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１１月臨時教育委員会会議録 

開 催 年 月 日   平成２６年１１月１４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・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１１月臨時教育委員会を開催させていただきま

す。本日の会議録署名委員に木下委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  

 

【百瀨委員長】 まず、審議に入る前に、本日審議いたします議案第４１号「八尾市立南

木の本防災体育館及び八尾市立南木の本防災公園の指定管理者指定の市議会議案提出の

件」につきましては、関係資料が八尾市の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になりますので、この案件に係る会議は非公開とい

たしたいと思いますが、委員の皆様方よろしいでしょうか。  

 

【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４１号につきましては、非

公開で審議することにいたします。  

 それでは議事進行の都合上、この案件については、他の議案の審議が終了した後に行い

たいと思います。  

 

｛ 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。  
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【百瀨委員長】 議案第４２号「八尾市図書館条例の一部を改正する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４２号「八尾市図書館条例の一部を改正する条例

の一部改正について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、委員会の議決を求めるものでございます。  

 提案理由といたしましては、龍華図書館の住所が確定し、同図書館の位置を土地の地番

による表示から住所による表示へ改めるについて、条例の一部を改正するため、市議会定

例会に提案する必要があるので、本件を提出するものでございます。  

 内容でございますが、恐れ入りますが、『八尾市図書館条例の一部を改正する条例の一

部改正新旧対照表』をご覧ください。  

 同条例第２条の表の八尾市立龍華図書館の位置の規定中、「南太子堂二丁目４番７」を

「南太子堂二丁目１番４５号」に改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、委員の皆様方、何かご質

疑ございませんか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 ご説明にもありましたが、今回の一部改正によって、龍華図

書館の位置が地番から住所に変更になったということでよろしいでしょうか。  

 

【南八尾図書館長】 これまでは住所が確定しておりませんでしたので、地番で龍華図書

館の位置を規定しておりましたが、先日、住所が確定いたしましたので、住所表示に条例

の規定を改めるものでございます。  

 

【安藤委員長職務代理者】 例えば、志紀図書館も将来は変更があるかもしれないと考え

ておいたほうがいいのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 今後、住所の表示が変わりましたら、それに合わせて条例の規定も

変えていく必要がございます。  

 

１１月臨時会の議案 

議案第４１号 

 

議案第４２号 

八尾市立南木の本防災体育館及び八尾市立南木の本防災公園の指定

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を改正する条例の一部改正について市議会

議案提出の件  
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【安藤委員長職務代理者】 この条例については、公布の日から施行するということです

が、この日はいつ決定しますか。 

 

【南八尾図書館長】 この条例改正案につきましては、１２月市議会に上程させていただ

いて議決をいただいた後に公布となります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 議案の名称については、一部を改正する条例の一部改正にな

りますが、この点についてご説明いただけますか。 

 

【南八尾図書館長】 今年の３月市議会で八尾市図書館条例の一部を改正する条例を議決

いただいております。今回はその一部を改正する条例の内容をさらに一部改正することに

なりますので、この名称で１２月市議会に上げさせていただく予定をしております。  

 

【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４２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４２号「八尾市図書館条例

の一部を改正する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。  

 

（以下、非公開審議）  

 

【百瀨委員長】 次に、議案第４１号「八尾市立南木の本防災体育館及び八尾市立南木の

本防災公園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「八尾市立南

木の本防災体育館及び八尾市立南木の本防災公園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、八尾市立南木の本防災体育館及び八尾市立南木の本防災公

園につきましては、現行の指定管理期間が来年３月末で満了となることから、平成２７年

４月１日から平成３１年３月３１日までの間、一体的に本２施設の管理運営を行う指定管

理者候補の選定を本年６月より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

会において取り組んできたところでございますが、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。  
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 それではお手元の資料①をご覧いただきたいと思います。  

 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１日の間募集を行ったところでございます。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５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１名、

公認会計士１名、市の職員２名、その他教育委員会が必要と認める者として、施設利用者

の立場から求める施設の姿という観点で評価していただくため、本市のスポーツ推進委員

１名と自治振興委員会からの派遣委員で、自主防災組織の代表で市の防災会議の委員を務

められた方１名の計６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、これらに対する委員による質疑応答に基づき、評価、選定を行っ

たところでございます。 

 評価の基準及び項目につきましては、資料④にお示しいたしておりますが、この中で

(Ｃ)⑤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、資料①の「３．選定結果」でございますが、資料④の評価集計表のとおり、総得

点６００点中４１７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。  

 応募団体に対する評価といたしましては、資料⑤にお示しいたしております指定管理者

選定に係る選定委員会による講評のとおりでございます。主な内容といたしましては、

様々な個人・団体を対象にした幅広い事業提案があること、平素からの市との連携体制の

もと、災害発生時、迅速・的確な初動体制の確立が期待できること、安全対策や事故発生

時の対応についての意識が高いこと、団体の財務状況が健全であることが評価されたとこ

ろであります。 

 なお、資料⑥といたしまして、候補者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、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】 前回の指定管理者選定時に市議会でいろんな指摘を受けたと

思います。今回の選定に当たって、どのような改善に取り組まれましたか。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 前回同施設の指定管理者選定の際に、市議会及び当委員

会からご指摘を受けたところでございます。その主な内容及び改善点につきまして、ご説

明させていただきます。 
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 １点目といたしまして、選定委員については、「防災の専門家が入っていない。」、前

回は八尾市体育連盟からの選定委員に入っていただいておりましたが、「利害関係等に配

慮するべきではなかったのか。」というご意見がございました。その意見につきましては、

先ほどの提案理由の中でもご説明を申し上げましたが、今回、防災の部分といたしまして

は、自治振興委員会からの派遣委員で、地区の自主防災組織の代表をされており、市の防

災会議の委員として入られている方にお入りいただきました。また、スポーツ利用の部分

といたしましては、前回は八尾市体育連盟より委員にお入りいただいておりましたが、今

回は市より委嘱しておりますスポーツ推進委員に委員としてお入りいただいたところでご

ざいます。  

 ２点目といたしまして、「経費削減の部分だけの評価項目が必要ではないか。」という

ご指摘もいただいたところでございます。この部分につきましても、先ほどの提案の中で

もご説明いたしましたが、評価表の（Ｃ）⑤の中で、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だけをもって点数を充て、経費削減の部分だけの評価項目も入れさせ

ていただいたところでございます。  

 ３点目といたしまして、「防災に対する評価の項目が少ないのではないか。」というご

指摘がございました。この部分につきましては、防災意識向上に資する取組み、災害発生

時における初動体制及び市との連携体制の構築は前回の選定時にも評価項目として入れて

おりましたが、その他といたしまして、例えば、（Ａ）③の防災啓発に関する情報発信、

また（Ｃ）②の災害応急対策に必要な施設の維持管理につきまして提案いただくようにし、

防災の部分もより評価できるようにさせていただいたところでございます。  

 最後に、当委員会からいただいたご指摘といたしましては、「地域、団体等とよい関係

が構築されていることはわかるが、それを受けてさらにどのような提案があったのかとい

う部分に対する評価が大事ではないか。」というご指摘がありました。その部分につきま

しては、居住地の近くで運動に親しんでいただけるように、コミュニティセンターや地区

の集会所等でヨガや転倒防止体操等を開催するとともに、地域の方や公園愛護会の協力を

得て、地域周辺の美化作業を実施し、市民花壇、グリーンカーテンを設置していくという

提案がございました。また、学校園との連携につきましても、学校の部活動への講師派遣、

防災啓発の要素も取り入れた職場体験の受け入れ等をしていきたいというご提案があり、

審査されたところでございます。  

 以上が見直しの内容でございます。  

 

【安藤委員長職務代理者】  今回は防災の取組みに対する評価項目をより綿密にし、経費

削減の評価項目も別に取り上げられたということですが、これらの改善に向けた取組みと

今回の応募が１団体しかなかったことについて関連はありますか。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  今回の指定管理者の募集に当たりましては、募集要項等

の書類をご覧いただき、現地説明会での施設見学会にご参加いただいた上で、応募するか

どうかの判断をいただいたと考えております。その中で、１団体だけの応募であったこと

につきましては、なかなか図り知れないところもございますが、１点目といたしましては、

前回は新規の施設であったため、各団体や企業の関心が高かったのではないかと考えてお
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ります。また、ご応募いただく前の現地説明会にご参加いただいた数も今回は５団体でし

たが、前回は３６団体でしたので、このことからも関心が高かったと考えております。  

 ２点目といたしましては、今回の募集に当たりましては、現在の指定管理が始まり、１

年５カ月という短い期間でございますが、その間の収支や利用状況の実績も掲載しており

ます。それにより施設の運営状況等をより具体的に確認することができますので、これを

参考に応募するかどうかの判断をされたのではないかと思っております。  

 ３点目といたしましては、前回の募集要項と比べまして、単年度の指定管理料の総額が

約７００万円低くなっておりますので、以上のことから、今回は応募が１団体になったの

ではないかと考えているところでございます。  

 

【安藤委員長職務代理者】  講評で「収支計画については、さらに精査のうえ、利用者拡

大・経費削減に向けた一層の経営努力を期待する。」と書かれていますが、先ほどの説明

も踏まえると、今後も応募される団体が減っていくのではないかと危惧しますが、この点

についてはどのように受けとめられていますか。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  前回の募集要項等の作成におきましては、市内の類似施

設等の実績を踏まえて経費を算出させていただきましたが、今回は１年５カ月の管理実績

がございますので、大きな見直しをさせていただいたところでございます。なお、指定管

理者の導入目的の一つといたしまして経費削減がございますので、次回に向けましてもそ

の点は考えていく必要があると思いますが、今回のような大きな見直しにはならないと思

っております。  

 民間企業におかれましては様々な管理、運営のノウハウをお持ちであり、そのノウハウ

を生かした提案がいただけるような指定管理者制度にしていく必要があると思っておりま

すので、庁内の指定管理者の選定を行っている所管課で構成する会議の場等で検討してい

きたいと考えております。  

 

【安藤委員長職務代理者】  講評の中で「経営努力を期待する。」については、具体的に

どのような取組みを期待されていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  今回の提案内容の中で、施設の利用率については毎年上

昇しておりますので、収入の増加が図られると考えております。また、光熱水費等をはじ

め経費の削減に努めていただき、それらの部分で出てきた利益を利用者に還元し、より親

しみやすい施設となるような経営を期待しているところでございます。  

 

【御喜田委員】 安藤委員と同じような質問になるかもしれませんが、応募団体が１団体

だったところが気になっています。競争性を考える中で、今後応募団体を増やすことにつ

いてはどのように考えていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  今回は応募団体が１団体であり、他の団体との比較がで

きないということで、競争性についてのご意見であろうと思いますが、指定管理者を公募
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し、各団体におきまして事業内容、経費等を考えていただいた上でご提案いただいており

ますので、その部分では公募の意義があったのではないかと考えております。  

 ただ、指定管理者の募集に当たりましては、民間のノウハウや柔軟な発想を生かしたサ

ービスの向上についてご提案いただきやすい募集要項、仕様書等の作成が必要と考えてお

ります。その辺につきましては、庁内の関係課の会議等で他課の意見等も伺い、検討して

いきたいと考えております。  

 

【木下委員】  講評の一番最後のところに、「障がい者をはじめとする就労困難者の雇用

については、より一層の積極的な取り組みを期待する。」とありますが、現在はどのよう

な雇用状況になっていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  障がい者の雇用につきましては、法定で雇用率が定めら

れておりまして、５０人以上の従業員がいる企業につきましては２．０％以上の雇用が必

要になります。今回は公益財団法人八尾体育振興会と株式会社オーエンスの共同企業体と

しての提案になりますが、株式会社オーエンスの従業員につきましては１，６００人を超

え、その中で２．０１％の障がい者を雇用されていると聞いております。また、公益財団

法人八尾体育振興会につきましては５０人に満たない組織ということもございまして、現

状では障がい者の方を雇用されておりません。 

 現在、八尾体育振興会グループにつきましては、南木の本の防災体育館等で指定管理者

として施設を管理していただいており、身体障がい者の手帳を持たれた方が１人働いてお

られ、「今後も業務内容等を考える中で、身体障がい者の雇用に努めていきたい。」と聞

いております。また、別の提案の中で、関係機関等の協力のもと、インターンシップの受

け入れ等で雇用創出につながる機会の提供も図っていくという提案もございましたので、

このことによって、障がい者の方も働きやすい職場環境の構築に努めてもらえるものと思

っております。 

 

【木下委員】  現在、障がい者の方が１人いらっしゃるということですが、選定委員会か

らは期待表明だけで、要望はないのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  選定委員会の講評といたしましては「期待する。」とい

うことになりますので、「必ず障がい者を雇用してください。」という形ではございませ

ん。ただ、講評の中で、選定委員会からそのような意見をいただいておりますので、それ

を実現できるように、今後指定管理者が決まりましたら協議していきたいと思っておりま

す。 

 

【浦上教育長】 八尾市体育連盟の方々と話をする機会があり、「防災体育館と防災公園

ができて非常にいい。」という話を聞いておりますが、「利用者拡大のために、これから

も積極的にＰＲをやってもらいたい。」というご意見もあります。  

それから、防災啓発事業の取組状況、指定管理者によるサービスの状況等をお聞きした

いと思います。  
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【杉島生涯学習スポーツ課長】  １点目の広報活動につきましては、団体のホームページ

の活用や、市内のスポーツ施設にチラシ等を置くとともに、新聞折り込みの中に施設のチ

ラシ等を入れてＰＲしていくというご提案もいただいております。その他にも、施設の前

に、近鉄バスのバス停がございますので、到着アナウンスの中に施設の名称を入れていた

だくというご提案をいただいております。 

 ２点目の防災の取組みにつきましては、近隣の自主防災組織等による防災訓練の際、施

設をご利用いただいており、防災公園でかまどベンチや災害用仮設トイレ等を設置するな

ど、啓発を行っております。また、消防や地域安全課と連携し、毎年３月に防火・防災展

を実施いただいております。その中では、市民に施設を見ていただくイベントや避難所開

設を担当する職員の宿泊を伴った研修を実施しており、指定管理者も一緒に避難所を運営

する際の段ボールの仕切りを組み立てるなど、実践的な研修等に取り組んでおります。そ

の他にも、誰でも自由に使えるコミュニティスペースに各地区で作っておられる防災マッ

プを掲示し、防犯災をＰＲしていただいているところでございます。このように、指定管

理者は自主的な取組みを行い、行政等とも連携していただいておりますので、前回ご提案

いただいた内容をきっちりやっていただいていると考えております。 

 それと、平成２５年に大阪東部で地震があり、発生から２０分後ぐらいに南木の本防災

体育館に電話をかけると、そのときには職員が来ておりまして、「今のところ施設に異常

はない。」という報告もいただいておりますので、いざというときにもきっちり対応して

いると思います。また、今年１０月に台風が上陸し、南木の本防災体育館を指定避難所と

して開設したときには、市の職員と一緒に指定管理者の職員も施設に泊まってしっかり対

応されております。 

 最後に、スポーツによる利用につきましては、平成２４年１１月に施設がオープンし、

翌年３月までの間は貸館が中心になりましたので利用者が伸びず、利用率も低い状況でし

たが、１年目の後半から、様々な教室を指定管理者のアイデアで取り組んでいただいたこ

とによって施設の稼働率も伸びており、それに伴って利用者数も増えております。また、

個人でバドミントンや卓球の利用を希望される方もおられますので、施設の空き状況等を

見ながら、そのような希望に応えるようにも努めていただいております。  

 

【浦上教育長】 南木の本防災体育館は、市として大きな拠点になりますが、大正、龍華

などの地域における拠点にもなりますので、地域の方々がこの体育館で実施されている防

災訓練などについて詳しくお聞きしたいと思います。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  先ほども説明の中で少し触れさせていただきましたが、

近隣の町会の方々が防災訓練に取り組まれることがございますので、その時に施設をご利

用いただき、かまどベンチや下水道に直接流す災害用仮設トイレの設置など、防災機能に

ついて研修していただいております。また、国土交通省から来ていただいて、講義等があ

るときには、近隣の町会に回覧を回して参加を呼びかけるなどの取組みを実施していると

聞いております。  

 

【浦上教育長】 どこの地区が何回程度実施されていますか。  
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【杉島生涯学習スポーツ課長】 施設の北側に新しい住宅地がございまして、そちらの町

会の方々と一緒に、年に１回程度、防災訓練等に取り組んでいると聞いております。それ

以外に、少し規模の大きい防災訓練等も年に１回程度実施していると聞いておりますが、

具体的に参加されている地域までは把握できておりません。 

 

【浦上教育長】 地域での取組みについても非常に大切なことになりますので、指定管理

者に任せるだけでなく、行政としても見ていく姿勢が必要になると思います。  

 

【木下委員】  そのこととも関わりますが、今回の指定管理者の候補者は、現在の指定管

理者と同じになりますが、これまでのいろんな取組みを踏まえて、今後の管理運営につい

て具体的な提案がありましたか。特に、防災の取組みと災害発生時の対応が具体的にわか

ればありがたいです。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  防災の部分につきましては、資料⑥の概要書２ページに

「イ 防災啓発の取り組み・災害発生時の対応」として６つの取組みが書かれていますが、

そのうち２つが新たな取組みとなり、４つの取組みについてはさらに内容を充実させる提

案となっております。また、３ページに、新規開催教室といたしまして、防災啓発につき

ましては、「親子ｄｅ救命防災」、「防災Ｗｅｅｋ特別展示会」、「防災ｗａｌｋ」等に

取り組んでいくという提案をいただいているところでございます。  

 それ以外に、スポーツ教室等につきましてもこれまでいろんな取組みをしていただいて

おりますが、「まちのなかの達人」に登録されている指導者を活用した新たな教室、市内

外でお店を経営されている方にお越しいただいた料理教室などにも取り組んでいくという

提案をいただいております。 

 

【木下委員】  例えば、概要書２ページの「（２）八尾市地域防災計画」のところで、

「市と連携を図りながら避難所の迅速な開設を行います。」というのは、災害時のときに

この施設を避難所として整えるということでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  避難所の開設等につきましては、基本的には市の役割に

なり、指定管理者の募集のときにもそのように言っております。ただ、市の職員が到着す

るまでの間、施設管理者として、利用者がおられましたら利用者の方の安全を確保すると

ともに、避難所として運営できるように体制を整える必要が生じますので、その辺につき

ましては指定管理者の役割としてきっちり対応し、避難所開設がスムーズに図れるように

取り組んでいくというご提案でございます。 

 

【百瀨委員長】 南木の本防災体育館及び南木の本防災公園の指定管理者については、特

に防災の取組みをしっかり出していくことが今後大きな課題になると思いますので、その

点よろしくお願いします。  

 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４１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。  
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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４１号「八尾市立南木の本

防災体育館及び八尾市立南木の本防災公園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。 

 以上で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させていただきます。  


