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１月定例教育委員会会議録 

 

 

【中山教育長】 それでは、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木下委員を指名いたしますので、どうぞ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。  

 

【中山教育長】 では、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、何か質疑ございませんでしょうか。  

 

【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、 12月定例会会議録については承認

と決しました。 

 

【中山教育長】 続きまして、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

 

 

（教育長報告）  

12月22日（木）  

12月26日（月）  

 

12月27日（火）  

 

午前10時20分から、12月臨時教育委員協議会に出席。  

午前10時30分から、第２回総合教育会議に出席。  

午後５時45分から、八尾市現業労働組合との団体交渉に出席。  

午後１時から、八尾ロータリークラブに対する感謝状贈呈式に出

席。 

開 催 年 月 日  平成２９年１月２０日（金）  

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  

 

中 山 教育長 

木  下 委員 

御喜田 委員 

村 本 委員 

出 席 職 員  

 

吉川教育次長兼教育総務部長・田中生涯学習担当部長・靍原学校教

育部長・今岡教育総務部次長・瀧瀬教育総務部次長・馬場教育総務

部次長兼教育政策課長・西崎教育総務部次長兼八尾図書館長・辻内

学校教育部次長兼学務給食課長・高橋総務人事課長・南生涯学習ス

ポーツ課長・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・岡田人権教育課長  
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12月28日（水）  

 

 

 

12月29日（木）  

１月４日（月）  

 

１月６日（金）  

 

 

 

１月９日(月･祝）  

 

１月10日（火）  

 

 

１月13日（金）  

１月15日（日）  

１月17日（火）  

 

 

１月19日（木）  

午後４時から、職員表彰式に出席。  

午後４時30分から、平成28年仕事納め式に出席。  

午後５時から、平成 28年八尾市教育委員会事務局仕事納め式に出

席。 

午後７時15分から、歳末夜警詰所激励訪問に参加。  

午前９時から、平成 29年八尾市教育委員会事務局仕事始め式に出

席。 

午前10時から、平成29年仕事始め式に出席。  

午前11時から、年賀交礼会に出席。  

午後１時30分から、庁議に出席。  

午後３時から、大阪府都市教育長協議会１月定例会に出席。  

午前10時から、平成29年消防出初め式に出席。 

午後２時から、八尾市成人式に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午後２時30分から、庁議に出席。  

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、１月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。  

午前９時10分から、交通安全キャラバン隊出発式に出席。  

午後６時 30分から、公益財団法人八尾体育振興会「新春の集い」に

出席。  

午前10時から、八尾市国民保護協議会に出席。  

 

【中山教育長】 教育委員の皆様から、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。 

 

【木下委員】  それでは、教育委員が参加させてもらった件について報告します。  

 １つ目は、12月26日の第２回総合教育会議に教育委員全員で出席しました。  

 ２つ目は、私、御喜田委員、村本委員が、１月６日の年賀交礼会に出席しました。  

 ３つ目は、同じ３委員で１月９日の八尾市の成人式に出席しました。例年と比べて、今

年の新成人の方たちはご挨拶、市長の話等を含めて非常に静かに聞いていてよかったなと

思いました。  

 

【中山教育長】 ほかに、委員の皆様からご報告ありませんでしょうか。  

  

【御喜田委員】 教育委員としての参加ではありませんが、１月９日にあった平成29年消

防出初め式に出席させていただきました。毎年この出初め式には園児たちと一緒に出席を

しているんですが、子どもたちも、参加された保護者の方も、すごく貴重な経験ができた

ということで、喜んでおられました。  
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【中山教育長】 ほかに、よろしいでしょうか。  

では、次に進ませていただきます。  

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 議案の審議に入ります前に、本日審議いたします議案のうち、議案第３

号の取り扱いについて、お諮りいたします。  

 議案第３号「八尾市立くらし学習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

開とすべきものであることから、本件に係る審議は非公開としたいと思いますが、委員の

皆様、いかがでしょうか。  

 

【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３号につきましては非公開

で審議することといたします。  

 議事進行の都合上、この案件については、他の議案の審議及び報告事項等が終了した後

に行いたいと考えております。  

 それでは、議案第１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。  

 提案理由を今岡教育総務部次長より説明願います。  

 

【今岡教育総務部次長】 それでは、議案第１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、教育委員会議において議決を求めるべきところでありましたが、

府の通知が施行日まで日がなく、急を要したため、教育長に対する事務委任に関する規則

第３条第２項の規定に基づき、教育長が臨時に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。  

 提案の理由ですが、大阪府教育庁より、平成 28年12月27日付で教職企第1923号「市町村

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（準則）の一部改正につ

いて」の通知がありましたものの、施行日が平成 29年１月１日と急を要したため、平成 28

年12月28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あります。  

 改正内容につきましては、新旧対照表をごらんください。第６条、週休日の振替等につ

きまして、校長が行う職員の休暇の処理につきまして、新たに介護時間が追記されました。

介護時間と申しますのは、連続する３年の期間内において、介護のために１日につき２時

間の範囲内で勤務をしないことを承認することができる制度です。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、提案理由とさせていただきますので、よろしく御審

議いただき、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  
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【中山教育長】 この件につきまして、委員の皆様、質疑ございませんでしょうか。  

  

【木下委員】  確認ですが、これは府費教職員についての法令が変わって、このように改

正するということですね。  

 

【今岡教育総務部次長】 はい、さようでございます。府費負担教職員の勤務時間等につ

きましては、府立学校の職員のそれに準ずるということになっておりますので、その影響

があったものでございます。  

 

【村本委員】  １日最大２時間とお聞きしたんですけれども、ということは、例えば５時

で終業だったら３時から帰ってもいいとか、９時から出勤であれば 11時から出勤してもい

いとか、あるいは途中抜けてもいいとか、いろんなバリエーションがあるということです

か。 

 

【今岡教育総務部次長】 この２時間につきましては、勤務時間の始め、または終わりに

連続するようにということでございますので、中抜けという形にはなりません。  

 

【村本委員】  ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。  

 それではこの件につきましては、全委員異議なしということでよろしいでしょうか。  

 

【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１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、原案どおり承認と決しました。 

 次に、議案第２号「（仮称）教育センター構想策定の件」について審議いたします。  

 提案理由を馬場教育総務部次長兼ねて教育政策課長より説明願います。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  それでは、議案第２号「（仮称）教育センター

構想策定の件」について、提案理由の説明を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１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。  

 なお、本構想案につきましては、これまで教育委員協議会においても議論を重ねていた

だいておりますことから、内容を簡略化いたしまして説明させていただきますことをご了

承お願いいたします。  

 それでは、まず１枚めくっていただき、目次をご参照お願いいたします。本構想は、大

きく５つの構成となっており、１つ目が、基本構想の策定にかかる基本的な考え方、２つ

目が（仮称）教育センターの必要性について、３つ目が（仮称）教育センターが担う拠点
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機能、４つ目が（仮称）教育センターの組織運営のあり方、そして５つ目が（仮称）教育

センターの施設整備となっております。  

 次に、１ぺージをご参照お願いいたします。１、基本構想の策定にかかる基本的な考え

方につきまして、１ページから３ページまで記載いたしております。  

 まず、１ページから２ページにかけましては、（１）本市教育行政を取り巻く状況につ

いてを記載しており、①といたしまして、社会経済状況の変化に伴う教育課題、子ども・

教職員への対応、②、学校を取り巻く課題への対応、③、大量退職・大量採用時代への対

応。ページが変わりまして、④、幼児期の教育・保育の充実、⑤、小・中学校９年間の連

続した教育内容の研究、そして⑥、中核市移行への対応について記載させていただいてお

ります。  

 次に、３ページでございます。（２）、国の教育改革の動向といたしまして、教育３法、

教育基本法、学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一部改正、子ど

も子育て関連法の制定等について記載をさせていただいております。  

 次に、４ページでございます。２、（仮称）教育センターの必要性といたしまして、４

ページから６ページの中段にかけまして記載させていただいております。  

 まず４ページですが、研修・研究、教育相談、就園・就学相談、さわやかルーム、教育

に関わる総合的な支援、情報教育の推進についての現状と課題について４ページ、５ペー

ジにわたり記載をさせていただいております。６ページにおきましては、これらの課題に

対しまして、教育センターの必要性についてを記載させていただいております。  

 次に、同じく６ページから 10ページになりますが、３、（仮称）教育センターが担う拠

点機能について記載いたしております。  

 まず、（１）、教職員の研修・支援機能でございますが、基本的な考え方といたしまし

て、１つ目といたしまして、中核市移行基本計画に記されております「八尾市の教職員を

八尾で育てる」をキーワードに、八尾市教育振興計画のめざす子ども像の実現に向けた研

修を実施し、教職員の資質向上を系統的、継続的、効果的に行う教職員を支援する拠点と

することといたしております。  

 また、２つ目といたしまして、学校及び就学前施設のニーズ及び子どもの実態に応じた

指導方法・指導内容など、本市独自のきめ細かな研修内容の実施により、子どもの学習意

欲を高め、生涯の基礎となる生きる力の育成につなぐこと。  

 ３つ目といたしまして、八尾の魅力、歴史・文化・自然・ものづくり等を発信できる教

職員の育成をすることで、授業をはじめとした教育活動を通して、地域に愛着と誇りを持

つ子どもを育成することといたしております。事業展開の方向について、以下記載させて

いただいております。  

次に、７ページでございますが、（２）、教育研究機能についてでございます。基本的

な考え方といたしましては、小中一貫教育、義務教育９年間を見据えた育ちと学びの連続

性・一貫性のある教育、及び幼児教育について研究・実践を進めるとともに、それらの成

果等を将来的に全市に広めることで、本市の教育振興に資するものとし、事業展開の方向

について記載させていただいております。  

 次に、８ページでございます。中段、研究拠点校の指定におきましては、高安中学校区、

桂中学校区を指定し、小中一貫教育等の研究を推進していくものでございます。あわせて、
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（仮称）研究拠点校連絡会議の設置、研究園の指定についても記載させていただいており

ます。 

 次に、９ページでございます。（３）、教育情報・資料の収集・提供機能についてであ

りますが、基本的な考え方といたしまして、教育情報の収集・提供を行う機能を強化し、

教育情報のデータベース化による教員への迅速な情報提供と発信ができるよう環境整備を

行うものとし、事業展開の方向について以下記載させていただいております。  

 次に、（４）教育に関する総合的な相談、支援の機能についてでございますが、基本的

な考え方といたしまして、相談施設規模の拡大、施設環境の充実等により、より丁寧な保

護者支援、子ども支援、学校支援の拠点とし、事業展開の方向について以下記載させてい

ただいております。  

 次に、10ページでございます。（５）、特別支援教育の推進機能についてでありますが、

基本的な考え方といたしまして、特別支援教育を推進し、本市におけるインクルーシブ教

育システム構築に向け、「共に学び共に生きる」教育を基本として特別支援教育の充実を

行うものであり、事業展開の方向について以下記載させていただいております。  

 次に、（４）、（仮称）教育センターの組織運営のあり方についてでございますが、組

織の基本的な考え方といたしましては、先進的な教育研究や教職員への研修をはじめとす

る諸機能が効果的に発揮され、教育効果として確実につなげていくための組織運営が重要

であることとし、具体的な体制といたしましては、センターの所長のもとに副所長を配置

し、大きく総務部門と、学校支援部門の２部門に分け、総務係、研究・研修係、相談・支

援機能の３係体制とするものでございます。  

 次に、12ページでございます。５、（仮称）教育センターの施設整備におきましては、

施設整備の考え方といたしまして、平成 30年４月の開所に向けて、旧高安中学校の敷地内

において、耐震補強工事をすることなく転用可能であることから、この利点を生かし、既

存施設を一部改修して整備するものです。また、（仮称）教育センターが担う拠点機能に

応じて、施設の充実を行っていくものでございます。  

 また、（２）、高安地区に設置するメリットといたしまして、本市教育振興の先進校、

フロンティア校であります高安小・中学校に隣接する旧高安中学校の敷地に（仮称）教育

センターを設置することにより、研究、研修活動において相乗効果が図られ、本市の教育

振興に資するものとなること。また、②、高安中学校区は、歴史的資源が数多く残されて

おり、また、自然や環境をテーマとする活動も活発に行われている地域であり、こうした

地域資源を活かし、教育研究、研修、教育相談、不登校児の支援を充実できること。③と

いたしまして、地域との連携のなかで、既存施設を有効に活用した高安地域のまちづくり

に資するものとなることといたしております。  

 最後に、13ページの（３）でございます。設置に係る課題とその対応についてですが、

立地上の条件に対する対応につきまして、通所に係る負担軽減策について記載をさせてい

ただいております。  

 ※印でございます。なお、今後、議論が進められております（仮称）子どもセンターの

検討にあわせまして、関係部局と連携、協議をしていくということを記載させていただい

ております。  

 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願いい
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たします。  

 

【中山教育長】 この間、教育委員の皆様方とは事務局の考え方もお示しするなかでご協

議を重ねてきましたが、本日議案としてセンター構想案として上がってまいりました。こ

のことについて、今から委員の皆様に質疑いただくことになります。どうかよろしくお願

いいたします。  

 

【村本委員】  今回の教育センター構想は、平成 30年度の中核市移行とどのようにかかわ

るのでしょうか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  中核市移行にかかわりまして、現在大阪府が実施し

ております法定研修等を本市で主体的に実施することができるようになります。このこと

を一つの契機と捉えまして、八尾市の教職員を八尾で育てるという考えのもと、教職員の

資質向上を系統的かつ継続的、また効果的に支援する拠点として教育センターを位置づけ

てまいりたいと考えております。  

 また、八尾市教育振興計画のめざす子ども像であります、未来を切り拓くチャレンジす

る八尾っ子の育成の実現に向け、教育の総合力を高め、教育相談や支援機能を一層充実し

てまいりたいと考えておるところです。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。中核市に移行することを一つの契機として考え

ているということでよろしいでしょうか。   

ほかに質疑続けてお願いします。  

 

【村本委員】  今後、中核市移行に伴う法定研修等の実施にかかわって、研修の数はどの

ぐらい増加しますか。  

 また、その増加についてどのような体制で臨むことになるのですか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  現在、大阪府が実施しております法定研修が約 140

回ございます。また、希望者募集研修につきましては、平成27年度実績で約70回の研修を

八尾市の教職員が受講しております。これらを合わせますと、約 210回の研修が増加する

予定であります。現在、これらの中核市移行にかかわりましては、八尾市として体制づく

りとともに人員の適正配置など、検討を行っているところでございます。  

 

【中山教育長】 かなりの数が体制づくりとしては必要になってくるかと思いますが、ど

うですか。  

 

【村本委員】  八尾市と大阪府教育センターとの関係性は平成 30年度以降に変わることが

あるのですか。  

 

【中山教育長】 この件は、大阪府の教育センターと密接に関係があるのですが、どう変
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わるのかお願いします。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  大阪府の教育センターとの関係性につきましては、

これまでも本市が大阪府教育研究所連盟加盟機関ということで、大阪府とともに大阪府の

教育の振興に資するための情報交換、あるいは研究等を教育内容のことについても研究を

連携して行ってまいりました。平成 30年度の中核市移行後におきましても、この関係性に

つきましては変わることはございません。  

 

【中山教育長】 関係は変わらないということですね。  

 

【村本委員】  それでは、高安地区で設置されるメリットについても少しお話をいただき

たいのですけど。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  高安地区で開設する上でのメリットといたしまして

は、フロンティア校としての高安小中学校が隣接している点とともに、高安地区の地域資

源であります歴史遺産や産業、自然環境が整っている点があります。そのメリットを生か

して、高安小中学校と一体となって小中一貫教育をはじめとしたより実践的な研究を進め、

その成果を市内の学校に共有するとともに、教職員の資質向上にも取組んでまいりたいと

考えております。  

 また、地域資源を活用した研修内容の充実とともに、教育振興計画にもございますけれ

ども、郷土を愛する子どもの育成などに反映させるとともに、豊かな自然環境等を生かし

た不登校対応の研究や教育相談の充実を行ってまいりたいと考えております。  

デメリットとしましては、教育センターの場所が市の中心部ではないため、現在の教育

サポートセンターに比べると教育相談などの来所に時間がかかることが上げられます。こ

の点につきましては、来所を相談の原則としつつ、状況に応じて市役所の本庁等の会議室

を活用して対応してまいりたいと考えております。  

 

【中山教育長】 また、このほかの質疑の中でもこの点に関しては重複しての質問もある

かと思いますが、他の委員の皆様からこの案につきまして質疑いただけたらと思います。  

 

【木下委員】  中核市への移行ということで、先ほど説明があったように研修が非常に増

えるということは、大きな課題の一つになると思うんですが、従来から教育サポートセン

ターで研究も進められてきたと思っています。なおその研修の増加以上に教育センターと

して研究機能を充実していかなければならないとお考えになっている内容をもう少し詳し

くお話しいただけますでしょうか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  ただいま委員からもご指摘いただきましたように、

研究機能につきましてはこれまでも研究指定校での取り組みでありますとか、研究協力員

を活用した研究は進めてきたところであります。先ほど申しましたように、この中核市移

行で研修が増えることをチャンスと捉えて、八尾市全体の教育をトータルに考えていきた
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いと考えております。その上で、より実践的な研究の推進を図っていき、それを研究、研

修という流れで生かしていけるような、そしてまたそれが教職員の資質向上につながって

いくよう行ってまいりたいと考えております。  

 

【木下委員】  それに加えてもう少し新しい研究体制について説明をお願いします。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  具体的には、研究拠点校を中心に小中一貫教育の研

究、また次期学習指導要領改訂を踏まえた授業改善の研究等をふくめ、本市におけるさま

ざまな教育課題について調査研究を行ってまいりたいと思います。  

 また、その成果を広く発信するとともに、市内各学校で共有することで、本市の教育振

興に資するものとしたいと考えております。  

 また、そのためには教育に関する専門的な知識を有する職員の確保が必要であると考え

ております。  

 

【中山教育長】 今、所長が申しましたように、本市の教育振興に資するものであり、し

っかりと進めていきたい、そこが大きな部分だと思います。いかがでしょうか。  

 

【木下委員】  現在ですね、文科省の事業について、例えばアクティブラーニングであっ

たり、あるいは道徳の教科化であったり、新しい課題が次々と出されているわけです。そ

れにこたえる教員を養成するというのは大きな課題ですが、その上で八尾市に同一敷地内

の小中連携校ができたから、ここを教育研究拠点にしていこうというのは一つの考え方で

すが、それだけ多くの課題がある中で、もう一つ桂地区に同じ形のをとられる理由は何で

しょうか。ほかのところの課題はないのでしょうか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  まず、この同一地区にある高安小中学校を選定しま

したのは、一つは言っていただきましたように小中連続性のあるカリキュラムに基づく研

究を進めていただいている、もう一方で隣接して教育センターがあるというところでは、

今、委員からご指摘いただきましたようなさまざまな課題について、隣接する地の利を生

かした実践的な内容がすぐに行えるのではないかという所にあります。新しい教育課題の

研究について指導主事が隣接しておりましたらすぐ隣の高安小中学校に出向いていくこと

も可能になりますし、実践的な研究が可能になってまいります。一つ大きな点は施設一体

型を生かした部分の研究、そしてもう一方では本市のさまざまな教育課題について、先進

的に進めていく場所としても非常に有効ではないかと考えております。  

 もう一方で、桂小学校、北山本小学校、桂中学校を設定いたしますのは、従前から桂中

学校区は小小連携、小中連携に熱心に、進めていただいておりまして、新たに中学校区単

位で学びの共同体を活用した、いわゆる授業改革に積極的に取り組んでおられます。私も

何度か授業を見せていただきましたが、今後、本市として施設分離型の小中一貫教育を進

める上での研究を進めていく、あるいはさまざまな教育課題について、高安小中学校とは

違った視点で研究を進めていくうえで、まさにこの桂中学校区はいろんな形での研究成果

が上がってくるのではないか、そしてまたそれを発信していけるのではないかというとこ
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ろを期待して、桂中学校区をもう一つの拠点校として考えております。  

 

【木下委員】  小中連携のタイプの２つのありようとして選ぶということは、それは形式

としてはわかりますが、これだけの課題がある中で、小中連携のポイント、要するに例え

ば桂地区で学びの共同体でやられるとすれば、アクティブラーニングに重点を置くという

ような研究内容の重点が要るのではないでしょうか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  まさに委員ご指摘のように、そういうあたりを今後

平成30年のセンター開所に向けて、もう少し具体的な部分、研究のテーマのあたりは絞り

込んでいきたいと思っております。ご存じのように次期学習指導要領改訂に向けて、いろ

いろな新しい学び方であったり、教科化される小学校の外国語活動であったり、いろいろ

なものが上がってきております。そのあたりも30年を待たず、今現在も進めておりますけ

れども、一方で、効果的な研究の進め方、それから発信の仕方という点で、桂中学校区で

の取り組みや高安小中学校に期待しておるところであり、一定いろんなテーマを整理して

いきたいと思っております。  

 

【木下委員】  いろいろお考えのことがよくわかりましたが、これは全く私の考えですが、

研究内容とテーマは絞り込まないと成果は見えない、あれこれやりましたで終わってしま

う可能性があるので、できるだけポイントはどこなのかというところはぜひ今後も開設に

向けてご検討願いたいと思います。  

 それで、今のご回答の中で、高安地区に行くメリットは少し見えたのかなというふうに

思いますが、デメリットもあるのではないのかと、先ほどもお話が出ていましたように、

高安地区行くメリットとデメリットを今どう捉えられてるか、全体的にお話いただいて、

デメリットをどうされるおつもりか、もし聞かせていただけるならお願いします。  

 

【中山教育長】 先ほど村本委員からもご質問があったのですが、そこが一番課題として

上がってくると思いますので、事務局よろしくお願いします。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  高安地区に移るメリットとして一番大きな点は、高

安地区の歴史遺産、それから自然を活用した研修ができることです。今年度は初任者研修

で高安地区をオリエンテーリングという形で歴史遺産をめぐっております。そういう研修

を通して、肌で八尾市のよさを感じていただいて、教職員の中からも八尾は都会だと思っ

ていたけれども、すごく歴史的な価値のある地域だと初めてわかったとか八尾がすごく好

きになったという感想もございまして、八尾を愛する子どもを育てるには八尾を愛する教

職員を育てることから始めなければならないと思っております。そういう意味では、高安

にいくことで研修を行うたびに高安地域に教職員が集まり、そして今回も感想でありまし

たが、休みの日に高安地域で歴史の勉強をしたり研修の帰りにそのあたりの歴史遺産を回

られたりだとか、そうやって八尾を学んでいただくというのは非常に効果があるのではな

いかと思っているのが１つ目です。  

 もう一点は、いわゆる不登校支援という観点でも、現在は不登校相談、あるいは発達相
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談は、建物の中に限られた環境でのカウンセリングなどを行っていますが、旧高安中学校

であれば、広い敷地内に芝生の敷かれた中庭もございますし、あるいは近隣の農園ですと

か、そういうところも活用しながら、自然環境を生かして子どもたちが伸び伸びと心を広

げることができるような教育相談を行っていけるのではないかと、そういう意味で高安地

域を考えたところでございます。  

デメリットとしましては、中心部ではないというところが上げられると思います。特に

相談に来られる方の交通というところで、現在も車で来られている方は多数いらっしゃい

ますが、自転車で来られている方、あるいは高安に行くことによって非常に遠くなる方に

つきましては、八尾の中心部のあたり、特に市役所の会議室であったり、できるだけ場所

がその都度変わらない、常に使える場所というのを今後検討してまいりたいと考えており

ます。 

 

【御喜田委員】 今の話からも繋がりますけど、教育相談であったり就学相談に行かれる

保護者の方は、毎年多くなってきていると思うんですね。サポートセンターに行かれてい

る保護者の方も増えているとお聞きしているので、そういった方が遠くなったことで、や

めておこうかとか、行かないでおこうと思わないように、いろいろ対応は考えておられる

とは思うんです。  

 あとほかに、さわやかルームというのも機能の一つとしてあると思うんですけど、これ

は子どもたちがその場所まで直接行くということで、先ほどから何回も出てるように、デ

メリットの一つとしての遠さという部分がかかわってくると思うんですが、そのことに関

して教えていただきたいと思います。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  ご指摘のとおり、さわやかルームに通ってきている

生徒は主に自転車で現在は通っておりますので、高安地域に移転することで近くなる生徒

もいますが、通いづらくなる生徒も出てくると思います。そういう子どもたちが来づらく

ならないように、通学の手段、交通手段についてはそうならないような方策を十分検討し

てまいりたいと考えております。  

 

【御喜田委員】 お願いですけれども、施設が充実していろいろ大きくなって、これまで

ではできない環境の中で子どもたちやお母さん方も相談に行けたり、毎日通えたりという

ことがあるとお聞きしたので、今までよりも丁寧に保護者の支援や子どもの支援ができる

ようにお願いしたいと思います。  

 もう一つ、私から、幼児教育の振興についてお聞きしたいんですけど、教育センター構

想案の２ページのところに、幼児期の教育であったり、幼児期の教育、保育の充実の必要

性や考え方が書いてあるんですが、今後教育センターは幼児教育の振興についてどういっ

た機能を発揮するのか教えていただけますか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  教育センターは、平成31年度に開園される公立の認

定こども園の教育内容を充実させていくとともに、市内の就学前施設の幼児教育に関する

事業、研修、それから研究等を集約し、国等の先進的な取り組みについて収集した情報等
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も提供していくなど、関係部署等とも連携を図りながら、本市の幼児教育の充実に向けて

取り組んでまいりたいと考えております。  

 

【中山教育長】 幼児教育については学校教育部も引き続きしっかりと幼児教育の充実に

向けて取り組むという姿勢でよろしくお願いします。  

 

【木下委員】  研究拠点校の先ほどの質問にかかわってなんですが、研究拠点連絡会議を

設置しようと、仮称で既に上がってるんですが、これの構想はもうかなりできてるんでし

ょうか。できていればお聞かせください。  

 

【中山教育長】 所長、お願いします。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  研究拠点校連絡会議ということで、これは関係する

もちろん拠点校の学校関係者といいますか、研究主任など各校で中心になって進めていた

だいている先生方と、センターの指導主事と、テーマに沿った学識等、専門家の方、また

内容によりましては関係部署の職員であるとか、そういう方々に入っていただいて定期的

に研究の内容や方向性を確認する会議を考えております。  

 

【木下委員】 年に何回ぐらいを考えられているんですか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  年に二、三回開催を基本とし、その方向性の確認と、

中では見えていないご指摘だとかご助言だとかいただく場と考えております。  

 

 

【中山教育長】 ７ページにも書いていますけれども、研究拠点校どちらも大学等との専

門機関との連携も今も既にやっていただいていますし、また学識も入っていただくことで

進んでいくかとは思っていますが、近畿大学や、大阪経済法科大学等々と、連携・協力し

てやっていくということを、これによってさらに進められるのではないかと思っておりま

す。 

 ほかにご質問ございませんでしょうか。  

 

【御喜田委員】 この構想案にも書いてあるんですが、教育センターの施設整備というこ

とで、平成30年の４月に向けて開所するということですが、今後のスケジュールなどを教

えていただけますか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  今後につきましては、本委員会で策定のご決定

をいただいた後、本年の３月の市議会において教育センター構想についてご報告をさせて

いただくとともに、整備等の関連予算をあわせてご提案させていただきたいと考えており

ます。 

 また、（仮称）教育センターに係る関連条例が必要になってきますけれども、これらの



－13－ 

整備につきましては、年度がかわりますけれども、本年の 12月の市議会をめどとして準備

を進めてまいりたいと考えております。新年度に入りまして、教育委員協議会、また委員

会において条例の整備についてもご議論をお願いしたいと思っており、このような取り組

みを進めまして、平成 30年４月の開所に向けて取り組みを行ってまいりたいと考えており

ます。 

 

【中山教育長】 本日、議決いただいたら、３月議会で構想について報告が出ていくとい

うことで、よろしくお願いします。  

 

【御喜田委員】 では市民に対してはどれぐらいの時期にどういった形で知らせていくの

かというのも教えていただけますか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  市民へのＰＲの方法はこれから協議していかな

いといけないと思っております。先に申し上げました３月市議会への報告、また関連予算

の議決を受けまして、周知について、教育委員会内でどのようにお知らせをしていくのか

について、時期、内容についても検討していきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 八尾市の教員を八尾で育てるというこの強い思いのもとに説明もいただ

いているのですが、確かに府教育センターの研修が八尾に来るということで、少なくとも

１日に２つ、３つの研修が３時半以降行われ、 100人から200人、もっと多くなるかもしれ

ませんが、先生たちの出入りが高安地区にあるということで、人の流れも変わるかと思い

ます。そういうこともメリットにつなげていけたらいいなとは思います。  

 事務局、補足等よろしいですか。  

  

【靍原学校教育部長】  教育委員会事務局といたしましては、この度の教育センターは

非常に大きな一歩であるというふうに考えております。特に先ほどからご説明させていた

だきましたけれども、子どもをどう変えたい、どう変えるかというところが一番大事な点

であると考えているところであります。当然、教員の資質向上ということはそれにつなげ

るということでございまして、今回我々の一番最終的な目指すところは、生きる力の育成

であります。とりわけ社会経済状況が変化している中で、今求められているいわゆる未来

を切り拓くという、たくましく生きる力というものを目指しながら、教育センターで一歩

を踏み出していきたいと思っています。  

 また、そのためには当然先ほどの繰り返しになりますが、八尾の先生を八尾で育てる、

そのために教育センターが核となって進めていきたい、それをチームの学校力ということ

につなげる中で、さらに教育の充実につなげていきたいと考えております。そしてまたセ

ンターの相談機能等々の充実を図って、保護者や子どもの支援をしっかりとしていきたい

という思いで進めてまいりたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 それでは、ただいまの提案理由、質疑等を踏まえまして、委員の皆様、

よろしいでしょうか。  
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 採決に移らせていただきます。議案第２号につきまして、原案どおり可決することにご

異議ございませんでしょうか。  

 

【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２号「（仮称）教育センタ

ー構想策定の件」につきまして、原案どおり可決といたします。  

 引き続きまして、議案第４号「八尾市就学援助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、辻内学校教育部次長兼ねて学務給食課長より説明願います。 

 

【辻内学校教育部次長兼学務給食課長】  それでは、議案第４号「八尾市就学援助規則の

一部改正」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

 本件は、八尾市就学援助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。  

 提案の理由につきましては、就学援助申請を審査するに当たり、関係機関での必要な個

人情報の閲覧について規定を設けることにつき、規則の一部を改正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、お手元配付の八尾市就学援助規則の一部改正新旧対照表をごらん願います。

改正の内容でございますが、八尾市就学援助規則の第５条に「委員会は、審査にあたり、

申請者からの同意に基づき、関係機関に地方税関係の書類及び住民基本台帳の閲覧又はそ

の他の協力を求めることができる。」という１項を加えるものでございます。  

 今回の改正内容に関しましては、これまでは、就学援助の認否決定のために就学援助費

支給申請時に住民税課税台帳等を確認することに対する申請者の同意を求め、それに基づ

いて、当課から関係課への個人情報の提供を依頼しておりました。業務遂行におきまして

は、これまでも特に問題はございませんでした。このたび、本規則が制定され約 40年が経

過し、昨今の法令遵守の考え方や他市の法令等を勘案した結果、情報提供の依頼側と提供

側の双方において、法令に基づいた業務として明確化する必要性を鑑み、本市就学援助業

務の根本となる就学援助規則に、この項目をつけ加えるものでございます。  

 なお、本規則は平成 29年４月１日から施行す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けれども、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いたします。  

 

【中山教育長】 この件につきまして、質疑ございませんでしょうか。  

  

【御喜田委員】 確認ですけれども、改正案の中に地方税関係の書類及び住民基本台帳の

閲覧またはその他の協力を求めることができると書いてあるんですが、今までもこのよう

就学援助を受けられるかどうかという審査を行っていたけれども、今回、規則の中にこの

文言を入れることになったということで、間違いないですか。  
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【辻内学校教育部次長兼学務給食課長】  はい、今言っていただきましたとおりでござい

まして、法令に基づいた業務として明確化するということが今回の規則改正の内容でござ

います。  

 

【中山教育長】 説明にもありましたように、今までもご本人の申請のときにはそこには

同意をいただいていたということがこうして明記されたということで、よろしいでしょう

か。 

 

【御喜田委員】 あと、八尾で就学援助を受けている子どもさんは大体どれぐらいいらっ

しゃるのか、教えてもらえますか。  

 

【辻内学校教育部次長兼学務給食課長】  平成28年11月末現在でございますけれども、要

保護者を含んで、小学校で 3,530人程度、中学校で2,170人程度、全体で5,700人程度で、

これは児童生徒数合計の27.7％に当たる数字でございます。  

 

【木下委員】  結構多いと思っているのですが、大阪府下の他市等と比較していかがなも

のかとか、あるいは傾向として増えてきているのかそうではないのか等、現状のこの数字

の読み方がわかれば教えていただきたいと思います。  

 

【辻内学校教育部次長兼学務給食課長】  手元にきっちりした数字の資料がございません

けれども、大阪府下平均より八尾市は少し認定率が高いほうという状況になっております。

傾向といたしましては、これも正確な分析はできておりませんけれども、まず全体の児童

生徒数が少なくなっていることは事実としてある中で、 26年度と27年度を比較しますと、

児童生徒数の減少は大体２％ぐらい減になっておりますが、就学援助の認定者数は大体

６％ぐらい減ってきているということで、児童生徒数の減少よりも、認定者数の減の方が

大きいという状況でございます。そのひとつの要因として、所得が上がったということも

考えられるのではないかと思っております。  

 

【中山教育長】 木下委員のご質問に対しては数値等わかりましたら提供させていただく

ということでよろしいでしょうか。  

 ほか、質疑なければこの件に関しまして、質疑を終わらせていただきたいと思います。  

 採決に移らせていただきます。議案第４号につきまして、原案どおり可決することにご

異議ございませんでしょうか。  

 

【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４号「八尾市就学援助規則

の一部改正の件」について、原案どおり可決いたしました。  
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｛報告事項｝ 

 

【中山教育長】 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。  

 「学校における児童・生徒の安全対策について」、菊池指導課長より報告願います。  

 

【菊池指導課長】  それでは、学校園における児童・生徒の安全対策について、まず初め

に２学期中における学校活動中の事故報告について、口頭にてご報告いたします。  

 ２学期中の骨折事故件数については、小学校で 67件、中学校で84件でした。その内訳に

ついてですが、小学校の骨折 67件のうち、クラブ活動中が 10件、体育の授業中が 25件、休

み時間が22件、その他が10件となっております。中学校については、骨折 84件のうち、ク

ラブ活動中が 40件、体育の授業中が 26件、休み時間が11件、その他が７件となっておりま

す。また、救急搬送した件が小学校で１件、中学校で１件でした。いずれの件についても、

現在は順調に回復し、登校している状況でございます。  

 次に、検証委員会より教育長に対して報告がされました第６回八尾市運動会・体育大会

における組立体操事故検証委員会の内容について、事務局より口頭にてご報告いたします。 

 第６回検証委員会は、去る 12月14日に開催されました。まず、今年度の運動会・体育大

会の実施状況及び学校における安全対策についての案件が議論されました。各委員より、

「学校全体が情報共有し、組立体操に対する意識や、安全に対する意識が高まった」、

「各校が工夫を凝らした内容を実施し、児童、生徒は達成感を得ることができた」といっ

たご意見とともに、アドバイザーからは、「安全に対する意識を高めることを実技指導を

交えて指導した」、「安全対策についてはさらに向上させるという視点に立って充実させ

ることが必要である」等のご意見をいただきました。  

 次に、今後の学校における安全対策についての案件が議論されました。各委員からは、

「今年度のような緊張感のある取り組みを継続できるかが大きな課題である」、「検証委

員会の設置目的はおおむね達成できたが、より安全な教育環境づくりという視点で、さら

に議論する必要がある」等の意見が出され、アドバイザーからは、「学校安全については、

市全体で議論する場は今後も必要であるが、各学校でも議論する場が必要であり、学校全

体で緊張感を持つことが必要である」等のご意見をいただきました。 

 そして最後に、今後の検証委員会のあり方について、２点確認がなされました、１点目

は、安全な教育環境づくりという視点での論議は今後も必要であるが、組立体操事故検証

委員会としての役割は一定終えたものと考え、本検証委員会は第６回をもって終了すると

いうこと。２点目は、本検証委員会の議論を引き継ぎ、定期的に学校安全について総括す

る会議を教育委員会事務局として開催し、その内容については、教育委員会や協議会でご

報告すること、でございます。  

 今後は、組立体操に限らず、学校活動中の事故等を含め、学校の安全な教育環境という

視点で総括会議を行い、教育委員の皆様には教育委員会議または教育委員協議会の場で正

式にご報告申し上げたいと考えております。  

 以上、甚だ簡単ですが、第６回検証委員会のご報告とさせていただきます。  

 

【中山教育長】 以上の報告につきまして、委員の皆様から何かございませんか。  
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 今後も、教育委員会議や協議会等で報告を続けていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。  

  次に、全国学力・学習状況調査について、報告をお願いします。 

 

【菊池指導課長】  それでは、全国学力・学習状況調査について、府教育庁から問い合わ

せが来ておりました件につきまして、口頭にてご報告させていただきます。  

 先の定例教育委員協議会において、全国学力・学習状況調査の個票データ等の公表・貸

与についてご協議いただきましたとおり、児童・生徒の学習状況及び生活習慣の改善や、

教育施策の改善に資するためにも、全国学力・学習状況調査の個票データの公表・貸与等

について協力することを府への回答といたしましたので、ご報告いたします。  

 以上でございます。  

 

【中山教育長】 先に協議させていただいたとおり、府に報告を上げたということで、よ

ろしくお願いします。  

 報告事項は以上ですが、事務局から何かありますでしょうか。  

 なければ、これをもって公開審議を終わらせていただきまして、議案第３号に入らせて

いただきたいと思います。  

 それでは、議案第３号「八尾市立くらし学習館の指定管理者指定の市議会議案提出の

件」について、審議を行います。  

 なお、本審議は冒頭にお諮りいたしましたとおり、非公開で行います。  

 

(以下、非公開審議) 

 

【中山教育長】 議案第３号につきまして、審議を始めますので、提案理由を南課長より

説明願います。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第３号「八尾市

立くらし学習館の指定管理者指定の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、八尾市立くらし学習館の指定管理者を指定するについて市議会に

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、

委員会の議決をお願いするものであります。  

 提案の理由でございますが、八尾市立くらし学習館の指定管理期間が平成 29年３月31日

をもって満了するため、次年度以降の新たな指定管理者を指定する必要がありますので、

本案を提出するものでございます。  

 八尾市立くらし学習館の指定管理者選定につきましては、昨年度の時点で、昨年度末の

時点では公募の予定でありましたが、今年度当初より本市の行財政改革全体の中で、指定

管理者制度導入の施設のあり方の見直しを進めることとされ、八尾市立くらし学習館もそ

の対象の一つとなり、選定方法を含めて検討を進めてきたところであります。  

 その検討の結果といたしまして、選定方法については公募によらない候補者の設定、つ

まり、非公募とする考えをまとめ、昨年の夏に教育委員の皆様にご説明させていただき、



－18－ 

また、市議会にも９月の文教常任協議会でご報告をさせていただいたところであります。  

 非公募とする理由といたしましては、八尾市立くらし学習館の施設における本市の生涯

学習を進めている政策的な位置づけと過去の公募の経過等を踏まえ、現指定管理者が施設

の特性に応じた生涯学習講座を開催することにより、市民が主体的に学ぶといった効用の

発揮と安定した管理運営を行ってきたこと、さらに、市内各地域において、地域活動と密

着したこの期間の実績、そして選定に係る事務の効率化などを勘案した結果、本市の指定

管理者制度に関する条例等で定める非公募による場合の要件に合致するものと考え、非公

募とすることといたしました。  

 それでは、お手元配付、資料①、八尾市立くらし学習館の指定管理者の候補者の選定に

ついて、ごらん願います。まず、選定経過につきましては、先のご説明したとおり、非公

募としての選定を行ってきたところであり、選定方法としては、「生涯学習施設に係る八

尾市教育委員会指定管理者選定委員会を開催し、10月３日に第１回目の会議で選定要項等

の審議・承認をいただき、 12月12日の第２回の会議で提案書の評価・採点等を行い、指定

管理者候補者の選定を行ってきたところであります。選定の結果、合計得点 500点満点で

401点を獲得したことから、特定非営利活動法人関西消費者連合会・八尾市女性団体連合

会を候補者として選定しております。  

 選定につきましては、資料②の名簿にお示ししております学識経験者等の５名の委員か

らなる、生涯学習施設に係る八尾市教育委員会指定管理者選定委員会を開催し、資料③の

選定評価指針２、選定の視点でお示ししております、八尾市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例第４条における選定基準５項目によって、総合的な評価がなされ

ました。その結果、資料④の評価集計表にお示ししておりますとおり、500点満点中401点、

得点率では 80．2％を得た特定非営利活動法人関西消費者連合会・八尾市女性団体連合会

を指定管理者候補に選定いたしました。  

 選定に当たって委員会の講評といたしましては、資料⑤、選定委員会による講評にお示

しのように、市民ニーズに応じた生涯学習振興に資する提案となっていること、くらし学

習館を拠点に市内各地域で生涯学習を展開する方向性が市が進める地域分権の方向性と合

致していること、さまざまな機関との連携や団体の組織力を生かした事業展開などが評価

され、施設の設置目的が達成される管理運営が期待できるものとして認められたものでご

ざいます。  

 なお、資料⑥として、団体から提出されました事業計画の概要書を、また資料⑦といた

しまして、くらし学習館指定管理者選定要項を、資料⑧といたしまして、くらし学習館管

理運営業務仕様書を配付させていただいておりますので、あわせてご参照願います。  

 以上、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。何とぞよろしく

ご審議いただき、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 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、この件に関

しまして質疑よろしくお願いいたします。  

 

【木下委員】  くらし学習館を指定管理者として評価してきましたということですが、今

回ここを非公募とした経緯について、確認を含めてもう一度、非公募にしたということに
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焦点を当ててご説明願えたらありがたいです。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  非公募とした理由といたしましては、先ほどの説明にあり

ますように、本市の施設の政策的な位置づけと、過去の公募の経過等踏まえて、現指定管

理者が行ってきた取り組み内容等々を評価させていただいております。ただ、もう少し具

体的なお話をさせていただくと、まずこのくらし学習館という施設自体ですけども、設置

目的といたしましては、市民の生涯学習を推進するとともに、教育環境、消費者教育、防

犯・防災教育、食育など、社会の要請の強い公共課題に対して市民が主体的に学び、その

成果をまちづくりに生かすことを目的とした施設となっております。つまり、この施設の

設置目的を達成するために、団体自身が行っております日常の相談業務であったりとか、

実際運営されている団体が非常に女性の目線、主婦の目線というさまざまな生活者の目線

での情報を得ながら、どういったことを市民に対して講座、生涯学習を進めていくかとい

うところを非常に十分加味されまして、そういったさまざまな暮らし、生活に結びついた

生涯学習の講座を展開されてきておられます。その中でも、ダイヤモンド大学、生活大学

といった消費者問題や暮らしに役立つ講座というものを開催していただき、年間予定を超

える、2,000人を超える市民が受講されています。  

 また、子どもを対象といたしましても、子ども消費者教室であったり、昨今の問題とな

ってます高齢者の詐欺被害に関する防止に関する講座とか、さまざま日常生活の中で見え

てくる、さまざま八尾市民の中で起こっています消費にまつわる、暮らしにまつわる講座

を開催されてきたということであったり、それと今、市が進めておる、学んだことを地域

に還元するということで、このくらし学習館のさまざまな講座で学んだことを発表する場

を設けておるということもありますし、それとそういう学習を発表するという場以外にも、

相談業務を行っていただいておりますが、年間 2,000件を超える電話なり来館での相談を

受けておられて、それにつきましてもこの団体が有しております行政内部との関係、また

警察であったり、国のさまざま関連、関係機関にその相談業務を、対応をつなぐというん

ですかね、実際に高齢者のそういう被害の相談があった場合は、それの内容に適した部署、

機関につないでいただいていると、そういったさまざまなこれまでの取り組みの結果を総

合した中で、この団体が、このくらし学習館において、本市が期待している設置目的を最

も発揮してきた実績があると一定判断をさせていただいたところでございます。  

 

【木下委員】  非公募とされるに当たって、何か今回新しい取り組みは提案されているん

ですか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今回、非公募とさせていただいておる中で、幾つかまたこ

の仕様書の中でも明記させていただいております。その中では、今現在市が進めておりま

すさまざまな重点施策、女性の活躍であったりとか、将来を担う子どもたちの育成、そう

いった幾つかの市が示しております重点的な課題に応じた新しい事業展開、当然これは施

設の設置目的の合致する範囲の中で事業を展開していっていただきたいということもござ

いますし、また、市が進めている地域分権の方針に沿って、くらし学習館という施設だけ

ではなくて、市内のさまざまな地区の女性会、団体が持っています力を生かして、くらし
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学習館で学んだこと、くらし学習館でやろうとしていることを市内各地区でも取り組むよ

うな講座を開催していただきたいということと、それと市が先ほど申したように、学んだ

ことをもう少し地域に還元するということで、これは発表の場だけではなくて、くらし学

習館で学んだことを、大きな発表の場ではなくても、近所のネットワークの中でその学ん

だことを情報を広めていく、そういったことを展開いただくということで、幾つかの市の

中での仕様書の中で明記させていただいて、それに応じた事業提案いただいております。  

 また、非公募とさせていただいておるんですけども、このくらし学習館が取り組んでい

る事業展開について、まだまだ市内全域にまだ知られてない課題も十分あるかと思ってお

りましたので、そういったくらし学習館がより市民に使っていただき、くらし学習館の取

り組みがより市内全域に広まるような広報であったりとか、市民が使いやすいような施設

の運用の仕方といったところも今回の非公募の中で新たに事業提案いただいております。  

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 それでは、ないようですので採決に移らせていただきます。議案第３号につき、原案ど

おり可決することにご異議ございませんでしょうか。  

 

【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３号「八尾市立くらし学習

館の指定管理者指定の市議会議案提出の件」について、原案どおり可決いたしました。  

 以上をもちまして本日の議事は全て終了いたしました。 

 それでは、１月定例教育委員会を終了いたします。  

 

 

 

 


