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１月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日   平成２７年１月２２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１月定例教育委員会を開催いたします。本日の

会議録署名委員に安藤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、１２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。 

 委員の皆様方、何かご質疑ございませんでしょうか。 

 

【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、１２月定例会会議録について承認

と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、委員長報告を行います。 

（委員長報告）  

１月６日（火） 

１月12日（月） 

１月15日（木） 

１月20日（火） 

午前11時から、年賀交礼会に出席。  

午後２時から、成人式に出席。  

午後２時から、府都市教育委員会委員長研修会に出席。  

午後２時から、高齢クラブ連合会創立 50周年記念式典に出席。  

午後６時30分から、体育振興会新春の集いに出席。  

 

【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。 
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（教育長報告）  

12月19日（金）  

12月22日（月）  

 

12月24日（水）  

12月26日（金）  

 

 

12月29日（月）  

１月５日（月）  

１月６日（火）  

 

１月８日（木）  

１月９日（金）  

 

１月12日（月）  

 

１月13日（火）  

１月15日（木）  

１月18日（日）  

１月20日（火）  

 

１月21日（水）  

午前10時30分から、各派代表者会議に出席。  

午前10時から、市議会 12月定例会本会議（３日目）に出席。  

午後２時から、庁議に出席。  

午後２時から、府学校給食会食育講演会に出席。  

午前10時から、市史編纂委員会に出席。  

午後４時から、職員表彰式に出席。  

午後４時30分から、仕事納め式に出席。  

午後７時15分から、歳末夜警詰所激励訪問に出席。  

午前10時から、仕事始め式に出席。  

午前11時から、年賀交礼会に出席。  

午後２時から、庁議に出席。  

正午から、八尾地区更生保護女性会新年のつどいに出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午後３時から、府都市教育長協議会定例会に出席。  

午前10時から、消防出初式に出席。  

午後２時から、成人式に出席。  

午後６時から、八尾地区保護司会新年交礼会に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午前10時から、少年少女柔道八尾大会に出席。  

午後２時から、高齢クラブ連合会創立 50周年記念式典に出席。  

午後６時30分から、体育振興会新春の集いに出席。  

午後４時から、中河内地区教育長連絡会に出席。  

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況について何かありま

したらご報告いただければと思います。何かございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 先ほど、委員長と教育長からもご報告されましたが、１月６

日（火）に、木下委員、御喜田委員と一緒に年賀交礼会に出席しました。  

次に、１月１２日（月）に、木下委員、御喜田委員と一緒に成人式に出席しました。今

年、成人式を迎えられた方は、１９９５年に発生した阪神・淡路大震災の年に生まれた方

になり、いろんな経験をする中で、大人としての自覚を備えられてきたと思います。  

以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 それでは、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

何かご質疑等ございませんか。  

 なければ、次に進ませていただきます。  
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｛ 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のうち、議

案第２号「八尾市立龍華図書館の指定管理者指定の市議会議案提出の件」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、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いたしたいと考えておりますが、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２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、この案件については、他の議案審議及び報告等が終了し

た後に行います。 

 

【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。 

 

１月の議案  

議案第１号  

 

議案第２号  

八尾市立小学校及び中学校設置条例の一部改正について市議会議案

提出の件  

八尾市立龍華図書館の指定管理者指定の市議会議案提出の件  

 

【百瀨委員長】 議案第１号「八尾市立小学校及び中学校設置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。提案理由を瀧瀬次長より説明願います。  

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 それでは、議案第１号「八尾市立小学校及び中学校設置条例の

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。  

 本件は、八尾市立小学校及び中学校設置条例の一部改正について市議会に議案を提出す

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１７号の規定に基づき、教育

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、高安中学校区における施設一体型小・中学校を設置するに

つき、八尾市立中高安小学校と八尾市立北高安小学校の名称、位置及び八尾市立高安中学

校の位置を変更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、恐れ入りますが、「八尾市立小学校及び中学校設置条例の一部改正新旧対照

表」をご覧願います。  

 本則の表、八尾市立中高安小学校の項及び八尾市立北高安小学校の項を削り、同表に新

たな項としまして、「八尾市立高安小学校」、「八尾市千塚二丁目２５番地」を加えると

ともに、八尾市立高安中学校の項中「八尾市水越二丁目１１７番地」を「八尾市千塚二丁

目２５番地」に改めるものでございます。  

なお、施行につきましては、平成２８年４月１日から施行いたすものでございます。  
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 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。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

等ございませんでしょうか。  

 

【御喜田委員】 新校の名称についてはどのように決定されたのでしょうか。また、地域

の方々からはこの名称について理解を得られているのでしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 新校の名称につきましては、本日提案させていただくに当たり

まして、まず、平成２６年４月に、高安地区におきまして、地域、保護者の代表等からな

る開校準備会を設置いただきました。その開校準備会の中に校名・校歌・校章部会がござ

いまして、その部会における検討を経て、保護者、地域住民を対象に校名に関わるアンケ

ートを実施されたところでございます。そのアンケートの結果、高安小学校とすることに

ついて、９割以上の地域や保護者の賛意を得たと聞いており、教育委員会としましては地

域住民の理解を得ていると考えているところでございます。  

 また、平成２６年１２月に、開校準備会から、新しい小学校の名称を高安小学校として

ほしいとの要望書を教育委員会に提出されております。このような経過を踏まえまして、

教育委員会事務局としても新しい小学校の名称を高安小学校とすることが望ましいと判断

したところでございます。  

 

【木下委員】  校名については９割以上の賛意があり、高安小学校に決まったということ

ですが、校歌、校章等の取組経過についても教えていただけますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 新しい学校の校歌、校章につきましては、まず、本議案を議決

いただきましたら、３月市議会に条例改正議案を提出し、ご承認いただきたいと考えてお

ります。そして、３月市議会におきまして議決いただき、名称が高安小学校に決まりまし

たら、校歌、校章の作成に具体的に取り組んでいきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今回の条例改正にあわせて、３月市議会に関連議案を提出さ

れる予定はありますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 ３月八尾市議会におきましては、本条例の改正に加えまして、

新校設置に向けた土地の取得及び校舎の改修工事に関わる契約の議案、その他新校開校に

向けた関連予算をあわせて議案提出する予定になっております。  

 

【安藤委員長職務代理者】 それらの議案については、こちらにまたご報告いただけるの

でしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 新校関連の予算等につきましては、教育委員協議会におきまし
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てご報告させていただ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１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１号「八尾市立小学校及び

中学校設置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。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 続きまして、報告事項に移らせていただきます。  

 本日は、報告事項は予定されておりませんが、それでよろしいでしょうか。  

 この際、委員の皆様方から何かご発言はございませんか。  

 事務局から何かございませんか。  

 なければ、最後に、議案第２号「八尾市立龍華図書館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２号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２号「八尾市立龍華図書館の指定

管理者指定の市議会議案提出の件」につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 本件については、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、八尾市南太子堂二丁目１番４５号に所在いたします、平成２

７年８月開館予定の八尾市立龍華図書館について、平成２７年８月１日から平成３０年３

月３１日までの２年と８カ月の間、管理運営を行う指定管理者候補者を選定するため、平

成２６年７月より八尾市教育委員会指定管理者選定委員会を開催し、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。  

 それでは、お手元配付の資料①「八尾市立龍華図書館の指定管理者候補者の選定につい

て」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８月号及び八尾市ホームページ・

図書館ホームページに記事を掲載し、昨年の９月２日から１０月３１日の間募集を行った

ところでございます。  
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 また、この間に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２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１名、その他教育委員会が必要と認めるものとして、龍華コミ

ュニティセンター運営協議会から１名と図書館ボランティア団体のおむすびの会の方１名

の計５名からなる図書館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案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。  

 評価基準及び評価項目については、資料④でお示ししておりますが、この中でⅢの③は、

市が設定する指定管理料の上限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７２０点中５０７点を獲得いたしました株式会社図書館流通センターを指定管理者

の候補者と決定したところでございます。  

 なお、選定委員は５名で選定を行うこととしておりましたが、委員のうち１名が申請者

のプレゼンテーションを受け、質疑応答を受けて採点を行う第２回選定委員会当日に急遽

欠席となり、４名の委員により採点を行うことを委員会で決したところでございます。  

 選定委員会からの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、指定管理者候補者として選ばれた団体については、提案内

容は図書館サービス全般に関して理解ある事業者であり、児童、中高生や高齢者など、幅

広い対象者に対してそれぞれの特性を踏まえた事業提案であること、周辺の学校図書館や

併設のコミュニティセンターとの連携事業の提案が優れていること、また、職員配置にお

いて、司書資格を有する者の配置や育成、指導研修について優れた提案があり、提出され

た財務書類から判断しても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、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。  

 

【木下委員】 今回の選定では５団体が現地説明会に参加し、そのうち２団体が応募され

ましたが、なぜ２団体になったのでしょうか。それと、指定管理者の候補者として選ばれ

ている株式会社図書館流通センターについて具体的に教えていただけますか。  

 

【南八尾図書館長】 まず、今回の現地説明会におきましては、６団体からの参加申請が

ありましたが、１団体が当日に欠席されましたので、参加団体は５団体となっております。 

現地説明会に来ていただいた団体につきましては、指定管理者としての実績がある会社、
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建物の管理を受託している会社などになり、そのうち、２団体から申請がございました。       

２団体の応募となった理由といたしましては、図書館サービスの管理運営が主な業務に

なりますので、図書館運営のノウハウがある団体である必要があるため、応募団体が２団

体になったと推測しております。  

 次に、指定管理者候補者として選定された株式会社図書館流通センターにつきましては、

全国でも４１７館の公共図書館の管理運営等に携わっておられまして、そのうち、２２０

館で指定管理者としての業務をされております。また、関西地区におきましては６０館の

管理運営を行っており、大阪府内では摂津市、和泉市、大東市、大阪狭山市で指定管理者

として図書館運営の実績を有している団体になります。また、図書館の管理運営だけでは

なく、図書の流通、販売など、全般的に図書館の運営業務を担っている会社になります。 

 

【御喜田委員】 指定管理者候補者については、選定委員会から「それぞれの年代の利用

者の特性を踏まえた事業提案である。」と評価されていますが、他の図書館においてどの

ような実績がありますか。また、利用者数、貸出件数の実績、利用者の声についても教え

ていただきたいと思います。 

 

【南八尾図書館長】 まず、指定管理者候補者の団体からは、子どもから高齢者、障がい

者に至るまで、様々な図書館サービスをご提案いただいておりますが、その中で、子ども

の読書意欲を醸成させるために、アニマシオンの推進についてご提案をいただいておりま

す。アニマシオンについては、余り聞き慣れない言葉かもしれませんが、本を読むことに

抵抗があり、なかなか読もうとしない子どもたちに対して、本に関心を持ってもらえるよ

うに、幼児期から年齢に応じて本と向き合う意識を醸成する取組みになります。このよう

な取組みを含めて、子どもに対する図書館サービスの中で特徴的な提案がございました。 

 次に、候補者団体の他自治体における成果といたしましては、大阪府内では大阪狭山市、

和泉市などで指定管理をされており、大阪狭山市では平成１９年に指定管理者を導入され

てから、年間約８千冊から１万冊に貸出点数が増えたと聞いております。また、和泉市に

おきましても平成２３年度から導入されておられますが、新規登録率が３倍に増えたと聞

いております。さらに、伊勢市、新宿区にある図書館におきましても指定管理者として管

理運営をされており、指定管理者制度の導入前と導入した翌年を比較すると、２割ぐらい

貸出点数が増えております。  

 

【安藤委員長職務代理者】 候補者団体の実績についてお聞きしましたが、それだけの実

績を持っている団体と八尾、山本、志紀にある直営図書館との連携について、これからど

のように進めていかれるのでしょうか。 

 

【南八尾図書館長】 今回、指定管理者制度を導入させていただいた理由といたしまして、

公と民のお互いの相乗効果により、市全体の図書館サービスが向上することを期待してい

るところでございます。そのために、館長会議での情報交換、指定管理者候補者の職員と

直営図書館の職員の交流など、お互いのよいところを共有できるような場を設けていきた

いと考えております。  
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【安藤委員長職務代理者】 候補者団体は、ボランティアとの連携についてどのように考

えていますか。また、概要書の中に開館時間についての提案がありますが、どのように受

けとめられていますか。 

 

【南八尾図書館長】 まず、ボランティア活動団体につきましては、現在、様々なところ

でご協力いただいており、龍華地区においても小学校での本の読み聞かせをされておられ

ます。今回の指定管理者候補者の選定に当たりましては、このように地域で活躍されてい

る方々が龍華図書館を拠点としてボランティア活動を展開できるように仕様書等を作成し

ており、市議会で議決いただきましたら、指定管理者とボランティア団体が連携し、イベ

ントに取り組むことができるように支援していきたいと思っております。  

 次に、開館時間につきましては、今回の指定管理者候補者から午前９時から午後７時ま

でという提案をいただいておりますが、現在、直営図書館では午前１０時開館としており、

それまでに返却ポストの処理、開館前の諸手続きを行っております。今後、指定管理者と

開館時間について協議するとともに、直営においても並行して検討していきたいと思って

おります。 

 

【木下委員】  今回、２団体が応募されていますが、団体Ａの指定管理の実績等について

聞かせていただけますか。  

 

【南八尾図書館長】 団体Ａにつきましては、九州で図書館の指定管理者としての実績が

あり、指定管理者候補者と同様に大手の企業になります。  

 提案内容といたしましては、図書館としての基本的なサービス内容というよりも、その

企業独自が持っております情報通信機器を活用した図書館サービスをご提案いただいてお

ります。例えば、新たな図書館ニーズを発掘するために、ウォーキングの歩数を記録する

機械の導入、情報通信端末を使用した新たな図書館情報の配信など、その団体の強みであ

る情報通信機器を活用した提案を積極的にいただいておりますが、選定委員会からはその

提案内容と図書館サービスとの関係において疑問の声をいただいております。また、基本

的な図書館サービスの実績はございますが、指定管理者候補者のほうが知識、経験の面で

より優れているというご意見をいただいております。 

 

【木下委員】  現在、八尾市の図書館の図書は、候補者団体である株式会社図書館流通セ

ンターから購入していると思いますが、購入図書についてはどのように決められているの

でしょうか。  

 

【南八尾図書館長】 現在、購入図書の決定に当たりましては２つの取組みを実施してお

ります。まず、職員が毎月発行される新刊の図書目録から、児童、成人、視聴覚などの分

類ごとに選書し、リストを作成しております。また、市民の方からリクエストをいただい

ている図書のリストを作成しており、資料の収集に関する方針に基づいて、職員による選

書会議で購入図書を決定し、発注しております。  

 今後、龍華図書館に配架する本の購入方法につきましては、指定管理者から購入してい
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きたい本のリストを挙げてもらい、教育委員会で決定していくことになります。  

 

【木下委員】  図書の購入については、例えば、龍華図書館の指定管理者が、現在、図書

を購入している会社になることによって、営利の問題が懸念されますが、この点をどのよ

うに考えていますか。また、市として決定権をどのように保持されるのでしょうか。  

 

【南八尾図書館長】 現在、株式会社図書館流通センターからも図書を購入しております。 

図書購入における教育委員会の権限の保持につきましては、選書会議において、大阪府

内の他の自治体における本の購入状況等を参考にしながら、図書館サービスの観点で購入

図書を決定していくことになります。また、営利を目的とした不必要な図書購入がないよ

うに、教育委員会において適切に判断し、予算管理を行っていきたいと考えております。  

 

【安藤委員長職務代理者】 候補者団体の概要書の中に、「インターネット書店による図

書販売サービスを行い、その売上金額の３％を弊社から寄贈する。」という提案がありま

す。これは営利目的ではないと思いますが、この提案についてどのように考えられていま

すか。 

 

【南八尾図書館長】 指定管理者候補者からご提案いただいている図書販売サービスにつ

いては、選定委員会の中でもご議論いただいたところでございます。  

八尾図書館では新刊、人気のある本は予約が殺到し、場合によっては１年以上、数百人

待ちになることがあります。そのようなときに、市としても十数冊購入して提供いたしま

すが、予算の関係がございますので、たくさんの本を購入することができません。そこで、

今回の指定管理者候補者からは、数多くの図書館の指定管理者としての実績を踏まえ、そ

のような場合に購入を希望される方のために、図書の販売を窓口でできるような体制をと

れば、利用者としても効率性が高くなるという提案がありました。また、単に販売するの

ではなく、購入金額の３％分を本として提供することによって還元を図っていきたいとい

うことでしたので、選定委員会の中で一定のご理解をいただいたところでございます。今

後、実施にあたって慎重に協議を進めていきます。  

 

【浦上教育長】 龍華図書館が開館した後は、市民が使いやすい図書館になっているかど

うかについて把握することがとても大事になるので、指定管理者の管理運営に対する評価

方法とそのスケジュールを考えておく必要があると思います。この点について説明をお願

いします。 

 

【南八尾図書館長】 管理運営が始まった後のモニタリングにつきましては、本市の公の

施設の指定管理者制度に関する基本指針に基づき、指定管理者自身による利用者アンケー

トと市による利用者アンケートを実施することになります。また、図書館協議会におきま

しても指定管理者による管理運営に関心を持っていただいており、その状況を見ていきた

いというご意見をいただいておりますので、市の指針に基づくモニタリングと図書館協議

会の委員の方々のご意見を含めながら、確認していきたいと考えております。スケジュー
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ルにつきましては、基本的には市の指針に基づいて実施するとともに、図書館協議会にお

きましては、委員の方々のご意見を参考にしながら取り組んでいきたいと思っております。  

 

【浦上教育長】 指定管理者を導入することによってサービスが向上すると、直営の図書

館とサービス面で差が出てしまい、龍華図書館の利用者が増えて、他の図書館の利用者が

減ってくる可能性もあります。この点についてはどのように考えていますか。  

また、指定管理者制度を導入することにより、八尾、山本、志紀図書館の職員の図書館

サービスに対する意識をさらに高めていくことが大事になると思いますが、その手法につ

いて教えていただきたいと思います。 

 

【南八尾図書館長】 まず、図書館サービスにつきましては、民間ノウハウを生かしたサ

ービスを提供することによって、サービスに違いが生じることが想定されますが、基本的

に、本の貸出しやレファレンスについては均等を図っていくことが大前提となります。ま

た、現在、各図書館におきましてはそれぞれのイベントに特徴を持たせておりますが、指

定管理者候補者からは、自主事業として、例えば、子どもが本を好きになるための新たな

取組みとしてアニマシオンの実施について提案いただいておりますので、今後、直営図書

館におきましても、市民の方々から声をいただき、指定管理者の取組みを見ながら進めて

いかなければならないと思っております。そのために、まず、指定管理者と交流を図りな

がら情報をもらい、ノウハウを得るきっかけづくりから始めて、直営図書館の職員の意識

を高めていくような場面を作っていきたいと思っております。 

 

【浦上教育長】 龍華図書館の周辺は大正中学校区、龍華中学校区、志紀中学校区、久宝

寺中学校区になりますが、学校図書館との連携についてはいろんな手法を用いて強化でき

ると思っています。一方、高安中学校区、桂中学校区などには近隣に図書館がなく、学校

の図書館活動に差が生じてしまう可能性がありますので、この点においても差が生じない

ように考えていただきたいと思います。  

 

【南八尾図書館長】 学校図書館との連携につきましては、今回の指定管理者候補者から

も積極的な提案をいただいたところでございます。  

また、図書館から少し離れたところにある学校に対する支援につきましては、龍華図書

館のオープンを機に、移動図書館のステーションの見直しに向けた調整をさせていたただ

いております。その中で、曙川東地域など、これまで配置できていなかった地域の子ども

たちが本に親しめることができるように、できるだけ学校に移動図書館を配置し、読書活

動を支援していきたいと考えております。  

 なお、現在の取組みといたしまして、図書館職員ができるだけいろんな学校に出向き、

お話会などの取組みを行っております。 

 また、校長会の学校図書館部会の校長先生と連携し、学校図書館が図書館に対して期待

していること、取り組んでほしいことについて様々なご意見、ご要望をいただいておりま

す。例えば、各学校の図書室から市の図書館にインターネット予約で本を借りられるよう

にするなど、昨年から市内３館で連携し、できるところから対応させていただいていると
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ころでございます。  

 

【浦上教育長】 今後も子どもたちが図書館、学校図書館、移動図書館を利用し、本をし

っかり読むことできるように取り組んでいただきたいと思います。  

 

【木下委員】  指定管理者の候補者については、大阪狭山市で平成１９年から指定管理を

されているということですが、選ばれ続けているだけの功績があると思います。また、そ

の中で課題とそれに向けての解決プロセスもあると思いますが、その具体例など、現在の

大阪狭山市の図書館の状況について、情報がありましたら教えていただけますか。 

 

【南八尾図書館長】 大阪狭山市の図書館の状況につきましては、平成２２年に市職員の

方と指定管理者の方に、指定管理者の導入による変化、指定管理者が提供した新しいサー

ビスについてお話を伺いました。図書館に指定管理者制度を導入されている自治体の最近

の動向については詳しく確認しておりませんが、全体的に貸出点数が増えていると思われ

ます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 選定委員会の中に龍華コミュニティセンターの関係者が入ら

れていますが、コミュニティセンターとの連携についてはどのような意見がありましたか。  

 

【南八尾図書館長】 今回の指定管理者候補者の選定に当たりましては、併設のコミュニ

ティセンターと連携した事業についてご提案をいただいております。 

 その中で、図書館が持っている本を使ってコミュニティセンターの催しに参加したり、

地域の方々にコミュニティセンターでされている講座を情報提供するなど、コミュニティ

センターの各講座と図書館のつなぎについてご提案をいただいております。また、今回の

候補者団体は、全国的にいろんなところで取組みをされておられますので、龍華地域の特

徴、まちづくりなどの情報を全国の図書館に発信していくというＰＲ活動もご提案いただ

いております。  

 一方、コミュニティセンターの関係者にも今回の選定委員の中に入っていただいており

まして、図書館ボランティアの方々や図書館の指定管理者と連携したコミュニティセンタ

ーの活動について検討を始めておられると聞いております。今回、指定管理者が入ること

によって、コミュニティセンターと図書館でいろんなつながりが出てくるものと期待して

おります。  

 

【安藤委員長職務代理者】 候補者団体の事業計画書の中で、図書館でのコーヒーサービ

スについて記載がありますが、本の近くで販売されることを非常に危惧しています。この

点についてはどのように捉えられていますか。 

 

【南八尾図書館長】 有料のコーヒーサービスの件につきましては、自主事業といたしま

して、全国的な流れからご提案いただいておりますが、実際には図書館のレイアウトを考

える中で設置する場所を協議する必要があると考えております。  
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 現在、直営図書館におきましては、本が汚れ、ごみが散乱するなどの懸念事項もござい

ますので、飲料の販売まで踏み切っておりませんが、今回は候補者団体からご提案をいた

だいておりますので、まずは設置場所、ごみの処理、本を守るための対策について考え方

を確認し、８月から実施するかどうかも含めて、指定管理者と慎重に協議をしてまいりた

いと考えております。また、選定委員会からも飲料の販売についてはいろいろな課題をご

指摘いただいておりますので、その懸案事項も含めて、指定管理者候補者と今後協議して

いきたいと思っております。  

 

【百瀨委員長】 図書館長からも、今回の指定管理者の導入において、公と民による相乗

効果を生み出していくというお答えをいただいておりますが、「公としての役割」、指定

管理者制度を導入したことの意義である「民間としての強み」をしっかりと捉えて、指定

管理者を評価していくことが今後大切になると考えております。ぜひこの点をしっかり踏

まえていただきまして、採決に移らせていただきます。  

 議案第２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２号「八尾市立龍華図書館

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。 

 それでは、以上をもちまして、１月定例教育委員会を終了させていただきます。  


