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八尾市教育委員会７月定例会会議録 

 

【寺前委員長】 みなさん、おはようございます。ただいまより教育委員会７月定例会を

開催いたします。よろしくお願いします。 

 まず、教育委員会６月定例会会議録の承認について審議いたします。 

委員の先生方、何かご質疑がございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 全委員ご異議なしと認めます。よって、６月定例会会議録について承認

と決しました。 

 

 それでは、次に委員長報告を私の方から行いたいと思います。 

（委員長報告） 

６ 月 2 6日 （ 木 ） 

 

７ 月 ５ 日 （ 土 ） 

７ 月 1 0日 （ 木 ） 

７ 月 1 5日 （ 火 ） 

７ 月 1 6日 （ 水 ） 

午後３時30分より、教育委員、校園長会役員及び事務局部長級職員と

の懇談会に出席。 

午後５時より、八尾美術展表彰式典に出席。 

午後２時より、社会を明るくする運動街頭キャンペーンに出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時より、平成21年度使用八尾市立学校教科用図書選定委員会答

申の手交式に出席。 

 

【寺前委員長】 続きまして、教育長報告について、中原教育長よりお願いいたします。 

開 催 年 月 日  平成２０年７月２２日（火） 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

寺前 委員長 

篠原 委員長職務代理者 

百瀨 委員 

山本 委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

岡村教育次長兼学校教育部長・浦上教育推進担当部長・藤田生涯

学習部長・濱野教育委員会理事・杉分学校教育部次長兼総務人事

課長・中山学校教育部次長・倉本生涯学習部次長兼生涯学習スポ

ーツ課長・田中教育政策課長・橋本施設管理課長・藤井学務給食

課長・柿並指導課長・吉岡教育サポートセンター所長・渡邉人権

教育課長・大谷八尾図書館長・岸本文化財課長 
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（教育長報告） 

６ 月 2 5日 （ 水 ） 

 

 

 

６ 月 2 6 日 （ 木 ） 

 

６ 月 2 7日 （ 金 ） 

 

７ 月 １ 日 （ 火 ） 

７ 月 ４ 日 （ 金 ） 

 

 

７ 月 ５ 日 （ 土 ） 

７ 月 ９ 日 （ 水 ） 

７ 月 1 5日 （ 火 ） 

 

７ 月 1 6日 （ 水 ） 

７ 月 1 7日 （ 木 ） 

７ 月 1 8日 （ 金 ） 

午後２時より、八尾ライオンズクラブによる交通安全グッズの寄附に

対する市長感謝状贈呈式に出席。 

午後７時より、体育連盟功労者表彰及び大阪府総合体育大会激励会に

出席。 

午後３時30分より、教育委員、校園長会役員及び事務局部長級職員と

の懇談会に出席。 

午前９時より、特別職会に出席。 

午後２時30分より、町名地番改正審議会に出席。 

午前10時より、市議会６月定例会本会議（３日目）に出席。 

午前９時より、ＩＴ推進本部会議に出席。 

午前９時30分より、部長会に出席。 

午後３時より、府都市教育長協議会  定例会に出席。 

午前10時より、社会を明るくする運動  街頭啓発の激励訪問に出席。 

午後１時30分より、教育委員会表彰審査会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時30分より、行政対象暴力連絡協議会に出席。 

午後４時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前10時より、中河内地区人事協議会に出席。 

午前８時30分より、特別職会に出席。 

午前10時より、歴史民俗資料館運営委員会に出席。 

午後１時30分より、防犯協議会総会に出席。 

 

【寺前委員長】 ただいまの委員長報告並びに教育長報告について、何かご質疑ございま

すでしょうか。 

【寺前委員長】 質疑がないようでございますので、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 

７月の議案 

議案第２５号 

 

議案第２６号 

議案第２７号 

議案第２８号 

議案第２９号 

議案第３０号 

議案第３１号 

執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の市議会議

案提出の件 

平成２１年度八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件 

平成２１年度八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件 

視覚に障害のある児童に対する「点字教科書」の採択に関する件 

八尾市立くらし学習館条例施行規則制定の件 

八尾市公民館設置及び管理条例施行規則の一部改正の件 

安中新田会所跡旧植田家住宅条例の市議会議案提出の件 
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 まず、議案第２５号「執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の市議会

議案提出の件」について審議いたします。 

提案理由を田中課長よりご説明願います。 

【田中課長】 議案第２５号「執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の

市議会議案提出の件」につきましてご提案申し上げます。 

 本件は、執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を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、全国的に少子化が進んでいると指摘されておりますが、本市

小・中学校におきましても、小学校では昭和５５年以降、中学校では昭和６０年以降、児

童・生徒数が減少し、小・中学校ともに、現在ではピーク時の約半数となっております。 

 このように、児童・生徒数におきましては、全体には減少し続けているものの、本市に

おきましては、小規模校がある一方で大規模校があるなど、子どもたちの学校生活におけ

る教育条件や教育環境が不均衡な状態となっており、また、耐震化や老朽化等による機能

更新の課題もございます。 

 このような状況に鑑み、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るとともに、教育行

政の効率的運用を図る観点から、小・中学校の適正規模等について調査・審議を行う八尾

市立小・中学校適正規模等審議会を設置するものであり、審議会設置に伴い条例の規定を

整備するにつき、条例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。 

 恐れ入りますが「執行機関の附属機関に関する条例の一部改正  新旧対照表」をお開き

いただきたいと思います。 

 第１条表中の附属機関の属する執行機関の欄に「教育委員会」を、附属機関の欄に「八

尾市立小・中学校適正規模等審議会」を、担任事務の欄に「市立小学校及び中学校の適正

規模等についての調査、審議に関する事項」をそれぞれ加えるものでございます。 

以上、甚だ簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお

願いいたします。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。今、田中課長から提案理由の説明がございま

した。 

委員の先生方、何かご質疑ございましたら、お願いしたいと思います。 

【百瀨委員】 この適正規模等審議会の「等」という言葉がございますね。この「等」と

いうのがかなり出てくるんですが、これについて、もう少し具体的にどういうことなのか、

教えていただきたいと思います。 

【田中課長】 適正規模等の「等」につきましては、適正配置を示しております。 

【寺前委員長】 よろしゅうございますか。 

 先ほど課長からもご説明ございましたように、児童・生徒数が小学校では昭和５５年、

中学校では６０年以降減少し、ピーク時に比べて約半数になっておるとのことです。適正

規模にすることについて、教育条件や教育環境の整備、さらには効率化あるいは教育その

ものの機会均等等も含めて調査・審議をしていただきたいということでございます。その
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ための審議会の設置ということでございまして、このことにつきましては、通学区の改正

等とも大いに関係があろうと思いますが、通学区改正審議会については、今も存在してい

るわけですか。 

【田中課長】 通学区改正審議会につきましては、条例には記載しておりますけれども、

現在休会中でございます。 

【寺前委員長】 条例に載せておるということは、いつでも復活できるという理解でいい

わけですね。 

【田中課長】 条例に記載しておりますとおり、今後、通学区のことにつきまして審議会

等が必要であれば、必要に応じて開催ということは考えられます。 

【寺前委員長】 そのときには、そちらの委員も決めないといけないということですな。 

【田中課長】 そうですね。今、委員長がおっしゃいましたとおり、委員につきましては、

そのときに委嘱する必要があろうと思います。 

【中原教育長】 国でも適正規模の学校についての方向性が出されているんですが、適正

規模を求めていくにあたり、八尾で規模の大きい学校ではどんな課題があるのでしょうか。 

【田中課長】 庁内の検討委員会におきまして、現在、現状と課題等について議論してお

ります。 

大規模の学校におきましては、特別教室等の使用の制約を受けるとか、１人当たりの運

動場の面積が狭いという問題がございます。 

 一方、小規模の学校につきましては、学年が単学級となりクラス替えができないとか、

先生方の数が少ないといった問題があると考えております。 

【篠原委員長職務代理者】 この適正規模なんですが、この問題はこれから非常に大きな

課題になろうと思います。といいますのは、まず、「適正」というのは何が適正なのかと

いう根本的なことから考えていく必要がある。例えば大規模校であれば、それを２つの学

校に独立させるという方法も審議されるだろうし、小規模校だったら、何人までならぎり

ぎりもちこたえられるのかという、そういう「適正」といえる数字そのものがこれから大

きな課題となっていくと思うんです。提案があったように、ますます少子化が進んでいく

中で、これは喫緊の問題になろうと思いますので、この審議会の設置が決まりましたら、

できるだけ早めに英知を集めて、多岐にいろいろ審議を深めていただければと考えており

ます。 

【田中課長】 今おっしゃいましたとおり、我々といたしまして、庁内検討会で今後諮問

する内容等をもう一度精査いたしまして、学校規模の適正化等、児童・生徒の教育環境の

改善を進めていきたいと考えております。 

【寺前委員長】 審議会の設置については、いつごろ予定なさっているわけですか。 

【田中課長】 本日、この教育委員会定例会でご承認願った後、９月議会におきましてご

提案申し上げまして、議会で承認されましたら、１１月に審議会の設置を予定しておりま

す。 

【寺前委員長】 １１月ごろに立ち上げるということですね。人数はどれぐらいですか。 

【田中課長】 今のところ１１人程度で考えておりまして、その中には、学識経験者、公

的団体のご代表、校長先生、あとは公募による市民等、計１１名程度を考えております。 

【寺前委員長】 １１名程度で、市民の方や有識者も入っていただくという構成で立ち上
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げていきたいとのことでございます。 

 他に何かございますか。 

【百瀨委員】 適正という言葉は、自分も非常に気にかかる言葉なんです。「適正」って

いったい何なのかを十分に考えていただきたい。「適正」とする限りは、その基準を設け

ていただくように。この基準をしっかりとらえておかないと、国に準拠する基準だけでや

られたら、これは営々と過去からつながった基準なんですね。八尾市の子どもの未来像を

考えるならば、思い切った、八尾市の子どもの可能性を開いていくような基準というのも

あり得るのではないかなと。そういうことで、今後要因として、例えば校区であるならば、

行政区との問題も出てくるでしょうし、それから、耐震に関することも要因の一つに入っ

てくる。それらが色々絡んでくると思いますので、全ての要因を洗いざらい出していただ

いて、そして、子どもの可能性に対する適正規模という意味を十分に伝えていただきたい

なと。また、私たちにどんどん教えていただく場面をつくっていただきたいと考えていま

すのでよろしくお願いします。 

【寺前委員長】 よろしゅうございますか。 

 他にご質疑がないようでございますので、採決に移らせていただきます。 

 議案第２５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。 

【寺前委員長】 全委員ご異議なしと認めます。よって、議案第２５号「執行機関の附属

機関に関する条例の一部を改正する条例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。 

 

次に、議案第２６号「平成２１年度八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」につ

いて審議いたします。 

採択に関する教育委員会議については、公開で行うという方針を６月の定例会で確認い

たしましたので、このまま進めさせていただきます。 

それでは、提案理由を柿並課長よりご説明願います。 

【柿並課長】 ただいま議題となりました議案第２６号「平成２１年度八尾市立小学校教

科用図書の採択」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９号の規定に

より、次のとおり委員会の議決を求めるものでございます。 

 理由といたしまして、本年度は八尾市立小学校教科用図書の採択替えの年になっており、

６月の定例教育委員会において、採択事務に関する件についてご審議いただき、八尾市義

務教育諸学校教科用図書選定委員会に諮問をしていただいたところです。 

 去る７月２日に八尾市義務教育諸学校教科用図書選定委員会が開催され、慎重なご審議

をいただき、７月１６日に選定委員長より答申が行われました。つきましては、平成２１

年度八尾市立小学校教科用図書の採択について、よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げます。 

【寺前委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、小学校の教科書の採択につ

いては、八尾市の子どもたちの主たる教材としての教科書でございますので、教育委員会

として、その権限と責任において採択してまいりたいと考えております。 

 初めに、選定委員会から７月１６日付けで答申をいただきました、その内容を確認した
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いと思います。 

答申の内容を柿並課長からご説明願いたいと思います。 

【柿並課長】 それでは、平成２１年度使用八尾市立小学校教科用図書の選定について、

答申文を読み上げさせていただきます。 

 先に諮問のありました標記のことにつきまして、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選

定委員会は、平成２０年７月２日の教科用図書選定委員会を開催し、「八尾市立義務教育

諸学校教科用図書選定委員会規程」「平成２１年度使用八尾市立教科用図書の採択につい

ての基本方針」に基づき、慎重に審議いたしました。 

 今回は、新たな検定教科書がなかったことから、平成２０年４月２４日付け教委小中第

１１３６号通知にあるように、平成１６年度の調査研究結果（別紙１）を活用し、本市で

の教科書の活用状況、児童の実態等を勘案し、審議を行いました。 

 その結果、平成１６年度の調査研究並びに教科書選定が大変多角的かつ綿密に実施され、

それによって採択された教科書が各学校において適正に使用され、大変有効な教科書であ

ると判断いたしました。 

 よって、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会としまして、平成１６年度に採

択され、現在も使用されている教科書（別紙２）を引き続き使用することが適当であると

決しましたので、答申いたします。 

 以上でございます。 

【寺前委員長】 ただいま答申のご説明がございました。 

 この件に関しまして、委員の先生方、何かご質疑ございますか。 

 今、説明にもございましたように、今回は新しい教科書の発行が行われておらないとい

うことで、１６年度に発行された教科書の中から、本市が当時採択し、現在使用する教科

書を選定するのが適当であるという答申をいただいた次第でございます。 

 また、その理由としましても、前回十分調査・研究を行い採択されたものであり、その

後使用されている教科書が、大変有効なものであるという判断もされており、適正に使用

されておるということでございます。今申し上げたことについて過日の手交式の場におき

ましても、選定委員長からも報告がございました。 

【百瀨委員】 選定委員会の議論の中で、教科書等の話し合いが色々となされたと思うん

ですけれど、各教科での選ばれた理由等を含めて、具体的に各教科ごとの理由の再確認は

あったんですか。 

【柿並課長】 選定委員会におきましては、現在使用されている教科書の選定された一番

の理由につきまして、例えば現在使われている教科書の取り扱い内容、内容の程度、人権

の取り扱いについて、組織、配列、分量、また創意工夫しているところ、発展的な学習内

容の取り扱い等について、事務局から教科ごとにご説明させていただきました。 

【百瀨委員】 ということは、内容については、現在の教科書等に対する不備な点等を含

めて問題点はなかったと考えてよろしいですか。 

【柿並課長】 選定委員会には、各ご代表の方々に入っていただいておりますが、特に今

現在使われている教科書について、特段こういったところが問題である、または改善すべ

き点があるというご指摘は一切ございませんでした。どちらかといいますと、各学校で非

常にうまく活用されているというご意見をいただいた次第でございます。 
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【中原教育長】 指導主事は、１年間に総数として２００回以上、指導助言で教室に入る

わけですが、そのときに、教材をめぐって先生方と議論を深めていく中で、教科書につい

ても話が及ぶと思うんですけれども、その中で、使いにくいとか、課題があるということ

は、今までに把握しているでしょうか。 

【柿並課長】 今ご指摘いただきましたような課題等についてご指摘いただいたことは、

私は把握をしておりません。どちらかといいますと、例えば、取り扱っている教材の内容

や、また挿絵や導入部分などに工夫がされていて非常に使いやすいと、子どもたちに教え

たい中身が載っているという評価をいただいております。 

【中原教育長】 前回の採択のときは、時間と日数も相当長かったんですが、へとへとに

なりながら採択した結果としてどうだったのかと思ったんです。そのときに一生懸命選ん

だものが間違いではなかったという感じがしています。 

【寺前委員長】 ４年前に、現在の小学校の教科書選定に参画させていただいたわけです

が、前回は調査員の任命もございました。３０名の先生方が調査員として任命されまして、

この方々が家へ持ち帰ってまで色々と調査して資料をまとめていただいたことも聞いてお

ります。そういうこともございまして、今回の選定委員会におきましても評価されたとい

うことでございます。 

 現在そこに置かれております教科書を教育委員会から持ってきていただいて、我々も、

府教委からの選定資料も含めまして、結構時間をかけて精査した上で、当時の７月臨時会

で各委員審議させていただいた次第でございます。それぞれの委員からも意見を出しあっ

て、そのことについて、各教科書の特徴や観点ごとに確認もしました。大変長時間にわた

って審議させていただいた結果でございますので、先ほど柿並課長からご報告がございま

したように、それらが踏まえられて、今回の選定委員会では、１６年度の教科書を引き続

き使用することが適当であるという答申をいただいたということであろうと思っておりま

す。 

 他に何かございますか。 

【山本委員】 私は、今聞かせていただいて、中でも指導主事の先生方や選定委員のみな

さんが使いやすいとおっしゃってくださっているのが一番安心する部分だと思います。今

までの流れをお聞きしまして、選定委員の皆さんもかなりベテランでいらっしゃると思い

ますが、その方々や教育委員会の皆さんが選んでいただいたものですので。１６年度の採

択についても、大変使いやすいという意見に絞られたと思いますので、よかったと思って

おります。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。他に何か。 

【篠原委員長職務代理者】 私もこの答申どおりで非常に結構だと思うんです。 

 といいますのも、私も関わりましたが、相当時間をかけ、そして今日も持ってきていた

だいていますが、以前は前にずらっとならべて、教科ごとにやった記憶があります。 

そして、今柿並課長からの報告にありましたように、指導主事の皆さんあるいは現場サ

イドからも、問題のある点も上がってきていないそうですし。今回は新しい教科書が出て

いないということも大きな理由ですが、むしろ途中で変えたときのデメリットは恐ろしく

大きいのではないかと思います。非常にいい教科書を以前採択したということで、この答

申が的を射たものと考えて賛成します。 
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【寺前委員長】 他にないようでございますし、委員の先生方のご意見も、答申の尊重と

いう方向であるとのことですので、それでは、採決に移らせていただきます。 

今年度は新たな検定教科書がない状況でもございますので、議案第２６号につき原案を

適当と認め、選定委員会の答申を尊重して、すべての教科について、現行の教科書を採択

することにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。全委員、ご異議なしと認めます。よって、議案

第２６号「平成２１年度八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」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２７号「平成２１年度八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件」につ

いて審議いたします。 

提案理由を柿並課長よりご説明願います。 

【柿並課長】 ただいま議題となりました議案第２７号「平成２１年度八尾市立中学校教

科用図書の採択」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９号の規定に

より、次のとおり委員会の議決を求めるものでございます。 

 理由といたしまして、教科書が教科の主たる教材として、学校教育において重要な役割

を果たしていることに鑑み、採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究に基づき、適

切に行われる必要がございます。 

 その点につき、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１４条に、「義

務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令

で定める期間、毎年度種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする」と示されてお

ります。 

 また、期間につきましては、同施行令第１４条において、同一教科書を採択する期間は

４年と定められております。つきましては、別紙の中学校用図書を平成２１年度八尾市立

中学校教科用図書として採択していただきたいと考えておりますので、よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。 

【寺前委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、何かご質疑

ございませんか。 

【百瀨委員】 同一の教科書を使うのは４年ということが決められている中で、こうやっ

て本年度も採択する理由は、予算枠が１年単位であるために、今後もこのようにやってい

くと考えてよろしいんですか。 

【柿並課長】 今ご指摘のとおり、第１４条に、毎年度採択するということが書かれてお

ります。また、今年度４月１０日付け文部科学省初等・中等教育局長通知「平成２１年度

使用教科書の採択について」におきまして、「平成２０年度においては、平成２１年度使

用教科書の採択を行うこと」ということが示されております。また、中学校用教科書の採

択については、「平成２０年度は、昨年（平成１９年度）と同一の教科書を採択しなけれ

ばならないこと」という２点が通知文で改めて示されております。そういったことから、

毎年度採択をしていただきたいということと、中学校教科用図書につきましては、平成１

７年度に採択替えを行っております。今年はまだ４年目に当たりますので、同一教科書を
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採択することということであると考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

【寺前委員長】 よろしゅうございますか。 

今ご説明ございましたように、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律や

政令・施行令でもって、同一の教科書を４年間にわたり採択ということになっております

し、さらに府教委や文部科学省からも通知が来ておるということでございます。 

 そういうことでよろしゅうございますか。 

それでは、採択に移らせていただきます。 

議案第２７号につき、原案を適当と認め、すべての教科について、平成２０年度使用の

教科書を採択することにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。全員ご異議なしと認めます。よって、議案第２

７号「平成２１年度八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件」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２８号「視覚に障害のある児童に対する「点字教科書」の採択に関する

件」について審議いたします。 

提案理由を柿並課長よりご説明願います。 

【柿並課長】 ただいま議題となりました議案第２８号「視覚に障害のある児童に対する

「点字教科書」の採択に関する件」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９号の規定により、次のとおり委員会の議決を求めるものでございます。 

 理由といたしまして、平成１７年度より市内の小学校に視覚に障害のある児童が在籍し

ており、点字教科書が必要になることから、国並びに民間ボランティア団体が作成する点

字教科書を学校教育法附則第９条に規定する教科用図書として承認していただきたく、本

案を提出する次第でございます。 

 次のページには、平成２１年度小学校新５年生使用教科書の一覧に、国の予定点字教科

書並びに民間ボランティア団体の作成予定点字教科書を上げております。 

国語につきましては、本市が採択しております光村図書発行の教科書が国の点字教科書

となっておりますので、書名『国語５－１』及び『国語５－２』、算数につきましては、

本市採択の東京書籍発行の教科書が国の点字教科書となっており、『算数５－１』から

『算数５－５』を採択していただければと考えております。 

社会につきましては、盲人情報文化センター発行の『社会５－１』から『社会５－５』、

また、地図帳におきましては、社会福祉法人日本ライトハウス作成の『初等地図帳』、理

科におきましては、盲人情報文化センター発行の『理科５－１』から『理科５－３』、音

楽につきましては、社会福祉法人日本ライトハウスが発行しております『小学校音楽５』、

また、家庭科につきましては、ヘレンケラー協会が作成しております『小学校 私たちの

家庭科５・６』が本市の採択の教科書と同じ出版社のものであり、これらを採択していた

だければと考えております。 

なお、書写、図画工作、保健につきましては、文字以外の図・写真等が多く、点字化に

は適さないことから、市の単費で立体コピーやレーズライター等の消耗品を予算化し、必

要に応じて活用している状況でございます。 
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なお、承認していただければ、直ちに国の方に点字教科書の無償給与の申請の手続を行

いたいと考えております。 

以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議をお願いいたします。 

【寺前委員長】 ただいま課長から提案理由のご説明がございました。 

点字教科書については、平成１６年度から毎年採択してきておりますが、委員の先生方、

何かご質疑ございませんか。 

【中原教育長】 教科書の件はこれでいいと思います。ちょっと議題とは離れますが、

日々の学校生活の中では、この点字教科書だけでなく補助教材としてプリント類も点訳を

したりという、具体的な現場ではどんな様子ですか。 

【柿並課長】 今ご指摘をいただきました、子どもさんへの支援についてでございますが、

教科書だけでなく、例えば子どもたちに配布する問題やプリント類も点字化する必要がご

ざいます。そのために、八尾市の盲人協会にお願いして、一定枚数ではございますが点字

化をしていただく契約を結んで対応しております。 

 また、学校にも点字プリンターがございますが、最新式のものが八尾市の障害者総合福

祉センター「きずな」にあるということで、そちらの点字プリンターを活用させていただ

いたりしながら進めております。 

 また、先ほど説明の中で申し上げましたレーズライターというのは、図形等を描き、子

どもが手で触って分かるようにする用具でございますが、そういったものも活用しながら、

日々日常生活において、学習等に不便がないように進めている現状でございます。 

【寺前委員長】 書写・図画工作・保健については、市の単費で消耗品費を活用してやっ

ていきたいということですが、その予算化はなされているわけですか。 

【柿並課長】 弱視学級につきましては、市のセンター校として位置づけをしております

ので、センター校予算という形で予算化をしております。とりわけ点字になりますと、枚

数が増えることもございますので、盲人協会には１,０００枚程度の点字化の依頼をいた

しております。また、それ以外の消耗品等につきましても予算化いたしているところでご

ざいます。 

【寺前委員長】 独自の教材も作っていくということでございます。 

本件については、他にないようでございますので、採決に移らせていただきます。 

議案第２８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。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。全委員ご異議なしと認めます。よって、議案第

２８号「視覚に障害のある児童に対する「点字教科書」の採択に関する件」について、原

案を適当と認めることに決しました。 

 これで、小学校用、中学校用、及び点字教科書の採択を行いましたが、それぞれの教科

書が児童・生徒の学習に効果的に使われますようお願いをしておきます。 

 

 次に、議案第２９号「八尾市立くらし学習館条例施行規則制定の件」について審議いた

します。 

提案理由を倉本次長より説明願います。 

【倉本次長】 それでは、議案第２９号「八尾市立くらし学習館条例施行規則制定の件」
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につきまして提案説明をさせていただきます。 

 八尾市立くらし学習館条例施行規則制定の件につきましては、教育長に対する事務委任

等に関する規則第２条第３号の規定により、次のとおり委員会の議決を求めるものでござ

います。 

 理由といたしましては、八尾市立くらし学習館条例を制定したことに伴い、事業執行の

円滑化を図るため、八尾市立くらし学習館施行規則を制定する必要があるので、本案を提

出するものであります。 

 内容といたしましては、第１条におきまして規則を定める趣旨を、第２条におきまして

は入館者の禁止事項を、第３条におきましては原状の回復の義務及び損害の賠償を、第４

条におきましては委任について規定しております。 

 なお、これらの規定につきましては、平成２１年４月１日から施行するものでございま

す。 

 以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞ

よろしくご審議、ご承認賜わりますようお願いいたします。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。提案理由の説明がございましたが、委員の先

生方、本件について何かご質疑ございますか。 

【百瀨委員】 今、倉本次長から規則について説明があったわけですが、教育委員会規則

の中で規定する条項がこれだけに精査され、４つに絞られたわけですね。最小にとどめら

れたことについて、基本的な考え方があったのではないか思いますが、これを教えていた

だくと、規則の規定にかかる基本的な考え方ももう少し見えてくると思いますので、その

あたり教えていただけたらと思います。 

【倉本次長】 平成１５年の地方自治法の改正によりまして、公の施設に関して指定管理

者制度の導入が盛り込まれました。この重要なポイントは、指定管理者の選定に関し、議

会の議決条項を設けたことでございます。その趣旨は、公の施設の管理運営が市民にとっ

て効率的・効果的なものであるかということにつきまして、首長の提案に対して議会から

のチェックがかかるようになったということでございます。そのため、議会に慎重審議を

していただく上で、管理運営に関し考えられる条項につきましては、極力条例に盛り込ん

だというのが趣旨でございまして、それでもなお規定しなければならない部分に関しまし

て、今回規則で規定したということでございます。 

【寺前委員長】 ただいま報告ございましたように、くらし学習館条例が６月議会で提案

がございまして、文産委員会や各方面からご質疑がございました。結果的には、条例案が

通りまして、それを受けての施行規則ということで、先ほど次長からの説明もございまし

たように、適正に管理運営していく上での規則制定ということでございます。 

 他に何かございませんか。 

【中原教育長】 第２条のところで、騒音を立てることという規定がありますが、あの周

辺は比較的閑静な住宅地で、今までに苦情等があったのか、それと第３条の関係で、施設

を壊すようなことが今までに行われたことがあるのか、教えていただけますか。 

【倉本次長】 第２条で入館者の禁止事項を掲げておりますが、これまで、現在の婦人会

館の使用の中で、周りの方々から特段苦情があったということは聞いておりません。 

 それと、施設を使われて損傷したということも今まで特段聞いたことはございません。 
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【寺前委員長】 今、次長からも説明がございましたように、従来は公民館分館で婦人会

館という位置づけで設置されておったものでございまして、６月議会でくらし学習館とい

う名称で新たに立ち上げると同時に設置目的も変わりました。今後大いに利用・活用され

るようお願いしておきたいと思います。 

 それでは、本件について他にご質疑がないようでございますので、採決に入らせていた

だきたいと思います。 

 第２９号につきまして、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。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。全委員ご異議なしと認めます。よって、議案第

２９号「八尾市立くらし学習館条例施行規則制定の件」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３０号「八尾市公民館設置及び管理条例施行規則の一部改正の件」につい

て審議いたします。 

提案理由を倉本次長よりご説明願います。 

【倉本次長】 それでは、議案第３０号「八尾市公民館設置及び管理条例施行規則の一部

改正の件」につきまして提案説明をさせていただきます。 

 八尾市公民館設置及び管理条例施行規則の一部改正の件につきましては、教育長に対す

る事務委任等に関する規則第２条第３項の規定により、次のとおり委員会の議決を求める

ものでございます。 

 理由といたしましては、八尾市立くらし学習館条例附則の規定に基づき、八尾市公民館

設置及び管理条例第２条第２項及び第３項を削除することに伴い、同条例施行規則の一部

改正をいたすものでございます。 

 「八尾市公民館設置及び管理条例施行規則の一部改正案  新旧対照表」をご覧いただき

たいと思います。 

 改正点につきましては、第２条第１項の分館の設置の規定、第２項の名称及び位置の規

定を削除いたすものでございます。 

 なお、この規則につきましては、平成２１年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞ

よろしくご審議、ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 

【寺前委員長】 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

ございせんでしょうか。よろしゅうございますか。 

 ないようでございますので、採決に移らせていただきます。 

 議案第３０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。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。全委員ご異議なしと認めます。よって、議案第

３０号「八尾市公民館設置及び管理条例施行規則の一部改正の件」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３１号「安中新田会所跡旧植田家住宅条例の市議会議案提出の件」につい
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て審議いたします。 

提案理由を岸本課長よりご説明願います。 

【岸本課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３１号「安中新田会所跡旧植

田家住宅条例の市議会議案提出の件」につきまして、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。 

 それでは、提案の理由並びにその内容についてご説明を申し上げます。 

まず、提案の理由でございますが、次年度開館予定の安中新田会所跡旧植田家住宅を設

置するにつき、条例を制定する必要がありますので、本案を提出するものであります。 

条例の内容といたしましては、まず第１条では本施設の設置について、第２条では名称

及び位置について、名称では、本施設が府下でも現存する新田会所跡としましては３カ所

しかない貴重な歴史遺産であることから、市指定文化財としましたことを考慮し、安中新

田会所跡旧植田家住宅と称し、第３条では設置目的を達成するための事業の内容について、

第４条では開館時間について、第５条では休館日等について、第６条では入館の制限につ

いて、第７条では守らなければならない遵守事項について、第８条では原状回復等につい

て、第９条では貸出し又は閲覧について、第１０条では撮影等の許可について、第１１条

では許可の取消し等について、第１２条では利用料金について、第１３条では利用料金の

免除について、第１４条では同施設の管理運営についての指定管理者の指定等について、

第１５条では指定管理者が行う管理の基準について、第１６条では指定管理者が行う業務

について、第１７条では規則への委任について規定しております。 

 なお、附則といたしまして、平成２１年４月１日からの施行といたしているところでご

ざいます。 

 また、条例制定にかかりまして、補足等がありますが、参考資料といたしまして、条例

の資料の後に全体計画図、それから基本設計の方針、それと各市指定文化財建造物にかか

る公開施設条例の比較表をつけてございますので、条例をご審議いただくに当たりまして、

資料の説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 まず、全体計画といたしましては、基本構想に基づきまして、旧植田家住宅は、建物と

して、主屋、土蔵、控舎あるいは神舎というものを文化財指定させていただいております

が、その他に、植田家から、古文書、書画、陶磁器、河内木綿、民俗史料等々、今現在約

４万点の所蔵資料がございまして、そういうものをいただいておりますので、全体計画図

の右上に新しく、文化財とは別に、新展示室、新収蔵庫として、書画類あるいは古文書類

を初めとして温湿度管理が必要なものの収蔵庫を新たに設け、それと古文書、書画、陶磁

器類の貴重なものをここへ展示するということで、新たにこういう建物を建ててございま

す。 

 全体的な使い方としましては、基本構想に基づきまして、まず文化財を見ていただく、

それと、今申し上げました貴重な資料を見ていただく、それ以外に、大人から小学生、幼

稚園の子どもさんたちまで楽しめますように、展示文化財を見るだけではなく、体験がで

きる、あるいは周辺の史跡のネットワークも含めた形で、歴史遺産として利用できる位置

づけをいたしております。 

 最後に、参考資料の各市指定文化財建造物にかかる公開施設条例比較の表をご参照いた

だきたいと思います。 
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過日、協議会でも色々とご議論をいただきました。その中で、こういう表をお示ししな

がら、例えば入館料の問題、開館日等の問題について、私どもの文化財施設も重ね合わせ

まして設定したいということでございます。 

まず、江戸時代の建屋を使って公開施設としているところが大阪府下で７カ所ございま

す。そういうことも含めまして、設置目的あるいは事業等も植田家住宅をオープンさせる

にふさわしいものといたしたところでございます。 

 入館料につきましては、いくつか候補がございますけども、私どもとしましては、大人

２００円、小中学生１００円とし、免徐規定も含めて設けさせていただきました。 

開館日等につきましても、各種の施設、あるいは私どもの文化財施設を平準化しながら、

休館日あるいは開館時間を設けたところでございます。 

 以上、少し長くなりましたが、提案理由及びその内容でございます。何とぞよろしくご

審議いただきまして、ご承認賜わりますようよろしくお願いいたします。 

【寺前委員長】 ただいま提案理由の説明がございました。委員の先生方、何かご質疑ご

ざいませんでしょうか。 

 条例あるいは提出されております資料についても含めてご審議、ご質疑願いたいと思い

ます。 

【篠原委員長職務代理者】 この資料について少しお尋ねしたいと思います。このいただ

きました表によりますと、所蔵資料として、古文書や書画、陶磁器などが挙げてあります

が、この中で非常に値打ちのあるものが所蔵されているのかどうか。それをお聞きしたい

と思います。 

【岸本課長】 今の篠原委員のお尋ねでございますが、古文書で２万点ぐらいございます。

私どもの資料館の学芸員も申していましたけれども、この中で一番歴史的に価値が高いの

は、大和川の付け替え時の、近畿でも最大の新田絵図だろうと。長さが６メートル５０、

幅が１メートル５０というもので、安中新田の複合新田である等他の新田との違いを出し

ております、そういう絵図というのがございます。 

 また、卑近な例ではございますが、金銭的に価値のあるものといたしましては、一つは、

大きな貼交ぜの屏風というのがございます。それは、幕末の当時に植松に簷葡舎という私

塾がございまして、その中で、植田家の方がその私塾を開いた僧仏蓮の関係のある人物と

色々と交流を持っておりまして、そういう方の書画が貼ってあるものがございます。それ

と、呉春という、近代の画家の中では近畿一円でもかなり有名な方の書画、あるいは勝海

舟の二行書、他にも色々ございますが、富岡鉄斎の扁額や、陶磁器で申しますと楽茶碗と

いうものもございます。河内木綿ですと、新田のときの火消しの木綿製品等がございます。

挙げるときりがございませんので、これぐらいで止めさせていただきます。 

【篠原委員長職務代理者】 もう一点ですが、入館料が２００円というのは妥当な線だと

思いますが、そこで写真を写すのに３,０００円必要となっていますが、これは、先ほど

説明いただいた貴重な古文書とか所蔵品を撮影する場合に限り３,０００円を徴収すると

いうことですか。例えば、建物とかを写した、あるいは中を見て「ああ庭がきれいだな」

と写した、これもやはり３,０００円要るんですか。 

【岸本課長】 今、篠原委員がおっしゃったとおりでございまして、貴重な資料について

は、歴史民俗資料館でも、各市でも文化財施設ではこういうふうに撮影料を取っておりま
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す。文化財の建屋については許可だけで、料金は取らないという形でございます。 

【中原教育長】 幾つかお聞きしたいと思います。 

 一つは、歴史民俗資料館、それからしおんじやま古墳学習館、そして高安山古墳群とい

う、点から線、面へという広がりの中で、古代の文化財を中心に考えていけるというのが

東部の山麓ですけれども、この旧植田家住宅が、今は点になっているのを線から面へと広

げると、来館者も増えてくるだろうと思うんです。旧植田家住宅だけでは飽きてしまうん

ですが、飽きさせない工夫や、面への広がりをどのように考えているのか、お聞きしたい

と思います。 

あわせて、年間に入館者がどのぐらい来てくれるだろうかという点。小・中学生が、大

和川の付替えを学習しますので、このことについてしっかり見られるものがあるのか。ま

た大和川について、小・中学生には難しい部分をどうかみ砕いて易しくしていくのかとい

うのを、まだ設計段階ですので具体的な中身は難しいと思うんですが、こんな方法がある

とのではないかいうことがあったら教えていただきたいと思います。 

【岸本課長】 まず一つ、山手につきましては、歴史民俗資料館、あるいはしおんじやま

古墳学習館など、面的な形で考えております。それと、私どもといたしましても、２年前

に「歴史資産のまちネットワーク会議」を庁内で立ち上げておりまして、その中で、河内

弁でいいますと「やまんねき」という歴史資源をどのようにネットワークさせていこうか

ということを考えると同時に、まちなかにつきましても、ある程度ご議論をいただいてお

ります。その中では、今おっしゃったような面として、例えば龍華から大正地区では、歴

史の教科書でも取り上げられている、聖徳太子と蘇我氏、それと物部氏の戦いの色々な史

跡が多くございます。それと室町から江戸であれば、久宝寺寺内町、八尾寺内町、萱振、

またそれも含めて顕証寺を初めとして慈願寺など多くのお寺がございます。私どもとしま

しては、まちなかでネットワークを組むにあたっては、植田家住宅だけではなく、そのネ

ットワークも含めて色々な事業を展開していこうと考えております。 

 それと、もう一点でございます。年間の入館者については、歴史民俗資料館は、全体的

には、館以外の部分も含めて９,０００と公表いたしております。それから、しおんじや

ま古墳学習館も１万２,０００と公表しておりますが、実際に資料等を見る展示室の入館

者ですと、歴史民俗資料館では１９年度で６,０００強、しおんじやまで４,３００強でご

ざいます。児童・生徒が入館者の約半数を占めておりますので、一番多く見積もっても、

色んな事業を絡め合わせて、月１,０００人を超えることはないのではないか、また入館

者につきましてはその６割から７割が実質的な入館者だと予測を立ててございます。 

それともう一点、小・中学生向けということでございますが、体験学習については指定

管理者に委ねられる施設でございます。いろんな提案が出てくると思いますが、私どもと

いたしましては、大和川の付替えと安中新田ということで、付替えについては小学校の教

科書に載ってございますので、例えばそれを実体験できる、ただ単にあそこに来ていただ

いて、小・中学生に説明するというだけではなく、実際のその当時の暮らしをあそこで丸

１日体験ができるコースとしまして、昔のこの新田会所については、別途、私の屋敷を会

所の外に設けてございまして、そこには、自給自足で野菜を育てるということでございま

す。よそにそういう畑を設けることはできませんので、今回、南側の庭のほうに畑を設け

て、そこで河内木綿、八尾の特産は言うに及ばず小学生たちがきゅうりやなすび、あるい
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は八尾特産の枝豆等を植えながら朝取りをして、かまども炊けるようにしていますので、

例えば昼まで庭の雑草取りも含めてその当時の生活体験をし、それから、私塾の関連で、

土蔵の１階に勉強スペースも設けまして、午後にそこで勉強をしていただく、あるいは公

開施設でございますが、可能であれば座敷等で庭を見ながら、昔のような塾関係の勉強を

していただくというような体験を含めながら、小学生にも学んでいただける施設づくりも

していきたいと思っております。 

【百瀨委員】 聞き逃したのかもわからないんですが、非常に多くの行事を計画されてい

て、関連資料等も４万点ほどあるんだと、また、内容としては、施設の中で色々な関連資

料を保存したり展示したりしていくと。また、入館人数が、月１,０００名ぐらいと考え

られている。それらを考えていく中で、ここに出された２００円という観覧料について、

的確にもう少し詳しく教えていただきたいと思うんです。よろしくお願いします。 

【岸本課長】 入館料の件につきましては、先ほど２００円という具体的な金額に触れて

おりませんでした。申しわけございません。まず、八尾市内の文化財施設としますと、歴

史民俗資料館は展示が主な施設でございます。それから、しおんじやま古墳学習館は、国

の史跡である心合寺山古墳がございまして、そこにガイダンス施設としてしおんじやま古

墳学習館がある施設でございます。片や、新しく設置いたします旧植田家住宅でございま

すが、一つは、文化財施設として文化財を見ていただくということがございます。もう一

点につきましては、今百瀨委員がおっしゃったような貴重な資料を見学者に見ていただく

という施設でございます。当初は文化財１００円、それと歴史民俗資料館に合わせて展示

施設については２００円という想定も考えたことがございますが、歴史民俗資料館といい

ますと、私どもの文化財施設の中核として、歴史資料も古代から近世まで担っていただく

ような貴重な展示をしていただく、あるいは他市からの色んな貴重な資料をお借りしなが

ら八尾の歴史を学んでいただくということを考えますと、展示施設についてそれと同等の

金額設定をするのは、資料面からは課題が残ると。当然、旧植田家住宅の展示室につきま

しては、植田家にかかる当時の新田の資料だけでございます。歴史民俗資料館につきまし

ては、古代から近世・近代までございます。しおんじやまにつきましては、古墳を見てい

ただくことも含めて、展示についてはほとんど通年展示で、基本の展示のみでございます。

そういうことを含めまして、２００円と最終決定をさせていただいたということでござい

ます。 

【寺前委員長】 よろしゅうございますか。 

【中原教育長】 第５条の関係で、臨時に休館もしくは開館できるということについて、

６月議会でもくらし学習館についてさまざまな議論があったところです。今後、指定管理

者の提案も受けることになるんですが、今の時点で想定されるようなことはありますでし

ょうか。 

【岸本課長】 参考資料の「基本設計の方針  基本構想について」の中で、右から２つ目

の「復元整備・多目的活用の計画内容」を見ていただきますと、ゾーンの中の３でイベン

トスペースがございます。この中で「主屋の座敷・庭でのコンサート」ということも書い

てございますが、こういうものにつきましては、まちなかの住宅が密集している施設でご

ざいますので、例えばクラシックコンサートなどは地元了解があってのことでございます。

落語会、あるいは今の時期ですと夏の怪談会とか、そういうこの地域の地域性に合ったよ
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うな開館時間を超えたイベントにつきましては、市としては考えております。それも、今

教育長がおっしゃったように、指定管理者の提案でございますのでもっと色んな提案が出

てくるかもわかりませんが、私どもとしましては、地域の特性も踏まえながら、市として

のスタンスを作っていきたいと思っております。 

【山本委員】 体験ゾーンの「河内木綿やむかしの生活の体験」があるんですけれども、

河内木綿に関しては、どういうような体験か教えていただけますか。例えば、繭から糸を

紡いでいくという体験をできるのですか。 

【岸本課長】 河内木綿につきましては、この新田の会所というのは、大和川のつけ替え

で河内木綿が非常に隆盛を迎えて、八尾市内で河内木綿の栽培あるいは河内木綿の織り、

染めが盛んになった経緯がございます。この点につきましては、歴史民俗資料館で歴史的

な価値も含めて、大きな河内木綿講座もやっております。文化財施設が３館ある中で、歴

史民俗資料館が中核施設であると申し上げましたので、ここでは簡易な形で、例えば小学

生向けに綿くりとか、糸紡ぎまでいけるかどうか、あるいは染めにつきましても、簡単な

体験を考えております。 

【山本委員】 体験できるということは、教えていただく方がいらっしゃいますよね。そ

の教えていただく方の講師料とか、そういう費用は具体的にどれぐらいかは分かりますか。 

【岸本課長】 これは、指定管理者を募集するときの資格要件にも繋がってくる問題だと

思うんですが、歴史民俗資料館におきましてもしおんじやまにおきましても、歴史学の学

芸員がおります。民間からはちょっと条件が厳しいのではないかと言われますが、正確に

その歴史資料を伝えられることが、本来的に市民に親しまれる、また子どもたちが学習を

する基礎になると思います。そういうことで、まず河内木綿も含めた学芸員の配置という

ことは考えております。 

 それと、実際の体験学習でございますが、例えば染めであるならば、簡易なものですと

ハンカチを絞り染めする、あるいは型染めするという場合は、ハンカチ代とその染料等々

を作らなければいけないということで２～３００円いただいてるということでございます。

大体材料費のみをいただくという形になるかと思っております。 

【寺前委員長】 よろしゅうございますか。 

今、各委員からもいろいろご意見も出ました。いずれにしましても、大和川のつけ替え

というのは、河内にとっては、農業あるいは産業、さらには人々の生活にも多大な影響を

与えたものでございますし、新田会所そのものが貴重な文化財でございますので、皆さん

のご意見を踏まえて、今後指定管理者との調整もございますでしょうが、有効活用できる

ようにお願いしておきたいと思います。 

部長、何かございますか。 

【藤田部長】 今、岸本課長が説明しましたが、歴史だけではなく、レトロ空間ですので、

市民のふれあいの場と地域の活性化のための場であると、これが大きな整備目的でありま

すので、市外からも来てもらえるような施設にしていきたいという意気込みでおります。

そういう面から指定管理者の提案を出してもらえるように願っておりまして、歴史プラス

ふれあいの場という大きな２つの側面がございますので、そのことを補足させていただき

ます。 

【寺前委員長】 基本方針でも３つの柱と述べられておりますので、今、生涯学習部長か
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らお話がございましたように、有効活用していただきたいと思います。 

 他にございませんか。 

 他にないようでございますので、採決に移らせていただきます。 

 議案第３１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。 

【寺前委員長】 全委員ご異議なしと認めます。よって、議案第３１号「八尾市安中新田

会所跡旧植田家住宅条例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。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

【寺前委員長】 次に、報告事項に移らせていただきます。 

まず、最初の報告事項ですが、「八尾市立小・中学校生活指導研究協議会主催事業「リ

ーダー研」・「自然の中で」の実施について」、柿並課長より報告願います。 

【柿並課長】 それでは、八尾市立小・中学校生活指導研究教育協議会主催事業「リーダ

ー研」・「自然の中で」の実施について報告いたします。 

 まず、リーダー研についてでありますが、八尾ロータリークラブに共催いただいており

ます事業であります。各中学校の生徒会の生徒が生きる力を育むとともに、各中学校間の

交流を図り、自らの自主性や主体性を育むことを目的としている事業であります。今年度

は、昨年度までの宿泊を伴う形式ではなく、８月１８日に八尾市教育センター集会室で実

施いたします。募集人員は、各中学校３名程度で４５名となっております。 

 活動内容は、次のページにありますように、ビジョンを持ち、みずから考え行動できる

生徒会役員としての意識を高める内容をワークショップ形式等で実施する予定でございま

す。 

 続きまして、「自然の中で」について報告いたします。本事業も八尾ロータリークラブ

共催の事業で８年目を迎えます。さまざまな困難を抱える児童・生徒が学校や家庭を離れ

た集団生活や自然体験を通して自己の変革を図り、社会生活への適用を試みる機会とする

事業であります。 

実施日は、８月２５日から８月２７日までの２泊３日で、例年同様に、国立曽爾青少年

自然の家で実施いたします。 

 参加対象は、小・中学校の児童・生徒で、募集人員は３０名であります。 

 活動内容は、次のページにありますように、フィールドアスレチックや夜間ハイキング、

川遊び、キャンドルファイヤー、竹細工、さらには野外炊飯などの自然体験活動を実施す

る予定にしております。 

 なお、本事業は、初任者研修にも位置づけられておりますことから、サポートセンター

の所長からもご説明を申し上げます。 

【吉岡所長】 今、指導課長より説明がありましたが、初任者研修としても位置づけてお

りますので、簡単に報告させていただきます。 

 本年度、９４名の小・中学校の教員を八尾市に迎えまして、府の初任者研修で市町村教

委が実施する研修内容として示された自然体験、子ども理解をこの生指協事業「自然の中

で」を通して実施いたします。不登校をはじめ、様々な課題のある児童・生徒と寝食をと
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もにし、活動する中で、子ども理解を一層深めるとともに、五感を使った自然体験活動を

曽爾の大自然の中で十分に味わわせ、今後の教員としてのあり方について意識改革を図っ

てまいりたいと考えております。 

 また、学校の違う初任者同士が語り合い、ともに八尾市の仲間としての意識を持ち、横

のつながりをつくるためのコマ数を増やし、１日目と３日目の生指協事業と違ったプログ

ラムで、初任者研修として単独で実施しております。 

 昨年度より、自分自身の保護者との適切な対応について振り返り、様々な教育課題に対

応するグループワークを実施して、現場での実践力強化を図ってまいりたいと考えており

ます。１年間の初任者研修を通じまして、最も印象に残る八尾の特色のあるこの曽爾宿泊

研修をさらに充実させて、今後とも初任者の資質向上、育成に力を注いでまいりたいと考

えております。 

【寺前委員長】 ただいま「リーダー研」「自然の中で」の実施について、柿並課長、吉

岡所長から報告がございました。ただいまの報告に関しまして、委員の先生方、何かご意

見ございますでしょうか。 

【篠原委員長職務代理者】 リーダー研ですが、これは昨年までは曽爾でやっていました

ね。これを教育センターの集会室で行うのは、予算などの観点からやむを得ないかという

気もしますが、惜しい気もします。ちょっとした自己負担とかで、昨年度までの行事に戻

れるよう工夫していただきたいということを感想として述べておきます。 

【柿並課長】 今ご指摘いただきましたように、昨年までは宿泊を伴う形式で実施してお

りました。自然体験活動を行う中で、各学校の役員同士が親交を深め、次の討議につなが

っていったということで、非常に価値のある体験であったと考えております。ただ、予算

の面もございますが、もう一点大きな問題として、学校の中心となっている生徒会役員は

２年生でございます。この夏休みの後半の時期に、例えばクラブ活動の試合が新人戦とし

て始まるという問題もございます。また、引率の教員も、リーダー研と「自然の中で」と

引き続き引率してまいりますと、１週間近く引率をしなければならないという課題も出て

おります。子どもたちの負担をできるだけ少なくする形で実施するということから、今年

は１日で実施すると聞いております。 

今ご指摘いただきましたような体験活動を通した中で実施することにも大きな意義もあ

ろうと考えておりますので、今後、実施時期等も含めまして、再度検討していきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

【中原教育長】 リーダー研の形式が変わっていくわけですが、今、生徒会活動の重要性

はますます高くなっていると思います。生徒指導と教科指導は両輪だということですが、

子どもたちが自主的に動いていくことで、子どもの力を借りて学校を運営していくことも

大切だろうと思います。また、このような機会に生徒会の役員が集まって議論をして、一

つにまとめられ、八尾市の生徒会として、各中学校の生徒会役員を中心として八尾市全体

の動きになればいいなと思いますので、また色々考えてみてください。 

 それからもう一つは、「自然の中で」なんですが、一部新任の研修も兼ねているわけで

すが、私たちが新任のころは、合宿で人間関係を作りながら、色んなことを学ばせていた

だいたんですが、これは八尾ロータリークラブのご支援でやらせていただいて、非常にあ

りがたいと思っております。それだけに、八尾の教師をきっちり育てていかないといけな
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いと考えています。自然の中で不登校の子どもの学校復帰を促していきたい、さらに、教

員としてその中で関わる子どもたちの気持ちをどれだけ分かっていくかということで、教

員の横の関係もうまく繋いでいければよいと思います。それぞれ目的を持ってやっていく

わけですが、最大限の効果を上げられるようによろしくお願いします。 

【百瀨委員】 それに付け加えて、本年度、リーダー研が変わったわけで、それと「自然

の中で」という、２つの行事を持たれるわけですが、その行ったことがどんな成果があっ

たかについて、もう少しオープンに広めてほしいと思います。リーダー研を今年やられて、

この時間で本当に今言ったような趣旨がちゃんと実現できて、子どもたちにその成果があ

ったのかどうか。１回だけでその成果をどう評価するかと言ったら全く見えませんが、そ

のあたりを十分に考えていただきながら、来年度に向けて、先ほどおっしゃった、八尾市

の各生徒会の子どもたちがどのように繋がっていくか、八尾市の子どもたちをどのように

繋げていくかということについて、１日で十分にその成果が得られたのかどうかを検証し

ていただきたいし、またオープンに広めていただきたいと思います。 

【柿並課長】 今ご指摘いただきました成果等につきましては、実施する限りはお示しし

ていかなければならないと考えております。平成１９年度におきましては、リーダー研に

おいて、いじめ問題等が討議されました。大変熱心に討議したと聞いておりますが、その

中で、各学校で討議する柱をこのリーダー研の中でまとめて、各学校に持ち帰って、各学

校で討議したということもお聞きしております。 

また、「自然の中で」につきましては、子どもたちの感想文等を読ませていただきます

と、低学年では「体験が楽しかった」というような素朴な感想が多いんですが、中学校３

年生ぐらいになりますと、「つらい気持ちになったときには先生にいろいろ話を聞いても

らえて落ち着くことができた」とか、「口には出せないぐらい楽しい経験で、もう少しみ

んなと長くいたかった」というような、どちらかというと対人関係を構築していくスキル

に課題のある子どもたちが、友達や周囲の人間とのふれあいの中で成長している姿も感じ

られております。こういったところをぜひもう少し見える形でお示ししていきたいと考え

ております。よろしくお願いいたします。 

【寺前委員長】 先ほどからも話がございましたように、いじめ、不登校の問題、あるい

は学級崩壊等に係わって、生徒会の役割は非常に大きいと思います。そういうことから考

えましても、成果のある形での実施を今後ともやっていただきたいと思います。それと、

昨年の「自然の中で」に不登校の子どもたちが参加されて、学校へ登校できるようになっ

た子どもがおったのかどうか、教えていただきたいと思います。 

【柿並課長】 「自然の中で」に参加して９月から学校に登校することができるようにな

ったというような、劇的に変わったという例はなかなか難しいと、過去数年間の流れの中

でも聞いております。 

ただ、この「自然の中で」に参加した児童・生徒の感想文を読んでおりますと、「来年

もまた参加したいです」といった、意欲につながるような感想文は多数見受けられます。

また、登校する日が増えたという報告はいただいております。今、手元に細かい数字等は

持ち合わせておりませんが、そういった成果については、我々も感じている状況でござい

ます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。例年募集人員に満たないときもあると聞いたこ
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ともございますが、せっかくの機会ですので、学校現場の先生方も、可能な限り募集人員

どおりの参加を得られるように努力していただきたいと思いますし、また、事故等のない

ように、くれぐれも注意してやってもらいたいと思います。最近色々と野外活動での事故

が起きております。時期的にも暑い時期でございますので、熱射病等にも、また気象条件

の変化にも十分に注意していただくよう、指導者や先生方にもお願いしておきたいと思い

ます。 

 この件については、その程度でよろしゅうございますか。 

 

 それでは、次の報告事項に入らせていただきます。 

「八尾市英語指導業務委託」事業の概要について、柿並課長よりご報告願います。 

【柿並課長】 それでは、八尾市英語指導業務委託事業の概要についてご報告いたします。 

 初めに、八尾市英語指導業務委託事業の業者についてご報告をいたします。業者につき

ましては、６月の教育委員会協議会でご報告いたしましたとおり、６月３０日にプロポー

ザルを実施いたしました。参加申し込みは６社ございましたが、１社が辞退いたしました

ので、当日は５社によるプロポーザルを実施いたしました。各社ごとにカリキュラムや教

材、ＮＥＴの人材や研修制度、児童・生徒の英語育成の効果測定、事業者の独自性や姿勢

や態度など、５つの項目に分けて、選定委員会においてご審議をいただきました。その結

果、すべての採点項目で最高点を上げた㈱インタラックと契約する方向で進めております

ので、まずご報告いたします。 

次に、ＮＥＴの配置についてでありますが、この９月から、従来のＪＥＴプログラムに

よる派遣を全廃し、１５中学校に契約業者によるＮＥＴを配置いたします。 

配置期間は、９月１日から翌年の３月２４日までの期間とし、配置日数につきましては、

休業日及び長期休業日、また中間・期末テスト日等を除く１２０日間としております。Ｎ

ＥＴの配置につきましては、昨年同様、原則として中学校区に１名のＮＥＴを配置し、小

学校への配置は、中学校と日程を調整しながら、隔週１日の割合で配置する予定ございま

す。 

配置されましたＮＥＴの業務についてですが、中学校におきましては、ＮＥＴが中心と

なった授業を総合的な学習の時間等を活用し全学年で週１時間、小学校におきましては、

６年生を中心とした英語活動を予定しており、どの小学校におきましても１０単位時間以

上は実施されるよう計画しております。 

最後に、事務局といたしまして、本事業の実態把握と内容の改善に努め、本市の英語教

育のさらなる充実に努めてまいる所存でございます。 

以上、甚だ簡単ではございますが、報告とさせていただきます。 

【寺前委員長】 ただいま柿並課長から、八尾市英語指導業務委託の件について報告がご

ざいました。 

 委員の皆さん方、何かご質問ございますか。 

【篠原委員長職務代理者】 この名称、ＮＥＴという名称を使われましたね。ネイティ

ブ・イングリッシュ・ティーチャーということだと思うんですが、ネイティブをこの会社

で１５人紹介してくれるとのことですが、本当にネイティブなのかどうか。ネイティブと

いったら難しいんですよ。例えば、アジア系の人たちは英語が堪能であってもネイティブ
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とは言えない。そういう厳格な意味のネイティブなのかどうかということを確認しておき

たいと思います。 

【柿並課長】 そのことにつきましても、プロポーザルの中で、各業者がどのような考え

方を持っているのかについてお聞きしております。このインタラックにおきましては、ネ

イティブというのは、英語を第１言語としている国を指しているということで、具体的に

は、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリアの４カ国から講師を派遣すると聞いて

おります。 

 例えば、今ご指摘ございましたようにアジア諸国で英語を母国語としているところもご

ざいますが、そこにつきましては、この業者では第２言語と考えているということでござ

いました。 

【寺前委員長】 他にございませんか。 

 このインタラックというのは、去年とは違いますね。 

【柿並課長】 昨年度までは、株式会社ゼンケンと契約を結んでおりました。ゼンケンに

つきましては、以前ご報告させていただきましたように、入札によって契約を結んだ企業

ですが、この度は、先ほど申し上げましたように、項目を複数指定して、その中で業者か

らプレゼンをしていただく形で進めさせていただきました。インタラックは全国展開をし

ている企業でございまして、また、大阪府下におきましても、何市とも業務委託契約を結

んでいる企業でございます。すべての項目において最高点でございましたので、この業者

と契約を結ぶ方向で進めております。 

 それから、先ほどＮＥＴというご指摘がございましたが、選定委員会の中でも若干ご指

摘いただきまして、アシスタント・イングリッシュ・ティーチャー、ＡＥＴというと、派

遣とか業務委託という関係でやや問題がある、また「英語指導講師」という呼び方をいた

しますと、学校に配置されております一般の講師の先生と区別がつきにくいということで、

ＮＥＴにつきましては、ネイティブ・イングリッシュ・ティーチャーですが「英語指導

者」という呼び方をするのが適当ではないかということで、今後「英語指導者」「ネイテ

ィブ英語指導者」と呼んでまいりたいと考えてございます。 

【寺前委員長】 このインタラックでは、ＮＥＴという名称でなさっているわけですか。 

【柿並課長】 インタラックでもＮＥＴという呼び方をしておりますが、それは、それぞ

れの市の位置づけに合わせておられまして、派遣という形で英語指導助手という位置づけ

をされているところではＡＥＴまたＡＬＴという扱いをされていると聞いておりますが、

本市におきましては、すべてＮＥＴで進めてまいりたいと考えております。 

【寺前委員長】 小学校は６年生を中心に隔週１日の割合で、年間で１０単位時間ぐらい

ということでしたが、府下全域を見ますと、小学校の英語指導についてどの程度の位置づ

けになりますか。この件については、ものすごく進んでいるところもございますね。 

【柿並課長】 各市様々な状況がございます。非常に英語教育に力を入れて、特区制度を

敷いているようなところでは、小学校１年生から英語指導者を配置して、小学校において

も各学校に１名の、これはネイティブではないと聞いておりますが、日本人の英語指導者

を配置している市も聞いております。また、以前本市がとっておりましたように、１５中

学校区を５人のネイティブで１学期ごとまたは２学期ごとに順繰りに回っていくという形

をとっている市もございます。そういう意味で申し上げますと、全ての中学校区に１名の
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英語指導者を配置することは、これからの方向ではないかと考えております。 

【百瀨委員】 ＮＥＴの先生を小学校に派遣するときは、ＮＥＴの先生は１人で行って対

応されるんですか。中学校の英語の先生がついていくということも考えているんですか。

そのあたりはどのように考えていますか。 

【柿並課長】 現在も同じような形をさせていただいておりますが、中学校の英語の教師

が小学校について行くことはございません。業者では、非常にたくさんのカリキュラムを

用意しておりますので、本市の場合、小学校においては最低１０時間は実施してほしいと

お願いしておりますので、小学校６年生については、１０時間分のカリキュラムを業者で

設定し、小学校の総合的な学習な時間の中で、ネイティブが中心となって子どもたちに英

語活動をさせています。当然教員免許がございませんので、総合的な学習の時間の先生方

はその授業の中についておられて、部分的に参加されますけれども、具体的にはほとんど

すべてこの外国人が授業を進めている状況でございます。 

【寺前委員長】 他に何かございますか。 

【中原教育長】 ＮＥＴは、当時はＡＥＴと言っていましたけれども、もう２０年以上の

歴史がございますので、大体中学校では定着しています。小学校の先生方にお伺いすると、

最初は「いやだな」という感じを随分お持ちだったんです。何をしたらいいのだろうかと

も思っていたようです。ところが、変わってきたなと思っているのは、教員自身がＮＥＴ

と話をして意思疎通ができたという感じで、そのことが、語学学校に通うなど意欲を持っ

て授業をするようになってきた、また、英語への抵抗が極めて少なくなってきた、その姿

勢が子どもたちにも移って、子どもたちも外国人に対する拒否感ではなくて、もう一歩進

んで、あいさつをして自分の意思を相手に伝えようと努力するという、教師も含めて変わ

ってきたなあと思います。これが国際化に向かう一歩と考えております。ですので、単に

言葉や文化だけではなくて、お互いに人間として繋がっていこうとしていることも小学校、

中学校で一定の成果はあると思っているんです。このようなことが将来的に求められてい

きますので、本当はＮＥＴが毎週でも行けたらいいんですが、予算の範囲内ということで、

１０回程度の活用ですが、内容の濃い１０回にしていきたいと考えているところです。 

【寺前委員長】 教育サポートセンターで、小学校の先生方に英語の研修をお持ちだと思

うんですが、そのあたりはどうです。 

【吉岡所長】 今は単発で持っているのではなく、研究協力員の小学校英語活動部会を持

っておりまして、そこに参加した者が中心に成果を広めていくという形態をとっておりま

す。 

【寺前委員長】 どのぐらいの方が参加なさっているわけですか。 

【吉岡所長】 今年は５人です。ただ、今までの学校としての実践経験のある北高安小学

校とか安中小学校とか、そういう学校の先生方にも協力いただいております。 

【百瀨委員】 各学校にＮＥＴの先生方が来ていただく時間帯は、８時３０分から４時３

０分であるとのことですが、今回の契約では、現場で色々起こったときに、その時間帯を

超えて残ってもらうことは可能なのか、あるいは、時間だから「はい、さようなら」と帰

ってしまう契約になっているのか、校長の指導が十分にＮＥＴに入っていくのかどうか。

そのあたりはどのように考えているのかを教えてください。 

【柿並課長】 業務委託という形態をとっておりますので、学校において、ＮＥＴに指示
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命令をすることは、基本的にはできないことになっております。ですから、学校の要望等

につきましては、ＮＥＴには向こうのマネージャー等を通じて、事前に「このようにやっ

てもらいたい」、またＮＥＴに課題があったときには、それもあわせて「こういう課題が

あって困っている。改善してほしい。」、またどうしてもだめな場合は交代というように

進めているのが現状でございます。 

ですから、時間につきましても、基本的には契約時間内での活動が大原則になっており

ます。ただ、外国から来られている方は、非常に熱心に日本の学校に溶け込もう、また日

本の文化を吸収しようという方が多いですので、自ら進んで行事等に参加されるケースは

ございます。ただ、そうしたときに万一けがをされた場合にどうするのかという問題等も

ございますので、例えば運動会等にも参加してほしいということがある場合には、この業

者と事前に打ち合わせをして決めておくことが必要になってまいります。ですから、今日、

急にこんなことをしてほしい、あんなことをしてほしいというのは、お願いしにくい状況

がございます。そのことは、仕様書・契約書の中できっちりと定めておりますので、守っ

ていかなければならないと考えております。 

【百瀨委員】 課題等については、学校長の対応ですか、それとも教育委員会を通じての

対応ですか。 

【柿並課長】 教育委員会を通じての対応でございます。ですから、各学校で何かござい

ましたら、すぐに指導課の英語担当に連絡が入りますので、指導課から業者に依頼する形

になります。 

【寺前委員長】 このＮＥＴの派遣で、指導者については、インタラックから「この人と

この人で」と言われたら、その人を全面的に受け入れるということですか。こちらで面接

をするとかはないわけですか。 

【柿並課長】 こちらで面接をすることはございません。ただ、学校それぞれに事情、現

状がございますので、業者も、他市とも契約を結んでいる業者でございますので、学校に

は色々な現状があることを把握しているようです。ですから、例えば「荒れているような

学校があれば、事前に教えてほしい。そういったことにも対応できるネイティブを派遣し

ていきたい。」というようなことも業者からお聞きしております。こちらとしましては、

できるだけ学校の現状、事情等も詳しく業者と相談しながら、適切なＮＥＴを派遣してい

ただくように進めていきたいと考えております。ただ、例えば、日本語能力については日

常会話程度は必ずできる方、また、日本での英語指導の経験等を有する方という、幾つか

の条件はベースとしてございますので、一定の資質・レベルのネイティブを派遣していた

だけるものと期待しております。 

【寺前委員長】 いずれにしましても、派遣される指導者の資質が大変大事だと思います

ので、学校現場等の意向も十分聞いていただいて、問題があれば、即刻対応していただき

たいとお願いしておきます。 

【山本委員】 株式会社インタラックの最高点の基準というのはどのようなものでしょう

か。 

【柿並課長】 業者の選定にあたりましては、カリキュラム内容や教材等につきまして、

各４０点の配点をしております。４つの項目について４０点×４つで１６０点、業者の姿

勢や態度、期待という部分については２０点という配点をしておりますので、１８０点満
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点で実施しております。９名の委員で業者のプレゼンを聞いていただき、その中身を各４

０点満点、また、姿勢等については２０点満点で採点していただきました。その得点の合

計点が、どの項目においても、このインタラックが最高であったということでございます。 

【山本委員】 インタラックが最高点だったとのことですが、その最高点というのは何点

ですか。 

【柿並課長】 例えばカリキュラムの内容や教材等といった項目ごとに、９名がそれぞれ

点数を入れておられます。９名ですから、各項目３６０点満点になるんですが、インタラ

ックについては、カリキュラム内容や教材等については３４０点、また研修制度やアフタ

ーケアについては３３０点、児童・生徒の英語をはかる指標等については３００点、独自

性等については３２０点ということで、それぞれの項目ごとに９名の委員の点数を総合し

た場合に、参加業者５社の中で、どの項目においても第１位であったということでござい

ます。 

【寺前委員長】 よろしゅうございますか。 

 他にないようでございますので、次に入らせていただきたいと思います。 

 

 次に「八尾市制６０周年記念事業 第６０回八尾市少年軟式野球大会の開催について」、

倉本次長より報告願います。 

【倉本次長】 それでは、八尾市制６０周年記念事業 第６０回八尾市少年軟式野球大会

の開催についてご報告申し上げます。 

 恐れ入りますが、提出させていただいております資料をご参照願います。 

本大会の目的でございますが、市内の小学生を対象に青少年の健全育成事業の一環とし

て、軟式野球を通じ、心身の鍛練と相互の親睦を図るものでございます。 

大会期日は、８月９日（土）から１４日（木）の６日間を予定しております。 

参加校は２９校で、開会式は９日の９時３０分、閉会式は１４日の決勝戦終了後、午前

１１時３０分を予定しております。 

これは毎年のことですが、母校の名誉のために一生懸命白球を追う子どもたちの姿に人

間が本来持っております感動を覚えるわけでございます。主人公はあくまでも子どもたち

でございますが、応援に駆けつけるご父兄の方々、そして生徒たちをご指導、勇気づける

先生方、そして軟式野球協会の方々、そして教育委員会が一体となって、子どもたちの思

い出づくりをさせていただいております。この思い出づくりこそがふるさと八尾を愛する

子どもたちを育むすばらしい教育の一環だと思っております。このように、今年も市制６

０周年記念事業 第６０回少年軟式野球大会を開催させていただきますので、簡単ではご

ざいますが、ご報告とさせていただきます。 

【寺前委員長】 第６０回八尾市少年軟式野球大会について、倉本次長の方からご報告が

ございました。 

 本件について、委員の皆さん方、何かご質問がございますか。 

よろしゅうございますか。 

 それでは、本件については、意見がございません。 

 

 これで報告事項については終わりますが、委員の先生方、何かご報告なりご意見ござい
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ますか。 

 事務局から何かございますか。 

なければ、以上をもちまして、教育委員会７月定例会を終了いたします。 

本日の署名委員に篠原委員を指名したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

どうも長時間ありがとうございました。 

 

 

（署 名）寺前委員長 

 

 

                                                    

 

篠原委員 

 

 

                                        

 


