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１１月臨時教育委員会会議録 

開 催 年 月 日 平成２５年１１月１５日（金） 

開 催 時 間  午前１０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 

 

 

 

伊藤教育次長兼生涯学習部長・柿並学校教育部長・田辺こども未

来部長・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・

富田青少年課長 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより１１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浦上委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 また、本日は、こども未来部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。 

 

｛ 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４１号、

第４２号、第４３号、第４５号及び第４６号につきましては、関係資料が八尾市情報公開

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、委員の皆様方よろしいですか。 

 

【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４１号、第４２号、第４３

号、第４５号及び第４６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、これらの案件については、他の議案の審議が終了した後

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。 
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１１月臨時会の議案 

議案第41号 

議案第42号 

議案第43号 

議案第44号 

議案第45号 

議案第46号 

 

議案第47号 

議案第48号 

八尾市生涯学習センターの指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市立総合体育館等の指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市立屋内プールの指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市図書館条例の一部改正について市議会議案提出の件 

八尾市立歴史民俗資料館の指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市立埋蔵文化財調査センターの指定管理者指定の市議会議案提出

の件 

八尾市立青少年センター条例の一部改正について市議会議案提出の件 

平成26年度八尾市立小中学校における土曜授業実施の件 

 

【百瀨委員長】 まず、議案第４４号「八尾市図書館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。提案理由を南館長より説明願います。 

 

【南八尾図書館長】 それでは、議案第４４号「八尾市図書館条例の一部改正について市

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。 

 提案理由といたしましては、八尾図書館の新築移転に伴う設置場所の変更等に伴い、八

尾市図書館条例の一部を改正する必要があるため、本件を提出いたすものでございます。 

 条例改正の内容でございますが、「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。 

まず、八尾市図書館条例第１条第１項におきまして、図書館資料についての定義づけの

文章を追加するものであります。 

 次に、第２条の表中、八尾図書館の位置欄について、「八尾市本町二丁目１番１２号」

を「八尾市本町二丁目２番８号」に改めます。また、八尾図書館の新築移転に伴い、今東

光に関する資料等の収集、整理、提供活動並びに市民への自主的な学習の場の提供を実施

するにあたりまして、これまで同条例施行規則に規定いたしておりました図書館の事業の

文言整理を行い、第２条の２として追加いたすものであります。 

 また、第２条の２第７号に、市民の自主的な学習の場の提供を行う規定を追加するにあ

たりまして、第７条の２、同条の３、同条の４、同条の５として、それぞれ学習室の設置、

利用の許可、利用許可の制限、利用許可の取消し等につきまして、新たに規定を追加する

ものであります。 

 なお、条例の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いたします。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。何卒、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。 
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【安藤委員長職務代理者】 今回の八尾市図書館条例の一部改正と図書館法の関連につい

て説明していただけますか。 

 

【南八尾図書館長】 八尾市図書館条例におきましては、図書館法に基づく図書館の設置

について規定しております。今回、新たに追加する今東光氏の資料等の提供活動につきま

しては、図書館法におきましても、郷土資料、文学資料の取扱いについて規定がございま

すので、その提供を進めるための役割として、今東光資料室の設置を考えております。ま

た、図書館につきましては、生涯学習の一つの拠点として市民の学習の場を提供するとい

う法の趣旨もございます。この趣旨に基づき、図書館におきまして、自主的な学習を支援

するスペースを新たに設置していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今東光氏の文学的な資料について規定されていますが、いろ

んな資料がある中で、あえて指定しているのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 今東光氏におきましては、文学活動以外の諸般の活動もされてきた

経緯がございますが、文学活動においては、直木賞の受賞者であり、八尾市制施行１０周

年で創設された第１回文化賞の受賞者でもございます。このような功績から、今東光氏の

文学活動が注目されていると考えており、その作品におきましては、当時の八尾市の郷土

文化が多数掲載されております。よって、図書館の役割といたしまして、今東光氏の様々

な活動の中でも、文学活動を主として、資料の収集を進めていきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今東光氏の件については、市長部局との連携の中で進めてい

くものではないかと考えていますが、その点についてはいかがでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 今東光資料室の設置につきましては、市長部局の政策推進課が中心

になり、魅力創造室など、様々な関係部署と連携して、市としての考え方をまとめてきた

経緯がございます。その中で、図書館も参画してまいりましたが、引き続き、市長部局と

教育委員会の関係部署による庁内会議において、今東光氏に関する情報発信を進めていき

たいと思っております。 

 

【木下委員】 図書館法に郷土資料の収集について規定されており、八尾市の文学活動と

して今東光氏を挙げられることは分かりますが、条例において特化されることについては、

疑問を持っています。実際に、市長部局と話し合いながら、今東光氏の資料集めをしてい

くことはよいのですが、他に八尾で育っておられる方はたくさんおり、郷土資料になると

さらに多数の資料がありますので、その中で条例として今東光氏に特化される理由をご説

明願います。 

 

【南八尾図書館長】 今回、新しい八尾図書館の一つのスペースとして、今東光資料室を

整備させていただくことになっております。これにつきましては、八尾市全体といたしま

しても今東光氏に関する功績を重要視しており、八尾市の貴重な文学者として考え方をま
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とめてきた経緯がございます。また、今東光氏に関する当時の資料、文学作品については

市民に知っていただくとともに、八尾市を全国に発信していくための貴重な文学的財産と

して考えさせていただきました。これらのことを踏まえ、市として今東光資料室を設けて、

情報発信していくことになりましたので、図書館としても重要視していくべきと考え、条

例の中で位置づけさせていただくことになりました。 

 

【木下委員】 今東光氏の文学活動に特化するのではなく、八尾の郷土資料、文学資料に

特化し、その中で「今東光の資料についても」という表記にしたほうがよいのではないで

しょうか。図書館法の趣旨は明確であり、これまでの活動の上に出てくるものではないか

と考えます。 

 

【南八尾図書館長】 八尾市といたしましては、これまで図書館の中で行政資料、郷土資

料の提供を進めてまいりましたが、その中で、今東光氏に関しましては、貴重な文学者と

して位置づけ、資料を収集し、市民に提供するという考えに至った経緯もございますので、

条例で規定させていただきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 郷土資料の中に今東光氏が含まれるのではないかと思いますが、大きな

部分と点の部分をどのように考えていますか。 

 

【南八尾図書館長】 繰り返しの説明になりますが、図書館といたしましては、八尾市の

生活文化について書かれた著書、八尾市にお住いの方々の著書、八尾市で活動されている

団体が出されている本等につきましても、郷土資料として収集し、市民への提供を進めて

おります。その中で、今東光氏に特化する必要性につきましては、その文学作品が市民の

生活文化を知る上で貴重な財産になり、最近では今東光氏を知らない方々も増えてきてお

りますので、市の貴重な文学者として、その郷土資料は重要な資産になると考えておりま

す。また、八尾市を全国に発信してくために、条例で規定していきたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 図書館法では郷土資料の収集が規定されており、図書館ではこれまでも

郷土資料を収集され、事業として展開されていることは確認できましたが、その中であえ

て今東光氏に限定された理由をもう少しご説明いただきたいと思います。 

 

【伊藤教育次長】 経緯につきましては、以前から今東光氏に関わる作品、資料等の収集

が市だけでなく、市民においても行われており、その収集に目途がついたので、八尾の魅

力発信のために取り組んでいるところでございます。 

その中で、八尾図書館の一つの魅力として、仮称ではございますが、新八尾図書館の３

階の１室に今東光記念館の設置を考えているところであり、今東光氏に関わる展示等も行

っていきたいと考えておりますので、条例に今東光氏の文学活動についての資料等の収集

について規定させていただいた次第でございます。 

なお、大阪府下においても、茨木市には川端康成文学館、富士正晴記念館があり、川端

康成文学館につきましては施設条例が制定されており、独立した施設が設置されておりま
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す。一方、富士正晴記念館につきましては併設の図書館条例に規定されており、このよう

な他市の事例等も参考にしながら、今回は条例で位置づけさせていただいた次第でござい

ます。 

 

【木下委員】 今東光記念館を設置するための前段として条例に規定されることを聞かさ

れると、ますます疑問が湧いてきます。そうであれば、八尾市の郷土資料と並行して今東

光記念館の設置について規定されたらいいのではないでしょうか。条例で八尾市の郷土資

料、文学資料等について何も出てこず、今東光氏に特化されていることに疑問を感じます。 

 それと、今東光氏に関しては市長部局との連携の中で設置していくということですが、

図書館条例に規定することによって、図書館の活動として特化されてしまい、いくら協力

すると言っても、結果として図書館の仕事になります。 

この２点について、先ほどから同じ説明しかありませんので、それ以外の角度からご説

明をお願いします。 

 

【伊藤教育次長】 今回の今東光氏に関わる資料収集、展示についての構想は、政策推進

課で進められていた部分であり、そこに文化財課、図書館等も入って検討してきたもので

ございます。この庁内会議については２６年度以降も継続し、それぞれ役割分担しながら

進めていくことになっておりますので、縦割りで行うのではなく、全庁的に取り組んでい

くことになります。 

 

【百瀨委員長】 図書館の事業として郷土資料の収集、提供について規定し、その中で今

東光氏を挙げるほうがよいのではないでしょうか。また、今東光氏のことが規定されると、

今後、教育委員会が管理しなければならなくなりますが、規定する理由についてはどのよ

うに考えていますか。 

 

【南八尾図書館長】 図書館法におきましては、図書館資料の中に郷土資料が含まれてお

りますので、図書館条例で郷土資料に特化した規定はございませんが、条例第２条の２第

１項「図書館資料の収集、整理及び保存に関すること」に基づき、図書館資料として郷土

資料も収集し、市民に提供を進めていくことになります。 

今東光氏が書かれた文学作品については、当時の八尾市の生活文化を市民に知っていた

だき、さらに全国に発信していくための貴重な財産として、八尾市全体の考えもまとまり

ましたので、新しい八尾図書館に今東光資料室の設置を図ってきたところでございます。

このような魅力発信の部分につきましては、関係課のそれぞれの強みを生かしながら、連

携を進めていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 経緯や事業の位置づけについて説明を聞いていると、場所としての位置

づけで捉えようとしているのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 条例第２条第６号につきましては、図書館として、今東光氏の文学

活動についての資料を収集し、市民に提供していくという市の施策的な考え方を規定させ
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ていただいております。また、このような施策を打ち出す中で、一つの機能として、新た

に八尾図書館の３階に今東光資料室を設けていきたいと考えております。従いまして、部

屋の位置づけも重要になりますが、今回は市の施策展開を踏まえて、規定させていただい

ております。 

 

【木下委員】 先ほどのご答弁から、例えば、市役所の一角に今東光資料館を設置するこ

とができれば、図書館に設置することはなかったのではないでしょうか。要するに、その

ようなスペースがないから、八尾図書館の一角にスペースを確保し、資料収集に関しては

図書館の仕事という理由で条例を改正しようとしているように思えますが、この点につい

てはいかがでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 政策推進課が今東光氏に関する考え方をまとめていくにあたりまし

ては、関係課として図書館も参画し、図書館機能を生かしながら今東光氏に関する情報発

信を進めていくという基本的な考え方がございました。従いまして、決して他部局から押

しつけられているわけではなく、かねてから庁内において考え方をまとめておりました。 

 

【伊藤教育次長】 今東光氏の資料に関する位置づけにつきましては、当初の八尾図書館

の整備構想において、館内に一室を設けて、資料を展示する構想がございました。また、

庁内で会議体を作り、部屋のレイアウトや展示について検討してきたところであり、長い

蓄積の中で図書館条例に位置づけることになったものでございます。 

その過程におきまして、図書館構想、あるいは図書館の基本設計にこの部屋のことも位

置づけており、ご報告させていただきましたが、説明が不十分であったことについては申

し訳なかったと思っております。 

 

【浦上教育長】 まず、教育委員が疑問を持たれている部分ですが、途中経過の報告等が

なかったことに対してお詫び申し上げます。 

今回の件については、市長部局の政策推進課から今東光氏の文学作品の展示について話

があり、関係課が寄り合って、所管課について協議したところでございます。その中で、

図書館におきましては、従前から今東光氏以外にも八尾市に関係がある文学者の作品を収

集、整理及び保存しておりましたので、一番相応しいのは図書館であろうという話になり、

八尾市図書館条例の一部改正の提案に至ったところでございます。 

また、先ほど、木下委員からご指摘がありましたように、条例に明記されることによっ

て、教育委員会で事業を行っていかなければなりませんが、魅力創造室などと連携しなが

ら進めていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 先ほど、教育次長も言われたように、整備構想から今光東資

料館について検討されていたにも関わらず、それを報告いただけなかったことは残念です。

今回、危惧していることは、教育委員会の管轄になった時には教育委員もその責任を全て

負うということです。今後もいろんな方が出てくると思いますので、八尾市全体のことと

して捉え、きっちり議論できるような場を設定していただきたいと思います。 
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【木下委員】 新しい八尾図書館については、多くの市民が期待と希望を持っております

ので、よりよい図書館ができるように双方尽力すべきと考えております。 

 

【百瀨委員長】 条例第７条の２に規定している学習室ですが、八尾図書館以外はどのよ

うに考えていますか。 

 

【南八尾図書館長】 学習室につきましては、新しい八尾図書館の４階に約１５０㎡の学

習スペースを設置し、それに伴って、条例に利用の許可、利用許可の制限、利用許可の取

消し等を規定しております。また、山本、志紀図書館、さらに第４地域図書館におきまし

ても、コミュニティセンターや図書館のスペースを活用し、学習の場を提供できるかどう

かについて、関係課とも相談、協議を行っているところでございます。 

 

【百瀨委員長】 第７条の４に規定している利用許可の制限ですが、暴力団の利益になる

ときは利用を制限すると規定されております。これはどのように確認されるのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 新しい八尾図書館におきましては、少人数グループで学習できるス

ペースもあり、その使用が暴力団の利益になる場合は制限をかけていくことになります。

実際には、使用申請手続きの中で確認するとともに、当日の使用状況を確認していくこと

になると思います。 

 

【百瀨委員長】 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４４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４４号「八尾市図書館条例

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４７号「八尾市立青少年センター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４７号「八尾市立青少年センター条例

の一部改正について市議会議案提出の件」につきましてご説明申し上げます。 

 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ございます。 

 提案理由といたしましては、八尾市立青少年センターの新築移転に伴う位置に関する規

定等の整備を行うにあたり、同条例の一部を改正いたすものでございます。 

 恐れ入りますが、お手元の「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

覧いただきたいと思います。 
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改正の内容でございますが、第２条の後に第２条の２といたしまして、青少年センター

で行います事業の条文を追加し、その内容といたしまして、第１号で「青少年の健全育成

のための指導者及び団体の育成及び支援に関すること」、第２号で「青少年健全育成事業

に資する会議及び研修の場の提供に関すること」、第３号で「青少年センター講座の開催

に関すること」、第４号で「その他前条の目的を達成するために必要な事業」の項目を規

定するとともに、附則第２項並びに附則第１項の見出し及び項番号につきまして、削除い

たすものでございます。 

 なお、第２条の２で規定いたします事業につきましては、今回の青少年センターの新築

移転に伴い、現在規則において規定しております内容を文言、表現の整理を図るとともに、

青少年施策を推進するための事業を明確化するため、条例に規定するものでございます。 

 また、施行日につきましては、教育委員会規則で定める日から施行いたすものでござい

ます。 

 以上、まことに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。何卒、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。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、青少年の範囲についてはどのように捉えればよいでし

ょうか。また、事業を取り組むスペースは十分に確保されていますか。 

 

【富田青少年課長】 まず、青少年につきましては、大阪府の条例で１８歳までと規定さ

れておりますので、主に１８歳までを対象としておりますが、近年、青少年を取り巻く

様々な課題があり、１８歳に限らず広く若者を対象とした施策も必要となっております。

このため、国では、子ども・若者育成支援推進法の中で、子ども、若者等を４０歳未満ま

での者として捉えており、本市といたしましても４０歳までの方を青少年として捉えるよ

うにしております。 

次に、青少年センターのスペースですが、３階に約２００㎡の集会室があり、たくさん

の方々に学習や会議等を行ってもらうことができます。また、４階にも会議室を設けてお

ります。それ以外にも、青少年が活用できる部屋として、仮称になりますが、青少年ルー

ムを用意しております。 

 

【御喜田委員】 事業については、４つの項目を規定されていますが、第３号の「青少年

センター講座の開催に関すること」について、教えていただきたいと思います。 

 

【富田青少年課長】 第３号の青少年講座につきましては、青少年センターの目的として、

青少年に学習の場を提供することが規定されておりますので、夏休み講座や冬休み講座な

どを実施していきたいと考えております。現在、クラフトを使った手づくり講座、エコペ

ーパーを使ったロボットづくり、ＵＦО、風車の工作、ビーズアクセサリーづくりなど、

様々な講座を検討しております。 
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【浦上教育長】 集会室の収容人数は何人になりますか。 

 

【富田青少年課長】 収容人数につきましては約１０８名になり、広さは十分確保されて

おります。 

 

【浦上教育長】 集会室は前の教育センターと同じぐらいの面積なのでしょうか。 

 

【富田青少年課長】 ほぼ同程度の面積となっております。 

 

【浦上教育長】 学習室については、市内の高校生が定期テスト前や入試シーズンによく

使っていますが、席数は十分確保されているのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 新しい八尾図書館の学習室につきましては、約１５０㎡のスペース

となり、個人が勉強できる場として、現在の学習室と同数の約４５人分の席を用意させて

いただきます。ただ、今後の図書館の学習室は、子どもだけでなく、大人の方々も学習し

ていただける場として提供していきたいと考えております。 

その中で、一定満員になった場合は、新しい八尾図書館の学習室の横に、青少年センタ

ーの会議室が設けられる予定ですので、ニーズの高い時期は、青少年課に相談し、会議室

を学習室として提供できるようにしていきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 実際に使われる市民は、図書館の施設と青少年センターの施

設が区別できないと思いますので、明確になるように準備していただきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 図書館と同じ建物に位置づけられるということですが、どのような施設

連携を考えていますか。 

 

【田辺こども未来部長】 図書館と青少年センターが併設されるので、その利点を最大限

に生かしていかなければならないと考えております。例えば、青少年センターでは、従前

の利用状況を見ておりますと、子育て世代の利用が少なかったので、図書館の図書や絵本、

ビデオ・ＤＶＤを使うことによって、その世代にも施設を利用していただけるようにして

いきたいと考えております。また、図書館事業と青少年センター事業が重複しないように

調整し、両方のメリットを生かしながら今後の事業展開を進めていきたいと考えておりま

す。 

 

【御喜田委員】 図書館の学習室を利用する時は教育委員会の許可を受けなければならな

いということですが、どのような手続きを行うのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 新しい八尾図書館の学習室の利用手続きにつきましては、図書館の

カード利用者を中心に使っていただくことを考えておりますが、詳細は決まっておりませ

んので、決まり次第ご説明させていただきたいと思っております。 
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【伊藤教育次長】 学習室につきましては、青少年センター条例で位置づけられていた学

習室を図書館の機能として取り込んでいくことになります。つまり、これまでは青少年中

心の利用でしたが、図書館に位置づけますので、成人も含めて広く生涯学習の場としてご

活用いただくことができるようになります。また、学習室が溢れる場合は、隣の青少年セ

ンターの会議室を利用できるように、青少年課と連携していきたいと考えております。 

 

【木下委員】 八尾市立青少年センターの学習室がなくなり、図書館に移すことによって、

青少年に関わらず、一定幅で利用していただくことができるということでしょうか。 

 

【富田青少年課長】 青少年センターの学習室につきましては図書館に移転いたしますが、

図書館においてより幅広く市民にご利用いただくことになります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 先ほど、南館長からカード利用者を中心に学習室をご利用い

ただくという説明がありましたが、富田課長からご説明があったように、市民には幅広く

ご利用いただけると伝えたほうがわかりやすいのではないかと思います。この点ついては

いかがでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 図書館の学習室につきましては、一つの利用の仕方として、図書館

のカードを持っておられる方にご使用いただくことも考えておりますが、利用の手続き等

については、現在、細部を詰めているところでございます。 

なお、安藤委員からおっしゃっていただいたように、青少年課が所管していた学習室か

ら、図書館が所管する学習室へと大きな役割転換を図ってまいりますので、来年の春の開

館に向けて、青少年課とともに、現在の学習室や図書館の利用者に利用方法についてわか

りやすく説明しながら、混乱が起きないように進めていきたいと考えております。 

 

【木下委員】 図書館の学習室については、受験勉強ではなく、図書館で借りた本で何か

を調べるために使われると思います。そうすると、これまで受験勉強をするために、青少

年センターの学習室を利用していた方はどこで勉強するのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 受験勉強をしたい方々も図書館の学習室をご利用いただくことにな

ると考えております。 

 

【木下委員】 そうすると、以前に比べれば、収容人数は極端に少なくなりますので、部

屋が満員になれば、会議室を使って広げるという話ではなく、少なくとも満席になる時期

は先に席を確保すべきではないでしょうか。つまり、青少年だけでなく、一般利用者も使

用されると使用者は増えますが、どのように場所を確保されるのでしょうか。 

 

【富田青少年課長】 現行の青少年センターの学習室の定員は４５名になり、図書館の新

たな学習室の定員も４５名となります。これまでも、受験シーズンにたくさんの方に利用

していただいておりますので、その時期には青少年の学習の場の提供として会議室を使用
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していただくことも考えております。現在、図書館と協議を行っており、学習の場の確保

に十分努めてまいりたいと考えております。 

 

【木下委員】 利用者数の幅を広げたら、定員を広げるのが普通の発想になると思います。

利用者年齢を広げるのに定員を一緒にすると、どこかにしわ寄せが行くことははっきりし

ていますが、なぜ広げられないのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 図書館の新しい学習室の広さと利用形態ついては、平成２２年度に

基本設計を進めていく中で議論しておりました。その中で、学習室の日々の平均利用人数

を把握させていただくと、個人で勉強するスペースについては概ね４５名で足りるのでは

ないかと考えております。ただ、学習室の利用者の中には、少人数の友達で来られて、グ

ループで学習する方々もおられますので、学習室の利用形態としては、個人が勉強する場

合と、少人数のグループがディスカッションしながら勉強される場合がございます。従い

まして、個人が勉強する学習室は４５名となりますが、少人数グループで学習する場所も

２部屋設けており、定員は２部屋で約２０名になりますので、個人の学習室と合わせて約

６５名の方々が利用できるようになります。さらに、個人の学習室が定員に達した場合は、

同じフロアにある青少年センターの会議室を学習室として提供し、勉強できるスペースを

確保していきたいと考えております。 

 

【富田青少年課長】 現在の学習室の利用実績につきましては、平成２４年度に開設日数

３５９日で、利用者数が８９６９名になります。１日平均約２５名になり、受験期に部屋

が溢れている状況はありませんので、今回の人数を設定させていただいております。 

 

【浦上教育長】 もっと大きな学習室であれば、子どもたちはみんなで呼びかけて、勉強

するためにやって来ると思います。 

 

【田辺こども未来部長】 こども未来部としましては、限られたスペースの中で青少年の

活動を進めるために、利用方法について検討させていただきました。その中で、受験生の

勉強機会を提供することも重要であるとは考えておりましたが、それ以外にも団体活動の

充実も含めて検討していく必要がありました。図書館にも学習室の定員について検討いた

だいて４５名となりましたが、受験シーズンに溢れる状況が続くのであれば、青少年セン

ターの部屋を提供し、連携して取り組んでいきたいと考えております。いろんな行事や事

業の展開も考えながら検討させていただいた結果としてご理解いただきたいと思います。 

 

【御喜田委員】 受験勉強をする子どもたちにとっては、静かに集中できるところで勉強

したいのではないかと思いますが、図書館の学習室であれば、周りに小さい子どもやお母

さんも来られると思いますので、青少年センターで勉強していた感じとは少し違ってくる

と思います。また、新しい図書館に学習室ができて、たくさんの方に利用してもらうビジ

ョンはいいことかなと思いますが、学習室がいっぱいになった時、会議室を使うことにな

ると、管轄が違ってくる部分が気になります。図書館の学習室がいっぱいになれば、受験
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勉強をされている方はスムーズに会議室に案内してもらえるのでしょうか。それとも、管

轄が違うことによって、子どもたちは最初から手続きをしなければならないのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 御喜田委員が懸念されていることにつきましては、同じフロアに図

書館の事務所がございますので、図書館職員が定期的に巡回し、部屋の状況を確認してい

きたいと考えております。また、建物を管理する方もおられますので、その方にも巡回し

ていただきながら、状況を見ていきたいと考えております。 

 その中で、学習室の席が少なくなっている状況で、会議室が使用されていなければ、図

書館から青少年課にすぐに連絡して会議室の転用を図り、新しく来られた方が会議室に入

りやすくなるように努めていきたいと考えております。 

 

【木下委員】 学習室が溢れたら、会議室が利用できるかどうか確認してから利用しても

らうことになっても、恐らく誰もそこには行かないと思います。もし、それができるとす

れば、会議室の稼働率が低いことになります。また、そのような稼働率の低い部屋を確保

して、子どもたちの学習室を取り上げるという発想は、間違っていると思います。これま

でどおり、青少年センターに青少年のための学習室を設置されるべきだと思います。 

 

【田辺こども未来部長】 こども未来部といたしましては、今後の様々な青少年団体の活

動に力点を置き、会議室及び集会室の稼働率を上げていきたいと考えております。 

 その中で、受験シーズンの利用状況については、過去の状況を見まして、一定予測でき

ますので、その時期には会議室を開放し、青少年のための学習室機能を充実させてまいり

たいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 学習室については、図書館との連携の中で、どのように考えているので

しょうか。もう一度明確にお答えいただきたいと思います。 

 

【田辺こども未来部長】 学習室としての提供につきましては、青少年活動支援の１つと

して考えておりますが、青少年に向けた事業や市民活動を支援していくことが青少年セン

ターの機能を果たす上ではより重要ではないかと考えております。その中で、今回、事業

で位置づけましたように、青少年の健全育成のための指導者及び団体の育成及び支援、青

少年センター講座を開設していくことなどによって、青少年センターを位置づけていきた

いと考えております。なお、先ほどから議論になっております学習室機能につきましては、

受験生の利用が多い時期は一定予想もできますので、図書館と連携を図りながら、会議室

を開放し、対応していきたいと考えております。 

 

【浦上教育長】 団体の利用は晩になることが多いので、日中は部屋が空いていると思い

ますが、日中の利用についてはどのように考えていますか。 

 

【田辺こども未来部長】 昼間の施設利用につきましては、就学前のお子さんを育ててお

られる方を対象にした子育てサークルなど、市内にはいろんな活動団体がございますので、
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そのような方々も利用できるようにしていきたいと考えております。また、図書館と併設

しているメリットを生かした利用展開も考えていきたいと思っております。さらに、地域

の方々も昼間に会議をされるケースがございますので、これまで以上にご使用いただける

ようにしていきたいと考えております。 

 

【浦上教育長】 第２条の２第１号の「団体」については、具体的にどのような団体を想

定されていますか。 

 

【富田青少年課長】 青少年の健全育成を行う団体として、八尾市青少年育成連絡協議会、

ＰＴＡ、こども会、それ以外に、地域で様々な活動を行っておられる青少年健全育成、子

育て団体等を想定しております。 

 

【木下委員】 利用者ニーズ、稼働率、利用者団体名など、条例の一部改正に至るまでの

基礎資料があれば、議論がかみ合い、利用の仕方を提案できると思いますが、具体的な部

分がわからないので、話を聞いてもわからないところがあります。 

 

【富田青少年課長】 木下委員のおっしゃるとおり、本日、資料をご提出しなかったこと

についてはお詫び申し上げます。現状といたしましては、団体の具体的な名前は挙げられ

ませんが、利用率は概ね６割程度となります。 

 

【伊藤教育次長】 これまで受験勉強等で青少年センターの学習室を利用していた方が、

図書館の学習室になって利用できないことにならないようにしてほしいというご指摘をい

ただいていると思いますが、その思いは全く同じでございます。 

図書館機能としての学習室になったとしても、これまでの利用者が利用できないという

ことにならないように、最大限工夫する必要があると思います。その工夫の仕方としては、

青少年センターの会議室やその他の部屋の利用動向に配慮し、万が一、学習室が利用でき

なかった場合は、そちらの部屋を利用できるように開放していくことになると思います。

利用者ができる限り利用できるように、こども未来部と十分調整し、運用の中で最大限配

慮してまいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 条例で事業を規定されていますが、市民にもわかりやすく示していく必

要があると思います。 

 

【浦上教育長】 子どもたちの学習意欲を低下させないことが私たちの務めと思っていま

すので、図書館と青少年課が十分連携し、課題を解決してほしいと思います。 

 

【百瀨委員長】 この条例は教育委員会規則で定める日から施行するということですが、

この点についてはどのように考えていますか。 

 

【南八尾図書館長】 八尾市図書館条例の一部を改正する条例の施行日につきましては、
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議会で議決いただいた後、新しい八尾図書館の開館時期を見据えて施行していきたいと考

えております。 

 

【富田青少年課長】 八尾市立青少年センター条例の一部を改正する条例につきましても

図書館と同日程で進めてまいります。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質問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４７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４７号「八尾市立青少年セ

ンター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。 

なお、青少年センターにおいて事業展開を進めていくにあたり、市民に十分な情報提供

をしていただきたいと思います。 

議事の都合により、暫時休憩といたします。再開は０時２５分といたします。 

 

（休  憩） 

 

【百瀨委員長】 引き続き、議事を進めます。 

 次に、議案第４８号「平成２６年度八尾市立小中学校における土曜授業実施の件」につ

いて審議いたします。提案理由を本鍋田課長より説明願います。 

 

【本鍋田指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第４８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条の規定により、委員会の

議決を求めるものでございます。 

提案理由といたしましては、平成２６年から導入を検討しております土曜授業の実施に

ついて承認を求めるため、本案を提出するものでございます。 

 それでは、本提案に至りました経緯とともにご説明させていただきます。 

 平成２２年１月東京都から出された「小・中学校における土曜日の授業の実施に係る留

意点について」の通知において、「開かれた学校づくりを進める観点から、土曜日に教育

課程に位置づけられた授業を実施できるものとする」とされ、その後の報道等でも土曜授

業に関する話題が多くなってきました。 

この間、教育委員会事務局では、平成１４年度から実施されている学校５日制の趣旨で

ある「学校、家庭、地域が連携し、役割分担しながら社会全体で子どもたちを育てる」と

いう視点を大切にする中で、土曜日、日曜日の過ごし方を含めた教育活動のあり方につい

て、機会を捉え、考えてきたところです。 
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 また、平成２５年３月４日の八尾市議会本会議において、市議会議員の方から土曜授業

について質問があり、教育長から「学校教育法施行規則において、土曜日や日曜日は休業

日と定められており、通常の授業を行うことについては検討が必要であると認識してい

る。」と答弁しております。 

 このような経過を踏まえ、４月より指導課において、土曜授業についての情報収集を行

い、課題の整理を行う中で、本市の教育課題の解消に向けての取組みとして、有効な施策

であるかについて検討し、学校教育部の部内会議で意見交換をする中で、開かれた学校づ

くりを推進する上で、有効な施策であると判断いたしました。 

 そこで、８月２日の教育政策会議において、次年度から実施するという方向性を提案し、

事務局内で方向性を決定したものでございます。また、８月５日の臨時教育委員協議会以

降、計６回の定例、臨時教育委員協議会で教育委員からいただきましたご意見、市ＰＴＡ

協議会、自治振興委員会、校長会、職員団体からいただきましたご意見を踏まえ、土曜授

業の方向性を事務局としてまとめましたので、その方針についてご審議賜りますようお願

いいたします。 

 それでは、土曜授業の概略についてご説明いたします。 

 本市では、教育振興計画の巻頭に、８つのめざす子ども像を実現するための方策として、

「多様な特色を持った地域の魅力を「地域力」としてさらに活かし、学校園・家庭・地域

が一体となって教育や子育てに関する課題を共有し、子どもたちが元気に生き生きと学習

活動を行うことができるよう、取組みを推進する」と開かれた学校づくりの一層の推進に

触れており、各学校において授業参観や学習発表会など、様々な取組みを通して、開かれ

た学校づくりに取り組んでいるところです。 

 また、各学校が独自に実施している学校教育自己診断の結果を見ると、「学校の教育活

動がよくわかる。」、「学校は情報をよく発信している」等、ほとんどの学校において肯

定的な評価が多数を占めており、一定の評価はされているものと判断していますが、その

反面、「学校の様子がわからない。」、「十分な情報発信が行われていない。」などの声

もあり、情報発信のさらなる充実が求められています。 

 そのため、保護者、地域の学校教育への理解、関心の一層の高まりを図るなど、開かれ

た学校づくりをより一層推進するために、土曜授業を実施したいと考えております。また、

八尾市では、地域分権を推し進めており、土曜授業の実施により、学校もその一端を担う

ことができるものと考えております。つまり、子どもの育ちについて、八尾市全体で考え

るきっかけになり、結果的に子どもを取り巻く環境が整備され、子どもたちの成長に寄与

するものと考えております。 

 それでは、お手元の資料に基づき、内容についてご説明させていただきます。 

 代休日を設けない土曜授業につきましては、文部科学省におきましても検討チームを立

ち上げ、前向きな議論がされているところでございますが、本市におきましても、学校５

日制の基本理念を踏まえつつ、八尾市教育振興計画に掲げる「未来を切り拓くチャレンジ

する『八尾っ子』」の育成をめざし、保護者や地域住民に開かれた学校づくりをより一層

推進させることを目的としております。なお、本市においては「土曜スクール」と呼びた

いと考えております。 

 次に、実施方針につきましては、学校や地域の特色、課題等を踏まえて、校長の判断に
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基づき実施するものとし、教育課程に位置づけ、土曜日の午前中に実施するものでござい

ます。また、開かれた学校づくりをより一層推進させるため、保護者、地域の方々への公

開を基本としております。 

 次に、実施内容につきましては、防災など、安全・安心な学校づくりの取組み、小中連

携を推進する取組み、知・徳・体のバランスの取れた児童・生徒を育成する取組みなど、

現在、各学校や地域で取り組んでいただいている活動状況に合わせて実施することが適切

であると考えております。 

 次に、実施対象及び実施時期といたしましては、八尾市立小学校、中学校、特別支援学

校を考えており、平成２６年度より実施したいと考えております。 

 また、配慮事項といたしましては、土曜スクールの実施に際しては、各家庭や学校区で

は、既に子どもたちのために様々な取組みを行っていただいておりますので、保護者、地

域、関係団体等に対して、その趣旨を十分説明し、理解と協力を得ることが必要であると

考えております。また、児童・生徒の負担にならないように考慮してまいりたいと考えて

おります。 

最後に、その他といたしまして、教職員の勤務状況を考慮することも不可欠であると考

えており、週休日の振替等で対応してまいりたいと考えております。 

 以上、簡単ですが、土曜スクール実施に向けての説明とさせていただきます。よろしく

ご審議の上、ご了承賜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。 

 

【安藤委員長職務代理者】 文部科学省において土曜授業に関する検討チームが立ち上げ

られていますが、その最終まとめの内容についてお聞きしたいと思います。 

 

【本鍋田指導課長】 検討チームにつきましては、平成２５年３月に立ち上げられまして、

６月２８日に中間まとめ、９月３０日に最終まとめが公表されております。まず、中間ま

とめにおいては、「土曜日において、子どもたちに、学校における授業や地域における多

様な学習や体験活動の機会などこれまで以上に豊かな教育環境を提供し、その成長を支え

ることができるよう、学校、家庭、地域のすべての大人が連携し、役割分担をしながら取

組みを充実する必要があること」、「学校において子どもたちに土曜日における充実した

学習機会を提供する方策の一つとして土曜授業を捉え、まずは、設置者の判断により、こ

れまで以上に土曜授業に取り組みやすくなるよう、学校教育法施行規則の改正等を行うこ

とが考えられること」等、基本的な考え方が示されております。また、最終報告の中では、

土曜授業の実施を促進するための方向性について示しております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 国において、土曜授業等に関する調査が行われたと思います

が、その結果概要についてご説明いただけますか。 

 

【本鍋田指導課長】 平成２５年７月１日現在の教育委員会における土曜授業に関する基
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本方針の作成状況等の調査がありました。その策定状況につきましては、都道府県教育委

員会で９つ、政令指定都市教育委員会で６つ、市区町村教育委員会で１１０が策定してお

ります。また、昨年度に土曜授業を実施した学校数につきましては、全国の公立小学校で

１１０１校、全体の８．８％、公立中学校で９６６校、全体の９．９％となっております。

内容といたしましては保護者や地域住民等への公開授業が最も多く、実施理由については

開かれた学校づくりが最も多くなっております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 これまでの土曜スクールの実施に向けた検討経過についてご

説明いただきたいと思います。 

 

【本鍋田指導課長】 本年４月以降、先進的に取り組まれております東京都、京都府、大

阪市の実施要綱等の情報を収集し、土曜授業の効果、実施に向けての課題について確認し

たところ、他の自治体は学校、家庭、地域が連携・協力する機会を広げることができ、開

かれた学校づくりを推進するために有効であることを挙げられておりました。 

 ただ、課題といたしましては、地域行事、中学校の部活動の試合等との調整、教職員の

勤務の振替などがありますが、学校がもう１歩進んで実施を打ち出すことにより、保護者

の学校教育に対する理解がさらに広まるのではないかと考えております。また、土曜日に

実施することによって、子どもたちの活躍の場が増えますので、子どもの自信につながり、

成長することができるのではないかと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 全国で約１割しか実施されていませんが、教育課題を踏まえ

て、実施に向けての決意を聞かせていただきたいと思います。 

 

【本鍋田指導課長】 実施の理由といたしましては、各学校で実施しております学校教育

自己診断テストにおいて、学校の様子をもう少し知りたいという意見がありました。また、

八尾市の市民意識調査におきましては、学校に対するニーズがある一方、学校に子どもを

通わせていない地域の方々の中には教育に関する無関心な部分が少しあるという結果が出

ております。その部分を学校が踏み込んでいくことによって、開かれた学校づくりが進み、

学校、保護者、地域がより一体になるのではないかと考え、提案させていただいています。 

 

【木下委員】 趣旨の中で、「土曜授業（以下、「土曜スクール」という。）」となって

います。全国的には「土曜授業」になりますが、ここで「土曜スクール」とされているこ

とについて、何か考えられているのでしょうか。 

 

【吉岡理事】 八尾市では、第５次総合計画の推進に向けて取り組んでおりますが、その

施策の実現に向け、平成２６年度から３年間の計画として、第４期実施計画がございます。

その計画の策定に際しましては、「地域分権の推進」、「行財政改革の推進」、「未来の

八尾創り」という３つの基本方針に取り組むこととしており、その中で、「未来の八尾創

り」ついては、子どもに重点を置いた方針として位置づけております。 

また、行政と地域が適切な役割分担のもとに協力し合い、八尾スタイルの地域分権を推
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し進めており、その地域分権の１つの手法としまして、土曜授業が含まれております。こ

のような中で、文部科学省の土曜授業の考え方を尊重しながら、八尾スタイルの地域分権

をより具現化させるために、市長部局の事業と連携を進めていかなければいけないという

意味も踏まえて、「土曜スクール」という名称を提案させていただいております。 

 

【木下委員】 八尾の特徴を出していくことになれば、社会教育が大きな力を果たすので

はないかと考えていますが、社会教育と土曜スクールとの関連、あるいは社会教育におけ

る独自の展開をどのように考えていますか。 

 

【吉岡理事】 週５日制が導入されて、１０年ぐらいが経過しておりますが、この間、社

会教育においては、地域も含めていろんな取組みがございます。 

時間不足のため、総括には至っておりませんが、行政におきましては、例えば、小学校

におきまして、すくすく子ども地域活動支援事業、放課後こども教室推進事業などがござ

いますが、そのような事業については、土曜授業を導入することによって、廃止はもとよ

り縮小させるのではなく、さらに充実させる方向で取り組むべきであると認識しておりま

す。 

 また、地域におきましては、現在、校区まちづくり協議会が各地区において設立されて

おり、地域活動が活発に進みつつあります。その中で、わがまち推進計画が各校区で策定

され、ほとんどの計画には子どもと地域が関連した事業が挙げられております。そのよう

な事情がございますので、土曜授業と密接に連携を図ってまいりたいと考えております。 

 

【木下委員】 学校週５日制においては、地域と家庭の教育力の復活がうたわれていたと

思いますが、実際に学校週５日制を踏まえて取り組まれたことはありますか。 

 

【本鍋田指導課長】 それぞれの学校、地域の方々によって、ものづくり体験、料理教室、

あるいはスポーツ教室など、地域の実情に応じて地道に取組みを進めていただいていると

認識しております。 

 

【木下委員】 要するに、学校で場を提供して地域の人に来てもらうという意味では開か

れた学校づくりの一環と言えなくはないのですが、社会教育として、子どもを呼び込む取

組みはいかがなものでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 先ほど、吉岡理事と本鍋田課長からご答弁申し上げまし

たが、すくすく子ども地域活動支援事業及び放課後こども教室推進事業につきましては、

教育委員会が主体となり、地域に呼びかけて事業が始まった経過がございます。すくすく

子ども地域活動支援事業につきましては平成１３年度から、放課後こども教室推進事業に

つきましても、前身の地域子ども教育推進事業が平成１６年度から始まり、１０年近く事

業を継続しており、地域、学校、行政が一体となり、子どもの居場所づくりに取り組んで

いるところでございます。 
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【浦上教育長】 以前に、子どもたちが様々なことを体験する機会として、大阪府の助成

金をもとに、「すこやかネット」という組織を各中学校区で立ち上げたことがあります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 全国学力・学習状況調査では、子どもたちの土曜日や日曜日

などの過ごし方について調査結果が出ていますが、八尾市の子どもたちについてはどのよ

うに捉えていますか。 

 

【本鍋田指導課長】 今年度の全国学力・学習状況調査では、「家でテレビやビデオ・Ｄ

ＶＤを見たり、ゲームをしたりしている」と回答している小学校６年生が、本市で２５．

２％、国が２１．９％になっております。また、同じ質問に対して、中学３年生では、本

市が１５．０％、国が１０．１％になります。中学校では部活動や習い事をしている子ど

もたちがおりますが、国と比べて少し高くなっている状況でございます。 

 

【御喜田委員】 土曜日に習い事がある子どもたちもいると思いますが、土曜スクールを

実施するにあたって、その子どもたちの出欠の扱いはどうなるのでしょうか。 

 

【本鍋田指導課長】 土曜スクールにつきましては、基本的に教育課程に位置づけて実施

していきたいと考えておりますので、習い事に行く場合は欠席扱いになると考えておりま

す。ただ、進路に向けた高等学校での学校説明会、部活動の公式戦などがございますので、

配慮が必要な部分もあると考えております。この点については、今後、学校長と相談しな

がら、対応を検討してまいりたいと考えております。 

 

【御喜田委員】 土曜スクールの取組みについては、先生の理解、協力がなければ難しい

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。 

 

【本鍋田指導課長】 学校の先生が子どもの実態を一番わかっていますので、取組みを進

めていくにあたって、先生のノウハウや経験が必須であると考えております。今後、先生

にもしっかり理解していただけるように、説明していきたいと考えております。 

 

【木下委員】 先ほどご説明いただいた、すくすく子ども地域活動支援事業やすこやかネ

ット等については、学校を利用しますが、地域の方々が軸になります。一方、土曜スクー

ルについては教員が軸になるという発想になりますが、この事業の趣旨である「開かれた

学校づくり」についてはどのようなイメージを持っていますか。 

 

【本鍋田指導課長】 開かれた学校づくりにつきましては、現在、各小学校におきまして、

月に１回、保護者が来校する機会を作っていただいております。また、中学校におきまし

ても、そのような機会を作っていただいていると認識しております。ただ、子どもへの指

導について理解されていない部分もありますので、学校の取組み、子どもが頑張っている

姿を見る機会を増やすことによって、学校への理解が進み、子どもの育ちにとって、非常

に良い影響を与えるのではないかと考えております。 
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【木下委員】 そうすると、土曜授業ではなく、常に学校をオープンにして、保護者が授

業を見に行くことができるようにする方法もあり得ると思いますが、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】 基本的に、学校教育につきましては、保護者にオープンな姿勢で

取組みを進めております。その中で、土曜スクールについては、お休みのお父さんにも見

に来ていただけますので、実施することは重要なことではないかと考えております。また、

土曜スクールは保護者の参観を基本としておりますが、保護者や地域と連携した取組みも

増やしていきたいと考えております。さらに、学校の情報を発信し、保護者から様々なご

指摘、ご協力をいただきながら、子どもの育ちを少しでも充実したものにしていきたいと

考えております。 

 

【木下委員】 土曜授業を教育課程に位置づけることによって、教師の負担は当然増える

ことになります。また、御喜田委員からも出ておりましたが、部活動など、土曜日の活動

として定着しているものが違う形になることもあると思います。だから、できるだけ不都

合をなくして、良いところを増やしていく必要がありますが、その前に、平日も開かれた

学校づくりに向けて努力しているが、それでもまだ足りないので、土曜日も授業をすると

いうところまで物事が進んでいるのでしょうか。 

 

【柿並学校教育部長】 先ほど申し上げましたように、八尾市内の学校は保護者に対して

常にオープンな姿勢であると保護者にお伝えしております。ただ、保護者からは「常にオ

ープンと言われても、なかなか行きにくいところがある。」という意見があり、「日を指

定してもらったほうがいい。」というご指摘もございます。そこで、例えば、年間に何度

かオープンスクールを設定させていただいていることがございます。その場合、基本的に

保護者を対象としつつ、地域の方などにも見に来ていただいております。また、塾の先生

も学校でどのような授業をされているのか、気にされて見に来られることもございます。 

 また、保護者を対象に、平日、土曜日、日曜日に参観日を設けさせていただき、様々な

手を尽くして、学校の様子を見ていただく機会を設けております。 

 ただ、先ほどの提案理由にもございましたが、学校教育自己診断の結果において、「学

校の様子がよくわからない。」という保護者がおられます。また、八尾市の市民意識調査

等の結果も踏まえまして、より何らかの効果的な施策を展開していくことが必要であろう

ということで、土曜スクールをご提案させていただいているところでございます。 

 

【木下委員】 保護者や地域の方にとっては日を決められたほうが行きやすいという話も

出ていますが、例えば、八尾市内の小、中学校の中で、期間を決めて、いつでも自由に授

業を参観できるようにしている学校はどの程度ありますか。 

 

【本鍋田指導課長】 学校数については把握しておりません。 

 

【木下委員】 現在、開かれた学校づくりについては、それぞれの地域、学校でどの程度
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取り組まれているのでしょうか。その中で、土曜日にするほうが保護者の協力が得られる

など、土曜日に実施する理由が必要になると思います。また、いつでも誰でも授業参観が

できるように、学校を開いているところもありますので、そのような取組みはすぐにでも

できると思います。だから、現在の実態を踏まえて、土曜授業の必要性を説明していただ

きたいと思います。 

 

【柿並学校教育部長】 先日、市ＰＴＡ協議会役員の方々と懇談させていただいた時に、

「平日に職業講話があり、会社を休んで行かせてもらったが、土曜日であればもっとたく

さんの保護者が来ることができたのではないか。」というお話がございました。また、お

仕事をされているお父さんやお母さんは非常に多くなっており、「平日に参観をするとな

れば、早くから言ってほしい。そうでないと、仕事のシフトの関係で休めない。」という

ご指摘もございますので、参観日については年間計画でお示ししております。 

このようなことも含めまして、学校では日曜参観を行っておりますが、さらに土曜スク

ールを実施していくことにより、子どもたちを見ていただく機会が増え、多くの保護者に

参加していただけるのではないかと考えています。 

 

【木下委員】 土曜日に実施すれば、様々な可能性が出てくることは確かですが、その反

面、現在の取組みが崩れることもありますので、その折り合いはどうなるのでしょうか。

私はその折り合いをつけていくために、現状をお聞きしています。例えば、参観日が１日

だけであれば、保護者の参加が難しいので、１週間、１０日程度、オープンスクールを行

っている学校が増えていますが、それを八尾市内のそれぞれの学校でどれぐらい実施され

ているのでしょうか。 

 

【柿並学校教育部長】 全校の実態につきましては、確認しておりませんが、少なくとも

私がこれまでに勤務した学校におきましては、全てオープンスクールを実施しておりまし

た。これは、どの校長先生におかれても、同様のご見識をお持ちではないかと考えており

ます。従いまして、八尾市内のどの学校においても取り組んでいただいているものと考え

ております。 

 

【木下委員】 それはぜひ実証していただきたいと思います。おそらく、自由に親に出入

りされたら困ると思っておられる学校もあると思いますので、全校でオープンスクールは

実施されていないと思います。八尾だけが特別に開かれているとは思えないのですが、い

かがでしょうか。 

 

【柿並学校教育部長】 学校に来られたら困るというように捉えることはございません。

小学校におきましては低学年の保護者がお迎えに来られて、校内まで必ず入りますので、

それを受け入れていない学校はございません。また、授業を見せてほしいという話があっ

た時、それをもし学校が拒むことがあれば、教育委員会事務局としても指導しなければな

らないと思っております。 
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【木下委員】 こちらが見せてくださいと言えば、学校長は見せてくれると思いますが、

自主的に保護者と地域に対してどれだけ開いているのでしょうか。 

 

【本鍋田指導課長】 オープンスクールを実施している学校については調べられておりま

せんが、小学校におきましては、月１回の授業参観や発表会があり、学校に来校していた

だく機会がございます。中学校におきましても、行事も含めて、学期に２、３回来校いた

だけるように工夫されております。 

 

【木下委員】 土曜スクールの問題点は中学校になると思っています。小学校は保護者と

の連携が強いと思いますが、中学校になると、親も行く回数が減り、学校と親の関係が薄

くなっていきます。また、中学生は部活動などで土曜日に用事が多いので、この点につい

てもぜひまたお聞きしたいと思っています。 

 

【浦上教育長】 中学校に大変制約があることについてはよくわかります。土曜日が休日

になる前は、午前中は授業、昼からクラブというパターンでしたが、先生同士が授業を終

えて昼食を食べながら心配事を相談すると、先輩の先生がよくアドバイスをしてくました。 

クラブの試合については、柏原市や東大阪市などの他市の大会に出ることもありますの

で、土曜スクールの設定が難しいところもあると思いますが、趣旨を踏まえて、校長先生

も対応を考えてくれると思っています。 

 

【木下委員】 教育長のお話はとても重要なことだと思います。要するに、土曜日に、通

常授業で出勤していた教師は、土曜日が休みになっていくことがとても窮屈だったと思い

ます。一方、学校週５日制が始まってから１０年が経過し、当時の教師は３０代になって

学校の中核を担っていますが、校長先生の意識と違い、土曜日は休日と思っていると思い

ます。部活や教材研究のために自由に出てくることと、学校の営業日として出勤しなけれ

ばならないことは違うと思いますので、教員の意識のことも考えると、校長先生だけの問

題ではないと思います。 

 

【浦上教育長】 土曜スクールを成功させるために、学校長や先生がチームを作って、取

組みについて積極的に意見を出し合い、各学校が活動内容を情報交換するようになれば、

とても効果があると思います。 

 

【百瀨委員長】 教育現場の先生は、土曜スクールについてどのように考えていますか。 

 

【本鍋田指導課長】 先生方にも週休２日制の意識がありますので、土曜スクールの実施

に対して、全て賛成ということはないと思います。ただ、教師になっている以上、子ども

たちの成長を願っていると思いますので、子どもたちが目を輝かせていろんな取組みをし

ている姿を見ることによって、先生の元気につながってくるのではないかと思っておりま

す。また、先生方はいろんな引き出しを持っておられますので、子どもたちのために活躍

してくれると信じております。 
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【松井生涯学習部次長】 土曜日の出勤に対する教職員の意識については、先ほどから出

ておりますように、土曜日に当たり前のように授業があった時代を経験している年代層と、

その時代をほとんど知らない若い年代層では違ってくるものであろうと思っております。 

また、介護や子育てをしている者もたくさんおりますので、その中で土曜日に出てくるこ

とになると、土曜日の生活の仕方を変更していただかなければならない問題も出てくると

思います。 

 ただ、土曜スクールの趣旨をご理解いただいた時には、効果について十分理解していた

だけるものと思っております。また、土曜日に出勤した分については、その分をどこかで

必ず休んでいただく制度がございますので、例えば、介護で親を病院に連れて行く日を土

曜日から振替日にしていただく等の工夫ができるのではないかと思っております。 

また、教員の負担については、毎月、超過勤務時間の調査を行っており、今年度の４、

５、６、７月に、労働安全衛生法で規定されている月１００時間を超えた者の延べ人数は

約９０名でございました。そのほとんどが中学校の部活指導が理由となっております。つ

まり、土曜授業の実施が直接、授業の準備等の教職員の超過勤務時間の増大や多忙化に密

接につながるものではないと思っております。ただ、その取組みの準備等でご負担をおか

けすることは事実ですが、これまでの月曜日から金曜日に取り組んできた学校の取組みや

行事等を土曜日に割り振るなど、工夫次第で教員の平日の時間確保にもつながっていくの

ではないかと思っております。 

 ただ、土曜スクールを実施していくことになりましても、学校の声を十分に吸い上げて

いく必要があるのではないかと思っております。 

 

【百瀨委員長】 週休日の振替は、長期休業中にもできるのでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 学校に勤務する教職員の勤務につきましては、大阪府の職員の

勤務時間、休日、休暇等に関する規則に明確に定められております。その規則におきまし

て、週休日の振替は、最大前４週、後１６週までに取得することになりますので、夏休み

や冬休み等の長期休業中に振替の取得は可能であると思っております。 

 

【木下委員】 振替日はその週のうちに取りにくいでしょうか。 

 

【松井生涯学習部次長】 例といたしまして、学校運営や業務に差支えのないところで休

んでいただくことになると、長期休業中に取っていただくことになると思っております。

ただ、雇用者から振休日を指定することは望ましくないと考えております。つまり、個々

の教員の事情等も勘案しながら、学期中でも振休は取得可能であると思っておりますので、

その時には授業の振替等をお互いにしながら、気持ちよく働いていけるような職場風土の

醸成が必要であろうと思っております。 

 

【百瀨委員長】 市職員の校務員の方が土曜日に出てきたときの対応についてはどのよう

に考えていますか。 
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【松井生涯学習部次長】 府費の教職員だけが土曜日に出てこなければならないとなると、

同じ職場の中で不公平感が出てくると思っております。従いまして、市費負担職員につき

ましても、土曜日に出てきていただいて、制度を利用しながら振休や手当てで対応してま

いりたいと考えております。 

 

【浦上教育長】 土曜スクールの方向性を決定していただいたら、校長先生から職員に伝

達していただくことになりますが、その中で、教員から多忙化に対する改善策について指

摘されると思いますので、その部分については何らかの方策を考える必要があると思いま

す。 

 

【百瀨委員長】 教職員の労務管理については、教育委員会としてしっかり考えていただ

きたいと思います。 

 

【松井生涯学習部次長】 １つの事例として、現在、府の指定を受けて、事務職の方々が

教員の事務の中で担えることを積極的に研究しており、教員が子どもと向き合う時間を少

しでも確保するための取組みを進めております。 

 

【百瀨委員長】 子どもの負担等についてはどのように考えていますか。 

 

【本鍋田指導課長】 子どもの負担につきましては、行事予定や健康状態を考えながら、

無理のないように実施していく必要があると思っております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 保護者や地域の方々にも学校週５日制の考え方が浸透してい

ると思いますが、今後、関係団体に対する説得、周知についてはどのように考えられてい

ますか。 

 

【本鍋田指導課長】 関係団体への周知につきましては、教育委員会の事務局として、土

曜スクール実施の意向を市ＰＴＡ協議会、自治振興委員会、社会教育委員にお伝えしてお

ります。また、地区福祉委員会にも丁寧に説明するとともに、校長会にも改めて決定した

旨を伝えていく必要があると考えております。 

また、保護者に対しましては、土曜日に習いごとがある子どももおりますので、市政だ

より、ホームページなどで周知するとともに、リーフレットを作成して知らせていきたい

と考えております。 

 

【木下委員】 今回は、小学校、中学校を念頭に話をしていますが、幼稚園と特別支援学

校はどうなるのでしょうか。 

 

【本鍋田指導課長】 土曜スクールの趣旨である開かれた学校づくりという点から、幼稚

園につきましては、毎日、送り迎えの中で保護者と先生が顔を合わせておりますので、基

本的に幼稚園は考えておりません。 
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次に、特別支援学校につきましては、児童生徒への配慮が十分必要になりますが、保護

者の方や周りの地域の方々が参加していただく取組みができれば、本人にとってもプラス

になると思いますので、可能な範囲で実施していただきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 土曜スクールの実施に向けて教員の意識を高めるために、最も大事な部

分についてどのように考えていますか。 

 

【本鍋田指導課長】 今回の提案を議決いただきましたら、校長先生に取り組んでいただ

けるように説明してまいりますが、校長先生も学校を預かっておられますので、子どもた

ちの健康面、教職員の負担等を心配されております。その他にも、地域の取組みや中学校

の部活動との調整等もございますので、取り組んでいく方向で考えていただくように、し

っかりお願いしたいと考えております。また、教職員への周知につきましては、校長先生

にご理解いただいた上で、職員会議等で説明していただくことになりますが、趣旨等を記

した教職員向けの配付物を作成する必要があると考えております。 

 

【木下委員】 土曜スクールの実施によって地域に開かれた学校づくりを進めながら、日

常的に開いていく方策も考えていただきたいと思います。両方がセットになれば、地域と

の連携もより進むと思いますので、教員や事務職の方の負担も考えながら、ぜひお願いし

たいと思います。 

 

【百瀨委員長】 平成１４年度から完全実施された学校週５日制は、学校、家庭、地域の

役割を明確にし、それぞれが協働して、子どもたちに社会、自然などの体験活動の機会を

提供することにより、自ら学び、考える力や豊かな人間性などの「生きる力」を育むこと

を狙いとしています。この趣旨を理解していただいた上で、よりよい教育をめざして、多

くの地域の団体やスポーツ団体に協力していただいていることは絶対忘れてはならないと

思います。 

その中で、事務局からご説明がありましたが、八尾市においては様々な教育課題があり、

土曜日をうまく過ごすことができていない児童生徒がいることも事実です。だからこそ、

週５日制の趣旨を十分尊重し、実施計画の基本方針である「未来の八尾創り」、教育振興

計画の「未来を切り拓くチャレンジする八尾っ子の育成」をめざして、学校がもう一歩前

に出て、子どもを中心に据えながら、地域と家庭とともに取り組んでいくことが改めて求

められていると思います。 

各委員も土曜スクールの実施について賛同していると理解しておりますので、平成２６

年からの実施に向けて、教育委員会として、その趣旨、思いを地域や家庭にしっかり伝え

て、協力を求めていただきたいと思います。また、土曜日スクールの実施に際しては、子

ども、教職員の負担に十分配慮していただきたいと思います。そして、土曜スクールを実

施した後もその検証、改善をお願いいたします。 

 それでは、採決に移らせていただきます。議案第４８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。 
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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４８号「平成２６年度八尾

市立小中学校における土曜授業実施の件」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４１号「八尾市生涯学習センター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４１号「八尾市生涯学

習センター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。 

 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、本件に係る生涯学習施設につきましては、現行の指定管理

期間が来年３月末で満了となるため、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで

の間、管理運営を行う指定管理者候補の選定を本年９月より八尾市教育委員会指定管理者

選定委員会において行い、この度、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。 

 それでは、資料①をご覧いただきたいと思います。まず、「１．公募経過」についてで

ございますが、市政だより６月号及びホームページに記事を掲載し、本年７月１日から９

月２日までの間、募集を行いました。また、この間、２回にわたり実施いたしました現地

説明会には合計１６団体の参加があり、そのうちの４団体から応募があったところでござ

います。次に、「２．選定方法」でございますが、資料②にお示しのとおり、学識経験者

２名、公認会計士１名、市職員１名、その他教育委員会が必要と認める者１名の計５名か

らなる生涯学習施設に係る八尾市教育委員会指定管理者選定委員会を設置し、資料③にお

示ししております評価指針に沿って、応募者からの提出書類及びプレゼンテーションによ

り、評価、選定を行ったところでございます。選定基準及び評価内容につきましては、資

料④にお示ししておりますが、この中で、（３）⑤につきましては、市が設定する指定管

理料の上限額に対する申請者からの提案額の割合を計算し、その割合を資料下段にお示し

しております表を適用し、得点を決定する方式となっております。 

 次に、選定結果でございますが、資料①の３及び資料④にお示しのとおり、５００点満

点中３６８点を獲得いたしました公益財団法人八尾市文化振興事業団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、資料⑤として、指定管理者選定に係る選定

委員会による講評、資料⑥として、各応募団体の事業提案の概要をお示ししておりますの

で、ご参照願います。 

 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。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 
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【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】 資料④の（３）⑤ですが、経費が少なければ、点数を上げる

ことに対して少し疑問に感じるのですが、この点についてはいかがですか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 平成２２年１２月２８日付で総務省人事行政局長から、

「指定管理者の選定は、公共サービスの水準を確保するという要件を果たす、最も適切な

サービス提供者を議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは

異なり、価格が安いから指定管理者として相応しいというものではない。」という内容の

通知が出ているところでございます。 

一方、市議会等の議論の中で、「指定管理者の導入目的の一つとして経費の削減が含ま

れているのであれば、提案額だけの評価も必要ではないか。」というご指摘もいただいて

おりますので、今回の選定にあたりましては、提案額だけに基づいた評価項目を入れさせ

ていただいたところであります。なお、指定管理者の選定にあたりましては、提案額だけ

で決して決められるものではありませんので、提案内容やその実現性等を踏まえて、選定

委員会においてご判断いただき、今回の候補者が選定されたところでございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今後５年間の指定管理料が決められてしまうと、それだけで

管理運営が行われるのではないかと危惧しておりますが、新しい取組みを行う時には、市

として支援されるのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 資料④にお示ししております提案額に対する申請者から

の提示額につきましては、市から指定管理料としてお支払いする金額に対する部分でござ

いまして、これ以外に施設の利用料金や指定管理者の自主事業等による収入も含めまして、

施設の管理運営にあたっていただくことになります。従いまして、指定管理者は指定管理

料だけで業務に励むのではなく、より施設の稼働率を高めることによって利用料金が増え

ますので、その分も含んで、事業内容を考えていただけるものと考えております。また、

指定管理者に５年間お任せすることになりますが、事務局といたしましては、全てをお任

せするわけではなく、協議を行いながら事業内容等を一緒に考えてまいりますので、ご指

摘の点につきましては、責任を持って管理していきたいと考えております。 

 

【木下委員】 応募された４団体の点数と評価を見させていただくと、候補者団体と他の

団体との差が結構大きかったのかなと思いますが、ポイントはどこに絞られたのでしょう

か。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 ご質問の件につきましては、「（１）利用者の平等な利

用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。」という、大きな選定基準項目

がございます。この中で、生涯学習・スポーツ振興計画の基本方針等を踏まえたご提案を

どれだけいただいているか、高齢者・障がい者等への配慮に対する提案があるかどうかに
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ついてなど、審査員がプレゼンテーションの時に確認し、その内容を踏まえてご判断いた

だいた結果が点数の差になっているものと考えております。 

 

【百瀨委員長】 現地説明会の参加団体は何団体ですか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 現地説明会の参加団体につきましては、７月１６日は１

１団体、７月２９日は５団体、合わせまして１６団体でございます。 

 

【百瀨委員長】 応募団体については、４団体ということでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 応募団体は４団体になりますが、現地説明会に参加され

た団体の中で、共同企業体としてご応募いただいているところもございます。生涯学習セ

ンターにつきましては、現地説明会にお越しいただいた団体のうち、６団体から応募いた

だいたことになります。 

 

【百瀨委員長】 生涯学習・スポーツ振興計画を踏まえて、どのような提案をされている

のでしょうか。再度聞かせていただきたいと思います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 生涯学習・スポーツ振興計画に基づいて、市民の方が生

涯学習に取り組むきっかけづくり、地域との連携等、様々なことが提案されております。 

その中で、指定管理者の募集にあたりまして、これまで指定管理者に委ねておりました

趣味的な講座の内容は、指定管理者の自主事業として指定管理料以外で取り組んでいただ

くようにさせていただきました。また、それに代わりまして、防災、防犯、子育てなど、

様々な社会的課題がありますので、そちらの講座を年間５０回以上実施していただきたい

ということを募集要項の中に入れさせていただきました。さらに、各地域にある地区公民

館を兼ねたコミュニティセンターとの連携についてもご提案いただくように、募集要項に

入れさせていただいたところでございます。 

 

【百瀨委員長】 候補者と他の団体との点数差がついていますが、このあたりはどのよう

に評価されていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 今回は４団体からご応募いただきましたが、資料④にお

示ししておりますとおり、候補者と団体２が高い得点を取られています。団体２につきま

しては、他市で指定管理業務を受けられており、そのノウハウを生かされた講座の提案は、

これまでの生涯学習センターの取組みと比べますと新鮮さがございましたので、高い評価

になっているところもございます。ただ、トータルといたしましては、候補者が最もバラ

ンスのとれた提案であったというご判断をいただいたものと考えております。 

 

【百瀨委員長】 先日、施設を見学させていただく中で、生涯学習センターの設置目的を

再確認することができました。今後も様々な事業が展開できるように、幅広く考えていた
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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４１

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４１号「八尾市生涯学習セ

ンター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４２号「八尾市立総合体育館等の指定管理者指定の市議会

議案提出の件」、議案第４３号「八尾市立屋内プールの指定管理者指定の市議会議案提出

の件」について、一括して審議いたします。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４２号「八尾市立総合

体育館等の指定管理者指定の市議会議案提出の件」、及び議案第４３号「八尾市立屋内プ

ールの指定管理者指定の市議会議案提出の件」につきまして、一括してご説明申し上げま

す。 

 本２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。 

 提案理由でございますが、本２件に係る合計９つのスポーツ施設のうち、八尾市立新家

町市民運動広場を除く８施設につきましては、現行の指定管理期間が来年３月末で満了と

なります。また、平成２２年７月に供用開始し、この間、市直営で管理運営を行ってまい

りました八尾市立新家町市民運動広場につきましても、平成２６年度から新たに指定管理

者制度の導入を決定したところでございます。これら９施設につきまして、平成２６年４

月１日から平成３１年３月３１日までの間、管理運営を行う指定管理者候補の選定を本年

５月より八尾市教育委員会指定管理者選定委員会におきまして行い、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。 

 はじめに、議案第４２号「八尾市立総合体育館等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。 

 資料①をご覧願います。まず、「１．公募経過」でございますが、市政だより６月号及

びホームページに記事を掲載し、本年７月１日から９月２日の間募集を行いました。また、

この間２回にわたり実施いたしました現地説明会には、合計９団体の参加があり、そのう

ちの１団体から応募があったところでございます。次に、「２．選定方法」でございます

が、資料②にお示しのとおり、学識経験者２名、公認会計士１名、市職員１名、その他教

育委員会が必要と認める者１名の計５名からなるスポーツ施設に係る八尾市教育委員会指

定管理者選定委員会を設置し、資料③にお示ししております評価指針に沿って、応募者か

らの提出書類及びプレゼンテーションにより、評価、選定を行ったところでございます。

選定基準及び評価内容につきましては、資料④にお示しいたしておりますが、この中で、

（３）⑤につきましては、市が設定する指定管理料の上限額に対する申請者からの提案額
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の割合を計算し、その割合を資料下段にお示ししております表を適用し、得点を決定する

方法となっております。 

 なお、選定委員会におきましては、総合体育館他７施設の管理運営を行う指定管理者と、

屋内プールの管理運営を行う指定管理者の選定を行っており、開催の経過といたしまして

は、第１回で対象施設の見学を、第２回で公募資料等の検討を行うとともに、第３回では、

総合体育館等の応募団体によるプレゼンテーション及び質疑応答を、第４回では、屋内プ

ールの応募団体によるプレゼンテーション及び質疑応答を行い、第５回では、それぞれの

候補者選定を行ったものでございます。次に、選定結果でございますが、資料①の３及び

資料④にお示しのとおり、５００点満点中３４３点を獲得いたしました八尾体育振興会グ

ループ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、資料⑤として、指定管理者選定に係る選定委員会による講評、及び資料⑥として

各応募団体の事業提案の概要をお示ししておりますので、ご参照願います。 

 次に、議案第４３号「八尾市立屋内プール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。 

 資料①をご覧願います。まず、「１．公募経過」につきましては、総合体育館等と同時

期に行い、この間、２回にわたり実施いたしました現地説明会には合計１３団体の参加が

あり、そのうちの４団体から応募があったところでございます。次に、「２．選定方法」

でございますが、総合体育館等とあわせて選考を行ったところでございます。選定基準及

び評価内容につきましては、資料④にお示ししておりますが、この中で、（３）⑦につき

ましては、市が設定する指定管理料の上限額に対する申請者からの提案額の割合を計算し、

その割合を資料下段にお示ししております表を適用し、得点を決定する方法となっており

ます。次に選定結果でございますが、資料①の３及び資料④にお示しのとおり、５００点

満点中３６６点を獲得いたしました八尾体育振興会グループ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、資料⑤として、指定管理者選定に係る選定委員会に

よる講評、及び資料⑥として、各応募団体の事業提案の概要をお示ししておりますので、

ご参照願います。 

 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。

何卒、よろしくご審議の上、ご承認賜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、委員の皆様方から何かご質

疑ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 総合体育館等の指定管理者の応募団体が１団体でしたが、何

か問題があったのでしょうか。また、屋内プールについては、視察させていただく中で、

周知を積極的にすれば、市民の利用率がさらに上がるのではないかと思いました。この点

についてはいかがでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 総合体育館等の施設につきましては、前回の選定では３

団体から応募があり、本市のスポーツの根幹となる施設でもありますので、複数の団体が

応募されると思っておりましたが、１団体しか応募がございませんでした。一方、屋内プ
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ールには４団体の応募があり、そちらの団体の中には総合体育館等の現地説明会にもご参

加いただいた団体もございました。そちらの団体の方に事情をお伺いしましたところ、

「八尾市のスポーツ施設に関心があり、現地説明会は全て参加させていただいたが、屋内

プール、フィットネス関係を得意としているので、応募する段階ではそちらに絞って応募

させていただいた。」ということを聞いております。 

また、総合体育館等につきましては、市民運動広場、山本球場、テニスコートも含めた

管理運営になりますので、人員的な配置や経費等の問題もあり、それに見合うだけの収入

が見込めるかどうかという部分も応募の判断材料の一つになったのではないかと考えてお

ります。 

最後に、市民の方々への施設の周知方法につきましては、これまでもホームページをは

じめ、チラシ、ポスターを作って、スポーツ施設、その他の市の公共施設等に配架、掲示

させていただいております。それ以上に施設の存在を知っていただく手だてにつきまして

は、市議会で議決いただいた後、基本協定等を結ぶ段階までに指定管理者と協議を重ねて

まいりますので、その中で、施設の周知方法を考えていきたいと思っております。 

 

【御喜田委員】 総合体育館等の指定管理者選定に係る選定委員会の講評で、「現在利用

が少ない働く世代が参加しやすいプログラムの提案があればなお良かった」、「求職中の

働き盛り世代や若い世代の雇用創出にも寄与する提案があればなお良かった」とあります

が、この団体が５年間運営管理される中で、教育委員会から指定管理者にこのようなこと

をお願いす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】 講評におきまして、今後の期待を込めた委員からの発言

等もございましたので、その部分につきましては、１２月市議会におきまして、指定管理

者指定の議決をいただきましたら、指定管理者と基本協定を結ぶにあたって、教室等のプ

ログラム内容等も含めた協議を行ってまいりたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 この概要書の中で、ＳＮＳや認証資格などの専門的な部分が

出てきますので、今後は解説を付けた上で提案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】 団体が取得されている認証資格などにつきましては、今

後、指定管理者の指定議案を上程する際、説明文を加えさせていただきたいと思います。 

 

【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４２号及び第４３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４２号及び第４３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。 
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【百瀨委員長】 次に、議案第４５号「八尾市立歴史民俗資料館の指定管理者指定の市議

会議案提出の件」、第４６号「八尾市立埋蔵文化財調査センターの指定管理者指定の市議

会議案提出の件」について、一括審議いたします。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、ただいま議題となりました議案第４５号「八尾市立歴史民

俗資料館の指定管理者指定の市議会議案提出の件」及び議案第４６号「八尾市立埋蔵文化

財調査センターの指定管理者指定の市議会議案提出の件」について、ご説明申し上げます。 

 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、委員会の議決をお願いするものです。 

 提案の理由でございますが、平成２６年３月３１日に両施設の指定管理期間が満了とな

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

ものでございます。 

 まず、歴史民俗資料館の選定に至る過程及び選定期間についてご説明申し上げますので、

恐れ入りますが、資料①をご覧ください。 

 公募につきましては、市政だより及びホームページによって周知し、７月１日から９月

２日までの間募集いたしました。応募書類は、文化財課、文化財施設及びホームページで

配布し、現地説明会には２団体の参加がありましたが、最終的に１団体からの応募となり

ました。選定は、資料②にございますように、学識経験者２名、公認会計士１名、市の職

員１名、その他教育委員会が必要と認める者１名の計５名からなる文化財施設に係る八尾

市教育委員会指定管理者選定委員会が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条の選定基準に従って評価し、資料④の評価集計表のとおり、団体Ａは５０

０点満点中３６３点となり、得点率は７２.６％でございました。選定基準の項目ごとの

内訳は別紙のとおりでございますが、「Ⅰ 施設運営の方向性」や「Ⅴ 管理運営体制」

などの項目が高く評価されております。施設管理の方向性においては、誰もが知っている

歴史、八尾にある資料を活用して、親しみやすい展示をめざし、魅力発信を行うことや、

施設活用の点では、市民と一緒に研究を進め、その成果をともに展示する市民参画の方策

が提示されております。また、学校連携では、授業でも使えるパンフレットの作成等、補

助教材の作成や、学校にある民具、資料の活用の提案など、本市の文化財の拠点施設とし

ての活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ご判断されたものでございます。その結果、八尾市立歴史民俗

資料館の指定管理者候補として、大阪府八尾市幸町四丁目５８番地の２に所在します公益

財団法人八尾市文化財調査研究会を選定されたものでございます。 

 なお、指定の期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までの５年間でご

ざいます。 

 次に、埋蔵文化財調査センターですが、資料①の「１．選定経過」の欄に記載しており

ますように、本市の文化財保護行政は、平成２０年の文化庁通知を鑑み、公益財団法人八

尾市文化財調査研究会と協働しながら進めていることから、本施設の設置目的において、

指定管理者を募集する施設には馴染まないものであり、非公募施設として公益財団法人八

尾市文化財調査研究会を選定候補団体といたしました。選定につきましては、公の施設の

指定管理者制度に関する基本指針に記載のとおり、選定基準に照らし、文化財施設に係る
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八尾市教育委員会指定管理者選定委員会によって総合的な評価がなされました。その結果、

資料④の集計表のとおり、公益財団法人八尾市文化財調査研究会は４００点満点中２７０

点となり、得点率は６７.５％でございました。資料⑤の講評において、施設運営の方向

性では文化財資料のデータベースによる管理や調査成果を速報的に展示する成果展の実施、

施設活用の観点では、学校等への出前授業の具体的なプログラムの提示と生涯学習として

大人向けの講座が具体的に示されており、管理運営体制では、経験に裏打ちされた高い専

門性が評価され、埋蔵文化財調査データとしての効用を十分発揮され、施設の管理運営に

おいて設置目的が達成されるものとして認められたものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由及びその経過等でございます。何卒、よろしく

ご審議いただきまして、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、委員の皆様方から何かご質

疑ございませんでしょうか。 

 

【木下委員】 先日、歴史民俗資料館、埋蔵文化調査センターを見学し、施設についてい

ろいろと教えていただきました。今回、歴史民俗資料館は公募団体が１つ、埋蔵文化財調

査センターは非公募にされている理由が納得できました。埋蔵文化調査センターは展示だ

けでなく、研究施設でもありますので公募しづらく、歴史民俗資料館は応募されるとして

も展示の部分だけになるので、限定されてもやむを得ないということがわかりました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 非常に貴重なものを管理されているので、危機管理体制が気

になりますが、この点についてはいかがでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 危機管理体制については、近年、東南海大地震、あるいは大きな災害

等が想定されますので、どの施設もきちんと管理されてきているところでございます。今

回、評価された点としましては、危機事象が発生した時、職員の班分けやその対応策がき

ちんと練られていたことがございます。もう１点は、国民の貴重な文化財を災害からどの

ように保護していくかということが問われておりますが、その時の搬出方法などについて

提案されておりました。このように、市民の命と文化財に対する危機管理がしっかりされ

ているところが評価されております。 

 

【百瀨委員長】 歴史民俗資料館において、「市民との協働による施設運営」とあります

が、どのような事業展開を考えておられるのでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 今回の提案は、市民とともに研究し、その成果を展示などに生かすと

ころに大きな特徴がございます。これまでの資料館は、主として学芸員だけが調査・研究

し、それを市民に公開していく施設でしたが、今回は市民研究会を立ち上げるとともに古

文書の講座などを開催し、受講された方々と一緒に展示していくという開かれた資料館を

めざすことが提案されております。また、「やお歴民友の会」という資料館を運営してく

ださる方々やボランティアの方々とともに、展示解説やイベントの補助だけでなく、館内
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にある資料の調査、整理までやっていただく体制づくりを進めていくというご提案もされ

ております。さらに、特に要望が多かった山麓の史跡、特に古墳を巡るボランティアを市

民の方と一緒につくり上げていくこともご提案されております。 

 

【百瀨委員長】 学校教育との連携についても、今後進めていただきたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 埋蔵文化財センターについては、（Ｂ）の評価が６４％しか

ないので、これから学校等との連携を進めていただきたいと思います。 

 それと、両施設の候補者ともに「個人情報保護、環境への配慮」の点数が少し低いので

すが、今後、問題が起きないようにお願いしたいと思います。 

 

【渞文化財課長】 歴史民俗資料館におきまして、個人情報ではありませんでしたが、一

度盗難に遭ったことがございます。その後、終業の際には必ず全ての資料を施錠スペース

に直すようにされておりますので、今後もそのあたりを十分に配慮し、取り組んでいただ

くようにお願いしてい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４５号及び第４６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４５号及び第４６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。 

 以上で本日の案件は全て終わりました。 

この際、委員のみなさま方から何かご発言はございませんでしょうか。 

ないようですので、以上をもちまして本日の臨時教育委員会を終了いたします。 


