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１月臨時教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２６年１月３１日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館６階 ６０４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・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１月臨時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、議案の審議に入ります前に、教育長から当初議案第２号として上

程を予定しておりました「幼保一体化リーディング施設基本計画の策定に関する件」の議

案を取り下げられるに至った経緯について、発言の申し出がありますのでよろしくお願い

いたします。 

 

【浦上教育長】 それでは、当初、議案第２号「幼保一体化リーディング施設基本計画の

策定に関する件」として、議案提案を予定しておりました案件を取り下げるに至りました

経緯について、ご報告申し上げます。 

 平成２２年に幼稚園審議会より答申をいただき、その後、教育委員会において幼保一体

化にかかわる研究を進め、委員の皆様方からも様々なご意見をいただいて、平成２４年１

２月には、「幼保一体化の推進について」を策定いたしました。その後、幼保一体化リー

ディング基本計画についても、定例協議会等で各委員から様々な角度からご意見を頂戴し、

就学前の子どもたちにとってよりよい教育・保育の環境を整えるべく、協議を重ねてきた

ところでございます。 

 そして、平成２５年２月より幼保一体化リーディング施設を整備していくことについて、

山本地区、安中地区の５園所で保護者説明会、意見交換会、そして地域住民説明会等を実

施し、幼保一体化及びその施設整備に向けての理解を求めてきたところでございます。 

 しかし、説明会におきましては、保護者、住民の皆様方から、一体化にかかわる不安や
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ご心配、また疑問など、様々なご意見をいただいている状況でございます。 

 この間、市長部局とも協議を行う中で、幼保一体化施設に対する保護者、住民理解を得

るためには、さらに一層努力する必要があると考えております。 

 このような状況の中において、現段階において、本議案を提案することは困難であると

判断するに至りましたので、本日予定しておりました議案提案を取り下げるものでござい

ます。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、教育長から議案第２号を取り下げる経緯についてご説明いた

だきましたが、我々、教育委員は公正な民意を教育行政に反映していくことが責務でござ

います。そのような意味で、保護者、市民の信頼に応えていかなければならないとしてお

ります。今後、幼保一体化にかかる議案を上程する場合においては、保護者や地域住民の

十分な理解を得るために、最大限努力を行った上で、上程されることを強く要望させてい

ただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

１月臨時会の議案 

議案第３号 

 

議案第４号 

高安中学校区における施設一体型小・中学校の設置に係る経費を平成

２６年度八尾市一般会計当初予算に計上する件 

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 

 

【百瀨委員長】 まず、議案第３号「高安中学校区における施設一体型小・中学校の設置

に係る経費を平成２６年度八尾市一般会計当初予算に計上する件」について審議いたしま

す。提案理由を瀧瀬次長より説明願います。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 ただいま議題となりました議案第３号「高安中学校区における

施設一体型小・中学校の設置に係る経費を平成２６年度八尾市一般会計当初予算に計上す

る件」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・中学校の設置に係

る経費を平成２６年度八尾市一般会計当初予算に計上するにつき、本案を提出するもので

ございます。 

 それでは、今回の提案に至るまでの経過とあわせてご説明申し上げます。 

 高安中学校区における施設一体型小・中学校につきましては、昨年５月の定例教育委員

会におきまして、大阪府立八尾支援学校東校の耐震二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として議案上程し、議決を賜り、耐震二次

診断を行い、速報値といたしまして、校舎及び体育館ともにＩＳ値が０．３以上、耐震性
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能Ｂ評価となっており、校舎につきましては１階、２階部分のみ、体育館につきましても

屋根のみの耐震補強工事で対応が可能であるとの報告を受けたところでございます。 

 また、保護者、地域住民を対象にしました意見交換会につきましても、昨年５月の定例

教育委員会におきましてご報告申し上げましたとおり、平成２４年１１月に説明会を、平

成２５年３月及び５月に意見交換会を行い、参加者から多くのご意見やご要望等を頂戴い

たし、平成２５年１２月から本年１月にかけまして、再度、高安地区の各会館、公民館等

をお借りして意見交換会を行い、新校設置に向けた関連経費を平成２６年３月八尾市議会

に議案として予算計上することについてもご説明申し上げ、ご理解いただいたところでご

ざいます。 

 なお、本意見交換会の概要につきましては、後ほどご説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上、５月定例教育委員会以後の経過でございますが、本日は高安中学校区における施

設一体型小・中学校の設置に係る経費を平成２６年度八尾市一般会計当初予算に計上する

件につきまして、教育委員会の議決を賜りたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、関係経費についてご提案申し上げます。 

 恐れ入りますが、資料①「高安中学校区における施設一体型小・中学校の設置に係る関

連経費について」をお開き願います。 

 はじめに、実施設計並びに耐震補強工事及び大規模改修工事についてでありますが、支

援学校東校を施設一体型小・中学校として活用するため、平成２６年度に実施設計を、平

成２７年度に耐震補強工事及び大規模改修工事を行うものであり、平成２６年度当初予算

の要求額は、実施設計費等として９２４６万１千円、工事請負費等として約２５億円の継

続費を設定するものでございます。 

 次に、（仮称）施設一体型小・中学校研究推進事業についてでありますが、本事業は、

新校開校に向け、平成２６年度から平成２７年度の２年間、中高安小学校、北高安小学校、

高安中学校の３校を「施設一体型小・中学校研究推進校」として指定し、小・中学校の教

職員による一体的な学校運営をはじめ、小・中学校９年間を連続した期間として捉えた学

習指導、生徒指導及び小中一貫教育等について研究を行うもので、研究推進員を市独自の

加配教員として、各研究校に配置するとともに、八尾市校長会等と連携しながら、施設一

体型小・中学校カリキュラム検討委員を教科別に委嘱するもので、平成２６年度当初の予

算要求額は、研究推進員の報酬費１７４０万円でございます。 

 次に、新たな通学路の整備についてでありますが、児童生徒の通学路における安全を確

保するため、支援学校東校の南側校門前の畑を教育委員会として買収した上で、新たに通

学路を整備するために、平成２６年度に用地の測量及び不動産鑑定評価を、平成２７年度

に通学路の整備工事を行うもので、平成２６年度当初の予算要求額は、用地の測量及び不

動産鑑定評価として７６万３千円でございます。 

 次に、支援学校の用地取得についてでありますが、支援学校東校を大阪府より取得する

ため、平成２６年度に用地の不動産鑑定評価を、平成２７年度に用地を取得するもので、

平成２６年度当初の予算要求額は、用地の不動産鑑定評価として９６万６千円となってお

ります。なお、用地の取得費につきましては、平成２６年度実施の不動産鑑定評価後に価
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格が決定することから、今回につきましては、債務負担行為として面積のみの計上となっ

ております。 

 新校設置に係る関連経費については、以上でございます。 

 次に、昨年１２月から本年１月にかけて開催しました保護者意見交換会、住民意見交換

会についてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、資料②「高安中学校区における施設一体型小・中学校の設置に関する

保護者意見交換会、住民意見交換会の概要」をお開き願います。 

 はじめに、目的でございますが、今回の意見交換会は、平成２４年１１月、平成２５年

３月及び５月に開催しました説明会、意見交換会でのご意見等を踏まえた教育委員会の考

え方を説明するとともに、保護者、地域住民の皆様と意見交換するために開催したもので

ございます。 

 次に、実施日時、参加者等の状況でございますが、資料のとおり計１４回の意見交換会

を開催し、合計１４７人の方々にご参加いただきました。 

 次に、意見交換会における主な意見等でございますが、はじめに、施設一体型小・中学

校全般について、「これまでの要望等を踏まえた提案になっている。」、「自分の子ども

が小中学生だったら通わせたい学校だと感じた。」、「学校が魅力的になれば、他地域に

行った人も高安地区に戻って来てくれるのではないか。」などのご意見を頂戴いたしまし

た。 

 次に、施設整備等について、校舎、体育館、遊具、芝生エリア等につきまして、具体的

なご要望やご意見を頂戴いたしました。 

 次に、資料の裏面をお開き願います。教育内容等について、「学習塾に通わなくても希

望する高校に進学できるような学校にしてほしい。」、「開校時に、新しい教職員ばかり

にならないようにするとともに、教職員の在籍年数等にも配慮してほしい。」などのご要

望を頂戴する一方、「いじめを受けた場合、９年間同じ敷地にいると不安である。」など、

心配の声も頂戴いたしました。また、「教育内容等の充実に向け、開校までの検討に加え、

開校後も保護者や地域住民から意見を聴取するなど、保護者、地域住民、教職員、教育委

員会が一体となって検討する場を設けるべきである。」といったご意見も頂戴いたしまし

た。 

 次に、通学路の安全確保について、「地域としても見守り活動を行うなど、協力してい

きたい。」というご意見を頂戴する一方、新たな通学路をはじめ、市道高安第３号線、近

鉄信貴線の高架トンネルに関する安全対策、不審者対応などについて、具体的なご要望等

を頂戴いたしました。 

 次に、今後の進め方等について、「開校までに子どもたちが互いのことを肌で感じられ

るよう、交流活動等を行いながら進めてほしい。」というご要望を頂戴する一方、「教育

委員会としてアンケートを実施すべきではないか。」などのご意見を頂戴いたしました。 

 最後に、その他といたしまして、近隣住民に対する騒音対策等に関するご要望や高安中

学校区３校の跡地活用等についてご意見を頂戴いたしました。 

 なお、意見交換会当日、保護者、地域住民の皆様に配付いたしました資料を、参考資料

として添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、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上
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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、まず、資料②の保護者意

見交換会、住民意見交換会の概要について、委員の皆様方から、何かご質疑ございません

でしょうか。 

 

【御喜田委員】 保護者や地域住民の方々が新しい学校ができることによって不安に思っ

ておられること、フロンティア校に期待されていることをもう少し詳しく教えていただけ

ますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 まず、保護者、地域住民の方からの不安の声といたしましては、

「小学生と中学生が一緒になることで、年長の生徒が年少の子どもたちに悪い影響を及ぼ

すのではないか。」という声を最も多く頂戴したところでございます。この点につきまし

ては、小学校と中学校が一体になることによるメリットを最大限活用しまして、小・中学

校の教職員が一体となって指導することで、そのような不安を解消できるというご説明を

意見交換会の中でもさせていただいたところでございます。 

 一方、期待の声といたしましては、「学力向上、体力向上、社会性等をもっと身につけ

させてもらいたい。」というフロンティア校に対する期待の声をたくさん頂戴いたしてお

ります。とりわけ、学力向上については、最も多くご意見を頂戴したところであり、この

点につきましても、意見交換会では、新しい学校の最大のメリットであります小学校１年

生から中学３年生までの９年間で連続性のある指導を行うということで、充実した学力向

上を図っていけるとお話させていただいて、保護者の方にもご理解いただいたと考えてお

るところでございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 平成２８年４月に開校されたとき、児童数はどれぐらいにな

るのでしょうか。また、今後の見通しについてどのように考えられていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 平成２８年開校時の児童生徒数につきましては、全校児童生徒

数は約５５０人、内訳といたしましては、小学生が約３５０人、中学生が約２００人の計

約５５０人と推計しております。また、学級数につきましても、小学１年生から中学３年

生まで、全学年で２学級ずつの計１８学級を推計しておりまして、今後の推計におきまし

ても、同様の規模で推移するものと見込んでおるところでございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 保護者からは先生方の在籍年数について意見がありましたが、

教職員の配置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】 教職員の配置につきましては、国の教職員定数にかかわる法律

に基づきまして、定数配置されるところでございますので、全クラス１８学級に見合った

教職員が配置されることになります。 
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【安藤委員長職務代理者】 保護者からはいじめを受けたときの不安についても意見があ

りましたが、児童生徒が大勢になったときに、人員配置の他にどのようなケアを考えてい

ますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 保護者の方が最も不安に思っておられる小学生と中学生が一緒

になることへの不安の解消については、教職員の連携が一番大事ではないかと考えており

ます。小学生での課題がそのまま中学生に引き継がれることのないように、小学校と中学

校の教員が十分に連携する中で、小学１年生から中学３年生までの９年間を見通した連続

性のある生徒指導を行うことによって、このような不安を解消していけるものと考えてお

るところでございます。 

 

【木下委員】 保護者からは通学路が若干遠くなることについても心配があるようですが、

この点についてはどのように考えていますか。 例えば、遠くから通う子どもたちの自転

車通学について考えていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 今回の新しい学校につきましては、それぞれの学校の位置が変

わりますので、説明会当初、特に小学校低学年の子どもたちの通学距離が長くなることに

ついての不安の声、ご心配の声をたくさん頂戴いたしました。 

 とりわけ、去年５月に開催しました意見交換会では、通学路の提案が十分でないことか

ら、そのときにご心配の声をたくさん頂戴いたしましたが、その後、新しい学校の南側の

畑を所有されている地権者の方にご理解いただきまして、教育委員会としてその用地を買

収し、新しい通学路を設置していくことになりました。 

 そうなりますと、新しい学校の通学路につきましては、最短距離で、安全に通学してい

ただけることになりますので、この１２月から１月にかけて、保護者の皆様にご説明申し

上げて、一定の理解を得たと考えておるところでございます。ただ、新しい通学路は最短

ではありますが、これまでにも通学路の安全確保については、他にも危険な箇所がたくさ

んあるとご指摘もいただいておりますので、今後、保護者や地域住民の方々のご意見を聞

く場も設けていきながら、最善の方策を講じていきたいと考えておるところでございます。 

 なお、自転車通学につきましては、現在、中学生が自転車通学を行っておりますので、

今後も中学生につきましては自転車通学を認める方向で検討しております。ただ、小学生

につきましては、集団登校等の関係、低学年の自転車通学の安全面を考えたときに、教育

委員会としては非常に困難であると考えておりますが、改めまして、保護者や地域住民の

方々のご意見を頂戴する中で検討してまいりたいと考えております。 

 

【木下委員】 昨年１１月にＰＴＡが実施されたアンケート結果を踏まえて、その後どの

ような検討をされていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 昨年１１月に高安中学校区の４学校園のＰＴＡで独自にアンケ

ート調査を実施されました。今回の意見交換会におきまして、ＰＴＡの代表の方とも意見

交換をする場がございましたけれども、ＰＴＡのアンケートについては、この新しい取組
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みについて賛否を問うアンケートではなく、その時点での保護者や地域の方々の認識につ

いて把握したいために実施されたとお聞きしております。 

 また、アンケート後の動きにつきましては、今年１月の意見交換会終了後、１月２１日

に高安中学校区の４学校園のＰＴＡが臨時ＰＴＡ役員会を開催されまして、我々の説明内

容を踏まえた上で、新しい学校の設置に賛同する旨の決議を取られたと学校長から聞いて

おります。なお、その臨時役員会には４学校園の学校園長も同席の上、話し合いをされた

と聞いております。 

さらに、１月２３日に、４学校園のＰＴＡから高安地区の自治振興委員会に働きかけを

されまして、全区長にお集まりいただく臨時区長会を開催され、同様の趣旨をＰＴＡから

地域の方に説明した上で、新しい学校の設置に向けて賛同する旨の話し合いをしていただ

いたと学校長から先日報告を受けたところでございます。 

 

【木下委員】 今後の問題は、フロンティア校としての教育内容になると思います。学力

保障の問題、生徒指導の問題も含めて、カリキュラム構成のために予算も計上されていま

すが、これからどのように検討されようとしていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 先ほどご説明申し上げました、（仮称）施設一体型小・中学校

研究推進事業におきまして、カリキュラムの検討をしっかりと行っていきたいと考えてお

ります。 

 当然、新しい学校は、小学校１年生から中学校３年生までの９年間の連続性のある学習

指導が中心になってまいりますので、カリキュラムの研究につきましては、予算が議会で

承認されましたら、各校に研究推進員を配置し、カリキュラムの検討を中心に担っていた

だきたいと考えております。 

 あわせて、八尾市校長会と連携をとりまして、市内小・中学校の教員からもご協力いた

だき、国語、算数、理科、社会、それぞれの教科ごとのカリキュラム検討委員もあわせて

委嘱し、研究推進員とカリキュラム検討委員との共同作業によりまして、カリキュラムの

検討をしっかりと行っていきたいと考えておるところでございます。 

 

【木下委員】 研究推進員はカリキュラム検討に専念されるのでしょうか。それとも、学

校教員として他の活動もされるけれども、主に研究をされるのでしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 今回提案しております研究推進員につきましては、新校開校に

向けたカリキュラム検討、新校での学校運営体制等、全てにかかわって専任で研究してい

ただく教員として配置したいと考えております。 

 

【御喜田委員】 先ほど、通学路の話が出ていましたが、保護者の方も不安に思っておら

れると思います。ご意見の中で、近鉄信貴線のトンネルが暗くて狭いという意見が出てい

ますが、これ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】 近鉄信貴線の高架トンネルは、現在も中高安小学校の子どもた
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ちの主要な通学路でございます。既に、地域、保護者の方々からは、これまでも危険箇所

であるというご指摘を賜ってきたところでございまして、教育委員会としましては、八尾

警察署、関係課とも現場確認をさせてもらっておりますが、近鉄電車の下に市道がござい

ますので、近鉄電車とも協議しながら、今後の対応について検討していきたいと考えてお

ります。 

 地域の方々からは、トンネルをもっと広げてほしいというご要望を頂戴しておりますが、

これにつきましては、上に近鉄電車が通っておりますので、拡幅については非常に困難で

あると考えておりますが、別の対応も含めまして、引き続き検討してまいりたいと考えて

おります。 

 

【浦上教育長】 新しい学校の開校に向けて、平成２６年度、２７年度の２年間が一番大

事な時期になりますが、この取組みを進めていくためには、先生全員に八尾市がめざして

いるフロンティア校の意味が伝わっていなければならないと思います。 

また、これからの教育内容の検討についてもとても大事になると思いますが、検討にあ

たって、人事面の考え方や現在の取組みについて説明してほしいと思います。 

 

【松井生涯学習部次長】 まず、最も大きな点といたしましては、教職員の意識や意欲は

小学校と中学校が９年間連続した教育を行っていくことにあるのではないかと考えており

ます。 

 現在、トライシステムを活用しまして、八尾市全体で、小・中学校９年間連続した教育

に携わりたいという気持ちがある教職員を募集し、面接等も行いながら、来年度から配置

していくための準備を進めているところでございます。また、高安中学校区の人事異動は、

トライシステムだけでなく、一般の人事異動もございますので、各学校の異動対象者の特

性、特技を聞き取りながら、適材適所に教員を配置していきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 他に、資料②についてのご質疑等はございませんでしょうか。 

 それでは、他にご質疑等がないようですので、資料①の平成２６年度の予算内容につき

まして、委員の皆様方からご質疑ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、工事費については予算額の範囲内で対応できるのでし

ょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 工事請負費につきましては、工事を担当しております公共建築

課と十分協議した上で見積もりを行っておりますので、現時点におきましては、この金額

で新しい学校の整備は可能であると考えております。ただ、詳細な部分につきましては、

来年度に実施設計を行いますので、その中で若干変動することはあるかもしれませんが、

基本的にはこの金額で新しい学校の設置は可能であると考えておるところでございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 新校の土地購入費については、実際にどれぐらいの金額を見

込んでいますか。 
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【瀧瀬生涯学習部次長】 土地購入費の見積もりにつきましては、金額を提示することが

非常に難しい状況でございます。大阪府及び大阪府教育委員会と何度か協議をさせてもら

う中で、金額を教えてほしいと相談しているところですが、来年予定しております不動産

鑑定後でないと金額は出せないことから、債務負担行為を組みまして、面積のみで議会に

議案上程することになります。 

 

【木下委員】 先ほどお聞きした研究推進員は市独自の加配教員になるということですが、

配置の仕方について聞かせていただきたいと思います。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 研究推進員につきましては、先ほど申し上げました国の教職員

定数法の教員とは別枠でございますので、市独自に専任で新しい学校の開校に向けた研究

を行う教員として配置いたします。配置年数は開校までの２年間、平成２６、２７年度の

２年間に限って研究を行うことになります。 

 

【御喜田委員】 新校に通学する児童のために、畑地を買収して、歩行者の専用道路をつ

くるとおっしゃっていましたが、どのように整備されるのでしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 畑を買い取らせていただきまして、約２メートル幅の通学路を

整備したいと考えております。なお、市の道路として指定するわけではなく、教育委員会

所管施設として道を整備し、通学ための歩行者専用の道として整備したいと思っておりま

す。また、自転車、バイク等が通れないように道の両サイドにポールを設置し、支援学校

の南側の校門前に安全推進員を配置したいと考えております。 

 

【吉岡理事】 新たな通学路は幅２メートル、長さ約１１５メートルになりますので、そ

の部分だけを取得していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今後の跡地利用についてはどのように検討されていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 高安中学校区３校の跡地の活用につきましては、現時点で何も

決まっておりません。地域での意見交換会におきましても、地域、保護者の方からそのご

質問が多数ございまして、現在、跡地活用につきましては、高安地区のまちづくりの観点

から全庁的な検討が必要であり、庁内に検討会議も既に設置されております。その中で、

跡地活用について検討していくことになりますが、今後、保護者や地域の方々からもご意

見をお伺いしながら具体的な検討を進めていく予定でございます。 

 

【御喜田委員】 工事期間の予定について教えていただけますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 候補地の大阪府立八尾支援学校東校は平成２６年度末をもって

閉校になる予定でございますので、八尾市が用地を取得するのは平成２７年４月でござい

ます。従いまして、工事につきましては、平成２７年４月から平成２８年３月にかけて１
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年間行う予定でございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 先ほどご説明いただいた研究推進員については、３校から１

名ずつ選らばれるということですが、その人数で大丈夫なのでしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 研究推進員につきましては、カリキュラムの検討に加えまして、

今後の新しい学校の学校運営体制、通学路の安全確保を含めまして、新校開校に向けた諸

課題全般を研究する推進員として専任で置かせていただきたいと考えております。また、

八尾市内全小・中学校の協力も仰ぎながら研究してまいりたいと考えておるところでござ

います。 

 

【木下委員】 八尾市内の先生方にこの研究を広く知ってもらうために、例えば、研修等

で大変お忙しいことはわかっていますが、教科部会等の活用を考えていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 先ほど、カリキュラム検討委員の委嘱につきましては、八尾市

校長会と連携すると申し上げましたが、その中には八尾市教育研究会という研究組織がご

ざいまして、そこには教科ごとの部会もございますので、八尾市教育研究会の会長の校長

先生とも協議させてもらう中で、それぞれの部会の協力も仰いでいきたいと考えておると

ころでございます。 

 

【木下委員】 地域の声として、「開校後も検証の場を持ってほしい。」という声が出て

います。開校後の検討体制について、特に地域とのかかわりをどのように考えていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 意見交換会の中では、保護者、地域の方から提案内容に対する

一定のご理解をいただいておりますが、平成２８年４月開校後も、保護者、地域住民の意

見を十分に聞いてほしいというご要望をいただいております。 

 高安中学校区の両小学校は、明治５年、明治６年の創立、１４０年の歴史がございます。

また、高安中学校も６０年以上の歴史があり、これらの学校を１つに統合していくことに

なりますが、「教育内容を充実する話は聞いたが、きっちりチェックしていくよ。」とい

うご意見も頂戴しているところでございます。教育委員会事務局としましても、開校後も

保護者、地域住民の声を聞かせていただく機会を設けながら進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 

【百瀨委員長】 ３月市議会にこの議案を上程し、議決を賜れば、新校開設に向けて進め

ていくことになると思います。その意味を踏まえて、平成２８年度４月開校をめざして、

次年度の実施設計、平成２７年度の工事を実施していただくとともに、地域住民や保護者

の声を聞いていただきながら、通学路の安全対策、教育内容の充実に取り組んでいただき

たいと思います。また、八尾市の教育のフロンティア校として、教育現場の先生方とも十

分連携して取り組み、教育内容を充実していただきたいと思います。 

それでは、採決に移らせていただきます。 



－11－ 

議案第３号について、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３号「高安中学校区におけ

る施設一体型小・中学校の設置に係る経費を平成２６年度八尾市一般会計当初予算に計上

する件」について原案を適当と認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第４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４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、教育委

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、八尾市立龍華図書館の新築に伴い、指定管理者制度を導入

し、管理運営を行うにあたりまして、条例に規定を置く必要がありますことから、同条例

の一部を改正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２条の表、名称の欄に「八尾市立龍華図書館」を加え、位置

欄に「八尾市南太子堂二丁目４番７」を追加いたします。 

 また、指定管理者制度での管理運営上、これまで同条例の施行規則に規定いたしており

ました図書館の開館時間及び休館日を条例に明記しておく必要性があることから、第２条

の３、第２条の４として新たに規定を加えたところであります。 

 また、同条例での管理運営上、必要な項目につきまして、第８条の２で入館者の遵守事

項等を、第８条の３で指定管理者による管理を、第８条の４で指定管理者が行う管理の基

準を、第８条の５で指定管理者が行う業務の範囲を新たに加え、また別表第２のとおり、

指定図書館として八尾市立龍華図書館を位置づけたところでございます。 

 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といたします。 

 以上、提案理由のご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

疑ございませんでしょうか。 

 

【御喜田委員】 龍華図書館は、図書館だけでなく、コミュニティセンターや出張所の機

能もあわせ持った施設になると思いますが、各階の配置について教えていただけますか。 

 

【南八尾図書館長】 施設は３階建てになっておりまして、１階に龍華図書館、２階の一
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部分にお話室、閉架書庫を設ける予定となっております。なお、建物は複合施設になりま

すので、１階が出張所、２階と３階がコミュニティセンターになっております。 

 

【御喜田委員】 図面があればまた見せていただきたいと思います。 

 

【南八尾図書館長】 大変申しわけございません。図面をお示ししておけばわかりやすか

ったと思いますので、改めて委員の皆様にお配りさせていただきます。 

 

【御喜田委員】 工事の時期について教えていただけますか。 

 

【南八尾図書館長】 工事の施工につきましては、昨年に建設事業者が決定いたしまして、

今年の１月から工事着手に至っております。建物の完成につきましては、平成２７年の春

ごろになっておりまして、夏ごろに図書館のオープンをめざしております。 

 

【木下委員】 図書館への指定管理者制度の導入については、全国各地で進み出していま

すが、問題も含んでいると聞きます。八尾市で新しくできる図書館に指定管理者を導入し

ようと決断された最大の理由を教えていただきたいと思います。 

  

【南八尾図書館長】 本市におきましては、「公民協働による公共サービスの提供に関す

る基本方針」がございまして、その具体化を図る指針におきまして、「八尾市版公共サー

ビス分類の考え方」という項目があり、その中に、新しく公の施設を整備した段階で、ど

のような管理運営を行うのかというフロー図がございます。そのフロー図には、民間参入

の可能性があるのかどうか、民間でその管理運営をする事業者があるのかどうかなど、公

民協働推進の検討内容の流れが記載されております。基本的に、そのフロー図に基づいて

管理運営手法を議論し、一定判断させていただいたところがございます。 

また、各自治体から話を伺いますと、今回提案させていただいた指定管理者制度、窓口

業務委託、直営という手法がありましたが、直営の場合は職員構成の課題や新たなサービ

スを果たしていくことができるのかという可能性の問題があり、窓口業務委託を選択した

場合でも司書が窓口に立てないことからいろいろな弊害があることを伺っております。 

 そこで、指定管理者制度により、新たな公共サービスを提供していただくことによって、

現在のサービスにも良い影響を与えるのではないかと考え、導入することにいたしました。 

 

【木下委員】 まず、直営の図書館が３館、指定管理者の図書館が１館になったとき、全

体の運営はどのようになるのでしょうか。 

 それと、図書館業務については、来館者に対するサービスもありますが、長期的な展望

を持った八尾の文化財の収集等もあり、それが直営であるべき一つの大きな理由として挙

げられます。このような長期的な業務はどのように行なわれるのでしょうか。もう少し具

体的な理由を聞かせていただきたいと思います。 

 

【南八尾図書館長】 まず、全体的な運営につきましては、八尾図書館が中央図書館的機
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能を担っておりますので、八尾、山本、志紀、新たにできる龍華図書館の管理運営、サー

ビス内容について調整等を図っていくことになります。具体的には、八尾市全体の図書館

の運営調整は、各館の図書館長が集まった館長会議で行なっていくことになり、図書の収

集は、各図書館の選書担当者が集まり、市の選書基準に基づいて行なっていくことになり

ます。 

 次に、地域文化の資料収集等につきましては、基本的に収集の方針に基づきまして、八

尾市の図書資料の収集を行っております。また、地域図書館におきましては、各地域にお

ける郷土資料を広く収集しながら、その情報を発信する役割があると認識しております。 

従いまして、龍華図書館におきましても、新たに管理運営する団体において、龍華地域に

おける郷土資料を収集しながら情報発信していただくことになります。ただ、収集、情報

発信は、その図書館だけで行なうのではなく、連絡会議の中で各館と内容を議論しながら、

地域図書館としての役割を果たしていただきたいと考えております。 

 

【木下委員】 １館に指定管理者が導入されますが、全体としては本館機能を持つ八尾図

書館が中心になり、他の図書館と連携しながら運営されると理解してよろしいでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 基本的には、市民全体に同じサービスを提供していくことが重要だ

と考えておりますので、八尾図書館が、中央図書館的機能として、全館の企画調整を図っ

ていきたいと考えております。 

 

【御喜田委員】 他の自治体でも指定管理者制度を導入するケースが増えてきていると思

いますが、その状況について教えていただけますか。 

 

【南八尾図書館長】 全国の導入状況につきましては、日本図書館協会が調査しておりま

して、２０１３年度の導入調査におきましては約３３３の図書館が指定管理者を導入して

おるところでございます。また、平成２５年度におきましても、５５の図書館が新たに導

入されるとのことです。なお、大阪府内におきましては、大東市、和泉市、大阪狭山市、

摂津市が指定管理者制度を導入し、図書館サービスを提供しておられます。 

 

【木下委員】 指定管理者制度を導入した後、直営の図書館と比較して評価した結果、指

定管理者制度をやめる可能性も残していますか。 

 

【百瀨委員長】 龍華図書館の指定管理期間についてもあわせてお答えいただきたいと思

います。 

 

【南八尾図書館長】 導入後は市の指針に基づいてモニタリングを毎年実施し、指定管理

者を評価することになりますが、その中で課題点が出てくると思われますので、指定管理

者と協議しながら改善を図り、一定水準のサービスを提供していくことができるように指

導・監督していきたいと考えております。 

次に、当初の指定管理者の指定期間につきましては、市の指針におきまして、概ね５年
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間になっております。ただ、初めて導入する施設については、概ね３年間になっておりま

す。 

 

【木下委員】 モニタリングの結果を踏まえて、指定管理者を交代させるのか、それとも

直営に戻すのか、大きな議論があるところだと思います。図書館に関しては、この点につ

いてどのように考えていますか。 

 

【伊藤教育次長】 指定管理者につきましては、望ましい図書館を図書館サービス計画で

位置づけているところであり、こちらが指導を行った後も、サービス水準に達しなければ、

指定管理者の指定を取り消すことになると考えております。また、その原因については業

者のサービスのあり方、体制、あるいは、図書館の指定管理者制度の問題など、検証が必

要になると考えております。ただ、現時点では、そのような事態にならないように、適切

な業者を選定し、指導・監督を行っていく必要があると考えております。 

今回は、市民からも期待されている新しい図書館をつくることになりますので、指定管

理者制度を導入するにあたりまして、内部で十分検討するとともに、図書館協議会、社会

教育会議においても議論いただいたところでございます。その中で、いろいろな課題等も

頂戴しているところでございますが、そのあたりについては克服できるものと考えておる

ところでございます。今回、ご指摘いただいているような事態が生じないように、指定管

理者の選定作業においても十分留意しながら取り組んでいきたいと考えております。 

 

【木下委員】 そのように取り組んでほしいと思いますが、図書館については、目の前に

見えるサービス以外に、それぞれの地域文化の中心としての機能を継続させていくことが

ポイントになるだろうと考えています。また、図書館の実務には、ベテランの司書と若手

の司書が一緒に働くことによって、若手の司書を養成する機能も含まれていると思います。

そのようなことが指定管理者による運営の中でも実現されるのかどうか、検証を確実に行

なっていただきたいと考えています。 

 

【南八尾図書館長】 図書館を運営するにあたりましては、経験がある職員と若い職員が

一緒になって働けるような環境を整えていくべきであると思っておりますので、募集する

際に、仕様書の中で、図書館での職務経験のある方を配置していただくように書かせてい

ただきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 図書館への指定管理者の導入にあたり、図書館協議会、社会教育委員会

議においてどのような意見が出されましたか。 

 

【南八尾図書館長】 一昨日、図書館協議会を開催し、図書館に指定管理者制度を導入す

るにあたり、各委員から懸念事項や課題事項などのご意見をいただきました。具体的には、

「龍華図書館だけが異なったサービスをすることなく、公平なサービスの提供を進めてほ

しい。」、「様々な催し、司書との関係、レファレンス能力なども含めて、直営の図書館

で提供されているサービス水準を守ってほしい。」、「指定管理者のサービスについては、
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モニタリングのときに行う利用者アンケートだけではなく、市職員が様々な方々から意見

をもらう場面を設けて、内容を確認する仕組みをつくってほしい。」などのご意見をいた

だいたところでございます。なお、図書館協議会におきましては、昨年１０月、１２月と

本年１月の合計３回にわたり議論いただいております。 

また、社会教育委員会議におきましてもご意見をいただき、委員の方々から「民間の活

力を導入する中で、新たな図書館運営を進めてほしい。」などのご意見をいただいており

ます。 

 

【御喜田委員】 他市では図書館に指定管理者制度を導入されている場合もあるというこ

とですが、どのような団体が指定管理者として選ばれていますか。 

 

【南八尾図書館長】 様々な団体が指定管理者の指定を受けておられますが、図書の出版

社や本屋を運営されている団体などが多く選ばれており、大阪府内で既に導入されている

自治体におきましては、図書の流通関係の事業者が管理運営されております。また、一部

の地域におきましては、地元のＮＰＯが地域図書館を運営されている事例もございます。 

 

【御喜田委員】 龍華図書館は複合施設になるとお聞きしましたが、指定管理者は図書館

の部分だけを管理するのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 施設全体の管理手法については関係課と協議する必要がありますが、

指定管理者には図書館の管理運営業務を担っていただき、建物全体の管理については現時

点で想定しておりません。 

 

【百瀨委員長】 先ほど、指定された団体の中に本屋が挙がっていましたが、仮に、指定

管理者が本屋になれば、利益優先にならないように気をつける必要があると思います。今

後、この点をどのように担保されるのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 図書の購入や収集につきましては、指定管理者から提案があると思

いますが、最終的には八尾市が選書会議で判断することになりますので、適切な図書の収

集を行っていきたいと考えております。また、「民間事業者は利益を生み出すために、労

働賃金をできるだけ抑えるのではないか。」という懸念のご意見もいただいておりますが、

適切な労働環境を保つように確認していきたいと考えております。 

 

【木下委員】 図書館条例の第８条の２に入館者の遵守事項等について規定されており、

「他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある」という文言もありますが、これだけ詳しい

内容が出てきているのはなぜでしょうか。また、図書館協議会、社会教育委員会議では、

この規定についてどのようなご意見がありましたか。 

 

【南八尾図書館長】 第８条の２の遵守事項等につきましては、図書館条例施行規則にお

きまして規定させていただいておりましたが、地方自治法におきまして、指定管理者に施
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設の管理を行なわせる場合は条例で定めるように規定されておりますので、今回、指定管

理者を導入するにあたり、条例に規定したところでございます。 

なお、図書館協議会ではこの条文を示しておりませんが、指定管理者の管理運営体制に

ついて議論していただいたところでございます。 

 

【百瀨委員長】 指定管理者制度を導入するに至った理由をもう少し説明していただけま

すか。また、それによって、どのような効果を期待されていますか。 

 

【南八尾図書館長】 指定管理者制度の導入による効果が最も重要なところであると思っ

ております。 

 現在、市職員が本の貸出業務を行うとともに、来館者に適切な本を提供するなど、様々

なサービスを提供しており、市民からも非常に高い評価をいただいております。 

 一方、昨今、図書館に対する様々なニーズがございます。例えば、デジタル資料の提供

や、レファレンスにおいてもビジネス支援の相談、健康相談、債務に関する相談など、高

度な相談業務が出てきており、市職員だけでは十分に対応できていないところがございま

す。 

そこで、指定管理者を導入している他の自治体におきましては、資格を持っておられる

方を招いて高度な相談業務が行われており、開館時間、サービスの利用時間が増えたとい

う話も聞いております。また、指定管理者が新しいサービスを提供することによって、龍

華図書館の利用率が高まれば、直営の図書館におきましても、それを参考にした取組みが

行なわれ、司書の方も新たなノウハウを吸収することができるので、全体的なサービスの

底上げができるのではないかと期待しております。 

 

【百瀨委員長】 コスト削減効果については、どのように考えていますか。 

 

【南八尾図書館長】 コストの削減につきましては、市職員が直営で管理運営を行なった

場合の人員体制と比較しながら検証していくことになると思っており、他の自治体におき

ましても、直営にした場合と指定管理者にした場合でコスト比較されることもございます。 

 そうすると、１０％、２０％以上の削減効果があったというデータを示している自治体

もございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 龍華図書館は複合施設の中にあるということですが、指定管

理者を募集するときは、図書館だけで募集を行うのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 指定管理者の募集は図書館部分のみになると考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 他の図書館への導入可能性については、どのように考えてい

ますか。 

 

【南八尾図書館長】 他の図書館への導入可能性につきましては、龍華図書館に指定管理



－17－ 

者制度を導入し、モニタリングによって成果を確認しながら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】 募集されるときに、司書の方をどのように確保されるのでし

ょうか。また、各図書館におられる司書とのバランスについてはどのように考えられてい

ますか。 

 

【南八尾図書館長】 現在、八尾図書館におきましては、概ね９割以上の職員が司書資格

を有しておりますが、募集する段階におきましては「職員のうち何％以上は司書資格を有

すること」という規定を設けていきたいと考えております。また、公立図書館等の勤務経

験がある方を雇用していただいて、サービスを提供する体制をとっていきたいと思ってお

ります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 図書館ボランティアとの連携についてはどのように考えてい

ますか。現状もあわせて教えていただきたいと思います。 

 

【南八尾図書館長】 図書館ボランティアとの連携につきましては、八尾図書館、山本図

書館、志紀図書館にボランティアの方々がおられまして、催し物を行なっていただいてお

ります。 

当然、龍華図書館におきましても地域の方々に活躍していただきたいと考えており、図

書館の中にボランティアの方々が活動できるスペースも設けていきたいと考えております。 

また、指定管理者を選定するときには、ボランティアの方々と連携した図書館運営につい

ての項目も記載していきたいと考えています。 

 なお、他市においては、図書館業務をお手伝いいただいている事例もございますので、

八尾市といたしましても、イベントだけでなく、個々の業務をお手伝いしていただける

方々も募り、職員と一緒にサービスが提供できるような仕組みをつくっていきたいと思っ

ております。 

 

【浦上教育長】 私も図書館協議会に出席しておりました。その中で、市民の読書意欲の

向上についてご意見がありましたが、龍華図書館に指定管理者を導入することによって、

学校との連携が深まり、子どもたちの読書意欲の向上に貢献してくれるのではないかと期

待しています。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】 龍華図書館の近隣に龍華中学校がございますので、新しい図書館の

ポスター掲示など、子どもへの周知についていろいろなことを考えさせていただきました。

また、中学校と複合施設の連携については、龍華中学校のクラブが新しい施設を利用でき

るように検討させていただいたところもございます。具体的には、音楽室を設けることを

検討させていただきました。 

なお、八尾図書館におきましては、八尾小学校との連携といたしまして、地域図書館で

調べ物学習をしていただく授業を行なっていただいておりますので、龍華図書館におきま
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しても近隣の龍華小学校、永畑小学校と連携しながら、授業を実施してもらえるようにし

ていきたいと考えております。募集する際には、このような提案項目をつくっていきたい

と思っております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 指定管理者が行う業務の範囲として、第８条の５第１号に

「第２条の２各号（同条第６号及び第７号を除く。）に掲げる図書館の事業（図書館資料

の収集を除く。）に関すること。」とありますが、この内容についてご説明いただけます

か。 

 

【南八尾図書館長】 図書館条例第８条の５につきまして、指定管理者に行っていただく

業務の範囲を規定しており、第２条の２に規定する図書館の事業を行なうこととしており

ます。ただ、第６号、第７号につきましては、新しい八尾図書館に関する規定となります

ので除くことになります。 

 

【木下委員】 第８条の２については、施行規則に規定していたとおっしゃっていました

が、施行規則から条例に上げられたのはなぜでしょうか。 

 それと、第８条の５で第２条の２第６号及び第７号は除くと規定されていますが、第２

条の２のように示されていると、全ての図書館で行なわなければならないと思います。例

えば、今東光氏の資料収集については、八尾図書館だけが取り組むものではなく、龍華図

書館でもしなければならないだろうと思います。あるいは、学習の場の提供についても八

尾図書館だけで行うのかもしれませんが、龍華図書館でも行わなければならないと思いま

す。この点についてはいかがでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 まず、指定管理者制度を導入する際は、条例の中で休館日、指定管

理者が行う業務の範囲などを規定することになります。その中で、利用制限についても、

規則ではなく、条例で定めるほうが好ましいという地方自治法上の規定がございますので、

規則から条例に上げさせていただきました。 

次に、今東光氏に関する資料収集につきましては、八尾図書館だけでなく、山本、志紀

図書館でも行うべき事業であり、第２条の２第１号に基づいて行っております。また、第

６号におきましては、（仮称）今東光資料館を起点として、八尾市の当時の生活文化を広

く発信していくために、その資料館の事業内容を規定しております。 

 資料収集を除いている理由につきましては、指定管理者から資料の候補を上げていただ

きますが、図書の購入は行なわず、最終的に市が担うことになりますので、このような除

外規定を定めております。 

 

【木下委員】 これは指定管理者制度を導入するにあたっての改正と理解してよろしいで

すか。 

 

【南八尾図書館長】 地方自治法の趣旨に則って、指定管理者制度に関する条文をつくる

にあたり、利用制限などを条例の中で規定することは好ましいことですので、上げさせて
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いただきました。 

 

【木下委員】 指定管理者制にするために、これだけ改正することになり、その中で施行

規則として規定していたものを条文化しないとできないとなると、若干、違和感を持ちま

す。 

 

【伊藤教育次長】 指定管理者の導入に伴って、これまで規則で位置づけていた部分を条

例で規定することについては、指定管理者を導入する以上、条例で位置づけて、議会にお

いてご審議いただく必要があろうと考えております。そのような趣旨のもと、地方自治法

でも条例で位置づけるほうが望ましいということを定めているのではないかと思っており

ます。また、条例に位置づけることによって、市民に見えやすくなりますので、条例に遵

守事項を位置づけたところでございます。 

 

【木下委員】 違和感の内容だけを申し上げておきます。第８条の２第２項で、「教育委

員会は、入館者が公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあると

き」という表現がありますが、この判断基準はどのようになっているのでしょうか。「風

俗を害する」とは何か、「そのおそれがある」とは何かという問題が出てくるわけです。

また、当然のことながら、次に、この判断基準は何かということになってきます。要する

に、司書等で判断しながら対応すれば済む問題を条例化しなければならないのはなぜなの

でしょうか。 

 

【伊藤教育次長】 この規定につきましては、図書館だけでなく、他の施設においても同

様の規定を定めております。つまり、市民の利用に供する施設は基本的にご利用いただく

ことができますが、例外的に利用許可ができない場合もあることを位置づけているもので

ございます。 

 この条例については、少し概括的な規定になっているのではないかというご指摘とは思

いますが、条例の委任に基づきまして、規則、あるいは指定管理者との協定等において具

体的に位置づけてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 それでは、私からまとめさせていただきますが、この度、市内で４館目

となる図書館ができることは、市民の教育そのものにつながることであり、大変喜ばしい

ものと考えております。また、新しい図書館において、指定管理者制度を導入することに

より、図書館サービスがさらに向上する可能性もあるのではないかと考えております。 

 今回、各委員からご指摘いただいた部分を踏まえ、４館が十分に連携するとともに、市

民の方々とも連携をとっていただきながら、利用者のサービス向上につなげていただくこ

とをお願いして、採決に移らせていただきます。 

 それでは、議案第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。 

 

【全委員】 異議なし。 
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【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第４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。 

 以上、本日の予定案件については終わりますが、この際、委員の皆様方から何かご発言

等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、１月臨時教育委員会を終了いたします。 


