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９月臨時教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２７年９月１１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・松岡生涯学習部長・柿並学校教育部長・今岡生涯

学習部次長・西崎生涯学習部次長兼教育人事課長・高橋教育政策

課長・杉島生涯学習スポーツ課長・渞文化財課長 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより９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教育長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｝ 

 

９月臨時会の議案  

議案第38号 

 

議案第39号 

議案第40号 

議案第41号 

八尾市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

規則の一部改正について臨時代理承認の件  

八尾市教育振興計画審議会委員の委嘱の件  

八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会委員の委嘱の件  

八尾市高安千塚古墳群保存活用審議会委員の委嘱の件  

 

【百瀨委員長】 おはようございます。それでは、ただいまより９月の臨時教育委員会を

開催いたします。 

 本日の会議録署名委員に浦上教育長のほうを指名いたしますので、よろしくお願いいた

します。  

 

１｛議案審議｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案に入らせていただきます。  

 議案第３８号「八尾市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

の一部改正について臨時代理承認の件」について審議いたします。  

 提案理由を今岡次長より説明をお願いします。  
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【今岡生涯学習部次長】 それでは、議案第３８号「八尾市立学校の府費負担教職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について臨時代理承認の件」につきまして、

ご説明申し上げます。  

 本件につきましては、８月の教育委員会の議案に上程し、議決を求めるところではござ

いましたが、大阪府教育委員会の改正規則内容の日にちが８月２８日でありましたので、

議案を上程できませんでした。しかし、９月１日施行という必要があり、教育長に対する

事務委任等に関する規則第３条第２項の規定に基づき、教育長が臨時で代理をしましたの

で、委員会の承認を求めるものでございます。 

 提案理由ですが、府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部

改正に伴い、大阪府教育委員会より平成２７年８月２８日付教委職企第１５５６号におい

て、市町村立府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（準則）の一部改正

についての通知があり、急を要したため、平成２７年８月３１日付で臨時代理を行いまし

たので、その承認を求めるものでございます。 

 改正内容につきまして、新旧対照表をご覧ください。第４条の２、育児または介護を行

う職員についての特例として、通常の始業または終業時刻を変更し、早く来て早く帰る、

遅く来て遅く帰る、いわゆる早出、遅出できる制度のうち、小学校第１学年から第３学年

までの子のある職員で、該当子を児童福祉法第６条の３、２項の規定に基づく放課後児童

健全育成事業に伴う施設等に送迎する職員について、当該子が規定、当該子の規定が「小

学校第１学年から第３学年までの子」から、「小学校に就学している子」に改正されまし

た。 

 以上、簡単ではございますが、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。  

 

【浦上教育長】 教職員が早出、遅出の制度を活用していた人はどの程度いらっしゃるの

でしょうか。 

 

【今岡生涯学習部次長】 今年度の９月の時点で、早出、遅出の職員が７名います。この

７名につきましては、保育所の送迎のためにとっておりますので、この規則改正が直接か

かわっている職員はございません。  

 

【百瀨委員長】 他にご質疑ございませんか。ないようですので採決に移らせていただき

ます。議案第３８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３８号「八尾市立学校の府

費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について臨時代理承認の
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件」について原案を適当と認めることに決しました。   

 次に、議案第３９号「八尾市教育振興計画審議会委員の委嘱の件」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。  

  

【髙橋教育政策課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第３９号「八尾市教育

振興計画審議会委員の委嘱の件」につきまして、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、八尾市教育振興計画後期計画を調査・審議するにつき、八尾

市教育振興計画審議会規則第３条の規定に基づき、委員を委嘱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、お手元の八尾市教育振興計画審議会委員名簿（案）に基づきまして、ご説明

申し上げます。  

 まず、学校教育の関係者として、八尾市立幼稚園長会、八尾市小学校校長会、八尾市中

学校校長会から各１名。次に社会教育の関係者として、八尾市社会教育委員、八尾市人権

協会、八尾市青少年育成連絡協議会、八尾市地区福祉委員長連絡協議会、八尾市自治振興

委員会、八尾市民生委員児童委員協議会から各１名。家庭教育の向上に資する活動を行う

者として、八尾市ＰＴＡ協議会から１名。学識経験のある者として、大学関係者の方２名。

その他教育委員会が必要と認める者として、公募市民２名の、計１４名の方を審議会委員

としてご提案するものでございます。  

 任期につきましては、平成２７年９月１１日から、八尾市教育振興計画後期計画の策定

に係る答申を行う日までの期間でございます。 

 以上、はなは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

ろしくご審議の上、ご承認賜り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

ございませんか。  

 

【木下委員】  審議会の委員の構成について、前期計画策定時から所属や人数構成の変更

はあるのでしょうか。また、学識経験者の２名は、前期計画策定時と同じ方々なのでしょ

うか。 

 

【髙橋教育政策課長】  審議会の委員の構成につきましては、前期計画策定時からの変更

はございません。ただ、委員につきましては、各所属等の代表者が来られておりますので、

変わっております。 

 学識経験者ですが、前期計画策定時と同じ方々にお願いしておるものでございます。 
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【安藤委員長職務代理】  社会教育の関係者の方が６名、家庭教育の向上に資する活動を

行っている方が１名となっておりますが、どのような考えでの委員構成になっているので

しょうか。  

 

【髙橋教育政策課長】  八尾市教育振興計画審議会委員につきましては、同審議会規則第

３条に基づき組織を構成しており、社会教育の関係者の方が６名となっております。今後、

教育振興計画を進めていくためには、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を自覚し、連携

協力して取り組むことがより重要になると考えております。その中で、めざす子ども像の

実現に向けまして、本市の教育の現状とさまざまな課題についてご認識いただき、その課

題を解決するための具体的な方策についてご意見を賜りたいと考えてございます。特に、

家庭や地域の中で活動されている八尾市ＰＴＡ協議会、社会教育の関係者の方々からは、

日々の活動経験から本市の教育振興につながるご助言をいただけるものと考えてございま

す。また、八尾市ＰＴＡ協議会の方が１名おり、ＰＴＡとして広く活動されている方でご

ざいますので、ご意見、ご助言をいただけるものと考えてございます。  

 

【木下委員】  委員の構成については、前期計画策定時から同じだということですが、学

校教育だけじゃなくて、社会教育、家庭教育も含めて、めざす子ども像の実現に向けて取

り組みを進めるということであれば、学校教育の関係者が少な過ぎるのではないのかと思

いますが、いかがですか。  

 

【髙橋教育政策課長】  学校教育の関係者につきましては、幼稚園、小学校、中学校の園

長会、校長会の代表として来られますので、学校内の取り組み等につきましては、ご意見

いただけるものと考えてございます。  

 

【木下委員】  審議会では、各々の立場からの発言が出てきます。学校教育の関係者とし

て、幼稚園、小学校、中学校の代表者として各１名が委員となっておられます。それに比

べて、社会教育の関係者が６名ということになれば、多様な立場から多様な意見が出てき

やすくなります。その人数のバランスについて、どのようにお考えですか。  

 

【髙橋教育政策課長】  学校園での取り組みにつきましては、学校園を代表していただい

ておりますので、ご意見、ご助言をいただけると考えております。確かにご指摘のように、

バランスの上では社会教育の関係者が多いですが、各委員の見識に基づき、ご意見いただ

けるものと考えてございます。  

 

【百瀨委員長】 教育振興計画の策定の中で、学校教育の関係者がもう少し人数が多いほ

うが望ましいのではないか、学校教育の関係者の方のご意見を十分に計画に反映できるの

かどうかについてのご質問だと思いますが、いかがですか。  

 

【松岡生涯学習部長】  確かに区分から申しますと、学校教育の関係者に比べて、社会教

育の関係者として、倍の人数の方に委員になっていただいております。学校教育に関しま
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しても、ここ数年、特に地域との連携や地域の協力が進んでおります。学校から見た学校

教育に対する課題等については、保護者の方が中心のお話になると思いますが、地域から

見た学校教育の課題等については、社会教育の関係者として、民生委員児童委員協議会や

社会教育委員、自治振興委員会、人権協会、青少年育成連絡協議会、地区福祉委員長連絡

協議会等の視点から学校教育の関係者とは違うご意見をいただけるものと考えております。  

 

【木下委員】  審議会に関わったことがある立場から言わせていただくと、所属や団体の

代表者といえども、当然のことながら個人の意見が出てきます。だから、１名だけでなく、

複数の方に委員になっていただく必要はないのですかと申し上げているわけです。学校の

統計上の資料や、あるいは視点だけ出して、地域からはそれぞれの立場からご意見を聞く

ことでバランスをとることができるのかどうかお伺いしたい。 

 

【髙橋教育政策課長】  学校現場の声という意味で言いますと、審議会委員ではございま

せんが、例えば関係者の出席を求めることはできるという規定も第７条にございますので、

会長の判断になるかもわかりませんが、学校現場の声を委員のほかの方からも受け取るこ

とはできると考えてございます。  

 

【百瀨委員長】 それでは、今後、教育振興計画を策定していくに当たって、どういうよ

うなスケジュールで考えているのか。それから、具体的に審議会でどのような内容につい

て審議をしようとしているのか、ご説明をお願いします。  

 

【髙橋教育政策課長】  審議会のスケジュールにつきまして、ご説明させていただきます。

まず、１０月２日に八尾市教育振興計画審議会第１回会議を開催してまいりたいと考えて

ございます。その後、１１月、１２月に審議会を開催し、めざす子ども像の実現に向けた

具体的な方策についてのご意見をいただき、後期計画の素案を作成してまいりたいと考え

ております。それから、１月に市民意見提出制度を実施し、幅広く市民の皆様からご意見

をいただくとともに、審議会としての答申をいただき、３月に教育委員会議におきまして

後期計画策定についてのご審議を賜りたいと考えてございます。  

 それから、審議会でご審議いただく内容ですが、まず、基本理念、めざす子ども像、基

本方針につきましては、前期計画から引き継ぐものと考えております。また、後期計画策

定につきましても、本市の八尾市総合計画後期基本計画の策定に向けたスケジュールに合

わせておりますので、本計画の後期計画策定に向けた取り組みにつきましても、検討を進

めさせていただいております。したがいまして、審議会におきましては、既存の事務事業

の内容をご確認いただきながら、めざす子ども像の実現に向けた具体的な方策についてご

意見を賜りたいと考えてございます。  

 

【百瀨委員長】 前期計画を策定したときの委員は、何名が残っていただいていますか。 

 

【髙橋教育政策課長】  前期計画を策定するときの市民会議では、学識経験者の木原先生

と森先生に委員として入っていただいておりました。このお二人が引き続き委員になって
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いただいております。また、このお二人につきましては、平成２５年度以降、八尾市教育

委員会点検・評価にも関わっていただいておりますので、ご助言いただけるものと考えて

ございます。  

 

【百瀨委員長】 事務局として、審議会をどのように進めていこうとしているのか、もう

少し詳しくご説明をお願いします。  

 

【髙橋教育政策課長】  １０月２日の１回目の会議では、前期計画の取り組みの現状と課

題、今後の方向性について説明をさせていただき、１回目の会議を進めさせていただきた

いと考えてございます。これまでの間、点検・評価の実施し、教育委員会議でも点検・評

価の総括をご報告させていただきました。それらを踏まえ、ご説明し進めていきたいと考

えてございます。  

 

【百瀨委員長】 審議会を進めていくスケジュールはわかりましたが、教育委員会として

議論するスケジュールというのはどうなっていますか。 

 

【髙橋教育政策課長】  事務局として会議を進めていきながら、教育委員の皆様には、逐

次報告を上げていきたいと考えてございます。  

 

【百瀨委員長】 後期計画の策定については、教育委員会として話し合う機会を持つとい

うことですね。他に何かご質問はございませんか。  

 

【浦上教育長】 ２点、確認させてください。公募市民委員について、どのような見識を

持っておられる方なのかを教えていただきたいと思います。もう１点については、審議会

委員になっていただくにあたり、どのような形で依頼をされたのでしょうか。  

 

【髙橋教育政策課長】  公募市民委員の選定過程でございますが、市政だより８月号とホ

ームページで７月２０日から８月６日までの期間、募集させていただき、２名の方にご応

募いただいたものです。公募市民委員の津田様におかれましては、現在、子育てをされて

いる保護者の方になります。本市の子どもたちが生きる力を身につけられるよう、地域に

おける教育に携わりたいという想いをもってご応募いただいたものでございます。  

 水野様におかれましては、現在、大学教授でございまして、カウンセラーもされておら

れます。地域貢献を理由にご応募いただいたものでございます。  

そして、各団体への依頼方法ですが、園長会、校長会につきましては、各会長にご依頼

を申し上げ、ご推薦いただいたということでございます。それから、社会教育の関係者の

方々につきましても、各団体の事務局を通しましてご依頼をさせていただき、ご推薦をい

ただきました。 

 

【安藤委員長職務代理】  もう１つ、審議会委員について、女性の割合が決まっているな

どの基準があるのでしょうか。お教えいただけますか。  
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【髙橋教育政策課長】  審議会委員の女性の割合につきましては、各関係団体へご依頼さ

せていただく際に、本市では男女共同参画社会の実現を目指していることを説明させてい

ただきまして、積極的な女性の登用についてご配慮いただくように、お願いしたものでご

ざいますが、結果的には、２９％という形になってございます。 

 

【百瀨委員長】 他にご質疑ございませんか。ないようですので、採決に移らせていただ

きます。議案第３９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３９号「八尾市教育振興計画審議会委員の委嘱の件」について、原案を

適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第４０号「八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会委員の委嘱の件」につ

いて審議いたします。  

 提案理由を杉島課長よりお願いします。 

 

【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４０号「八尾市生涯学

習・スポーツ振興計画審議会委員の委嘱の件」につきまして、提案理由をご説明申し上げ

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。  

 提案の理由でございますが、八尾市生涯学習・スポーツ振興計画を調査、審議するにつ

き、八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会規則第３条の規定に基づき、委員を委嘱す

る必要があるため、本案を提出するものでございます。  

 それでは、お手元の八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会委員名簿（案）をご覧い

ただきたいと思います。今回、１４名の委員を委嘱するものでございまして、その内訳は、

社会教育の関係者として社会教育全般・女性教育・スポーツ・青少年健全育成・市民活

動・人権啓発・地域福祉・地域コミュニティーに関する団体等から派遣いただいた委員９

名。家庭教育の向上に資する活動を行う者として、市ＰＴＡ協議会からの派遣委員１名。

学識経験のある者として、生涯学習及びスポーツの振興に精通している大学教員２名。そ

の他教育委員会が必要と認める者として、公募市民２名でございます。  

 なお、任期につきましては、平成２７年９月１１日から八尾市生涯学習・スポーツ振興

計画の策定に係る答申を行う日までの期間でございます。  

 以上、甚だ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。よろしく御

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。  
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【安藤委員長職務代理】  その他教育委員会が必要と認める者として、公募市民委員とし

て２名の方がおられますが、どのような方で、どのように選定されたのか、教えてくださ

い。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  その他教育委員会が必要と認める者につきましては、土

井様と板倉様にお入りいただいております。土井様につきましては、本市のスポーツ推進

員を長年務めていただき、そのほかさまざまな種目のスポーツに精通しておられるという

ことで、それらの活動経験を生かし、本市のスポーツ振興に尽力したいというお考えをも

ってご応募いただいたところでございます。  

 また、板倉様につきましては、過去に八尾市ＰＴＡ協議会の母親代表として参画される

など、積極的にＰＴＡ活動をされていたこと、また現状といたしましては、トランポリン

レクササイズの指導者として活躍しておられ、これらの活動を通じ、生涯学習及びスポー

ツの振興に関心を持ったことを理由にご応募いただいたところでございます。  

 また、選考の過程でございますけれども、市政だより８月号に募集記事を掲載するとと

もに、市ホームページ並びに募集のチラシをスポーツ施設、または生涯学習施設等に配架

をさせていただきました。それに基づき、８月２４日までの期間で募集を行い、お二人か

ら申し込みがあったものでございます。それに基づきまして、９月１日に八尾市生涯学

習・スポーツ振興計画審議会市民委員選考要領に基づき、審査のうえ、公募市民委員とし

てご提案申し上げているものでございます。  

 

【安藤委員長職務代理】  ご説明があったように、公募市民委員を選ばれたということは

わかりました。もう一つお聞きしたいのは、社会教育の関係者の八尾市青少年健全育成連

絡協議会の方が、八尾市教育振興計画審議会委員も務めておりますが、何か理由があるの

でしょうか。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  社会教育の関係者並びに家庭教師の向上に資する活動を

行う者につきましては、先ほどの教育振興計画の委員の選出と同じく、それぞれの団体の

ほうに選出の依頼を行いました。その結果といたしまして、団体から同じ方が委員として

ご推薦をいただいたという形になっております。  

審議会の委員につきましては、審議会等の設置等に関する要綱を定めております。その

中で、女性委員の登用については、３５％以上になるように選定に努めるものである、同

一の委員については、選任できる審議会等の数は４機関までとするというような規定がご

ざいます。この４機関という部分につきましては、当該要綱の中で当該審議会等の所掌事

務に密接な関連を有する団体を代表する者及びこれに準ずると認める者で、当該団体内で

の適任者の状況等を鑑みてもなお選任の必要があると認める場合につきましては、理由書

を添付の上、委員としてお入りいただくということに問題がないという規定がございます。  

 委員の委嘱を各団体にお願いする際には、女性委員の登用でありますとか、審議会の委

員になっていただく機関数は、ご説明させていただいた上でお願いしておるところでござ

います。その上で各団体にご選出いただく中で、会議への出席が可能でありますとか、団

体を代表して発言できるという部分をご協議いただいた上でご推薦いただいていると考え
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ております。  

 

【百瀨委員長】 審議会委員の方々で、八尾市生涯学習・スポーツ振興計画を策定してい

くことになりますが、具体的にどのような内容で審議していくのか、ご説明をお願いしま

す。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  計画の策定に当たりましては、現計画が今年度末までが

計画期間になっておりますので、これまでの取り組み内容について、各担当課より状況報

告等いただいております。それらの状況から、課題等を整理し、それを受けまして、今後

の計画策定に反映させていきたいと考えております。今後の具体的なスケジュールといた

しましては、先日、計画を策定する支援事業者が決定しましたので、その事業者を含め協

議を行っているところでございます。９月下旬または１０月上旬までに、各担当課での取

り組み内容をまとめる作業を行い、現計画の振り返りをした上で、新しい計画を策定する

に当たっての骨子等を作成し、１回目の審議会を開催したいと考えております。その後、

庁内の関係課による取り組み内容等を審議、議論するとともに、来年２月までに５回程度

の審議会を開催し素案を作成したいと考えおります。その中で、逐次ご報告できる分につ

きましては、当委員会にもご報告をさせていただきたいと思っております。  

 

【百瀨委員長】 生涯学習・スポーツ振興計画も教育委員会においても大事な計画の１つ

ですので、審議会での議論も聞かせていただきながらともに進んでいきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。  

 他にご質疑ございませんか。ないようですので採決に移らせていただきます。議案第  

４０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４０号「八尾市生涯学習・スポーツ振興計画審議会委員の委嘱の件」に

つきまして、原案を適当と認めることに決しました。  

 次に、議案第４１号「八尾市高安千塚古墳群保存活用審議会委員の委嘱の件」について

審議いたします。  

 提案理由を渞課長よりよろしくお願いします。  

 

【渞文化財課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第４１号「八尾市高安千塚

古墳群保存活用審議会委員の委嘱の件」につきまして、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。  

 提案の理由でございますが、八尾市高安千塚古墳群の保存及び活用調査、審議するにつ

き、八尾市高安千塚古墳群保存活用審議会規則第３条の規定に基づき、委員を委嘱する必

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高安千塚古墳群保存活用審議会委員名簿（案）に基づき
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まして、ご説明申し上げます。  

 まず、学識経験のある者として、考古学を専門とする方２名、古代史を専門とする方１

名、史跡の保護を専門とする方及びその活用を専門とする方がそれぞれ１名、そして農

学・造園学を専門とする方が１名でございます。また、その他教育委員会が必要と認める

者として、公募市民の方が１名の、計７名の方を今回審議会委員としてご提案するもので

す。 

 任期につきましては、平成２７年１０月１日から平成２９年９月３０日までの間でござ

います。  

 以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明といたします。よろしくご審議

の上、ご承認賜り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

ございませんでしょうか。  

  

【安藤委員長職務代理】  ご説明いただいた公募市民委員は、八尾市在住の方ですか。  

 

【渞文化財課長】  公募市民委員につきましては、八尾市在住でということで、今回募集

させていただきましたので、３名とも八尾市在住の方でございます。  

 

【安藤委員長職務代理】  高安千塚古墳群保存活用審議会で議論していくにあたり、特に

地域住民の方との連携が必要だと思いますが、どのようにお考えでしょうか。  

 

【渞文化財課長】  本計画につきましては、１年半をかけ策定する予定で、審議会は５回

の開催を予定しております。そのなかでは、オブザーバーとして文化庁や大阪府、近隣市

町村の文化財担当者の方に入っていただくことも考えておりますが、地域住民の方につき

ましても、オブザーバーとしてご参加していただき、ご意見等をいただく機会があればと

考えております。  

 

【木下委員】  学識経験者として、農学・造園学を専門とされている方が委員になってお

られる理由をご説明いただけますか。  

 

【渞文化財課長】  現在、高安千塚古墳群につきましては、多くの植物が生えております。

今後、それら植物を残していくのか、あるいは除去していくのかという判断をする必要が

ります。また、造園学という意味では、今後、整備をしてまいりますので、古墳群の現在

の状況と築造当時の姿を比較して、どのような整備がよいのか、また、活用に適した整備

はどのようなものかを検討するために、農学・造園学を専門にされている方に入っていた

だきました。  

 

【浦上教育長】 高安千塚古墳群を保存活用していくために、審議会を立ち上げ、さまざ

まな専門分野の学識経験者からご意見、ご助言をいただくのはよくわかります。もう一つ
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お願いさせていただくと、まちづくりの視点も踏まえて、高安にある古墳群の活用を考え

ていただきたいと思います。高安千塚古墳群が八尾市民にとって誇れるものになるために

も、もっと広報をしていく必要があると思います。  

オブザーバーとして、文化庁や大阪府、地域住民の方のご意見をいただくとともに、ま

ちづくりの視点でご意見をいただけるような方も呼んでいただきたいと思います。  

 

【渞文化財課長】  史跡整備は、文化財の保護・保全だけでなく、八尾市民にとって誇れ

るものであり、また、まちづくりの核として、史跡を中心に地域の活性化が進むようなも

のであることが、重要だと考えております。そのためにも、単なる保護・保全だけでなく、

どのように活用していけるのか、どのように広報していくのかという視点も踏まえ、計画

を策定していきたいと考えております。  

広報という意味では、１０月にシンポジウムを開催いたします。また、次年度以降にな

りますが、市民の方に参加していただけるハイキング等を実施することも検討しておりま

す。 

 

【百瀨委員長】 他にご質疑ございませんか。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４１号につきましては、原案を適当と認めることに決しました。 

  

以上をもちまして９月臨時教育委員会を終了いたします。  

  

 

 

 


