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３月臨時教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２６年３月２６日（水） 

開 催 時 間  午後１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・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３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。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 議案の審議に入る前に、本日審議いたします議案第１６号「平成２６年

度八尾市教育委員会の人事に関する件」については人事案件でありますので、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１６号については非公開で

審議することにいたします。 

 

【百瀨委員長】 それでは議事に入らせていただきます。 

３月臨時会の議案 

選挙第１号 

議案第14号 

議案第15号 

議案第16号 

八尾市教育委員会委員長の選挙の件 

八尾市図書館処務規則の一部改正の件 

八尾市図書館条例施行規則の一部改正の件 

平成26年度八尾市教育委員会の人事に関する件 
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【百瀨委員長】 まず、選挙第１号「八尾市教育委員会委員長の選挙の件」について審議

いたします。 

 委員長の選挙については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１項の

規定によりまして、教育長を除く委員の中から委員長を選挙しなければならないと定めら

れております。このことから、浦上教育長に議事進行役をお引き受けいただいて進めたい

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】 全委員異議がないようですので、浦上教育長に議事進行をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

 

（百瀨委員長・浦上教育長 座席交代） 

 

【浦上教育長】 それでは、ご指名により議事進行を仰せつかりましたので、ただいまか

ら審議に入らせていただきたいと思います。事務局より提案理由の説明をお願いします。 

 

【伊藤教育次長】 それでは、選挙第１号「八尾市教育委員会委員長の選挙の件」につい

てご説明いたします。 

 百瀨委員長の教育委員としての任期が、平成２６年３月３１日付をもって満了すること

に伴い、３月２５日の市議会本会議で選任同意され、百瀨委員が４月１日より４年間の任

期で教育委員に再任されました。よって、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１

２条第１項の規定により、委員長の選挙を行う必要がありますので、ご提案申し上げるも

のでございます。 

 任期は、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの１年間となります。 

 なお、委員長選挙の方法につきましては、八尾市教育委員会会議規則第２条に無記名投

票と指名推薦の方法が規定されておりますが、従来からの慣例では、指名推薦の方法で実

施されておるところでございます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

【浦上教育長】 ただいま説明がありましたが、委員長の選挙の方法については、教育委

員会会議規則により２つの方法が規定されているとのことですが、従来からの慣例に基づ

いて、指名推薦の方法で行ってよろしいでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【浦上教育長】 全委員異議がございませんので、指名推薦の方法で実施することといた

します。 

 それでは、どなたかご指名をお願いいたします。 
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【安藤委員長職務代理者】 本市の教育行政も非常に重要な時期を迎えており、委員長の

職務は大変重責でございますので、ご苦労をおかけしますが、百瀨委員にお願いいたした

いと思います。いかがでしょうか。 

 

【浦上教育長】 ただいま安藤委員から、百瀨委員にお引き受けいただいてはどうかとの

ご意見がございましたが、委員の皆様方いかがでしょうか。 

 

【全委員】異議なし。 

 

【浦上教育長】 全委員異議なしということですので、選挙第１号「八尾市教育委員会委

員長の選挙の件」について、百瀨委員を委員長に選任することに決しました。 

 それでは、百瀨新委員長より、ご挨拶をお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 この度、委員長に再任されまして、身の引き締まる思いでございます。

微力ではございますが、これまで培ってきた経験を生かしながら、今後の本市の教育振興、

発展に全力を尽くしてまいる覚悟でございますので、委員の皆様方、事務局の皆さん、こ

れからもご支援、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

 

【浦上教育長】 それでは、以後の議事の進行については、百瀨委員長にお願いしたいと

思います。 

 

（百瀨委員長・浦上教育長 座席交代） 

 

【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。 

 議案第１４号「八尾市図書館処務規則の一部改正の件」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１４号「八尾市図書館処務規則の一部改正の件」

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３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、平成２５年１２月市議会定例会に提案を行った八尾市図書

館条例の一部改正の件について議決されたことに伴い、同規則の規定を整備する必要があ

るため、本案を提出するものでございます。 

 改正の内容でございますが、お手元配付の「新旧対照表」をご覧ください。第３条第１

項中の「前条に規定する係」の次に「（次項に規定する係を除く。）」を加え、第２項を

第３項とし、第１項の次に第２項として、「八尾図書館に資料係を担当する係長を置くこ

ととし、その数については別に定める。」を加えるものであります。 

 次に、第５条の資料係の事務分掌において、「（１２）今東光の文学活動についての資

料等の収集、整理及び保存並びに当該資料等の提供活動に関すること。」を加えるもので
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ございます。 

 なお、規則の施行につきましては、平成２６年４月３０日から施行といたします。ただ

し、第３条の改正規定については、平成２６年４月１日から施行といたします。 

 以上、甚だ簡単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、この件については、平成２

５年１２月市議会定例会で八尾市図書館条例の一部改正の件が議決されたことに伴い、規

則の規定を整備するということですので、委員の皆様方、この点をふまえてご質疑をお願

いしたいと思います。 

 また、３月定例教育委員会終了後、まだ整備している途中でしたが、新しい八尾図書館

を見学させていただきましたので、委員の皆様方から、思いや質問等がございましたら出

していただきたいと思います。 

 それでは、委員の皆様方、何かご質疑ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今回の改正案の中で、第３条に「（次項に規定する係を除

く。）」と規定されていますが、「次項に規定する係」とはどの部分になりますか。 

 

【南八尾図書館長】 「次項に規定する係」につきましては、資料係のことになります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 第２項に「八尾図書館に資料係を担当する係長を置くことと

し、その人数については別に定める。」とありますが、現状では１人を配置すると理解す

ればよろしいですか。 

 

【南八尾図書館長】 別に定める人数につきましては確定しておりません。 

 

【安藤委員長職務代理者】 １２月市議会定例会で議決された八尾市図書館条例の一部改

正の件で、第２条に今東光氏の資料等の収集に関する規定がありますが、それをこの規則

にそのまま規定されたということでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 図書館条例第２条に規定しております今東光氏に関する資料等の収

集につきましては、この規則にもそのまま規定しております。 

 

【浦上教育長】 今東光資料館には、資料をどれぐらい置くことができますか。 

 

【南八尾図書館長】 まず、資料の数につきましては、先日、今東光氏に関する書類を収

集されている方々から、本が３０冊ぐらい入る箱を十数箱のご寄贈いただいております。

他にも掛け軸、ポスターなど、たくさんのものをご寄贈いただいておりますので、これか

ら展示していきたいと考えております。また、今東光氏が新聞出版社に出した生原稿もご

寄贈いただく予定になっておりますので、そのようなものも展示していきたいと思ってお
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ります。 

次に、展示資料の数につきましては、現在、作業を進めているところですので決まって

おりませんが、今東光氏の本や人間関係を紹介するなど、いろんな展示方法を考えており

ます。また、遺族の方々は数万点の資料等を保管されておりますので、引き続き、ご寄贈

いただけるように努めてまいりたいと思っております。 

 

【浦上教育長】 ご寄贈される方の気持ちに配慮しながら、展示していただきたいと思い

ます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今東光氏の資料が増えますので、その整理、保存が大変にな

ると思いますが、担当する係長をサポートする方の配置は考えられていますか。 

 

【南八尾図書館長】 今回の規則改正では、担当する係長を置くことについて規定してお

りますが、その係長をサポートする職員体制にも十分配慮していきたいと考えており、現

在、市長部局の人事課と連携を図りながら、今東光資料館の業務や資料係の業務を担う職

員を公募しております。その結果については、次年度の人事異動の中で明確になると思い

ます。 

 

【百瀨委員長】 今東光氏の資料だけでなく、版画家の池田満寿夫氏の作品も展示されて

おりましたので、作品に込められた思いを来館者に伝えられるようにしていただきたいと

思います。 

 

【浦上教育長】 図書館協議会委員の方々も新しい八尾図書館を見られていますが、どの

ような感想をお持ちでしたか。 

 

【南八尾図書館長】 本日の正午から、図書館協議会委員の方々に新しい八尾図書館を見

学していただきました。 

まず、エントランスに入り、吹き抜けの高さに感銘を受けたとの感想をいただき、１、

２階の開架スペースでは、これまでの図書館の広さとは全然違うので、とても居心地が良

く、子どもたちが絨毯に座りながら本を読む風景やお話の部屋で本を読んでいる風景が目

に浮かぶと話されていました。 

また、児童とヤングアダルトのすみ分けをしているところで、レイアウトについても工

夫されているとの声もいただいております。 

さらに、２階の屋外読書テラスでは、少しおしゃべりをしながら本を読むことができる

ので、新しい図書館のスタイルではないかというご意見をいただき、４階の学習室につい

ては、学校の先生から、子どもたちが多くのことを学んでくれるのではないかとの感想を

いただいております。 

来ていただいた方々からは八尾図書館が非常に良くなったので、龍華図書館も非常に楽

しみにしているという声をいただいております。 
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【百瀨委員長】 体制を構築することは大事なことになりますので、人事配置については

きっちり進めていただきたいと思います。また、空間が広くなりますので、子どもたちの

安全にも十分配慮し、サービスが行き届いたすばらしい図書館にしていただきたいと思い

ます。 

 それでは、他にご質疑等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１４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１４号「八尾市図書館処務

規則の一部改正の件」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１５号「八尾市図書館条例施行規則の一部改正の件」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】 ただいま議題となりました議案第１５号「八尾市図書館条例施行規

則の一部改正の件」についてご説明申し上げます。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第３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、図書館の開館日時の拡充等の図書館サービスの拡大を図る

ため、同施行規則の規定について整備する必要があるので、本案を提出するものでありま

す。 

 主な改正内容でございますが、第３条の見出しを「利用時間」から「開館時間」に改め、

これまで水曜日から金曜日まで実施していた午後７時までの延長開館を、土曜日において

も実施することといたします。また、第４条の休館日につきましては、月曜日、１２月２

９日から翌年の１月４日までの日、教育委員会で定める図書館の館内整理日とするもので

ございます。また、図書館での管理運営上必要な事項として、市立図書館における遵守事

項等を新たに規定として加え、第９条では資料の貸出し点数について、これまでの１０点

から１４点に改めるものであります。 

 なお、規則の施行につきましては、平成２６年４月３０日から施行といたします。 

 以上、甚だ簡単な説明ではありますが、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、何かご質疑

ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 第３条の改正案については、八尾図書館、山本図書館、志紀

図書館があることが見えにくいのですが、このように改正されたのはなぜでしょうか。併

せて、龍華図書館との関係についても説明していただけますか。 
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【南八尾図書館長】 第３条におきまして、「八尾市図書館条例第２条に規定する図書

館」と規定しておりますが、現在の図書館条例におきましては、八尾図書館、山本図書館、

志紀図書館を規定しており、その３館の開館時間が改正の対象となります。 

また、龍華図書館におきましては、３月市議会定例会におきまして八尾市図書館条例の

一部改正の件を議決いただいたところでございますが、その一部改正条例の施行日を定め

ておりませんので、龍華図書館については今回の規則改正の対象外となっております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 龍華図書館については別途この規則に規定されるのでしょう

か。 

 

【南八尾図書館長】 龍華図書館につきましては、３月市議会定例会で議決された八尾市

図書館条例の一部を改正する条例に位置づけており、龍華図書館の開館日に併せて施行し

ていきたいと考えております。 

この条例につきましては、八尾図書館、山本図書館、志紀図書館、龍華図書館の４館を

位置づけており、開館日時の拡充につきましても、今回の規則改正と同様の規定が含まれ

ております。 

よって、条例が施行された段階で、今回改正いただきます規則については廃止の手続き

を行い、龍華図書館がオープンするときは、条例に基づいて開館時間を拡充していきたい

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１５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１５号「八尾市図書館条例

施行規則の一部改正の件」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】 それでは、審議の途中ですが、議事の都合により、暫時休憩いたします。

再開は１３時３５分といたします。 

なお、次に、議案第１６号について審議を行いますが、会議は非公開で行います。 

 

（以下、非公開審議） 

 

【百瀨委員長】 それでは、議事を再開いたします。 

次に、議案第１６号「平成２６年度八尾市教育委員会の人事に関する件」について審議

いたします。提案理由を西崎次長より説明願います。 

 

【西崎生涯学習部次長】 それでは、議案第１６号「平成２６年度八尾市教育委員会の人
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事に関する件」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５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、平成２６年度八尾市教育委員会事務局行政職員の人事につ

いて、配置換え等を行う必要がありますので、本案を提出するものでございます。 

 

（以下、異動内容説明） 

 

【西崎生涯学習部次長】 補足いたしますと、教育委員会事務局における一般職を含む行

政職員の転入転出に関しましては、転出が６人、転入が１２人となり、そのうち管理職の

転入転出はそれぞれ３人となっております。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ご

ざいませんでしょうか。 

 

【浦上教育長】 教育委員会において、今後増大する課題への対応があることから、市長

部局との積極的な人事交流が図られ、その結果、前年度と比べて増員となったと考えてい

ます。 

 

【百瀨委員長】 増員のあった所属について教えてください。 

 

【伊藤教育次長】 教育政策課においては、学校園施設の耐震化、施設一体型小・中学校

及び認定こども園の検討などの政策課題があり、調整業務がより多くなることから、専任

理事を配置するとともに管理職員の増員を図っております。また、学務給食課においては、

中学校給食や食育推進の課題対応のため、課長補佐を増員するとともに、栄養士の採用を

行うなどの増員を図っております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 栄養士の採用は何名ですか。 

 

【伊藤教育次長】 栄養士は現在市内小学校に勤務する学校栄養教諭を１名、並びに新規

採用１名、合計２名を予定しております。 

 

【百瀨委員長】 施設一体型小・中学校整備プロジェクトチームなどの担当が人事異動に

おいてわかりやすくする必要があると思います。その点についてはどのように考えていま

すか。 

 

【西崎生涯学習部次長】 プロジェクトチーム等の担当については、異動内示や人事異動

の発令により示してまいります。また行政機構図においても明示する予定です。 
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【百瀨委員長】 平成２６年度は、大阪府都市教育委員会連絡協議会の会長市になるなど、

業務量が増えますが、どのように対応するのでしょうか。 

 

【伊藤教育次長】 基本的には教育政策課の総務係において対応し、繁忙期には課内応援

を進め、必要に応じてアルバイト職員等の配置を考えております。 

 

【百瀨委員長】 教育次長が生涯学習部長を兼ねることは、今後も続くのでしょうか。 

 

【伊藤教育次長】 平成２６年度においては、調整業務が非常に多くなることから、専任

理事を配置したところですが、教育次長が生涯学習部長を兼ねることについては、そのと

きの政策課題など総合的な状況から判断していくこととなります。 

 

【百瀨委員長】 発令までのスケジュールは、どうなっていますか。 

 

【西崎生涯学習部次長】 本日２６日に各所属長に人事異動の内示を行い、明日２７日に

発令式を行います。職員は４月１日付での異動となります。 

 

【百瀬委員長】 様々な課題対応があるなか、今後の展望を見据え、人事配置が行われた

ものであると考えております。教育委員会全体が連携し、業務を推し進めるようお願いし

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１６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１６号「平成２６年度八尾

市教育委員会の人事に関する件」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、以上をもちまして、３月臨時教育委員会を終了いたします。 


