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６月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日   平成２６年６月１９日（木）  

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・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・高

橋教育政策課長・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・菊池指導課長・山本教育サポートセンター所長・

本鍋田人権教育課長  

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより６月定例教育委員会を開催いたします。本日の

会議録署名委員に御喜田委員を指名したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 

【百瀨委員長】 まず、５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。 

 この件について、委員の皆様方、何かご質疑等ございませんか。  

 

【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、５月定例会会議録について承認と

決しました。 

 なお、非公開審議部分の会議録は、市議会での指定管理者指定議案議決後に公開いたし

ます。 

 

【百瀨委員長】 それでは、委員長報告を行います。 

（委員長報告）  

５月30日（金）  

６月３日（火）  

 

６月13日（金）  

午前10時から、全国市町村教育委員会連合会定期総会に出席。  

午後１時 30分から、近畿市町村教育委員会連絡協議会定期会長会・

事務局長合同会議に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

 

 



－2－ 

【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。  

（教育長報告）  

５月21日（水）  

 

５月22日（木）  

 

５月23日（金）  

 

 

５月26日（月）  

６月２日（月）  

６月５日（木）  

 

 

 

 

６月６日（金）  

６月10日（火）  

６月11日（水）  

６月12日（木）  

６月13日（金）  

６月14日（土）  

午前10時から、手をつなぐ子らの会「春のつどい」に出席。  

午後１時から、市議会５月臨時会本会議に出席。  

午前９時から､全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会鹿児

島大会第１日目に出席。  

午前９時 30分から、全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会

鹿児島大会第２日目に出席。  

午後７時から、市ＰＴＡ協議会会長会議に出席。  

午後７時から、体育連盟理事会に出席。  

午後３時から、行財政改革推進本部会議に出席。  

午前９時30分から、校長会に出席。  

午後３時から、八尾税務署管内租税教育推進協議会定期総会に出

席。 

午後７時から､体育連盟優秀選手表彰並びに府総合体育大会激励会

に出席。  

午前９時から、部長会及び男女共同参画施策推進本部会議に出席。  

午後１時30分から、府学校給食会理事会に出席。  

午前10時から、市議会６月定例会本会議 (１日目）に出席。  

午前10時から、市議会６月定例会本会議（２日目）に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午前10時30分から、曙川中学校新校舎竣工記念式典に出席。  

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況等につきまして何か

ありましたら、ご報告いただきたいと思います。何かございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 ２件ご報告させていただきます。先ほど、教育長からご報告

されましたが、５月２１日（水）午前１０時から、手をつなぐ子らの会「春のつどい」に

出席しました。南ブロックでは南木の本の防災体育館、西ブロックでは高美南小学校の体

育館で行われ、子どもたちは本当に喜んで参加していました。また、先生やボランティア

の方々も、子どもたちにより楽しんでもらうために、新しい工夫をされていたので、とて

も感動いたしました。  

 次に、こちらも教育長からご報告されましたが、６月１４日（土）に、曙川中学校新校

舎竣工記念式典に出席しました。新校舎を見せていただくと、ゆったりしており、子ども

たちがこれからのびのびと頑張っていけるのではないかと思いました。一方、校舎の中庭

には工事車両が入り、子どもたちにとっては少し苦痛になる部分があるかもしれないなと

思いました。なお、当日の式典では、３年生の子どもたちが合唱を披露し、合唱が学校の

伝統であることを示してくれました。  

 

【百瀨委員長】 委員長報告及び教育長報告を含め、ただいまの報告について何かご質疑
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ございませんか。  

ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。  

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 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３０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非公開とすべき

文書になりますので、この案件に係る会議は非公開としたいと思います。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３０号については非公開で

審議することといたします。  

 それでは、議案の進行の都合上、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。  

 それでは、議案の審議に入らせていただきます。  

 

６月の議案  

議案第２７号 

議案第２８号 

 

議案第２９号 

議案第３０号 

平成２６年文化の日教育委員会表彰について諮問する件  

八尾市図書館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則制

定の件  

八尾市教育委員会指定管理者選定委員会規則の一部改正の件  

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】  議案第２７号「平成２６年文化の日教育委員会表彰について諮問する

件」について審議いたします。提案理由を高橋課長より説明願います。 

 

【高橋教育政策課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第２７号「平成２６年

文化の日教育委員会表彰について諮問する件」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１３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。  

 提案の理由ですが、本年１１月３日の文化の日におきまして、市長部局と合わせて教育

委員会といたしましても、広く本市の教育の発展にご貢献いただいた方を表彰していくた

め、八尾市教育委員会表彰規則第６条の規定により、表彰審査会に諮問し、審議していく

にあたり、別紙のとおりご提案申し上げるものでございます。  

 今後のスケジュールといたしましては、７月から９月までに３回程度の審査会を開催し

た上、１０月定例教育委員会におきまして答申をする予定でございます。  

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくお願いいたします。  
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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

ございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 国や大阪府で受賞されている方については、どのように取り

上げられるのでしょうか。  

 

【高橋教育政策課長】  例えば、市長部局ではがんばる「八尾っ子」応援事業がございま

すが、こちらは、国際規模の大会で一定の成績を収めた者、もしくは日本一、大阪一にな

った者、日本代表に選ばれた者を表彰されていますが、教育委員会といたしましては、こ

れと重ねて表彰していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 本年度の表彰基準については、どのように考えていますか。  

 

【高橋教育政策課長】  基準につきましては、八尾市教育委員会表彰規則第１条から第３

条に規定がございます。 

まず、第１条におきましては、教育委員会の職員等に該当する者について表彰基準を規

定しており、業務上の成績が特に優秀な者、業務上、特に有益な調査研究、発明発見又は

工夫考案をした者などが対象となります。 

次に、第２条におきましては、市立学校園並びに八尾市内に所在する私立の幼稚園及び

義務教育諸学校に在籍する園児、児童及び生徒であって、特に他の模範とするに足る行為

があった者などを対象としております。  

最後に、第３条におきましては、市立学校園並びに八尾市内に所在する私立の幼稚園及

び義務教育諸学校並びに八尾市内に所在する団体並びに八尾市内に居住又は勤務するもの

であり、教育の発展について、特に功績があった者などを対象としております。  

 

【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２７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２７号「平成２６年文化の

日教育委員会表彰について諮問する件」について、原案を適当と認めることに決しました。

ぜひ、本年度も教育の振興に寄与されている方、優秀な成績を収めた児童・生徒について、

多くの方が表彰されるようにしていただきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第２８号「八尾市図書館条例の一部を改正する条例の施行期

日を定める規則制定の件」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、ただいま議題となりました議案第２８号「八尾市図書館

条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則制定の件」についてご説明させていた
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だきます。  

 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、八尾市立龍華図書館の整備に伴い、その位置を定めるため、

平成２６年３月市議会において八尾市図書館条例の一部改正が可決され、同条例の施行に

あたり、施行する期日を定める規則を制定する必要があるため、本案を提出する次第でご

ざいます。  

 規則の内容でございますが、同条例の施行期日を平成２７年８月１日と定めるものでご

ざいます。  

 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、何かご質疑等

ございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 施行期日を８月１日にされた理由を教えていただけますか。 

 

【南八尾図書館長】 施行期日を８月１日とさせていただいた理由といたしましては、龍

華図書館、出張所、コミュニティセンターの複合施設の建築工事が昨年度よりスタートし、

平成２７年４月末に竣工予定となっております。その後、図書館の本の引っ越し、システ

ム構築等の開館準備期間として、３カ月を要すると考えております。また、龍華出張所、

コミュニティセンターを所管する部署と協議し、施行期日を８月１日にさせていただきま

した。 

 

【安藤委員長職務代理者】 出張所、コミュニティセンターとの複合施設になりますが、

開館準備については３カ月で大丈夫なのでしょうか。  

 

【南八尾図書館長】 出張所、コミュニティセンターにつきましては市民ふれあい課が施

設を所管しており、複合施設の整備におきましては、基本的な考え方をまとめる段階から

市民ふれあい課と八尾図書館が連携し、作業を進めてまいりました。竣工後の開館に向け

た準備作業につきましても、出張所、コミュニティセンターの移転作業等と調整しながら

進め方を考えており、８月上旬の開館に向けて準備を確実にやっていきたいと思っており

ます。 

 

【御喜田委員】 ちょっと教えていただきたいのですが、新しくできる龍華図書館の面積、

所有する本の冊数は大体どれぐらいになるのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 今回の複合施設につきましては、全体の延べ床面積は約３，５００

㎡を想定しており、図書館だけで１，３１６㎡となります。そのうち、実際に本を置くス

ペースとしては約９００㎡となり、志紀図書館の本を置いている広さと同じ規模になると
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考えております。  

 また、所蔵する本につきましては、最終的に１８万から２０万点を目標としております

が、開館する段階では７万点を準備していきたいと考えております。  

 

【百瀨委員長】 図書の所蔵については、最終的にどれぐらいの規模を考えられています

か。 

 

【南八尾図書館長】 八尾市第２次図書館サービス計画では蔵書点数１００万点を目標と

して掲げております。八尾、山本、志紀、それぞれで役割分担しながら、龍華図書館にお

きましては概ね２０万点を所蔵したいと考えておりますが、予算的な制約もございますの

で、オープン当初は７万点規模を目標として揃えていきたいと考えております。  

 

【浦上教育長】 龍華図書館については、八尾市で初めての指定管理による図書館となり、

非常に注目されると思いますので、準備をしっかり進めてほしいと思いますが、この点に

ついては具体的にどのように考えられていますか。 

 

【南八尾図書館長】 龍華図書館の運営につきましては、今後、仕様書、募集要項の中で

具体的に基準を定めてまいりますが、運営にあたりましては、地域の方々のご意見を重要

視しております。先ほど申しましたように、平成２２年の基本設計では、地元でワークシ

ョップを実施し、コミュニティセンターとともにご意見をいただき、設計に反映してきた

ところです。また、昨年から、地域でお話し活動をされているボランティア団体の方々に

集まっていただいて、龍華図書館の設備、運営について声をいただく場も設けております。

このような方々の意見を含めながら、運営の仕方を募集要項、仕様書に反映していきたい

と思っております。  

 

【浦上教育長】 ワークショップをするとき、近隣の地域の方に入っていただくことによ

ってＰＲにもなると思いますが、そのあたりはどのように考えていますか。 

 

【南八尾図書館長】 ワークショップにご参加いただく方々の中には広いネットワークを

お持ちの方もおられまして、竹渕地区でお話し活動や読み聞かせをされている方をご紹介

いただいておりますので、このような方々からもご意見をいただく場を検討し、龍華図書

館の運営に反映していきたいと思います。  

 

【御喜田委員】 施行日は平成２７年８月１日になりますが、今回、委員会で議決する理

由を教えていただきたいと思います。  

 

【南八尾図書館長】 １年以上先に施行する規則を本日議決いただく理由といたしまして

は、龍華図書館におきましては、直営ではなく、指定管理者に運営をお願いしていきたい

と考えております。つまり、指定管理者を選定するために、募集期間、選定期間、議会で

の議決のスケジュールを考えますと、この時期に規則を定めておかなければなりませんの
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で、この段階で議決いただく必要がございます。 

 

【百瀨委員長】 指定管理者の選定作業を進めるために、この時期に条例の施行期日を定

める必要があるということでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 委員長がおっしゃったとおりでございまして、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後ほど議決いただきましたら、７月、８月から選定委

員会を開催する予定にしておりますので、６月に議決をいただく必要がございます。 

 

【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２８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２８号「八尾市図書館条例

の一部を改正する条例の施行期日を定める規則制定の件」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２９号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会規則の一

部改正の件」について審議いたします。提案理由を高橋課長より説明願います。  

 

【高橋教育政策課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第２９号「八尾市教育

委員会指定管理者選定委員会規則の一部改正の件」についてご説明させていただきます。 

 本件は、八尾市教育委員会指定管理者選定委員会規則の一部を改正するにつき、教育長

に対する事務委任等に関する規則第２条第３号の規定に基づき、議決を求めるものでござ

います。  

 提案の理由につきましては、八尾市立龍華図書館の指定管理者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を一部改正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、「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会規則の一部改正新旧対照表」をご

覧願います。別表第３条関係、スポーツ施設の項の次に、施設類型として図書館施設、施

設の名称に八尾市立龍華図書館を加えるものでございます。  

 なお、施行につきましては公布の日により施行いたすものでございます。  

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろし

くご審議いただき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、何かご質疑

等ございませんでしょうか。  

 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。  
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 議案第２９号につき、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第２９号「八尾市教育委員会

指定管理者選定委員会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。 

 

｛ 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。  

 「八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等の実施状況について」、高橋課長

よりご報告をお願いいたします。  

 

【高橋教育政策課長】  「市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等の実施状況」に

ついてご説明申し上げます。  

おそれいりますが、お手元の資料｢八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等

実施状況一覧表｣の１ページをお開き願います。  

はじめに、本一覧表についてでございますが、本一覧表は平成２５年度末現在の耐震診

断結果及び耐震補強工事等の実施状況をまとめたものでございます。  

次に、一覧表の見方についてでございますが、「耐震区分及び耐震基準等」につきまし

ては、地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が低い場合、ＩＳ値０．６以上を

「Ａ区分」、地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性がある場合、ＩＳ値０．３

以上０．６未満を「Ｂ区分」、地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が高い場

合、ＩＳ値０．３未満を「Ｃ区分」として表示しております。  

次に、２ページから１０ページでは、施設別の耐震性能及び耐震補強工事の予定年度等

を掲載しております。  

本一覧表は、昨年６月に作成したものを平成２５年度末時点でのデータに修正したもの

で、平成２５年度に実施しました耐震補強工事につきましては、表中の「補強」の欄に

「済」を、「補強年度」の欄に「平成２５年度」と記載しております。なお、平成２５年

度末現在の市立学校園施設の耐震化率は約５８％となっております。  

次に、市立学校の校舎棟に付随しております渡り廊下の耐震補強工事についてご報告申

し上げます。  

市立学校に設置されております渡り廊下につきましては、平成２５年度に耐震診断を行

った結果、桂小学校、東山本小学校、刑部小学校、高安西小学校の小学校４校及び八尾中

学校、南高安中学校、曙川南中学校、高美中学校の中学校４校、計８校につきまして、耐

震補強工事を行う必要があると判断いたしました。  

工事スケジュールでございますが、基本的には、今年度に設計を、次年度に工事を行い、

校舎の耐震補強と同様、平成２７年度末までに全て耐震補強を終える予定でございます。  

次に、幼保一体化のリーディング対象施設でありました、安中幼稚園及び山本幼稚園の
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耐震化の考え方についてご報告申し上げます。  

公立幼稚園につきましては、幼保一体化を推進し、市長部局と連携して認定こども園化

に向けた取組みを検討しております。そうした方向性のもと、安中幼稚園につきましては、

子どもの安全確保を最優先に、耐震化計画に沿って耐震補強工事を実施いたします。  

山本幼稚園の木造園舎につきましては、耐震化計画の対象ではございませんが、園舎の

老朽化が相当進んでいることから解体する方向性であり、沿道に面するブロック塀につき

ましては著しく老朽化が進んでいることから本年度整備をいたしますことを、併せてご報

告申し上げます。  

以上、よろしくお願い申し上げます。  

 

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

しょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 改築予定に、「平成２６・２７年度」と書いてあり、その隣

に「改築により平成２６年度解体予定」と記載されているところがありますが、この点に

ついて説明をお願いします。  

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 今年度から来年度にかけて、改築工事を行う学校につきまして

は、本年度に校舎の解体工事を行いまして、平成２６年度、２７年度の２年間に解体した

その場所に新しく棟を新築することになりますので、そのように表現させていただいてお

ります。 

 

【百瀨委員長】 現在の耐震化率はどのようになっていますか。  

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 平成２５年度末現在の耐震化率は約５８％でございます。平成

２６年度末には８６％になる予定でございまして、平成２７年度末には計画どおり１０

０％をめざして計画的に耐震補強を進めておるところでございます。  

 

【百瀨委員長】 工事の進め方などでいろいろあるかと思いますが、平成２７年度末に１

００％をめざしていただきたいと思います。  

 それでは、他にご意見がないようでしたら、以上で報告事項については終わりますが、

委員の皆様方、他に何かございませんか。  

 事務局から何かございませんか。  

 なければ、最後に、議案第３０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】 それでは議案第３０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。提案理由を南館長より説明願います。  
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【南八尾図書館長】 ただいま議題となりました議案第３０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、ご説明させていただきます。  

 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。  

 提案理由でございますが、平成２６年度より八尾市立龍華図書館の管理運営を行う指定

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または任命する必要が

あるため、本案を提出する次第でございます。  

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

いて、ご説明申し上げます。今回、５名の委員を委嘱または任命するものでございまして、

学識経験者１名、公認会計士１名、市の職員１名、そしてその他教育委員会が必要と認め

る者といたしまして２名、計５名であります。  

 任期につきましては、平成２６年６月１９日から平成２７年３月３１日までの期間でご

ざいます。  

 以上、まことに簡単ではございますが、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、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

ございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 市の職員以外の方々のプロフィールについてご説明いただけ

ますか。 

 

【南八尾図書館長】 今回お願いさせていただいております５名のうち、学識経験者とい

たしまして松井純子氏を提案させていただいております。この方におきましては、大阪芸

術大学教養課程の教授でございまして、図書館について学術研究もされており、また大阪

府内、他府県の自治体におきまして図書館協議会の委員または会長等をされた実績もあり

ます。また、実際に図書館の指定管理者の選定等に携わった経験もございますので、今回

委員としてお願いさせていただいております。  

 次に、公認会計士といたしまして、寺門知子氏を挙げさせていただいております。この

方については、監査法人トーマツにおきまして、パブリックセクター、いわゆる公共部門

に関する公認会計士として活躍され、実際に本市におきましても、指定管理者の選定の作

業に携わった実績もございますので、今回もお願いさせていただいております。  

 最後に、その他教育委員会が必要と認める者として、２名挙げさせていただいておりま

す。まず、コミュニティセンター運営協議会の会長をされております津田伸一氏におきま

しては、龍華図書館が龍華コミュニティセンターとの複合施設となり、基本設計策定の段

階から図書館とコミュニティセンターとの連携による相乗効果によって地域に還元するこ

とを大きな目標としておりますので、委員をお願いしております。また、池田多瑛氏にお

きましては、龍華小学校を中心といたしまして、お話し会、読み聞かせなど、ボランティ

ア活動をされており、地域を中心に活躍されておられますので、龍華図書館においてもボ



－11－ 

ランティアとしていろいろご協力いただけると思っております。このような観点から、地

域の方のご意見をいただくために、池田氏にもお願いさせていただいております。  

 

【安藤委員長職務代理者】 おむすびの会はどのような目的で活動されていますか。  

 

【南八尾図書館長】 池田氏が所属しておりますおむすびの会につきましては、龍華小学

校を中心に活動されておりまして、設立から５年程度経ち、現在、十数名の会員がおられ

ると聞いております。会の趣旨といたしましては、本は人と人とを結ぶ大きな役割を果た

していることから、子どもたちへの読み聞かせ、絵本のお話し会を通じて、人との結びつ

きを作りたい、そのためにも龍華小学校の朝の読書の時間のときに本を読む活動等をされ

ております。また、龍華地区を中心として、お母さん方が集まる場などで本を読んであげ

たり、地域のお祭りがあるときには本を紹介する取組みをされておられます。  

 

【安藤委員長職務代理者】 委員の任期は今年度末までになりますが、指定管理者の選定

スケジュールについて教えていただけますか。  

 

【南八尾図書館長】 本日議決いただきましたら、７月末もしくは８月あたりに第１回選

定委員会を開催させていただきまして、募集要項、仕様書の考え方についてご審議いただ

きまして、９月から１０月に事業者募集を予定しております。  

次に、１０月末に各事業者から応募が集まりましたら、１１月に第２回選定委員会を開

催させていただいて、各団体からのプレゼンテーション、応募内容についての審査を行い

ます。 

次に、１１月、１２月ぐらいに第３回選定委員会予定しておりますが、この段階で候補

者を決定することになります。  

そして、教育委員会でご提案させていただきますとともに、３月市議会で指定管理者と

して議決いただく予定をしておりますので、委員の委嘱期間を今年度末までとさせていた

だいております。  

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質疑がないようでしたら、採決に移らせていただきま

す。 

議案第３０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３０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、原案を適当と認めることに決

しました。 

 なお、今回は八尾市で初めて図書館に指定管理者を導入することになりますが、利用者

へのサービスの充実、また、志紀、山本、八尾図書館との連携も問われてくると思います。

そのあたりを十分考えていただき、候補者の選定を進めていただきたいと思います。  
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 それでは、以上をもちまして、６月定例教育委員会を終了いたします。 


