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１０月定例教育委員会会議録 

 

【寺前委員長】 それでは、ただいまより１０月定例教育委員会を開催いたします。 

 まず、９月臨時教育委員会会議録の承認について審議いたします。 

 委員の先生方、何かご質疑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、９月臨時会会議録について承認と決しました。 

 

【寺前委員長】 次に、９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。 

 委員の先生方、何かご質疑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、９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から行わせていただきます。 

（委員長報告） 

９ 月 2 4日 （ 水 ） 

1 0月 ３ 日 （ 金 ） 

1 0月 ８ 日 （ 水 ） 

1 0月 1 4日 （ 火 ） 

1 0月 1 5日 （ 水 ） 

午前10時より、文教産業常任委員会に出席。 

午前10時より、臨時教育委員協議会に出席。 

午前10時より、臨時教育委員会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時より、中河内３市教育委員会連絡協議会委員研修会に出席。 

 

【寺前委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 
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（教育長報告） 

９ 月 2 4日 （ 水 ） 

９ 月 2 5日 （ 木 ） 

９ 月 2 9日 （ 月 ） 

1 0月 １ 日 （ 水 ） 

1 0月 ３ 日 （ 金 ） 

 

1 0月 ８ 日 （ 水 ） 

1 0月 ９ 日 （ 木 ） 

1 0月 1 0日 （ 金 ） 

1 0月 1 4日 （ 火 ） 

1 0月 1 5日 （ 水 ） 

1 0月 1 6日 （ 木 ） 

 

1 0月 1 7日 （ 金 ） 

午前10時より、文教産業常任委員会に出席。 

午後２時より、精神保健福祉協議会 常任理事会に出席。 

午前10時より、教育委員会表彰審査会に出席。 

午前10時より、市議会９月定例会本会議（４日目）に出席。 

午前10時より、臨時教育委員協議会に出席。 

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、臨時教育委員会に出席。 

午前９時30分より、部長会及びＩＴ推進本部会議に出席。 

午前10時より、決算審査特別委員協議会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時より、中河内３市教育委員会連絡協議会委員研修会に出席。 

午後２時より、ビジネスマッチング博に出席。 

午後４時30分より、市町村教育委員会教育長会議に出席。 

午前９時30分より、校長会に出席。 

 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 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。 

【篠原委員長職務代理者】 ただいま中原教育長から、１６日の市町村教育委員会教育長

会議の内容について説明がありましたが、その前の１０月３日の府都市教育長協議会の場

ではどういう話し合いが持たれたか、教えていただきたいと思います。 

 それからもう１つは、最後に報告のありました校長会で、これは前日までに全国学力・

学習状況調査の結果を大阪府へ報告した、その後を受けての校長会だと思うんですが、校

長先生側から何か質疑あるいは意見がありましたら、代表的なものを教えていただきたい

と思います。 

【中原教育長】 １０月３日は定例会でございまして、ちょうど平均正答率の数値の発表

をそれぞれ控えていたのですが、会の中ではその点には触れずに会議がなされました。そ

れぞれの市教委での判断もあり、あえて触れなかったんだろうと思います。 

 定例の会議ですので、府教委からの連絡事項をはじめ、後援名義の関係、今後の予定な

どが出されました。特に際立ったものはございませんでした。 

 それから、１０月１７日の校長会では、校長から特に意見はございませんでしたが、既

に本市やそれぞれ自校の状況はよくご理解いただいていますので、「職員にもこんな方針

でさらに学力を向上させていきたい」という方針は各校長お持ちだったと思います。 

 ただ、市教委としては、「知・徳・体の調和のとれた教育の推進」という方針を以前に

出しております。市としてその方針には変更がないということは敢えて伝えて、学力だけ

でなく調和のとれた教育の推進を再度お願いしたところでございます。 

【寺前委員長】 他にご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【寺前委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 
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１０月の議案 

議案第３７号 

議案第３８号 

議案第３９号 

議案第４０号 

議案第４１号 

議案第４２号 

議案第４３号 

議案第４４号 

議案第４５号 

議案第４６号 

議案第４７号 

議案第４８号 

平成２０年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件 

八尾市立総合体育館の指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市立山本球場の指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市立曙町市民運動広場の指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市立福万寺町市民運動広場の指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市立小阪合テニス場の指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市立志紀テニス場の指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市立屋内プールの指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市生涯学習センターの指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市立山本球場条例の一部改正の市議会議案提出の件 

安中新田会所跡旧植田家住宅条例施行規則制定の件 

平成２１年度八尾市立学校園教職員人事基本方針の決定の件 

 

 議案第３７号「平成２０年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」について審議い

たします。 

 提案理由を杉分次長よりご説明願います。 

【杉分学校教育部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３７号「平成２０

年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」についてご説明申し上げます。 

 本件は、平成２０年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の被表彰者を決定するにつき、

教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１３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、八尾市教育委員会表彰規則第６条第１項の規定に基づき、

教育委員会表彰審査会に諮問されておりました被表彰者の選考について、このたび同条第

２項の規定に基づき答申がございましたので、これを決定する必要があり、ご提案申し上

げるものでございます。 

 表彰審査会につきましては、教育長ほか３名の部長職で構成し、７月９日、８月２９日、

９月２９日の３回開催し、慎重に審査・選考が行われたものでございます。 

 平成２０年「文化の日表彰式典」の被表彰者の選考結果について、答申をご覧いただき

たいと思います。 

 まず初めに、学校医・学校歯科医・学校薬剤師でございますが、八尾市立学校園に１５

年以上、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師として従事していただき、学校園の保健衛生

の向上に多大なるご貢献をいただいた方を被表彰者としております。今年は、学校医・歯

科医２名のみを対象としております。 

 次に、児童・生徒の部でございますが、スポーツの部は８名と７団体、文化の部は３名

と１団体の計１１名と８団体を基準に該当するものとして対象としております。 

 次に、教育一般の部でございますが、学校園協力と生涯学習活動の分野におきまして２

名と４団体を表彰することが適当と認められるとのことでございまして、対象としており

ます。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。 
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【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

ございませんでしょうか。 

【篠原委員長職務代理者】 ２点ほど質問しますが、まず学校医については、１５年以上

ということで非常に長い間ご苦労を賜っているわけで、１５年目になったらこの表彰の対

象になるとのことですが、この１５年を超えた方でまだ未受賞の方がおられるのかどうか

が１点。 

 それから、この表彰式の場所はプリズムホールの小ホールで行われると思うんですが、

八尾市の表彰はどの程度なのか。と言いますのは、座席に座られる方が少ないと、ちょっ

とさびしい感じがすることもありますので、八尾市の表彰は、教育委員会を除いてどの程

度あるのかを知りたいと思うんですが、その２点お願いいたします。 

【杉分学校教育部次長】 ただいま篠原委員からご質問いただいたわけでございますが、

まず１点目の未受賞者がまだおるかどうかということでございます。この表彰につきまし

ては、以前から長年やっておるところでございます。従いまして、未受賞者はおらないだ

ろうと考えております。 

 もう１点、市の表彰の人数でございますが、申し訳ございませんがちょっと把握してお

りません。例年どおりだと考えております。 

【寺前委員長】 また後ほどでも篠原委員や我々にもご報告願いたいと思います。 

 私から１点だけ、先ほどの篠原職務代理の質問に関連すると思いますが、この学校医等

は、１つの学校園で１５年以上ですか。それとも２つ以上に跨ってもいいんですか。 

【杉分学校教育部次長】 通算いたしまして１５年以上でございます。 

【百瀨委員】 １点お聞きしたいと思います。 

 教職員の永年勤続の表彰について、本年度より表彰しないと報告されておりますが、こ

れについては学校関係者に周知徹底しておられますか。 

【杉分学校教育部次長】教育委員会に報告させていただき、その後、学校園に文書で通知

をいたしまして、それに代わる一般的な表彰ということでお願いをいたしました。 

 ただ、やはり初めてのことでございますので、私どもの周知のやり方もいささか不十分

な点があり、数名推薦が上がってきましたが、審査会では選考しないという結果になった

ものでございます。 

【百瀨委員】 そのように、少し現場も混乱があったように聞いておりますので分かりま

した。 

 それから、ちょっと今日の表彰の件とは話が違うんですが、昨年度に、この表彰対象に

ならないが、教育長表彰を考えることができないかという意見が出され、事務局から、来

年度に事務局で基準等を含め考えてみたいという方向を示されたように記憶しております。

その教育長表彰についてはどうお考えなのか、少し聞かせていただけたらと思います。 

【篠原委員長職務代理者】 今の百瀨委員から質問のありました件につきまして、私も同

感で、確か私も提案したと思います。先ほども触れたんですが、表彰はできるだけ多いほ

うがいいというのが私のかねてからの考えなんです。それで、文化の日の表彰は非常に重

いものですので、それに漏れたもので、児童・生徒を中心にしてもいいと思うんですが、

それを教育長表彰など何らかの形でどんどん吸い上げて、数も増やしていけば、もっと

色々な点でプラス面が出てくるのではないかと思います。 

【中原教育長】 おっしゃるとおり、昨年度は、ブラスバンドの２校が基準に達せず選に
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漏れましたが、やはり顕彰しようということで、教育長表彰をさせていただきました。 

 その前も、小学校で少ない人数でしたがバスケットボールで優勝したということがあり

まして表彰しています。今のところまだ明確な基準はお示しできていないんですが、校長

や地域の方から、「こういうことで顕彰してはどうか」ということについては、できるだ

け積極的にやっていきたいと思っております。 

 今回の審査会で漏れた事案で教育長表彰をしようという話はありませんでした。もう少

し年数を重ねた時は表彰したいという話は出ました。今、百瀨委員がおっしゃった基準に

ついては、話は出ているんですが、作っていきたいとは思っています。ただ、学校や地域

から推薦があるというのは１つの基準にはしております。 

【寺前委員長】 この件については、これまで各委員からも、できるだけ対象者を増やし

て、この文化の日の表彰に該当しない方でも、他の方法で表彰することによって励みにな

るという意見が出されておりますし、また部活の指導者等についても対象にしたらどうか

という意見もございますので、次年度に向けて基準作り等をしていただいたらと思います。

よろしくお願いしておきたいと思います。 

 他に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３７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３７号「平成２０年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」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３８号から議案第４５号まで一括審議とさせていただきたいと思います。 

 議案第３８号「八尾市立総合体育館の指定管理者指定の市議会議案提出の件」、第３９

号「八尾市立山本球場の指定管理者指定の市議会議案提出の件」、第４０号「八尾市立曙

町市民運動広場の指定管理者指定の市議会議案提出の件」、第４１号「八尾市立福万寺町

市民運動広場の指定管理者指定の市議会議案提出の件」、第４２号「八尾市立小阪合テニ

ス場の指定管理者指定の市議会議案提出の件」、第４３号「八尾市立志紀テニス場の指定

管理者指定の市議会議案提出の件」、第４４号「八尾市立屋内プールの指定管理者指定の

市議会議案提出の件」及び第４５号「八尾市生涯学習センターの指定管理者指定の市議会

議案提出の件」について、一括して審議いたします。 

 提案理由を倉本次長よりご説明願います。 

【倉本生涯学習部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３５号から議案第

４３号の八尾市立総合体育館ほか５施設、議案第４４号の八尾市立屋内プール及び議案第

４５号の八尾市生涯学習センターの各施設の指定管理者指定の市議会議案提出の件につき

まして、一括してご説明申し上げます。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１７号の規定に

より、委員会の議決をお願いするものです。 

 提案の理由でございますが、平成１８年４月より指定管理者制度を導入し、現在、八尾

市立総合体育館ほか５施設及び八尾市立屋内プールにつきましては、財団法人八尾体育振

興会、また生涯学習センターにつきましては、財団法人文化振興事業団によって管理運営

されていますが、指定管理を任せていました期間が来年３月で満了となりますため、この
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間、公募による選定作業を経まして選定されました次年度以降の指定管理者につき指定す

る必要がありますので、本案を提出するものです。 

 はじめに、八尾市立総合体育館ほか５施設の選定に係る経過及び選定結果についてご説

明申し上げます。 

 恐れ入りますが、添付資料の「八尾市立総合体育館等の指定管理者の候補者の選定につ

いて」をご参照ください。 

 まず、公募につきましては、『市政だより』及びホームページに掲載し、本年６月１１

日から７月１０日まで募集を行い、この間の現地説明会には１５団体の参加がございまし

たが、最終的には３団体からの応募があったものでございます。 

 また、選定につきましては、生涯学習部指定管理者選定等委員会を、学識経験者、市民

代表、公認会計士の参画を得、庁内委員４名の計７名の委員構成で設置し、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条の規定に基づく選定基準に従って評

価しましたところ、記載の評価欄の集計表の内容となりました。 

 その結果、八尾市立総合体育館ほか５施設の指定管理者の候補者には、八尾市青山町３

丁目５番２４号に所在します財団法人八尾体育振興会を代表とする八尾体育振興会グルー

プを選定いたしました。 

 なお、指定の期間は、平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日までの５年間とい

たすものでございます。 

 次に、八尾市立屋内プールの指定管理者の候補者選定に係る経過及び選定結果について

ご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、添付資料の「八尾市立屋内プールの指定管理者の候補者の選定につい

て」をご参照ください。 

 まず、公募につきましては、『市政だより』及びホームページに掲載し、本年７月１４

日から８月６日まで募集を行い、この間の現地説明会には１６団体の参加がございました

が、最終的には４団体からの応募があったものでございます。 

 また、選定につきましては、生涯学習部指定管理者選定等委員会を、学識経験者、市民

代表、公認会計士の参画を得、庁内委員４名の計７名の委員構成で設置し、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条の規定に基づく選定基準に従って評

価しましたところ、記載の評価欄の集計表の内容となりました。 

 その結果、八尾市立屋内プールの指定管理者の候補者には、八尾市青山町３丁目５番２

４号に所在します財団法人八尾体育振興会を代表とする八尾体育振興会グループを選定い

たしました。 

 なお、指定の期間は、平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日までの５年間とい

たすものでございます。 

 次に、八尾市生涯学習センターの指定管理者の候補者選定に係る経過及び選定結果につ

いてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、添付資料の「八尾市生涯学習センターの指定管理者の候補者の選定に

ついて」をご参照ください。 

 まず、公募につきましては、『市政だより』及びホームページに掲載し、本年７月１６

日から８月８日まで募集を行い、この間の現地説明会には６団体の参加がございましたが、

最終的には１団体からの応募があったものでございます。 
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 また、選定につきましては、生涯学習部指定管理者選定等委員会を、学識経験者、市民

代表、公認会計士の参画を得、庁内委員４名の計７名の委員構成で設置し、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条の規定に基づく選定基準に従って評

価しましたところ、記載の評価欄の集計表の内容となりました。 

 その結果、八尾市生涯学習センターの指定管理者の候補者には、八尾市光町２丁目４０

番地に所在します財団法人八尾市文化振興事業団を選定いたしました。 

 なお、指定の期間は、平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日までの５年間とい

たすものでございます。 

 以上、誠に簡単ではございますが、指定理由及びその経過等でございます。何とぞよろ

しくご審議いただきましてご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

【寺前委員長】 ただいま第３８号から第４５号までの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すでしょうか。 

【中原教育長】 今回の選定について、何か印象深く残っているようなこと、また、選定

の理由のポイントになったことなどがあれば、１つ２つ教えていただければと思います。 

【倉本生涯学習部次長】 まず、指定管理者制度は、公の施設の設置目的を効率・効果的

に達成するために、公共サービスの外部化という観点がございます。まず原点は公共サー

ビスであるということでございまして、結果として財団法人が選ばれましたが、公共サー

ビスの安定的な供給に長年携わってきたことにより蓄積された組織知が生かされた結果で

はないかと思っております。 

また、安定的・継続的な公共サービスを供給していくための財務体質についてのチェッ

クが必要であり、その点についても問題がございませんでした。 

【中原教育長】 例えば屋内プールで４団体からの応募があって、その中で選定されたん

ですが、特に体育振興会は、当然今までのいろんなノウハウを持っていますし、共同企業

体としてやっていくと思うのですが、「特にこの部分が良いな」というものが何か見えま

したか。屋内プールに限ってで結構ですので教えてください。 

【倉本生涯学習部次長】 屋内プールにつきましては、一番大事なことは利用なさる方の

命に関わる問題でございまして、安心・安全がいかに担保されているか、その点を人員配

置等も含めて色々点検いたしまして、当然、長年そこで培ってこられたノウハウがあるわ

けで、財団法人八尾体育振興会は、命を守る、安心・安全ということがきちっとなされて

おるというエントリーシートでありまして、それが各委員に評価された点でございます。 

【篠原委員長職務代理者】 細かい質問になるかもしれませんが、まず総合体育館では、

１，０５０点が最高点ということで得点が書かれていますね。そして、この八尾体育振興

会グループが７２２点、それからプールにつきましては、やはり１，０５０点満点で７４

５点、それから学習センターの場合は７３７点と、７割以上取られた団体が決まっておる

ように思うんですが、それぞれ２位との開きが相当大きかったのかどうか。決まった団体

で何も問題ないと思うんですが、２位がどの程度得点を取っておったのか、可能な範囲で

答えてもらえますか。 

【倉本生涯学習部次長】 先ほども申しましたように、公共サービスのケアの問題では、

やはり財団法人が長年の実績がございまして、このような点数になりました。２位以下の

団体は、安心・安全を担保するための明確な提案がなされなかった点で、選定委員会とし

ては、社会体育施設を今後５年間指定管理者に任せるにつき、こういう差になったという
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ことと、それと２回目はプレゼンテーションをしていただくんですが、最初に出していた

だいた応募用紙を細かく点検して、疑問点をプレゼンテーションの中で質しました。書い

てきた内容は「これはなかなかすごいな」というものがあるんですが、プレゼンテーショ

ンでその具体性などの疑問点を問いただす作業をした中で、こういう点数になってきまし

た。 

 だから、選定委員会を設置して、委員のより精度の高い議論をする体制の中で、公共サ

ービスの参入についての問題等々があって、こういう点数の開きになったということでご

ざいます。 

【篠原委員長職務代理者】 確か、私の記憶間違いじゃないとは思うんですが、しおんじ

やま古墳学習館のときには、２位・３位あたりまで得点化した資料を我々に示していただ

いたわけです。ですから、２位の得点が何点というのは要りませんから、どのぐらいの開

きがあったのかというぐらいの説明はしてほしいと思うんです。 

【倉本生涯学習部次長】 屋内プールは、第１位が７４５点、第２位が６９４点、第３位

が６２４点、第４位が５６９点ということで、相当の差がございます。 

【藤田生涯学習部長】 １位と２位の差につきましては、１つは、２位の団体は大手の団

体でありまして、非常に大手のシェアを生かした提案はあったんですが、「じゃあこれは

八尾だけですか」と訊いたら、どこの自治体でも通じるような提案だったんです。ですか

ら、「八尾でだったらどうできるんですか」という提案の具体的な踏み込みが非常に乏し

かった。その差が大きくあったと思います。 

 １位の団体も、もう少し踏み込んだ提案がもっと欲しかったわけですが、基本的にはそ

の安心感・安定感という点で１位と２位の差が非常にあったということを申し上げられる

と思います。 

【百瀨委員】 当を得た質問かどうか分かりませんが、これだけ一度にたくさんの指定管

理者についての議案が提案されたんですけれども、指定管理者の導入に当たって、きちっ

とした指針があると思うんです。そこが全く見えないので、具体的に選定に当たってどう

いうことを話し合って、どういうようになったかをもう少し聞かせていただけたら見えて

くるのではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

【倉本生涯学習部次長】 まず、選定の委員会の回数につきましては、３回開催いたしま

した。１回目には、各条例に基づき、公の施設の設置目的を達成するためにどういう公募、

あるいは仕様書の設計をしたらいいかという議論をしました。 

２回目は、応募団体にプレゼンテーションをしていただきました。なお、選定にあたっ

ては、八尾市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例の第４条に基準の規定がござ

いまして、例えば屋内プールでありますと、設置目的の目標が達成可能であることという

基準が決められております。３回目には、その条例第４条に定めております基準を満たし

ておるか、各応募者の提案が我々の求める品質を満たす提案であったかを議論しながら、

点数化して選定したということでございます。 

【百瀨委員】 先ほど篠原委員も色々選定に当たってご質問されましたし、本当に指定管

理者が必要であり、このように指定しましたということが市民に見えるようにすべきだと

思いますが、それが聞いていて見えてこないんです。もう少しその点をきちっと押さえた

上で答えていただきたいと思います。 

【倉本生涯学習部次長】 選定項目でございますが、例えば生涯学習センターなどの社会
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教育施設も、社会体育施設も今の条例の第４条に基づきますので、中身は大体同じですが、

例えば事業運営の方向性、公民協働の推進、管理体制、危機管理体制、運営の効率性等々、

そういう項目につきまして、評価項目は、例えば管理運営体制でありますと、組織体制、

従事者の氏名・経歴等、従業員の研修方法、高齢者・障害者等に配慮した取り組み、事業

の経費のバランス、財務状況等につき、細かく項目を設定いたしまして、それぞれ０点か

ら５点まで点数をつけていって、総合的に点数で評価する形でございます。 

【寺前委員長】 今の両委員のご質問は当然と私も思います。地方自治法が５年前に改正

されて、それまでは市や公的機関が公立の施設の運営をしていくのが建前でしたが、指定

管理者制度の導入で、民間の企業を採用することもできるようになってきたわけです。そ

の目的としては、効率性と市民サービスの向上が大きな狙いだと思うんですが、そういっ

たことを特に重点を置きながら採点したということですか。 

【藤田生涯学習部長】 委員長のご指摘のとおり、１点は、市民サービスをいかに向上で

きる方針を持っておるか、それを細かく事業評価させていただきました。 

 お客さんに対するサービスの工夫がどのように凝らされているかというのが１点です。 

 もう１つは、事業がバラエティに富んでいるかとか、地域交流が図れるかというのが２

点目です。 

 もう１つ、一番肝心なのは、その申請者自体の経営基盤でして、５年間この事業をやっ

ていけるか、不安感があるかというのは、最終的には会計士等の判断を仰いできちっと見

ました。この３点が大体ポイントとなると思います。 

【寺前委員長】 もう１点聞かせていただきたいんですが、共同企業体を組んでおられる

わけですけども、こういう場合、いわゆるジョイント・ベンチャーなどでは、よくメーン

がどこで、あとは何割と何割といった配分比率というのがありますね。そういうのはある

んですか。 

 それともう１点、例えば総合体育館等ですが、体育振興会はどういう事業をなさってい

るかは分かりますけども、あとのオーエンスとビバはどういう内容の事業をなさっている

会社なのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

【倉本生涯学習部次長】 公の施設の管理運営では、ハード面のメンテナンスと、あとは

その施設をいかに有効に市民本位に利用なさるかというソフト面があります。オーエンス

とビバは、機械などハードのメンテナンスと、例えば総合体育館ですと、ウェルネス、フ

ィットネスをしていますが、体育施設を利用なさって市民が望むようなサービスを提供さ

れます。体育振興会は、それを総合的にマネジメントするということで三者でグループを

組んでこられました。 

 実は、協定で認められていますが、従前から八尾体育振興会は、機械化警備などは委託

しておられました。しかし我々としましては、議会にもご審議いただいて指定管理してい

ただく観点から、コストパフォーマンス、財務諸表は、極力身近に分かるように、委託に

ならないよう話をしてまいりました。それで今回、このように体育振興会グループで共同

企業体として組んでこられたわけでございます。 

 だから、比率などはないんですが、得意分野を分けて、総合体育館等の指定管理に臨ん

でこられたということでございます。 

【寺前委員長】 この件は、我々がここで議決しても、次回１２月の市議会で、文教産業

常任委員会、さらに本会議で審議にかかっていくわけで、そのときにも十分説明できて、
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議員の皆さん方にも納得していただけるよう準備も十分しておいていただきたいと思いま

す。 

【中原教育長】 生涯学習センターですが、私も生涯学習センターの学習プラザ運営審議

会に時々あいさつに行って、状況や事業内容などを聞いていると、相当事業内容を検討・

研究して、時代に合うような内容にし、それからまた経費も市の計画に則って削減されて、

経営努力を相当されていると思っておったところです。 

 現地説明会の参加が６団体あったので、大分競争が激しいかと思ったんですが、最終的

に１団体、財団法人の八尾市文化振興事業団の応募だけだったのですが、なぜ１団体にな

ったのか、そこは感触しか分からないでしょうけども、どんな感じだったのか教えていた

だけますか。 

【倉本生涯学習部次長】生涯学習センターの現地説明会に来られました企業は、機械・設

備の点検の企業が大多数でございました。我々が生涯学習センターで望んでおります価値

は、生涯学習振興基本計画に書いておりますように、そこを利用して、市民が生涯学習で

学んだ成果を社会に還元できるようなプログラムをいかにあの建物で実現できるかという

ことですので、主に来られた方はハードの点検の企業ばっかりで、最終残ったのはこの文

化振興事業団だったという経過でございます。 

【山本委員】 この選定委員会の評価で、この５項目について合計点数１５０点とあるん

ですが、この５項目を本当はここにきちんと載せていただきたいと思います。ちょっとこ

の書いている文章だけでは分かりにくい点があったので、今後よろしくお願いします。 

【寺前委員長】 先ほど篠原委員からも質問がございましたように、我々に提示できる範

囲内でできるだけ提示していただいて、十分な審議をしていただけるようにお願いしてお

きたいと思います。 

【藤田生涯学習部長】 今日は概要を説明させていただきまして、こういう団体が決まっ

たという報告をさせていただきましたが、実は詳細の点数等につきましては、議会の承認

を得るまで公表できない規定になっておりますので、具体的な項目は公開の場であるこの

会議ではお示しすることができないのが実情でございます。ただ、内容につきましては、

前回の教育委員協議会でご報告させていただいたとおりでございます。前の指定管理の手

順もそうでしたが、今後議会提案を行うことになりますので、ご理解をお願いしたいと思

います。 

【寺前委員長】 今説明がありましたように、議会にこれを提案して可決を得たいという

ことでの教育委員会での議案としての位置づけということで、ちょっと分かりにくい部分

はありますが、我々が提案を可決しておいて、逆に議会で内容に不都合な部分があって否

決されることになれば、教育委員会の委員の立場からもいかがなものかという思いもござ

いますので、協議会の場等で委員の皆さんに十分納得していただける方策を考えていただ

きたいと思います。それが議会提案の部分で法や規則に触れるようなことがあるのでした

ら、それは避けるべきですが、法や規則の許す範囲内でお願いしておきたいと思います。 

 他にもうございませんか。よろしゅうございますか。 

 それでは、議案第３８号から第４５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。 
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 よって、議案第３８号、第３９号、第４０号、第４１号、第４２号、第４３号、第４４

号及び第４５号について、いずれも原案を適当と認めることに決しました。 

 

 次に、議案第４６号「八尾市立山本球場条例の一部改正の市議会議案提出の件」につい

て審議いたします。 

 提案理由を倉本次長よりお願いします。 

【倉本生涯学習部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第４６号「八尾市立

山本球場条例の一部改正の市議会議案提出の件」につきご説明申し上げます。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１７号の規定に

より、委員会の議決をお願いするものでございます。 

 提案の理由でございますが、八尾市立山本球場の使用料を徴収するに伴い、地方自治法

第２２８条に基づき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、

本案を提出する次第でございます。 

 改正の内容でありますが、お手元資料に記載のとおり、別表第２項に使用料などの規定

１項を加えるものでございます。 

 山本球場の駐車場につきましては、平成３年の山本球場の改装工事に合わせ、財団法人

八尾体育振興会において、その設備機器を購入設置し、管理を行ってきたところでありま

す。 

 今後、他の社会教育施設の駐車場と同様に、条例にその規定を設け管理を行っていくこ

ととし、平成２１年度からの新たな指定管理者の管理に合わせ、条例の一部改正を行うも

のであります。 

 なお、財団法人八尾体育振興会の財産である駐車場ゲートにつきましては、財団との協

議が調い、買い取ることといたしており、その議案を１２月議会に提案する予定といたし

ております。 

 以上、誠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。よろしくご

審議いただきましてご承認賜りますよう、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

ございませんでしょうか。 

 それでは、私からお聞きしたいんですが、これの面積はどれぐらいなんですか。それと、

駐車台数とこの１年間ぐらいの利用状況も含めてお願いします。 

【倉本生涯学習部次長】 まず、利用状況でございますが、平成１７年度７，９８５台、

平成１８年度８，６５０台、平成１９年度８，３７１台の利用がございました。 

 面積でございますが、使用面積が１，３００平方メートルと、自動販売機が１．６平方

メートルで、現在、目的外使用許可を与えて財団法人が運営をしております。 

 それと、駐車台数は約３０台でございます。 

【寺前委員長】 結構な額になるわけですね。先ほどの説明によると、年間８，０００台

以上の利用があるということで、球場自身の使用料から見ても、年間の収入とそれほど引

けをとらないぐらいになるのと違いますか。 

【倉本生涯学習部次長】 収入でございますが、平成１７年度が２３９万５千円、平成１

８年度も２５０万、平成１９年度も２５０万の利用料が入ってきています。 

【百瀨委員】 この機になぜしなければならないのか、これは過去の流れから積み残して
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きた部分と考えられるのですが、その点、もう少しきちっと詰めをしてこちらに示してい

ただきたいと思います。 

【倉本生涯学習部次長】 先ほど提案理由の中で申しましたように、他の社会教育施設も

含め、公の施設はきちっと条例の中に駐車場の規定を設けております。条例の規定がなけ

れば使用料を徴収できないわけですが、先ほど申しましたように、平成３年に山本球場の

改装に合わせて財団法人で機器を購入され、駐車場の管理運営をしていただいてきたわけ

でございますが、指定管理者制度を導入するときにこういうことの整備ができておったら

よかったんですが、今回、平成２１年度からの指定管理者の選定につきましては、公募と

いう形を採りました。その中では、八尾体育振興会が指定管理者に選定されるとは限りま

せん。そこで、今は機器が八尾体育振興会の財産でございますので、誰が指定管理者にな

っても安定的に駐車場運営ができるように、今回、きちっと条例に駐車場の条項を設けま

して、整備をさせていただいたという経過でございます。 

【百瀨委員】 １２月の補正予算で条例と一括してきちんと出すということでいいわけで

すか。 

【倉本生涯学習部次長】 そういうことでございます。 

【寺前委員長】 これはもう財団とはある程度話はできているんですか。 

【倉本生涯学習部次長】 財団の財産として向こうの資産台帳に載っておりますが、財政

課や財団とも協議しておりまして、３月３１日の残存価格等など、それもきちっと詰めま

して、その価格で買い取るように考えております。 

【寺前委員長】 条例改正しながら売買交渉がうまくいかなかったら具合が悪いので、そ

の点は十分詰めておいていただきたいと思います。 

 他にございませんか。ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第４６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４６号「八尾市立山本球場条例の一部改正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４７号「安中新田会所跡旧植田家住宅条例施行規則制定の件」について審

議いたします。 

 提案理由を岸本課長よりご説明願います。 

【岸本文化財課長】 ただいま議題となりました議案第４７号「安中新田会所跡旧植田家

住宅条例施行規則制定の件」につきまして、安中新田会所跡旧植田家住宅条例施行規則を

制定するにつき、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第７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、ただいまから提案の理由並びにその内容についてご説明申し上げます。 

 まず、提案の理由でございますが、９月市議会定例会本会議におきまして、次年度に開

館いたします旧植田家住宅の運営に係り基本となります安中新田会所跡旧植田家住宅条例

を可決いただき、その施行に当たり必要となります諸手続・諸事項について規則として定

めたものでございます。 
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 施行規則の内容といたしましては、まず第１条で趣旨を、第２条から第５条にかけまし

ては、貸し出し、閲覧、撮影等に係ります申請及び許可に関する事項を、第６条では利用

料金等の免除について、第７条では、本施設への市民の方などからの資料の寄託につきま

して教育委員会が取り扱うことを、第８条で委任に係る項目を定めたものでございます。 

 なお、附則としまして、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。 

 以上、誠に簡単ではございますが、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

ございませんでしょうか。 

【中原教育長】 貸し出しの場合の申請書がここに付けられているんですが、特に博物館

と貸し借りをしていくことがあると思いますけども、そういう場合の金額の発生はないの

でしょうか。それとも、特別なものについてはあるんでしょうか。 

【岸本文化財課長】 展示物の貸し出しにつきましては、私どもも項目を色々と設けてご

ざいます。 

 その中では、基本的に資料館等につきましても、例えば撮影等につきましては有料とし

てございますが、他館との貸し借り等は免除という規定で、あと実際の運搬費は先方にお

出しいただきます。例えば他館から借りる場合は私どもがお出しするというようにやって

おります。 

【篠原委員長職務代理者】 これ、着々とでき上がっておると思うんですが、実際、オー

プンはいつ頃になるのか教えていただきたいと思います。 

【岸本文化財課長】 今、建屋につきましては、大体１２月に完成する予定をしておりま

す。それと、あと庭園等の外構工事が残りますので、実際に市議会の議員の皆さま方も含

めてご覧いただくのは、やはり３月頃になるかと思われます。それから日数を勘定してい

きますと、準備の期間が要りますので、大体５月ぐらいの予定で今運んでおるところでご

ざいます。 

【篠原委員長職務代理者】 来年の５月ぐらいに華々しくオープンとのことですが、それ

に関するセレモニーなどはまた別途考えていくという理解でよろしいか。 

【岸本文化財課長】 オープンにつきましては、私どもも今考えておりまして、オープニ

ングのときの展示や催しは今後詰めていきたいと思っております。 

【百瀨委員】 市民に親しまれるように、展示物を含め施設が活用されるべきだと考えて

おります。その点について、市民に対してはどのような活用が考えられるのか、また活用

についてどのようなものを考えられているのか、少し具体的に説明していただけたらと思

います。 

【岸本文化財課長】 以前、条例の中で色々とお話をさせていただきましたが、まず１点

目は、公開施設としていろんな事業をしながら利用をしていこうと考えております。 

 それともう１点は、やはり地域の皆さんに親しんでもらうということもございますので、

これは教育的な視点から、子どもたちが公開施設で１時間話を聞くことになりますと、実

際に見に来られた方等の障壁が生じることもございます。それで、土蔵２の１階部分を講

座室として、そこを文化活動に貸し出しをさせていただきます。 

 それ以外については、全部公開施設でございますので、例えば座敷を貸してほしいとい
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うことがありましても、基本的にお貸ししないということで、今、規定を進めております。 

【百瀨委員】 今おっしゃっていただいたように、学校園との関連は特に大切だと私も考

えております。 

 そういう中で、ぜひ学校教育の現場に向けての貸し出し、また資料館の役割を果たす等

十分に学校教育現場にも徹底して出していただくようにお願いしたいと思っております。 

【寺前委員長】 今の貸し出しの件ですが、貸し出しということになれば、やはり貸し出

しの点数がどの程度あるのか、またこういうものがあるというそのリスト、内容は当然整

理なさるんですね。 

【岸本文化財課長】 他の文化財施設として、歴史民俗資料館もしおんじやま古墳学習館

もございます。例えば府所有、市所有というような物は持っておりますが、やはり壊れる

ということが一番問題でございますので、その件に関しましては、以前から、例えば学校

園で土器の実物を触って勉強していただくことも必要ですけども、それについては、今調

整をしておるところでございますので、植田家の分も含めて、今後早い時期に調整を終え

ながら、子どもたちに実物を見ていただきながら、何らかの授業で歴史を学んでいただく

ことについては、私どもも道筋をきっちりとつけていきたいと考えております。 

【寺前委員長】 私、心配しているのは、資料が４万点ほどあると前から説明を受けてい

ますし、例えば分類ごとの一覧表のようなものが整理できていなかったら、どんな品物が

あるのか分からないようではなかなか貸し出しもできないし、また貸し出しの希望もない

と思いますので、その点も踏まえておいてほしいと思います。 

【岸本文化財課長】 資料につきましては、私どもがこの資料を頂戴しまして、その後、

関西大学と包括協定を１７年１２月に結んでおります。 

 それ以降、本格調査は１８年度からですけども、大体今で２年９カ月経った中で、古文

書以外はほとんど調査が終了しておりまして、そのリストもでき上がっています。 

 それで、最終的に今月にも向こうの大学へ行きまして、そこで大体オープンのときに資

料調査報告書をおいでいただいた方に配布する予定になっております。 

【寺前委員長】 他にいかがですか。ございませんか。 

 それでは、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４７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４７号「安中新田会所跡旧植田家住宅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４８号「平成２１年度八尾市立学校園教職員人事の基本方針の決定の件」

について審議いたします。 

 提案理由を中山次長より説明願います。 

【中山学校教育部次長】 それでは、議案第４８号「平成２１年度八尾市立学校園教職員

人事基本方針の決定の件」につきまして、ご説明いたします。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第５号の規定によ

り、委員会の議決をお願いするものでございます。 
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 提案の理由でございますが、平成２１年度八尾市立学校園教職員人事を実施するに当た

りまして、学校園教育の健全な発展と円滑な運営を期するため、適切な人事管理のもとに

教職員の適正配置を行い、学校園組織の充実を図る必要があるため、本案を提出するもの

でございます。 

 人事基本方針の内容でございますが、１枚めくっていただきまして、１ページ目、２ペ

ージ目に示しておりますので、ご覧いただければと思います。 

 平成２１年度の教職員人事を適切に行うに際しまして、次の重点事項４点を掲げており

ます。 

 まず１点目でございますが、教職員の人事についてでございます。 

 教職員の異動及び配置換えにつきましては、幼児・児童・生徒の増減に基づきまして、

定数事情を勘案した上で、新規採用とともに、中河内地区内、地区越え等の市町村間の広

域異動に努め、効率的に過欠員の調整を図ってまいります。 

 また、各学校園における教職員構成の適正化を図り、計画的な異動を進めるとともに、

八尾市人権教育基本方針の趣旨を踏まえ、人権尊重の教育を推進するための教職員の配置、

特別支援教育の振興を図るための教職員の配置等、配慮いたします。 

 特に、学力向上、生徒指導、進路指導等の課題を有する学校につきましては、指導の徹

底を期するための教職員を配置するよう配慮していきたいと考えております。 

 新規採用者の配置につきましても、新規採用者に対する事前説明会でヒアリングを行い

まして、新規採用者の資質・能力を十分発揮できるように考慮して配置していきたいと考

えております。 

 ２点目は、校園長及び教頭の人事についてでございますが、今年度も管理職人事につき

ましては、適材適所に配置してまいりたいと考えております。 

 ３点目の生命・人権尊重の教育について、先ほど申し上げました教職員の人事と重なり

ますが、八尾市の大きな柱として、人権教育、特別支援教育、生命・人権尊重の教育を推

進する人材を各学校に適切に配置していきたいと考えております。 

 ４点目は、女性教職員についてでございますが、女性教職員を学校園運営の中心的な役

職に任用することによりまして、今後の管理職への登用へとつなげていきたいと考えてお

ります。 

 この人事基本方針につきましては、１１月に開催いたします校長会及び園長会で提示す

る予定でございます。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上ご承

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、委員の先生方、何かご質疑

ございませんでしょうか。 

【中原教育長】 今、人を得ることが一番教育の中で必要だと思います。教員の資質向上

が言われて久しいですが、府でカリナビブランチからの指導員の配置もやっておりますし、

教育委員会も指導課を中心に指導主事が各学校への指導に入っておりますので、教員を早

く中堅に育てていかなければならないと考えています。ご承知のように、教職員の年齢構

成のいびつさが明らかになってきておりますし、中堅がほとんどいない状況から、どうミ

ドルリーダーを育てていくのかが１つの課題になっております。これについて、難しい課

題ですが、方向性をお持ちでしたらお願いしたいと思います。 
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 それから、教員の適材適所と言いながらも、非常に難しい部分がありますし、意欲のあ

る教員をどう配置していくかも課題になっているところです。うまく配置できれば学校も

成果が上げることができるのですが、逆に失敗してしまうと、学校教育自体にいろんなひ

ずみも出てくるということで、なかなか難しいことだと思います。 

 それともう１つ、講師が足りない状況で、相当不足していますね。ですので、できるだ

けいろんなところへ出かけていって講師の募集をしていると思うんですが、教員補充につ

いて、何かあればお願いしたいと思います。 

【中山学校教育部次長】 まず、１点目のミドルリーダーですが、今年度も、年度末に校

長が１１名、教頭が３名の１４名の退職ということで、管理職の大幅な退職をここ数年ず

っと続けて迎えております。 

 管理職を今後、八尾市の中でどう育てていくのかという点も含めまして、新たな職であ

る主幹教諭・指導教諭が、法改正に伴いまして明確に規定され、大阪府は、それに伴いま

して首席・指導教諭等の配置を進めております。 

 今年度は、ちょうど今、選考時期に当たるんですが、八尾市も校長・教頭と教職員をつ

なぐ大きな役割を果たす首席・指導教諭を大幅に配置するよう考えております。その者に、

３０代前半であっても教員としての資質を十分備えた者を配置していこうと考えておりま

す。「教育は人なり」と申します。本当にこの人に八尾の教育を担っていってほしいとい

うリーダーを育てていきたいと考えております。 

 ２点目の適材適所の管理職の配置ですが、校長・教頭という管理職２人の連携がかなり

大きな学校運営の状況を生むと思いますので、私どもの配置としては、校長・教頭がお互

いにそれぞれの力を１００％以上に発揮できるような組み合わせを考えていかなければな

らないと考えております。 

 それから、３点目の講師ですが、本当に講師が足りません。大阪府下のどの市町村も、

口を開けば講師を探している状況です。私どもの課も、短大・大学等々、全て歩いて、ま

た声もかけております。どなたか免許を持っておられて、八尾で働きたい、頑張りたいと

いう方がおられたらと、日々やっておる状況です。これは府下全体の問題と思いますので、

私どもも人担課長会でも常に府教委に人の確保についてお願いを続けております。 

【吉岡教育サポートセンター所長】 ミドルリーダーの育成でございますが、次長も申し

上げましたけれども、ミドルリーダーは初任者等経験年数の浅い教職員の身近なモデルに

なると思っております。 

 また、将来的な学校園の中心的な存在になるということで、国が悉皆として１０年経験

者研修をやっておりますし、市では、今年度より首席・指導教諭の研修として学校教育課

題実践を必修として実施しております。 

 また、教職員の意識を変えるということで、これも５年になりますが、民間企業体験研

修等を通しまして意識を変えるということに努めております。 

 同時に若い教員の授業研究・授業実践のリーダーとして研究協力員にも積極的に参加し

ていただいているところでございます。 

 また、教育長がおっしゃいましたように、府教育センターのカリナビブランチというこ

とで、退職された校長先生が中河内府民センターに週２回詰めておりまして、市町村教員

の資質向上のための支援を直接的に行うということも始まっておりますので、その活用も

考えながらより資質向上に努めていきたいと考えております。 
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【中原教育長】 子どもや保護者への対応や学力の問題など、教員のしんどさだけがイメ

ージされてしまうんですが、子どもを育てることの重要さとともに、子どもとの関わりな

ど、結構楽しい仕事なんだという明るいことも表に出すことで、就職するときに、選択肢

として教師も選んでいただけたらいいなと思うんです。今は、何かしんどさだけが表に出

てしまっているので、私も含めて、しんどい時こそ明るくみんなで頑張っていこうと思っ

ているところでございます。 

【篠原委員長職務代理者】 教員の採用は、応募者の減少など、益々大変な時期を迎える

と思うんですが、私のかねてからの持論なんですが、学校サイドで、特に小学校の場合、

教科主体制にシフトできないか。というのは、先ほど教育長からも適材適所という話があ

りましたが、小学校の先生は全教科を教えるとなったら、非常に大変だと思うんですね。

私は経験がないから余計にそう思うんですが、先生の中でも、「私は社会が得意で理科が

苦手だ」など、個人々々の色々な特性を持っていると思うんですね。 

 ですから、一遍には無理と思うんですが、八尾は率先して、例えば小学校の高学年に教

科制を取り入れていくというような動きが出せないものかと考えます。 

 特に、この頃小学校では、もうみんな塾へ行きますが、塾は専門の講師が徹底的に算数

なら算数ばっかり教えるわけですから、太刀打ちできませんね。ですから、公立の学校の

中でも、先生の得意な部分にできるだけ時間を多く割けるようなシステムをこれから構築

できないものかと考えます。これは今日明日の話ではなくて、これから将来に向けて、そ

ういう研究あるいはシフト移行に向けて何か対策を練ってほしいというのが私の願望です。 

【寺前委員長】 小学校の教科担任制の導入のようなものですが、何かお考えをお持ちで

したら、あるいは具体的に、制度としてはやっていないけれどもこんなことは考えてやっ

ていますよというものがありましたらお願いしたいと思います。 

【中山学校教育部次長】 ご指摘いただいている件ですが、かつて私が教頭でおりました

学校で、５年生・６年生で教科担任制を一度、試行的に実施したことがございました。 

 メリット・デメリットは、やはり小学校の中ではございます。各学校園において、その

メリットの部分、例えば、制度として教科担任制はしておりませんが、学校によっては、

家庭科や音楽、理科などは、この先生がきちんとみんなに専門性を活かして教えてくださ

っているというようなことをやっております。 

 また、これは指導課の管轄かと思いますが、各学校が算数などで少人数指導等に取り組

む中でクラスを分けるときに、この先生は算数のときの先生だといったように、中学校へ

向かっての段階的な形はできてきているかと思います。 

 今、ご要望としておっしゃっていただきましたが、今後、各学校がいろんな特徴を出す

中で、そういうことも幅広く進められていくこともあるかと思います。 

【百瀨委員】 新規採用者の適正配置について１点お聞きしたいと思います。 

 私自身、こういう場でこうやって今日あるのも、私が新規採用されて初めて行った学校

の職員の皆さん、それから地域、また保護者や生徒から自分は育ててもらったからだと考

えています。 

 そういう中で、新任の先生方が来年も１００名ぐらい採用されるだろうと聞いておるわ

けですが、具体的に新任の先生をどのように配置しようとしているのか、その点の配慮を

どのように考えておられるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

【中山学校教育部次長】 ここしばらく９０人、１００人の採用が続いておりまして、次
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年度もやはりそのぐらいの数は受け入れることになると思います。 

 どうしても学校規模、教職員の数によりまして、教職員の数が少ないところに大量の新

任を配置することは大変いびつになると思います。 

 しかし今度は逆に、ここ数年、大きな学校には常に４人、５人、事務職や養護教諭の新

しい方も含めると、６名を一度に配置するという状況も起こっております。 

 ここ数年、初任者をどういう数で入れてきたか、またその学校の年齢層がどうなってい

るかを検討した上で、１月に校長先生方とヒアリングを重ねまして、人数配分をしていく

ことになるだろうと思います。 

 学校園におきましては、校長先生方は、この数年の間に２０代を本当に育てなければな

らないと考えていただいております。私どもが就職したころは、１つの学校に７人、８人

が一斉に入ったという時期がございましたが、その時代の繰り返しになるのではないかと

考えております。 

 学校にとっては、育成という観点でその人たちが育ってもらわないことには、八尾の教

育は進んでいかないと思いますので、その視点だけはぶれないように、学校と教育委員会

が一体となってやっていきたいと考えております。 

【百瀨委員】 分かりましたが、特に初任者を受け入れる学校の体制を十分に考えていた

だきたいと思います。 

 それから、新任者が行ったら、小学校ではどこでも２年生、３年生、４年生にしか配置

していないということで、もっと具体に言えば、この指導教官の資質が新任教員を育てる

のに大きな係わりを持つと思うんです。その点について、指導者はどのように各学校に配

置されているのか、そこも十分含んで考えていくように、大事なのは新任で採用した先生

方が、教育の中で八尾で育っていってもらう必要があるわけですよね。その点、昨年度採

用した先生方、その前に採用した先生方、その先生方とこの新任とがどのようなつながり

を持つかということも含めながら、十分に配置については考えていただきたいと思います。 

 その意味で、今年の新任研修と３年前に採用した先生方のつながりという研修はどのよ

うに考えているか、その点サポートセンターではどうお考えですか。 

【吉岡教育サポートセンター所長】 身近な先輩との接続の研修ですが、これは初任者研

修の最終の研修で、先輩から学ぶということで、２年目並びに３年目の教員と１年目の教

員の接続を図って、そこではできるだけ私どもは控えて、交流させるような場を設けてお

ります。本当はその回数をもっと頻繁に設けられたらいいなと思っておる次第です。 

 それと、昨年度から初任者研修もグループ演習等を多く採用しておりまして、できるだ

け中学校区の中で頻繁に交流ができるよう設定して授業や研修内容を組み立てていってい

るところでございます。そして、緻密に、丁寧に、初任者の指導力を育てていくことを意

識しております。 

【百瀨委員】 新任の先生方がコミュニケーションをとれずに、心の病になって辞めてい

くという事態が起こらないように、研修等を含めて十分に適正な配置をしていっていただ

きたいと考えております。 

 また、もう１点質問しておきたいと思います。中河内地区の異動も考えると思うんです

が、昨年度は、異動についてどれぐらい中河内地区の交流人事があったのか、お聞かせ願

いたいと思います。 

【中山学校教育部次長】 済みません、数値は今ちょっと手元にないんですが、昨年度は、
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管理職では東大阪市と校長・教頭の交流を図りました。 

 教員では、東大阪市から八尾市に２名入ってまいりました。 

 中河内地区以外を希望している者もおりまして、その者たちはその地区の面接を受けて、

相手の地区が必要と認めれば、そこで交流があるという形になっていきますが、いい意味

での交流ができるだけたくさんあるようにと考えております。 

 今年度も同じような状況で数名ずつという数になるかと思いますが、交流は図っていき

たいと思っております。 

【百瀨委員】 ぜひ質の高まっていく交流になるように、よろしくお願いしたいと思って

おります。 

 もう１点よろしいですかね。女性教職員について質問したいと思います。 

 昨年度の八尾市の状況はどうなっているのか、先ほど、首席・指導教諭等十分考えなが

ら、今後任用したいと話があったわけですが、その点の実態等をお聞かせください。 

【中山学校教育部次長】 今年度は、女性登用については、管理職は校長が３名、教頭が

１１名、それから首席が９名のうち４名が女性、指導教諭が３名のうち２名が女性という

比率で、首席・指導教諭につきましては、女性の比率が高まっております。 

 校長・教頭につきましては、校長がまだ６．７％、教頭が２３．９％という状況ですが、

今後、これはさらに伸ばしていかなければならないと考えております。女性に、ぜひとも

管理職をやっていっていただきたいと考えております。 

【寺前委員長】 皆さんから色々とご意見も出ましたし、人事異動は最大の研修だという

言い方をなさる方もございます。できるだけ適材適所に、なおかつ既におられる方と新た

に行かれる方、また新規採用で入ってこられる方がお互いにうまく刺激し合い切磋琢磨す

ることにより、先生方の意識改革や資質向上につながる人事異動になればと私自身も願っ

ております。目的にも書いておりますように、何といっても先生方の学校現場における献

身的な仕事ぶりがやはり学力の向上にもつながるわけですので、教育委員会内部でも、総

務人事課、指導課、そして教育サポートセンターで、色々と連携もとりながら学校現場に

もご指導願いたいと思います。 

【浦上教育推進担当部長】 今、総務人事課の次長、またサポートセンターの所長からも、

今の取り組み状況を報告させていただきました。本当に今、本市の一番大きな課題が、や

はり先生方の育成だと認識しております。 

 先ほど教育長からもお話がありましたが、今、いろんなことでしんどい思いを先生方が

しています。そんな中で、どんな指導をして楽しい学校が作られるか、あるいは子どもた

ちにいい影響が出るだろうか、そういったことが一番大きいと考えております。 

 百瀨委員からもご意見がありましたが、やはりこれからの八尾を担っていくのは、今の

若い先生方の資質向上に掛っていると思っておりまして、今年度、教員特にミドルリーダ

ーと、新任の若い先生方の研修を抜本的に改革していこうと考えております。 

 そういうことで、また案ができましたらお示ししていきたいと考えておりますので、ど

うかよろしくお願いしたいと思います。 

【寺前委員長】 本件については他にございませんね。 

 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４８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。 
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【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４８号「平成２１年度八尾市立学校園教職員人事基本方針の決定の件」

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】 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。 

 本日、報告事項は予定されておりませんが、よろしいでしょうか。 

 この際、委員の先生方、何かご発言はございませんか。 

 事務局の方からはいかがですか。よろしいですか。 

 なければ、以上をもちまして、１０月の定例教育委員会を終了いたします。 

 本日の署名委員に中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。 

  ありがとうございました。 

 

 

（署 名）寺前委員長 

 

 

                                                    

 

中原委員 

 

 

                                        

 


