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３月３０日臨時教育委員会会議録 

 

【篠原委員長】 おはようございます。それでは、ただいまより３月の臨時教育委員会を

開催いたします。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

３月臨時会の議案 

議案第１６号 

議案第１７号 

議案第１８号 

議案第１９号 

議案第２０号 

八尾市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正の件 

八尾市幼稚園審議会規則制定の件 

八尾市立特別支援学校学則の一部改正の件 

八尾市体育館条例施行規則廃止の件 

八尾市学校体育施設開放条例施行規則制定の件 

 

【篠原委員長】 まず、議案第１６号「八尾市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正

の件」について審議いたします。提案理由を田中課長より説明願います。 

【田中教育政策課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１６号「八尾市教育

委員会事務局事務分掌規則の一部改正の件」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。 

 提案理由につきましては、平成２０年９月市議会及び平成２１年３月市議会におきまし

て、執行機関の附属機関に関する条例が改正され、八尾市立小・中学校適正規模等審議会

及び八尾市幼稚園審議会を設置いたしました。この両審議会に係る事務の所管に関し、八

尾市教育委員会事務局事務分掌規則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。 

開 催 年 月 日  平成２１年３月３０日（木） 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

開 催 時 間  午前１１時００分 
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 「八尾市教育委員会事務局の事務分掌規則の一部改正 新旧対照表」をご覧願います。

改正点につきましては、教育政策課の所掌事務に「八尾市立小・中学校適正規模等審議会

に関すること。」及び「八尾市立小・中学校通学区改正審議会に関すること。」を、また

指導課幼児教育係の所掌事務に「八尾市幼稚園審議会に関すること。」を追加するもので

す。 

 なお、通学区改正審議会につきましては、これまでから教育政策課の所管でございまし

たが、これまで現行規則第４条の教育政策課の項の第５号「通学区域の改正、学校園の設

置及び廃止の検討に関すること。」に含まれており、適正規模等審議会について明記する

に当たり、より分かりやすくするため、また他の審議会の記載とのバランスを考慮いたし

まして、今回明記するものでございます。 

 施行日につきましては、平成２１年４月１日でございます。 

 以上、はなはだ簡単な説明ですが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございますでしょうか。 

 特にご質疑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１６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。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。よって、議案第１６号「八尾市教育委員

会事務局事務分掌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。 

 

 それでは引き続き、議案第１７号「八尾市幼稚園審議会規則制定の件」について審議い

たします。提案理由を柿並課長より説明願います。 

【柿並指導課長】 議案第１７号「八尾市幼稚園審議会規則制定の件」につきまして、ご

提案いたします。 

 本件は、八尾市幼稚園審議会規則の制定につき、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。 

 提案理由でございますが、執行機関の附属機関に関する条例第１条の規定に基づき、幼

稚園の教育の振興に関する重要な事項について調査、審議を行うために設置する八尾市幼

稚園審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項を定める必要があるため、本案

を提出するものでございます。 

 次に、内容についてご説明いたします。別紙「八尾市幼稚園審議会規則（案）」をお開

き願います。 

 第１条では規則の趣旨について、第２条では審議会の任務について、第３条では委員を

１５人以内とすること並びに学識経験者をはじめ公共的団体等の代表者、小中学校の校長、

公私立の幼稚園長、保育所長、公募による市民等をもって組織することについて、第４条

では委員の任期について、第５条では会長及び副会長について、第６条では会議の運営に

ついて、第７条では委員報酬について、第８条では庶務について、第９条では関係者等の

出席について、第１０条では委任について、それぞれ規定するものでございます。 

 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、はなはだ簡単な説明ではございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い
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いたします。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございませんか。 

【安藤委員】 先ほど、教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正で、指導課幼児教育係

の第２号に「八尾市幼稚園審議会に関すること。」とありましたが、その内容という捉え

方でよろしいのでしょうか。 

【柿並指導課長】 そのとおりでございます。先に八尾市教育委員会事務局事務分掌規則

の一部改正の件がございましたが、その中で指導課の幼児教育係の業務に位置づけている

審議会に関することでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 ２つの審議会が立ち上がって、これから審議が進むわけです

が、委員の選定に当たっては重複している部分があるのか、また選定に当たってどのよう

なお考えなのか、少しお聞かせいただきたいと思います。 

【柿並指導課長】 審議会の委員構成につきましては、学識経験者をまず考えております。

学識経験者につきましては、幼児教育の専門的なご見識をお持ちの方ということで、大阪

府教育センター、大阪教育大学、奈良教育大学等、様々な教育機関等にも連絡をとりなが

ら、選任を進めていくことを考えております。 

 幼稚園長、小中学校長、保育所長等につきましては、小・中学校適正規模等審議会と重

複しないように、各団体に推薦をお願いしてまいりたいと考えております。 

 また、地域の公共的団体等の代表につきましても、小・中学校適正規模等審議会とは重

ならないように推薦をお願いしてまいりたいと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 幼稚園教育の充実を中心に据えて、また、園児数が少なくな

ってくることも十分考えられる中で、幼児期の教育の成果がどうあるべきかを十分に考え

ていただきたいと思います。 

 この２つの審議会を設置して、スタートさせることは非常にいい考えであると思ってお

りますので、この１年で取組みをしっかり進めていただきたいと思います。 

【篠原委員長】 公募による市民については、小・中学校適正規模等審議会では３名です

が、これは何名という規定は特になくて、応募が大勢あって適当な人があれば、３名以上

もあり得ると考えていいのですか。 

【柿並指導課長】 公募による市民の参加については、現在のところ２名の予定で考えて

おります。八尾市審議会等の設置等に関する要綱におきましては、審議会の構成について

２０名以内と定められておりますが、色々な審議会等の実際の運用等をお聞きしますと、

１５名程度のほうが機動的な運用ができるとお聞きしております。 

 そういった観点から、１５名という人数で幼稚園審議会を構成してまいりたいと考えて

おります。そのことから、学識経験者や様々な方々に入っていただきますと、公募による

市民及びその他で３名の枠がございますが、２名に入っていただき、１名につきましては

今後必要な委員が出てきた場合に備えて、枠をとっておきたいと考えております。 

【中原教育長】 就学前の子どもたちを保育するということで、幼稚園や保育所、また新

たな形態として認定こども園が設置されていますが、今回、幼稚園審議会の中で様々な子

どもの様子や施設の形態も捉えながら、幼稚園教育をどのように進めていくのかについて、

様々なご議論をいただくと思います。 

 今回、審議会の規則を定めていくわけですが、変化する社会の中でどう子どもを育てて
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いくのがいいのか、集団の大きさや集団のあり方、また施設についても、色々なご意見が

出ると思います。さらに、児童福祉審議会とも連携しながら進める必要もありますので、

八尾市全体の子どもたちにスポットを当てながらも、とりわけ幼稚園を中心にしながら、

大きな視点からご検討いただくようにお願いしたいと思います。 

【篠原委員長】 他にないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第１７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。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。よって、議案第１７号「八尾市幼稚園審

議会規則制定の件」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１８号「八尾市立特別支援学校学則の一部改正の件」について審議いたし

ます。提案理由を柿並課長より説明願います。 

【柿並指導課長】 それでは、議案第１８号「八尾市立特別支援学校学則の一部改正の

件」につきまして、ご説明いたします。 

 本件は、特別支援学校の学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。 

 提案理由でございますが、学校教育法施行規則の一部改正に伴いまして、八尾市立特別

支援学校学則の一部を改正する必要が生じましたことから、本案を提出するものでござい

ます。 

別紙「八尾市立特別支援学校学則の一部改正 新旧対照表」をご覧願います。左側、現

行の第５条の下線部分「盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領（平成

１１年文部省告示第６１号）」を、右側、改正案の第５条の下線部分「特別支援学校小学

部・中学部学習指導要領」と改正するものでございます。 

 なお、この学則の改正につきましては、平成２１年４月１日より施行するものでござい

ます。 

 以上、はなはだ簡単な説明ではございますが、よろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございますでしょうか。 

 特にご質疑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１８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。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。よって、議案第１８号「八尾市立特別支

援学校学則の一部改正の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

 それでは、次に議案第１９号「八尾市立体育館条例施行規則廃止の件」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１９号「八尾市立

体育館条例施行規則廃止の件」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。お手元の資料をご覧いただきたいと思いま

す。 
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 提案の理由でございますが、八尾市立体育館条例の廃止に伴い、八尾市立体育館条例施

行規則を廃止するものでございます。また、附則第２条におきまして、八尾市立生涯学習

施設の予約案内システムに関する規則第２条第２号中「、八尾市立体育館条例（昭和４２

年八尾市条例第１７条。以下「体育館条例」という。）」を削るにつき、本案を提出する

次第でございます。 

 以上、誠に簡単な説明でございますが、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いたします。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございますでしょうか。 

 特にご質疑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１９号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。よって、議案第１９号「八尾市立体育館

条例施行規則廃止の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

 それでは次に、議案第２０号「八尾市学校体育施設開放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２０号「八尾市学

校体育施設開放条例施行規則制定の件」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。 

 提案の理由でございますが、八尾市学校体育施設開放条例の施行に伴い、使用団体の登

録、使用許可、使用料の免除等を規定するため、八尾市学校体育施設開放条例施行規則を

制定するにつき、本案を提出する次第でございます。 

 それでは、本案を提出するに至った経緯について改めてご説明いたします。 

 学校体育施設開放の有料化につきましては、平成２０年１２月臨時教育委員会におきま

して慎重なご審議をいただき、八尾市立学校体育施設の開放に関する規則制定のご議決を

いただきました。また、その件について平成２０年１２月市議会文教産業常任委員協議会

にご報告いたしましたところであります。 

 しかしながら、その後市議会から、初めて学校体育施設を有料化することから、市民に

より親切に説明するという視点で、条例として議会に提案し、議論すべきではないかとの

ご意見がありました。 

 これについて、私どもも重く受けとめ、教育委員会でこれまでご議論いただいた規則の

骨子は生かしながら条例案を上程し、去る２７日の市議会本会議におきまして八尾市学校

体育施設開放条例が制定されたところであります。 

 以上の経過を踏まえ、八尾市学校体育施設開放条例の施行に伴い施行規則を制定するに

つき本案を提出するものであります。 

 それでは、お手元資料「八尾市学校体育施設開放条例施行規則（案）」をご覧ください。

第１条におきまして本規則を制定する趣旨を、第２条、第３条におきまして教育委員会が

事務を行い管理の責任を負う旨規定しております。第４条、第５条におきまして運営委員

会及び管理指導員について規定しております。第６条におきまして使用団体の範囲につい
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て規定し、第７条におきまして使用団体の登録について規定しております。第８条におき

まして登録の取消しについて規定しております。第９条におきまして使用団体の使用手続

について規定し、第１０条、第１１条、第１２条におきまして、使用料の納付、使用料の

免除、免除申請等について規定しております。第１３条におきまして使用料の還付申請に

ついて規定し、第１４条におきましてこの規則に定めるもののほか必要な事項について別

に定める旨を規定しております。また、附則第１条におきまして本規則の施行日を平成２

１年４月１日とすること、附則第２条におきまして施行日から平成２１年４月３０日まで

の間における開放施設の使用については第１０条から第１３条までの規定は適用しないこ

と。附則第３条におきまして八尾市立学校体育施設の開放に関する規則を廃止する旨規定

しております。 

 続きまして、規則に規定しております様式について、様式第１号（第７条関係）として

学校体育施設使用団体登録書を、様式第２号（第９条関係）として学校体育施設使用許可

申請書を、様式第３号（第９条関係）として学校体育施設使用許可書を、様式第４号（第

１２条関係）として学校体育施設使用料免除団体申請書を、様式第５号（第１３条関係）

として学校体育施設使用料還付申請書を規定しています。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、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。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございますでしょうか。 

【百瀨委員長職務代理者】 当然、公立学校は公の施設でありますし、公の財産でもある

わけです。その使用許可に関しては本来教育委員会に属するものでありますが、実際は法

に基づきながら、各学校で校長が許可に関する事務処理を行ってきたわけです。 

 今回の件は、学校の施設の使用に関するということで、校長会とも十分に詰めていただ

きたいわけですが、その点は事務局としてどのようにお考えなのか、色々と教育的な配慮

もこれから考えなければならない点が出てくるかと思います。そのことを含めながらお答

え願いたいと思いますがいかがですか。 

【倉本生涯学習部次長】 今後、公の施設であります学校体育施設を、どれだけ地域の

方々に有意義なものとして使っていただくかは重要な視点でございますので、我々といた

しましても、まず本日夜に運営委員会代表者説明会を開催しまして、規則及び要綱案に基

づいて、今後の予定も含めて５月利用分からの徴収実施について説明する予定としており

ます。 

 また、４月６日の校長会において５月からの徴収実施を報告し、１４日に開放委員会事

務担当者説明会を開催し、事務手続等詳細についてきちっと説明し、この条例・規則の趣

旨を徹底してまいりたいと思います。 

 また、市民周知につきましても、４月２０日号の市政だより及びホームページに掲載す

る予定をしております。さらに教育委員会で作成しました利用団体への周知文を各運営委

員会より利用団体に発送いただきまして、また体育館の入口付近に貼り紙も掲示し、利用

団体への周知に努めてまいる予定でございます。 

 そのようなことを図りながら、より精度を高く教育財産、公の施設が利用できるように、

今後とも十分周知徹底に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【百瀨委員長職務代理者】 これからも市民ニーズをしっかり捉えながら、市のコンセプ
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トをしっかり出して、その中で、学校の施設を生活の場としてふさわしい環境にしていた

だきたいですし、また地域への開放に対応していく施設として充実するようにしていただ

きたいと思います。この点は校長会にも十分に伝えていただきたいと考えております。 

もう一点お聞きしたいのですが、先ほど、初めて学校体育施設を有料化することから、

市民により親切に説明するという視点で、条例として市議会に提案し、議論すべきではな

いかという意見があったという説明があったわけですが、これは非常に重要な言葉ではな

いかと思います。この点で、使用に係わって、今後市民から色々な疑問点も出てくるかと

思います。事務局としては、この学校教育施設だけでなく、社会教育施設等も含めて色々

と考えなくてはならない点が出てくるのではないかと思いますが、それを含めてどのよう

に対応していくか、少しお話しいただければと思います。 

【倉本生涯学習部次長】 公立学校は、学校教育施設であり、地域の教育コミュニティの

拠点の施設であると思います。今回、その市民の財産について、どのように使用料を徴収

するかにつきまして、規則あるいは条例という形で提案いたしましたが、やはりオープン

な市議会の場で議論いただくことによって、市民のルールがより普遍化すると考えており

ます。 

 今後、どのようなルールで地域社会のあり方を律していくかにつきましても、そのよう

な基本的な考え方を踏まえながら、教育委員会としても、また市としても、多様な議論を

重ねながら市民と共に住みやすいまちをつくっていきたいと考えております。 

【篠原委員長】 この案とは直接は関係ないのですが、学校体育施設の稼働率は各学校に

よってかなり差があるのか、あるいはそういうデータを今まで取ってきておられるのかど

うかをお聞きしたいと思います。学校の立地条件によってもかなり差が出るように思いま

すが、そうでもないのでしょうか。 

【倉本生涯学習部次長】 学校体育施設の開放につきましては、毎年度、各小中学校から、

利用状況について、利用者数と利用団体等の報告を受けております。中学校につきまして

は、やはりクラブ活動等との兼ね合いがありまして、なかなか市民への開放は困難なとこ

ろでございますが、小学校におきましても、ご指摘のとおり、各地区によりまして色々な

特色がございます。 

 市議会にもご議論をいただいて、条例を定めましたので、学校体育施設の開放につきま

しても、より市民に親しんでいただいて利用していただけるよう取り組んでいきたいと考

えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 市民から使用料を徴収するということで、今後体育館だけで

なく、他の施設も含めた使用に係わるという将来の見通しの中で、今回このように条例に

したという理解でいいですか。 

【倉本生涯学習部次長】 規則から条例にいたしまして、条例提案の中で、文教産業常任

委員会でも多様な議論があったわけでございますが、既に行財政改革アクションプログラ

ムの中で有料化のことが示されております。そういったことから学校体育施設の開放につ

きまして有料化いたしましたが、今後、学校の施設全体につきましても、地域の財産であ

るという視点で、有料か無料かということではなく、学校教育施設が地域のコミュニティ

に資するように、どのように利用していくかを大きく捉えまして、生涯学習部も学校教育

部も交えて、教育委員会として今後の大きな方向性を決めていきたいと考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 新規事業につきましては、十分に内部で検討して進めていた
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だきたいと思います。 

【中原教育長】 先ほどの提案理由の中でもございましたとおり、昨年の１２月に八尾市

立学校体育施設の開放に関する規則をこの委員会で定めていただきまして、その報告を市

議会にいたしましたが、１２月市議会で、初めて学校の施設の使用を電気代とはいえ有料

化するので、市民に分かりやすいものとして条例とすべきでないかというご意見、ご指摘

を受けました。これを重く受けとめて、改めて条例として３月市議会に提案することにな

ったわけでございます。 

 委員の皆様方には、何度か行ったり戻ったりというようなことでご迷惑をおかけしまし

たことを改めてお詫びいたしたいと思います。今回このように条例を定めることになりま

したので、市民への周知も含め、市民の皆さんにもご理解いただけるよう今後とも努力し

てまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 それでは、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２０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。 

【篠原委員長】 全委員、異議なしと認めます。よって、議案第２０号「八尾市学校体育

施設開放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。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、本日報告事項は特に聞いておりませんが、よろしいですか。 

 それでは、事務局からもないようですので、これで臨時教育委員会を終了いたします。 

 本日の署名委員に安藤委員を指名したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 では、臨時教育委員会をこれで終了いたします。どうもご苦労さまでした。 

 

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

安藤委員 

 

 

                                        

 

 


