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１１月臨時教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、11月臨時教育委員会を始めさせていただきます。  

本日の会議録署名委員に、御喜田委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 なお、本日、百瀨委員より欠席届が出ておりますので、お知らせいたします。  

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。  

 議案第35号「八尾市立埋蔵文化財調査センター条例等の一部改正について市議会議案提

出の件」について、提案理由を高橋総務人事課長より説明願います。  

 

【高橋総務人事課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第 35号「八尾市立埋蔵

文化財調査センター条例等の一部改正について市議会議案提出の件」につきまして、ご説

明いたします。  

 本件につきましては、市議会に議案提出するにつき、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、八尾市立埋蔵文化財調査センター等の施設の使用料を見直す

につき、関係条例の一部を改正する議案を市議会に提案する必要があるため、本案を提出

する次第であります。  

 使用料の見直しにつきましては、平成 27年６月に策定しました八尾市行財政改革指針や

平成28年度市政運営方針において、公共施設の使用料について再度コスト計算を行い、適

正な料金設定となるよう見直しを図ることとしており、これまで関係部署と検討を重ねて

きたところであります。 

 それでは、恐れ入りますが八尾市立埋蔵文化財調査センター条例等の一部改正新旧対照

表をご覧願います。今回、一部改正をいたします条例につきましては、八尾市立埋蔵文化

財調査センター条例をはじめ、八尾市生涯学習センター条例、八尾市図書館条例、八尾市
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立総合体育館条例、八尾市立南木の本防災体育館条例、八尾市立山本球場条例、八尾市立

市民運動広場設置条例、八尾市立青少年運動広場設置条例、八尾市立歴史民俗資料館設置

条例、八尾市立しおんじやま古墳学習館条例、安中新田会所跡旧植田家住宅条例、八尾市

立屋内プール条例、八尾市立大畑山青少年野外活動センター条例、そして八尾市立テニス

場設置条例の各社会教育施設に関する条例としております。  

 主な改正内容といたしましては、各条例における施設の使用料とそれに附属する設備使

用料、観覧料、そして駐車場の使用料に関する規定であります。各施設の使用料等に関す

る改正の額につきましては、お手元配付の新旧対照表で示しているとおりであり、個々の

改正内容についての説明は省略させていただきます。  

 次に、使用料金に対する消費税の取り扱いを現行の内税方式から外税方式に改めること

から、改正後の使用料金に対して、「この額に消費税法の規定に基づく消費税の額及び地

方税法の規定に基づく地方消費税の額を加算して得た額」を加えるものであります。なお、

使用料の額に消費税を加算した額に 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り

捨てる規定を設けることとしております。  

 次に、八尾市立歴史民俗資料館設置条例、八尾市立しおんじやま古墳学習館条例、安中

新田会所跡旧植田家住宅条例の観覧料及び撮影等の料金において、先の使用料と同様に、

「この表の料金の額に、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく

地方消費税の額を加算して得た額」を加えるものでございます。なお、観覧料等の額に消

費税を加算した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる規定を設

けることとしております。  

 次に、使用料の経過措置の規定に関しまして、「消費税法に規定する消費税の税率又は

地方税法に規定する地方消費税の税率の改正に伴い、利用料金の額の算定に関し必要とな

る経過措置は、市長が定める。」を加えるものであります。  

 次に、八尾市生涯学習センター条例をはじめ、八尾市立総合体育館条例、八尾市立山本

球場条例、八尾市立しおんじやま古墳学習館条例、そして八尾市立屋内プール条例の駐車

場において、道路交通法の改正により新たに準中型自動車が創設されたため、駐車場使用

料を規定する別表の車種の欄において「中型自動車」を「準中型自動車及び中型自動車」

に改め、「普通自動車」の次に「準中型自動車」を加えるものでございます。  

 次に、八尾市生涯学習センター条例をはじめ、八尾市立総合体育館条例、八尾市立南木

の本防災体育館条例において、本市民以外利用者に割り増し料金の規定部分につきまして、

基本料金に３割を乗じて得た額を５割に改めるとともに、八尾市立青少年運動広場設置条

例においては、本市民で構成された団体以外の団体が使用する場合の額を「 10割増」から

「この表に定める額に２を乗じて得た額とする」に改めるものでございます。  

 最後に、条例の施行期日は、平成 29年７月１日としておりますが、駐車場の準中型自動

車に関する規定に関しては、平成 29年３月12日から施行することとしております。  

 なお、この条例の施行日前に許可された各条例に定める施設の使用にかかる使用料の額

については、従前の例によるものといたします。  

 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、

お願いいたします。  
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【中山教育長】 概略を説明いただき、これから教育委員の皆様に議決するに当たっての

質疑等々をお願いするわけですが、初めに、使用料の見直しを行うこととなった背景や理

由について、もう少し詳しく補足してください。 

  

【南生涯学習スポーツ課長】  今回の使用料の見直しの背景ですけれども、本市ではこれ

までの社会経済情勢とそれに伴う厳しい財政状況において、時代に見合った行財政改革に

取り組んでまいりました。これまでにおいて、行財政改革の取り組みの中で、一定の効果

等上げてきたところではありますが、毎年度の予算編成の中で、受益と負担の公正性の確

保を図るという原則がありまして、その適正性について、また公平性の確保を図るための

議論もさせてきてもらっております。  

 その中で、さまざまな背景で、今年の市政運営方針におきまして、再度、各施設のコス

ト計算を行い、利用されている方から適正な料金をいただくことが必要であるという考え

方で見直しを行っていくという方針も掲げさせてもらっております。さまざまな経費につ

いて、利用者から適正な価格をいただくという考え方を踏まえて、今回大きな見直しを掲

げさせていただいたところでございます。  

 

【中山教育長】 本日、この教育委員会議においては、教育委員会所管部分で協議します

けれども、実際には、八尾市上げてという背景があるということで、質疑等々も進めてま

いりたいと思います。内容がいろいろあるかと思いますが、委員の皆様からご質問等々あ

りましたら、よろしくお願いします。  

  

【木下委員】  今の説明で、見直すことの背景などはわかりましたが、見直しの際に、具

体的にどういう議論があったのか、もう少し中身を教えていただけますか。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  見直しの議論につきましては、市の行財政改革に関する本

部会議の中でも、これまでに今年に入りまして数回と議論していただいております。その

中で、我々教育委員会といたしましても、市長部局、財政課を中心に適正な料金設定を図

るための協議もさせていただいて、以前にも使用料の見直しを図るということについて、

教育委員協議会で、皆様にも事前にご説明させていただいております。これまでにも、教

育委員会内部におきまして関係部署と協議を進め、それと財政課を含めまして検討の会議

を数回開催し使用料の議論をさせていただきました。議論の内容といたしましては、今ま

で実際に使用料、施設を管理運営するにおきましても一定のコストがかかっておると。そ

れに応じて、施設を利用する方と利用されない方と、そのバランスも考えながら公費負担

がどこまで市として税を投入して、利用者からの負担と市との負担の割合、どれだけの適

正な負担割合としていくのかというところも含めて、議論させていただいたところでござ

います。大きな議論の要点といたしましては、施設の使用にかかる適正なコストを積算し

ていこうかということでございます。 

 それともう一点は、市が負担する割合と、利用者から頂戴する割合をどのように設定し

ていくのかといったところを議論させていただいて、今回の一定の考え方に基づいて、そ

れぞれの施設の使用料については見直しをさせていただいたところでございます。ただ、
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使用料を見直しするにおきまして、明らかに金額が高くなるであったりとか、子どもへの

負担をどうしていくのかとか、市民と市外居住者の利用者の負担割合をどうしていくのか、

それと急激な価格の上昇に対しての軽減をどう図っていくのかといったところも含めて、

総合的に検討させてきていただいたというところでございます。  

 

【中山教育長】 いかがでしょうか。  

 

【木下委員】  どれぐらいの負担があるのか、負担割合をどうすればいいのか、それを踏

まえて、そこから派生する子どもの問題等々を考えてこられたということですが、施設の

負担料に関しては、公共料金の値上げなどいろんな形での負担の違いが出てきていますが、

過去の負担額ではアンバランスな点があったということですか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  過去、財政危機が叫ばれ出したころから、市では、さまざ

まな使用料見直し、受益者負担であったり、行政評価導入であったりと、さまざまな論点

で行政改革を進めさせてもらっております。その中でも、これまでにも使用料の適正化を

図るということで、さまざまな財政運営の基本指針、方針を策定する中で、使用料の見直

しを図るという方針も策定させていただいております。ただ、さまざまな議論をする中で、

昨今でいけば平成24、25年に駐車場の使用料を見直しさせていただいております。そのと

きには、一定市内の駐車場の料金を統一してはどうかというところで、使用料の適正化を

図ってきたということがございますが、実際にそれぞれの施設に関しましての使用料の大

幅な見直しというものについては、ここ近年では行ってきてはなかったというところがご

ざいます。当初、それぞれの施設が設置されたときの近傍価格等々、さまざまな要因で使

用料を設定しておりましたが、先ほど申しましたように、利用者がその施設を利用するに

おいて、施設の整備、維持管理でコストがかかっておるというところも含めまして、適正

な使用料をいただく必要性があるのではないかというところから、今回見直しをかけさせ

てもらったというところでございます。  

 

【中山教育長】 ほかに委員の皆様、いかがでしょうか。  

  

【御喜田委員】 今回、使用料の見直しということで、金額を算定されたと思いますが、

どのように算定をされたのかということと、あと値上がりしているところもあれば、駐車

場に関しては平成25年に使用料の見直しをしたということですが、今回値下がりしていま

す。そのことについても教えていただけますか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  見直しの金額の積算の考え方としましては、大きく２点考

え方を持った中で、市で教育委員会も含めて、協議をさせてもらいました。一つは、施設

の類型としては、その部屋、施設、空間を団体様なり利用者がある程度押さえて使用する

と言った部屋貸し的な、空間貸し的な施設があるかなと思います。もう一つの施設の形態

としては、屋内プールのように個人個人がその施設を同時に利用するという、２つの考え

方で積算の方向を出させてもらいました。先ほど、前者の施設を占用するような貸し方に
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つきましては、その施設、その建物全体を建設するに当たってかかっている経費であった

りとか、１年間でのその人件費、光熱水費を含めた維持管理費等々を含めまして総合的に

どれだけのコストがかかっているのかという数字から、実際にその空間を使う面積であっ

たりとか、空間を使う時間量、そういったものを割り戻して１時間当たりどれだけその施

設を運営するに当たってかかっているコストがあるのかというところから使用料を割り出

しさせてもらいました。当然、その算定した数字に対して、先ほど言った公費の負担、市

がどれだけ負担するのか、利用者からどれだけ頂戴するのかというものについては、その

施設の性質、民間でも供給、市場性が成り立つものであるのか、公的に負担するべきであ

る施設であるのか、そういった施設の性質に応じての負担割合で積算をさせてもらいまし

た。 

 また、もう一点の個人個人が屋内プールのように利用するというものにつきましては、

一定のその施設にかかる全体経費と、年間でどれだけの利用者があるのかといったところ

から使用料を算定させてもらっております。  

 また、駐車場の件につきましてですけども、平成24、25年に策定しました駐車料金の統

一的な数字を図るという考え方を踏まえまして、今回市全体的に内税方式から外税方式と

いうことに変えさせてもらっております。そういったことも考慮した中で、この金額を市

の全体的な駐車場の使用料として策定をさせてもらったというところでございます。  

 

【中山教育長】 今の説明も含めまして、ほかにございませんか。 

  

【木下委員】  済みません、今の説明でわからないところがあるんですが、例えば八尾市

の図書館条例の一部改正で、料金 300円だったものが278円になっています。これは外税だ

からこうであるのかなというのはわからないことはないです。しかし、それならば総合体

育館は300円のままですね。これはどう理解したらよろしいでしょうか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今、木下委員がおっしゃっていただいてる点について、準

中型自動車を設けるという条文、駐車場の使用料の改正については大きく２種類、まず先

に、準中型というものが新しく道路交通法の改正で、今まででしたら普通自動車の範囲で

運転できた枠が、一定何トン以上については準中型という表記になります。今回、先に上

げさせていただいている、今見ていただいた 300円のままというのは、準中型自動車の規

定を設けるのみの改正となっています。また別の総合体育館の改正条例の中では、同じよ

うに300円から278円に改正するという項目のところで改正案を上げさせてもらっておりま

す。 

 

【田中生涯学習担当部長】  今、３ページ目の総合体育館の条例の改正のところを見て

いただいていると思いますが、ここは今申し上げた３月 12日付で、法改正で手を入れない

といけない条例の改正、ここは 300円のままとなります。５ページ目の上を見ていただき

ますと、これも同じ総合体育館の条例の駐車場の使用料ですけれども、278円とか417円と

か556円というのが出てくるんですけれども、これが今課長が申し上げた７月で改正、要

は２段階で施行日が出てくると。３月で１回改正が出てきて、施行日が出てきて、７月で
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もう一回改正の施行日が出てくると。全ての条例がこのように統一化されているというふ

うに見ていただいたらよろしいかと思います。 

 

【木下委員】  ２つの改正を１つの条例改正で行われるということですか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  はい、そうです。  

 

【木下委員】  その２つを分けることはできないのですか。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  木下委員おっしゃるとおり、こういう条例改正の技法とい

うんですかね、慣例的なやり方になるんですけども、施行日がそれぞれ違うものであって

も、改正する議案として上げさせてもらうときに、同類の、同項のものであれば包括して

一部改正ということで、同じ種類のものを１つの１本にまとめて上げるというやり方がご

ざいます。おっしゃっているように、２本立てで分けたほうがわかりやすいというところ

もございますが、そのあたりこちらの説明の仕方がもう少しわかりやすくやっておけばよ

かったのかと反省しております。  

 

【中山教育長】 木下委員、こういう手法で一括で行っていくということで、今事務局か

ら説明がありましたが、よろしいでしょうか。  

 

【木下委員】  はい。 

 

【中山教育長】 ほかにはございませんか。 

  

【御喜田委員】 今の駐車場代の確認なんですけれども、一番最後に施行日が書いてあっ

て、平成29年３月12日から施行すると書いてあるのが、２条、５条、８条、13条なので、

300円のままでいく分が３月 12日から施行する分で、それ以外、金額が変更する分はまた

別の時点から施行ということでよろしいですか。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今、御喜田委員おっしゃったように、準中型という規定を

設ける分が３月12日から施行になります。これは道路交通法の施行日に合わせるという形

です。また、料金改正に伴う関連部分については、来年の７月１日を予定しているという

ところでございます。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 

【村本委員】  使用料が引き上がるようですけれども、市民負担への配慮や軽減の措置は

何かお考えなのでしょうか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  冒頭で申し上げたように、かかっているコストから使用料



－7－ 

を利用者の負担割合を設定して、使用料の見直しの案を掲げさせていただいております。

ただ、今回の見直しにおきまして、非常に高額な料金が本来とるべきであろうというよう

な金額につきましては、上限を 1.5倍までというような措置もさせていただいております。

また、これまでも子どもたちが施設を利用しやすいような環境を整える、そういった考え

方もありまして、その中では総合体育館、山本球場、屋内プール、青少年運動広場等にお

きましても、中学生以下の方が利用される場合は 0.5を掛ける、２分の１の金額にすると

いう対応もさせていただいております。ですので、今回の使用料見直しにおきまして、こ

れまで行ってきた子どもたちに対する措置の内容については、継続するような方向で持た

せてもらいまして、また急激な金額の上昇につきましては、一定の上限を設けて、それ以

上には設定しないといったことでの市民負担の軽減を図るための取り組みにつきましては、

させていただくところでございます。  

 

【中山教育長】 いかがでしょうか。  

 

【村本委員】  あともう一つ、現在は内税方式で使用料を想定しているということですが、

今後消費税の取り扱いに何か変更はあるのでしょうか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  これまでは内税方式をとりまして、一定の条例の中で規定

している金額の中に、税額を含めた考え方で徴収しておりました。今回はさまざまな消費

税の税率の変化に今後対応するということが行いやすいような形とするために、今回外税

方式ということにしております。よって、今回これで規定させていただいている金額につ

きましては、各条例の附則で書いておりますように、そのときの消費税率を掛けるという

ことにさせていただいております。税率が今後変更がありましたら、そのときの税率に合

わせて対応が行いやすいように、外税方式にさせていただいております。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。  

 あと、私からですが、教育委員会の条例そのものがそうなっているのですけれども、似

たような施設等々もある中で、土日祝日と平日との金額を分けている施設があるので、そ

の理由もここで明らかにしておきたいと思いますので説明をお願いします。また、新たな

使用料は、近隣の施設と比べてどうなのかというあたりも含めて、説明をお願いします。  

  

【南生涯学習スポーツ課長】  土日料金の設定については、現在山本球場と市民運動広場

等の箇所で若干の割り増しをさせていただいております。この設定については、他の自治

体においては設定されている自治体もあれば、近年は土日料金の見直しをしているところ

もありますが、八尾市の考え方といたしましては、土曜日、日曜日の利用について、山本

球場の場合、土日の大会などが非常に多く行われておりまして、そのときには当然、グラ

ウンド整備をされている方の人員がふえるといったところもあったり、さまざまなコスト

が平日の利用に比べましてかかっているというところもございますので、そのように切り

分けをさせていただいて、継続させていただいております。  

 今回見直しの上限については 1.5としておりますが、施設の使用料 100円が 150円になる
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のと、５万円が７万5,000円になるのとでは、同じ1.5でも非常に負担の度合いが変わって

きます。総合体育館といったところは非常に金額も大きく、高まるということもございま

すので、その案件については近隣の総合体育館でいきましたら東大阪市や北摂地域の同規

模の同時代に整備された体育館の使用料も含めまして、一定の上限の圧縮、 1.5ではなく

て1.2であったりとか、そういった上限についての低減化を図ってきております。そうい

ったことも含めまして、今回の見直しの上限額、 1.5からどこまで下げていくのかという

ことにつきましては、八尾市を基本として東大阪市、柏原市、先ほど言ったような近隣の

同様の施設に応じて、テニスコートであれば近隣の人工芝を張ったところの施設の使用料

であったり、プールにおきましては同様の屋内プールを、余熱利用をしている施設であっ

たり、そういった他市の同業同規模の施設の金額を含めまして、上限についての設定をさ

せていただいたというところでございます。  

 

【中山教育長】 何か逆にそれで市民の使用する意欲が低下するというような懸念につい

ては考えられなかったかどうかについてもお願いします。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今回の見直しにおきまして、体育館であったり生涯学習施

設であったり、さまざまな施設の使用料が上がるということで、利用される方にとりまし

ては少しでも金額については利用しやすい金額にしてほしいというお気持ちがあって、金

額の見直しによって利用について躊躇されることもあるかと思っております。ただ、その

躊躇につきましては、気持ち的に控えるとかいうこともあるかと思っておりますが、体育

館であったり、野球場であったり、そういったところはさまざまにスポーツ振興する団体

の方々がおられて、継続的に市民のスポーツ参加、スポーツ教室、そういったことに取り

組んできておられます。よって、私どもとしましては、利用料が上がることによって一時

的な利用の低減は予測されるんですけども、施設を運営している指定管理者であったり、

スポーツであったら体育連盟、各種スポーツ協会の方々とも連携しながら、利用していた

だきやすいような、体育館に来てもらえるようなそういったさまざまな新たな取り組みを

させていただく中で、施設を利用していただきやすいような環境をさらに充実して、でき

るだけ施設の使用料が見直されたことによって、市民が体育館であったりとか、生涯学習

センターを利用することが薄れないように、魅力的な施設にしていく必要性が高いと思っ

ておりますので、その点は運営の中で十分利用しやすいよう取り組んでいきたいなと思っ

ております。  

 

【木下委員】  スポーツ関連施設について今ご説明がありましたが、もう一方の文化施設

ですが、これは学校教育とかかわりが深くて、小中学生、ひょっとしたら高校生も、学校

から団体で、あるいは保護者に連れられて個人でという形で、子どもたちの利用が結構あ

るのかなと思っています。子どもたちの利用についてどういうご配慮があるのか、ご説明

をお願いいたします。  

 

【渞文化財課長】  文化財施設等は、博物館類似施設であり、学校や家庭との連携が博物

館法の中でも求めているところでございます。小中学生につきましては、故郷を思う気持
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ちを育んだり、あるいは学ぶ機会を提供するという必要性もございますことから、これま

でどおり、無料で入っていただくような環境を整えていきたいと考えております。  

 また、学校利用に際しましても、安全性等の問題もございますので、引率等の先生につ

きましても無料というふうに考えております。  

 

【木下委員】  小中学生は無料ですが、高校生はいかがなものでしょう。  

 

【渞文化財課長】  高校生、大学生の方につきましてもこれまでどおり半額にしたいと思

っております。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、ほか質疑等々ございませんか。 

 こども未来部は、条例に則ってやっていただいていますが、伊東青少年課長、何かこの

件に関して補足等ありましたらお願いします。  

 

【伊東青少年課長】 市の方針に則っておるという状況の中で、指定管理しておる団体と

もこの値上げの件については話させていただいて、利用者の減についての対策や、今後の

プログラムの充実によって、十分対応できるのではないかという話の中で進んでおります

ので、よろしくお願いします。  

 

【山原こども未来部長】 大畑山の料金設定のときに、通常算出した金額よりもすこし抑

えた価格で利用していただきたいなと、その辺配慮させていただいているというところで

す。あと、土日の考え方について、先ほど土日割り増しということでしたが。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  土日につきましては、基本的には平日料金がこれまで基本

原則で使用施設のかかっている経費等を含めて平均的には原則でさせてもらいました。た

だ、土日におきましては非常に多く利用されるということで、一定のプラスアルファのか

かる部分がありますので、その点を考慮して、また近隣との価格の状況も見ながら、土日

については平日ベースで割り増しをさせていただいております。  

 

【中山教育長】 使用料等々を含めまして、市民にとっては数字として出たときに、なぜ

ということになるかと思います。しっかりと説明責任を果たしていかなくてはいけないの

で、このあたりは慎重に審議していきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

 事務局、よろしいですか。伊東課長も、さっき言ってくださった案で、それぞれの所管、

これから大変ですけれども、図書館も先ほど駐車場のことが出ていましたので、説明責任

を果たせるようにお願いできたらと思います。  

 委員の皆様、かなり細かい数字等々も並んでいますので、現行と改正案とがなかなか見

づらい部分もあるかと思いますけれども。よろしいでしょうか。  

  

【御喜田委員】 改めて駐車場代についてですが、準中型自動車が入っているところは、

外税になるので、10円未満を切り捨てて 320円に値上がりするということでよろしいでし
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ょうか。ほかは、準中型自動車という記載がないので、 300円で278円に値下がりしたよう

に書類上は見えますけれども、 300円になるということで、値上がりする施設と値上がり

しない施設があるということですよね。私たちはこの資料を見せてもらっているので、準

中型自動車という記載があるのでわかるんですけれど、普通の市民としては値上がりした

駐車場、値上がりしてない駐車場ということになるのではないかなと思ったのですが、そ

の辺はどうなんでしょうか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  これまでの普通自動車の枠組みでいきますと、これまで普

通自動車であったもので一定のトン数、総重量が上のものについては、準中型という扱い

になりますので、当然、その該当する車に乗ってこられた方につきましては、料金の値上

がりというような受け取られ方になるところもあるとは思います。ただし、料金について

は変更があると見られるのですけれども、主に今回の準中型に該当する車というのが、運

送業の配送用のトラックであったり、大きなキャンピングカーと聞いております。この準

中型に該当するような車が、これまでに普通自動車で入ってきていたのかどうかというこ

とも確認をさせていただいておるんですけれども、一般利用者では、大きなキャンピング

カーのような車で来られたということは無かったと聞いております。配送用トラックにつ

いては業務用ということなので、駐車料金は徴収しておりませんので、今回料金の改正に

見られるのですけれども、実際の利用では一定通常の車を運転されている方々にとっては、

これまでどおりの料金で利用いただけるものかと思っております。  

 

【中山教育長】  いかがでしょうか。準中型車が 3.5トン以上ということで、かなり大型

になるものということで。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  通常の大型のワンボックスと言われている自動車でも、２

トン前後ぐらいになっておりますので、それよりもさらに１トン以上大型となると、例と

したら小型トラックを改装したキャンピングカー、そういったものが該当するように、国

の関連するホームページ等では示されておりますので、通常施設を利用される方々が乗っ

てこられるような車であれば、通常は２トン未満ぐらいになるかと推測されます。  

 

【中山教育長】 今回、道交法の改正もあったので、新たにこういう枠をつくったという

解釈でよろしいですか。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  はい。今回の改正後、実際に市民に周知させてもらうとき

には、市の告示という形で出てくるんですけれども、我々施設を所管している者としては、

利用者に対して来年３月12日からはこうなります、７月１日からはこうなりますというわ

かりやすい表で示していくような工夫も、指定管理者と協議させてもらって、できるだけ

混乱がないように関連する部署とも合わせながら、行っていきたいと思います。  

 

【中山教育長】 よろしくお願いします。  

 委員の皆様、よろしいでしょうか。  
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 それでは、議案第35号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 35号「八尾市立埋蔵文化財

調査センター条例等の一部改正について市議会議案提出の件」につきまして、原案どおり

可決いたしました。 

 以上で、本日の議事は終了いたしますが、事務局、ほかに何か連絡事項ございませんで

しょうか。  

 委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 以上をもちまして、 11月の臨時教育委員会を終了いたします。  

 


