明させていただきます。 

今回、指定管理者を選定する施設につきましては、歴史民俗資料館と埋蔵文化財調査セ

ンターになり、規則に基づいて学識経験者、公認会計士、市の職員を選ばせていただいて

おります。 

その中で、まず、学識経験者の井藤徹氏につきましては、大阪府の文化財保護課等にお

られまして、発掘調査の長い経験を持っておられます。また、現在、日本民家集落博物館

の館長をされており、博物館施設の運営等についても見識をお持ちです。 

次に、伊達仁美氏につきましては、現在、京都造形芸術大学で博物、民俗学について研

究をされておりまして、指定管理者の選定にあたりまして貴重なご意見をいただけるので

はないかと考えております。 

最後に、その他教育委員会が必要と認める者でございますが、歴史民俗資料館は博物館

相当施設の位置づけとなり、社会教育法において社会教育施設に位置づけられております。

また、埋蔵文化財調査センターにつきましても、博物館相当施設ではございませんが、類

似施設として位置づけてまいりました。従いまして、今回は社会教育施設の指定管理者の

選定になりますので、社会教育委員の方に入っていただきまして、その他の社会教育施設

との比較を含めましてご意見をいただきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 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２５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２５号「八尾市教育委員会

指定管理者選定委員会委員の委嘱又は任命の件」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、５月定例教育委員会を終了させていただきます。  


