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２月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２３年２月２２日（火） 

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 

 

百瀨  委員長 

安藤 委員長職務代理者 

山本  委員 

木下 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・植田生涯

学習部長・奥田教育委員会事務局理事・森田学校教育部次長・万

代学校教育部次長・橋本学校教育部次長兼施設管理課長・松井生

涯学習部次長兼生涯学習スポーツ課長・岸本生涯学習部次長兼文

化財課長・西崎総務人事課長・網中教育政策課長・田中学務給食

課長・靍原指導課長・浅野教育サポートセンター所長・岩下人権

教育課長・大谷八尾図書館長・南八尾図書館長補佐 

 

【百瀨委員長】 定刻になりましたので、ただいまより２月定例教育委員会を開催いたし

ます。 

 

【百瀨委員長】 まず１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。１月の

定例会については非公開審議の部分がありましたが、当該部分については既に公開可能な

時期がきておりますので、その部分も含めて審議したいと思います。 

 委員の皆様方、ご質疑ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、１月定例会会議録につきましては

承認と決しました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、次に私から委員長報告を行います。 
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（委員長報告） 

１ 月 2 1日 （ 金 ） 

１ 月 2 7日 （ 木 ） 

１ 月 3 0日 （ 日 ） 

２ 月 ２ 日 （ 水 ） 

２ 月 1 5日 （ 火 ） 

 

２ 月 1 9日 （ 土 ） 

２ 月 2 0日 （ 日 ） 

午後２時から、女性団体連合会新春のつどいに出席。 

午後２時から、府都市教育委員会委員長研修会に出席。 

午前10時から、綱引競技選手権大会開会式に出席。 

午前９時45分から、八尾の小さな巨匠展開会式典に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前11時30分から、臨時教育委員会に出席。 

午前９時30分から、小学生サッカー大会開会式に出席。 

午前11時40分から、小学生サッカー大会閉会式に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

 

【中原教育長】 それでは、教育長報告をさせていただきます。 

(教育長報告) 

１ 月 2 1日 （ 金 ） 

１ 月 2 4日 （ 月 ） 

１ 月 2 6日 （ 水 ） 

１ 月 2 7日 （ 木 ） 

１ 月 2 8日 （ 金 ） 

１ 月 2 9日 （ 土 ） 

１月3１日（月） 

 

 

２ 月 ２ 日 （ 水 ） 

 

２ 月 ３ 日 （ 木 ） 

２ 月 ４ 日 （ 金 ） 

 

２ 月 ５ 日 （ 土 ） 

２ 月 ７ 日 （ 月 ） 

 

２ 月 ９ 日 （ 水 ） 

２ 月 1 0日 （ 木 ） 

 

２ 月 1 2日 （ 土 ） 

 

２ 月 1 4日 （ 月 ） 

２ 月 1 5日 （ 火 ） 

 

午後２時から、女性団体連合会新春のつどいに出席。 

午前10時から、教職員人事対策連絡協議会に出席。 

午後７時から、体育連盟新年懇親会に出席。 

午後４時15分から、包括外部監査報告書受け渡しに出席。 

午後３時から、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後10時から、ＰＴＡ活動発表会に出席。 

午前８時45分から、転出指導主事辞令式及び教頭任命辞令式に出席。 

午前１時から、松原光氏による本市学校園への音楽を通じたボランテ

ィア活動に対する感謝状贈呈式に出席。 

午前10時から、庁舎周辺公共施設整備調査特別委員会に出席。 

午後２時から、近畿都市教育長協議会役員会に出席。 

午前10時から、病院跡地活用調査特別委員会に出席。 

午前10時から、臨時校長会に出席。 

午後４時から、府都市教育長協議会役員会に出席。 

午前10時から、小学校音楽祭に出席。 

午前10時から、行財政改革調査特別委員会に出席。 

午後２時30分から、市町村教育委員会教育長会議に出席。 

午後２時から、文化財保護審議会に出席。 

午前９時から、部長会、男女共同参画施策推進本部会議、人権施策推

進本部会議及び緊急経済雇用対策会議に出席。 

午後０時30分から、八尾ロボットフェア２０１１における子ども夢実

現プロジェクト審査発表会及びロボットコンテストに出席。 

午後３時から、中河内地区人事協議会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前11時30分から、臨時教育委員会に出席。 
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２ 月 1 7日 （ 木 ） 

２ 月 1 8日 （ 金 ） 

２ 月 1 9日 （ 土 ） 

２ 月 2 0日 （ 日 ） 

午後１時から、全庁的業務改善プロジェクト「やおちょい変え運動」

庁内報告会に出席。 

午後１時30分から、地域分権推進会議に出席。 

午前11時40分から、各派代表者会議に出席。 

午前９時30分から、小学生サッカー大会開会式に出席。 

午前11時40分から、小学生サッカー大会閉会式に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況等につきまして何か

ありましたらご報告いただきたいと思います。何かございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、１月２２日にプリズムホールで行われた八尾市中学校

美術作品展に出席しました。 

 次に、１月２９日に八尾市ＰＴＡ活動発表会に出席しました。１時から作品展示、２時

から舞台発表が行われました。 

 次に、２月２日の八尾の小さな巨匠展に出席しました。 

 次に、２月５日の八尾市小学校音楽祭に出席しました。プリズムホールの大ホールで全

２９校が演奏されまして、それを全部聞きました。 

 次に、２月７日に八尾市学力向上フォーラムが中河内府民センターで開催され、４つの

中学校区のコーディネーターの発表がありました。また、帝塚山大学の勝美教授と奈良教

育大学の小柳教授が講評され、後半は大阪教育大学の柏木准教授が講演をされました。 

 次に、２月１１日に八尾市の中学校の吹奏楽部のクリニックに出席しました。 

 次に、２月１７日に志紀小学校で保護者のための家庭教育学級が行われ、講話と演奏を

しました。また、おいしい給食もいただきました。 

 最後に、２月１８日に久宝寺中学校で１年生のための職業講話が行われ、２クラスでお

話をいたしました。 

 

【山本委員】 １月２９日のＰＴＡ活動発表会に出席しました。参加校は少なくなってい

ますが、作品は実用的でアイデアに富んだものが多く、保護者のパワーがすばらしかった

と思いました。ＰＴＡ新聞に関しても趣向を凝らしたものが多く、写真や絵を多様に使っ

たすごくいいもので、広報部の方々の頑張りが見えたと思います。もっとたくさんの学校

に参加していただけたらありがたいと思います。 

 次に、２月２日の小さな巨匠展に出席しました。毎年学校によってテーマがあるように

思いますが、今年は友達に向けたメッセージもあり、それがすごく印象的でした。 

 次に、２月５日の小学校音楽祭に出席しました。クラブでの参加が多いように思います

が、毎年少しずつ男子が増えているように思いました。そういう点はすごくいい雰囲気に

なっていると思いました。また、先生方が、特に校長先生を筆頭に一生懸命応援されてい

て、ご自分の学校のときには手を挙げて応援なさっていたのが印象的で、よかったと思い

ました。 

 

【木下委員】 ２月３日に小さな巨匠展を見せていただきました。また、２月５日の小学
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校音楽会を聞かせていただきました。各学校それぞれの条件の中で、先生も子どもたちも

よく努力して頑張っていると思いました。 

 

【百瀨委員長】 委員長報告並びに教育長報告を含め、ただいまの報告につきまして、何

かご質疑ございませんか。 

 

【全委員】 質疑なし。 

 

【百瀨委員長】 それでは、ご質疑がないようですので先に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 

２月の議案 

議案第８号 

 

議案第９号 

 

議案第１０号 

 

議案第１１号 

議案第１２号 

議案第１３号 

八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則の全部改

正の件 

八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則の全部改

正に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則制定の件 

平成２３年度八尾市教育委員会事務局の機構改革に伴う関係教育委

員会規則の整備に関する規則制定の件 

平成２３年度八尾市教育重点目標の策定の件 

（仮称）八尾図書館等基本設計の策定の件 

八尾市指定文化財の決定の件 

 

【百瀨委員長】 まず、議案第８号「八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任に関す

る規則の全部改正の件」、第９号「八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する

規則の全部改正に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則制定の件」及び第１０号

「平成２３年度八尾市教育委員会事務局の機構改革に伴う関係教育委員会規則の整備に関

する規則制定の件」、これらにつきまして一括で審議いたします。 

 はじめに、議案第８号及び第９号につきまして、提案理由を西崎課長より説明願います。 

 

【西崎総務人事課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第８号「八尾市教育委

員会の権限に属する事務の委任に関する規則の全部改正の件」についてご説明いたします。 

 本件は、本規則を改正するにつき、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。 

 提案の理由ですが、平成２３年度の機構改革に伴い、地方自治法第１８０条の７の規定

に基づき、八尾市教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関であるこども未

来部長及び公共施設建設担当部長に委任し、またはこども未来部の職員に補助執行させる

につき、規則規定の整備を図る必要があることから提案いたすものでございます。 
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 本件は、平成２３年度が第５次総合計画の計画期間の初年度となることから、総合計画

を着実に推進するための機能的な組織機構となるよう見直しを図るとともに、市民に最も

身近な自治体として、多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応し、限られた財源と人

的資源を有効かつ柔軟に活用することのできる簡素で効率的な組織整備を図るため、市長

部局及び八尾市教育委員会事務局において機構改革を行うことに伴うものでございます。 

 改正の主な内容としましては、これまで八尾市教育委員会からこども未来部長に対して

事務委任しておりました社会教育施設の管理運営に加え、学校園その他教育施設に関する

営繕事務を公共施設建設担当部長に事務委任し、新たに幼稚園の窓口業務に関する事務に

ついてこども未来部の職員に補助執行させるにつき、規則の全部改正を行うものでござい

ます。なお、委任事務は受任者の権限と責任の下に事務を執行するものであることに対し、

補助執行事務は補助執行者が教育委員会に権限と責任がある事務を補助執行するというも

のでございます。 

 それでは、規則案をご覧ください。まず、表題を「八尾市教育委員会の権限に属する事

務の委任及び補助執行に関する規則」とし、第１条で趣旨について、第２条で委任事務に

ついて、第３条で補助執行事務について、第４条で補助執行に関する事務の専決、代決、

その他の事務処理について、第５条で権限の留保について、第６条で委任及び補助執行の

解除について、第７条で補則について、附則で施行期日を平成２３年４月１日とすること

について、それぞれ規定いたすものでございます。 

 引き続き、議案第９号「八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則の全部

改正に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則制定の件」についてご説明いたします。 

 提案の理由ですが、八尾市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則を全部改正

することに伴い、規則の規定整備を図る必要があることから提案いたすものでございます。 

 内容としましては、平成２３年４月１日から、八尾市教育委員会の権限に属する事務の

委任及び補助執行に関する規則により当該施設の管理運営について事務委任されることの

文言整理でございます。規則案をご覧ください。 

第１条で八尾市立青少年センター条例施行規則について、第２条で八尾市立青少年会館

条例施行規則について、第３条で八尾市放課後児童室条例施行規則について、第４条で八

尾市立青少年運動広場設置条例施行規則について、第５条で八尾市立大畑山青少年野外活

動センター条例施行規則について、附則で施行期日を平成２３年４月１日とすることにつ

いて、それぞれ規定いたすものでございます。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお

願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 続いて、議案第１０号の提案理由を網中課長より説明願います。 

 

【網中教育政策課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１０号「平成２３年

度八尾市教育委員会事務局の機構改革に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則制定

の件」についてご説明いたします。 

 本件は、本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。 
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 提案の理由ですが、平成２３年度八尾市教育委員会事務局の機構改革により、組織及び

役職名等を変更するにつき、関係教育委員会規則の規定を整備する必要があるため、ご提

案いたすものでございます。 

 改正内容につきましては、本件は八尾市教育委員会公印規則、八尾市教育委員会会議規

則、八尾市教育委員会事務局事務分掌規則及び八尾市立教育サポートセンター条例施行規

則の４つの規則を改正するものでありますが、各規則に共通の改正事項としては、１点目

として簡素で効率的な組織の実現をめざして、学校教育部と生涯学習部を統合再編し、新

たな生涯学習部と学校教育部とし、教育推進担当部長を廃止いたします。 

 それに伴い、新たな生涯学習部は総務人事課と教育政策課を統合再編して創設した教育

政策課と教育人事課、生涯学習スポーツ課、八尾図書館、文化財課で構成し、教育政策課

に総務係と教育政策係を、教育人事課に人事係と経理係を、文化財課に課内室として市史

編纂室をそれぞれ創設いたします。また、施設管理課は廃止し、それに伴い経理機能等は

教育人事課に移管いたします。 

 ２点目として、新たな学校教育部につきましては、学務給食課、指導課、教育サポート

センター、人権教育課で構成し、指導課の幼児教育係を廃止いたします。 

 次に、個別の改正事項としましては、１点目として公印の管守に関する事務を行う担当

課が現在の総務人事課から教育政策課に変更となること、また、部の総務を担当する課が

現在の総務人事課と生涯学習スポーツ課から教育政策課と学務給食課に変更となることか

ら、八尾市教育委員会公印規則において所要の規定の整理を図るものでございます。 

 ２点目として、教育政策課及び教育人事課が所管する業務のうち、府費負担教職員の人

事に関すること等、学校教育に密接に関係する事務につきましては、生涯学習部長及び学

校教育部長の共同所管とすることから、八尾市教育委員会事務局事務分掌規則におきまし

て、その旨を規定するものでございます。 

 なお、施行につきましては、平成２３年４月１日から施行いたすものでございます。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお

願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、今回の機構改革については既

に市政だよりにも掲載されています。ということは、機構改革によって事務局の機構を整

備することについての内容の審議と考えればいいわけですか。 

 

【網中教育政策課長】 そのとおりでございまして、事務局の機構改革を行うために所要

の規則改正を行うということです。 

 

【百瀨委員長】 分かりました。 

 それでは、委員の皆様方、この件について何かご質疑ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今後こども未来部との連携をより強くしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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【網中教育政策課長】 これからもこども未来部との連携を深めながら業務を遂行してい

きたいと考えております。 

 

【山本委員】 就園前の子どもたちを対象に幼児教室を開いていると思いますが、その中

で、子どもたちが次第に園に慣れていき、それから入園する流れができていると思います。

今後は、入園手続はこども未来部で行うとのことですが、アトピー等子ども一人ひとりの

特徴が色々とありますので、それは事務を行うこども未来部だけではなく、指導課でも把

握していただきたいと思います。 

 特に小さい子どもですから、入園した後でトラブル等いろんなことが起こると思います

ので、今後その点はどのように対応していくのかを確認しておきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 今回の機構改革で手続上の事務はこども未来部の所管に移りますが、

指導課が従前から行っている、子どもの実態把握といった教育内容に係ることは引き続き

指導課が担ってまいります。幼稚園の子どもだけでなく保育所の子ども等も含めた連携も、

従来から教育相談は教育委員会で担っておりますので、その点は従前と変わらない対応を

行っていくように考えております。 

 

【中原教育長】 今回の組織機構の改革は、関連する手続がワンストップでできるという利

便性の向上を組織的に進めていこうというもので、これまで子どもに関することは、こども

未来部のある３階と教育委員会のある７階とに分かれていましたが、同じところで子どもに

関係する手続をできるようにしていこうということです。関係する事務をしているのに階が

離れていることで市民に色々とご不便をおかけすることもあり、組織の簡素化も含めてそれ

を一緒にしたということです。 

組織機構が変わった当初には、市民にご不便をおかけしたり、多少混乱することもあり

ますが、できるだけそれを少なくしていきたいと思います。例えば、フロアの広さの関係

もあって生涯学習スポーツ課と文化財課が３階になりますので、そちらの関係で来庁され

た方にとっては、今まで７階だったのが３階になることを十分に周知して、混乱を避けて

いきたいと思います。 

このことから、「子どものことは７階に行けば解決する」という方向性から７階でこど

も未来部と教育委員会を一緒にしたという経緯があります。 

 相談については今までもこども未来部とも連携して対応していますので、それは７階と

いう同じ場所になることでより連携が進むと考えており、市民にとってのプラスのほうが

大きいと考えております。 

 

【山本委員】 保護者からすると、もし何かトラブルがあったときや相談事があるときに

は、こども未来部で手続をしていますと、やはりこども未来部に行ってしまう方もいらっ

しゃると思いますので、そのときには指導課で速やかに対応していただけるようにお願い

しておきたいと思います。 

 

【中原教育長】 こども未来部は保育所を所管しておりますので、保育所に関する対応を
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行っています。指導課とつないでいく場合は、当然、関係会議もありますので互いに十分

相談しながら対応していきますが、第一義的には幼稚園のことは指導課が、また保育所の

ことはこども未来部が行うというように、まずはそれぞれ対応して、必要なものについて

は複数で対応していくようになると思います。 

 

【百瀨委員長】 こども未来部と窓口業務を共にする中で、もし問題が起こった場合にど

のように対応するかということで、教育委員会では今まで幼稚園・小学校・中学校を一貫

してやってきたところにこども未来部が入ってくることから、窓口業務として十分にやっ

ていくことができるだろうかという思いで語られたものと思いますが、今の内容できちん

と進めていただきたいと思います。 

 

【木下委員】 ちょうど年度の変わり目ですので、年度当初に色々と問題が起こらないよ

うに、よろしくお願いしたいと思います。 

 事務の簡素化と市民の利便性を高めることは今のニーズに合うことだろうと思います。

ですから、このように機構改革をした成果が上がるようにお願いしたいと思いますが、成

果が上がるためには何よりも業務の連携が重要だと思います。連携がこの機構改革によっ

てどれだけ強まるのかがポイントだと思いますので、就学前児童から青年まで、子どもの

ことはお互いに連携しながら上手くいくように進めていただきたいと思います。 

 

【中原教育長】 幼児教育に関しては、特にここ数年で進めていることがありますので、

担当からそれを紹介していただいたら、市として連携し幼児教育を進めていることも分か

っていただけると思います。 

 

【網中教育政策課長】 本市の場合、小学校に入学する子どもは、割合としてはほぼ１０

０％近くが幼稚園・保育所（園）から上がってきます。そういうことからも、就学前の子

どもに向けて教育委員会とこども未来部が協働して取組みを進めているところです。 

 その１つとして、幼稚園・保育所（園）の合同研修会ということで、私立も含め、幼稚

園教諭と保育士、また小学校の低学年の教諭も交えた研修会を開いております。 

 また、こども未来部との共同事業として、就学前児童をもつ保護者に向けて「子育てノ

ートブック」という、スケジュールを書き込んだり、日頃の子どもの様子を記録したりで

きるような冊子を配布するといった取組みを連携しながら進めているところです。 

 

【百瀨委員長】 こども未来部と十分に連携し、市民に混乱を招かないようにすることも

大事と思います。そして、市民や学校教育現場にも今回の機構改革を十分に周知徹底して、

特に学校教育現場には十分に説明していただきたいと思います。教育委員会を非常に頼り

にしている中で、混乱を招かないように信頼関係を保つよう、これから取り組んでいただ

きたいと思います。 

 それでは、他にご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８号から第１０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。 
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【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第８号、第９号及び第１０号

につきまして、いずれも原案を適当と認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第１１号「平成２３年度八尾市教育重点目標の策定の件」に

ついて審議いたします。提案理由を網中課長より説明願います。 

 

【網中教育政策課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１１号「平成２３年

度八尾市教育重点目標の策定に関する件」についてご説明いたします。 

 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あります。 

 提案の理由としましては、平成２３年度における教育重点目標を策定する必要があるた

め、本案を提出するものであります。 

 それでは、平成２３年度八尾市教育重点目標の概要についてご説明いたします。資料

「平成２３年度八尾市教育重点目標（案）」をお開き願います。 

 ２ページでは、本市教育委員会の基本理念を「人権と共生の２１世紀を担う人間の育

成」と位置づけるとともに、「確かな学力・豊かな心・健やかな体の調和のとれた人間の

育成」「中学校区を単位とした教育コミュニティの構築」「安全で安心できる教育環境の

整備」「生涯学習環境の整備」の４点を八尾市教育重点目標としております。 

 次に、３ページの「知・徳・体の調和のとれた人間の育成」では、「確かな学力の育

成」をはじめ、４ページの「豊かな心の育成」、５ページの「健やかな体の育成」、６ペ

ージの「「共に学び、共に生きる」特別支援教育の推進」「児童虐待への対応」、７ペー

ジの「いじめ・不登校等への対応」「携帯電話等による問題事象への対応」、８ページの

「研修の充実、実践的指導力の向上」の８点を重点施策と位置づけ、関連する取組みとし

て学力向上推進事業などを掲載しています。 

 次に、９ページの「中学校区を単位とした教育コミュニティの構築」では、「中学校区

単位での連携・交流の強化」、１０ページの「教育ネットワークの推進」、１１ページの

「家庭教育への支援」の３点を重点施策と位置づけ、関連する取組みとして八尾市立小・

中学校パートナーシップ推進事業などを掲載しております。 

 次に、１２ページの「安全で安心できる教育環境の整備」では、「子どもの安全確保」

をはじめ、「学校園施設の耐震化の促進、施設・設備の充実」、１３ページの「学校規模

等の適正化」「市立幼稚園の効率的・効果的運営と教育内容の充実」の４点を重点施策と

位置づけ、関連する取組みとして学校園安全対策推進事業などを掲載しております。 

 最後に１４ページの「生涯学習環境の整備」では、「生涯学習の機会や場の充実」をは

じめ、「文化財の保護・活用」「図書館サービスの充実」の３点を重点施策と位置づけ、

関連する取組みとして生涯学習・スポーツ振興計画推進事業などを掲載しております。 

 以上、はなはだ簡単な説明でありますが、ご審議の上ご承認賜りますようお願いいたし

ます。 
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【百瀨委員長】 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

ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 これまで協議会で何度も議論し、きれいに整理していただい

たことを、まずお礼申したいと思います。八尾市の教育重点目標については従前と変わら

ずそのまま進めていただきたいと思います。 

これから小学校で英語が導入されるということで、先程報告しましたように、学力向上

フォーラムで４中学校区のコーディネーターの先生方から報告がありました。小学校でよ

り充実した英語を導入するために、そのケアをお願いしたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 まず、小・中学校パートナーシップ推進事業につきましては、今年度、

４つの中学校区で事業化して取組みが進みつつあります。従来から小学校と中学校の連携

についてはそれぞれの校区の特色で取り組んできたところですが、この取組みは、それを

もっと全市的なものとしていずれは１５中学校区全てで更に強化したいということでスタ

ートしたものです。 

 次に、英語につきましては、本市独自で既にＮＥＴの派遣を事業化しており、これは学

習指導要領の改訂に拘らず先駆けて取り組んできたものです。いよいよ次年度から、小学

校では英語活動として本格実施を迎えるわけですが、取組内容については、これまでの成

果がかなり上がってきておりますので、それを定着させる年になると思います。 

 学力向上フォーラムにおいても、小学校の英語活動と中学校の英語教育のスムーズな連

携といったことも示唆されていましたので、それを踏まえて積極的な推進を図ってまいり

たいと思っております。 

 

【山本委員】 学校図書館活用推進事業とありますが、学校図書館のサポーターを配置し

たことによって、学校図書を利用する子どもたちがすごく増えたと聞いております。その

状況を教えていただきたいと思います。 

また、音読活動についても数年前に教育重点目標に挙げて、毎年成果が上がっているよう

に思います。音読活動と学校図書館に関してはすごくいい雰囲気になっていると思います。 

それ以外には、携帯電話のことが難しい問題になっているように思いますので、そこは

今後、より充実させていただきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 指導課が所管している学校図書館活用推進事業に関しましては、学校

現場等にアンケート調査をしております。またサポーターに対しても、今年度の活動を振

り返るためにアンケートを実施しております。 

これによると、非常に効果が上がっていることが実感できました。１つには、図書環境

の整備という面で、サポーターが非常に熱心に、例えば子どもたちが興味のある本を一番

取りやすい位置に配置したり、あるいは子どもの相談に乗って本を紹介したりしておりま

す。当然学校ではこれまでも行っていましたが、教師だけでは時間的な制約等もあり十分

な手当ができなかったところが、サポーターが自ら動くことで子どもたちの関わりができ、

その結果、図書室に来室する児童の数が増え、本を手に取る機会が非常に増えております。 
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 また、学習面ではそれが意欲に表れており、本に接したことで文字に対する親しみも表

れることにもつながっているところです。 

 今後は、例えば大阪府立図書館の司書に来ていただいたり、あるいは本市の図書館司書

の力をお借りしたりしながら、より専門的な知識を学校に活かしていけるよう、研修等を

充実させているところでございます。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 音読活動につきましては教育サポートセンターで担

当しており、研究協力員を中心に活動を進めているところです。以前は「朝の音読活動」

という表現をしておりましたが、先生方に聞きますと、朝の会での活動もあるけれども、

例えば国語の時間や、あるいは算数の時間に九九も含めて練習問題をみんなで読むといっ

た活動の中でも音読をしていると聞いております。 

読み方も、一斉に全員で読む、または個人で読む、あるいは、交互に読んでいったり、

リレー形式で順番に読んだり、グループまたはペアで読んだりするなど、多様な方法で音

読活動をしていると報告を受けております。 

 音読活動によって学力がどれだけ上がったかを測ることは難しいですが、子どもたちの

学習する意欲が高まったということは先生方も実感しているようで、また、子どもたち自

身も非常にやる気を持って、「次はどういうことをするの？」というような声も聞かれる

と聞いております。 

 また、学校ＩＣＴと関連しますが、各教室にテレビがありますので、子どもたちが音読

している様子をビデオで撮って、子どもたちが自分の姿を見て活動の様子を振り返るとい

ったことも行われているようで、以前はＣＤを配付して教材を提示するだけでしたが、各

学校で広がりを見せていると聞いております。 

 また、アンケートも実施しているところですので、集約ができればご報告したいと思い

ます。 

 

【木下委員】 来年度は小学校の新しい学習指導要領の全面実施の年を迎えますが、やは

り「学力」の中身が変わってきていると思います。また一方では、若い先生方がここ数年

急増しているということもあります。ですから、これまで本市の教育重点目標としてしっ

かりと積み上げてきたものを活かしながら、新しい学習指導要領の実施に向けて、研修等

を重点的に実施していただきたいと思います。次は中学校の新学習指導要領の全面実施も

ありますので、小・中学校の連携という意味も込めて、ぜひよろしくお願いします。 

 

【中原教育長】 来年度は小学校で、再来年度は中学校で、新しい学習指導要領が完全施

行になるわけですが、本市の教育振興計画も平成２４年度からスタートさせたいと思って

います。木下委員がおっしゃったとおり、「学力」の捉えも変わってきていますので、そ

のことも含めて全体的にどうなのか、この教育重点目標の形式も含めて考えていきたいと

思っています。 

 もう１点は、小・中学校パートナーシップ推進事業を、来年度は他の中学校区にも広げ

ていきたいと思っています。小・中学校での段差をなくせば、例えば不登校が小学校６年

生から中学校１年生へ進学する中で３倍に増えることも防げると思いますし、教科の関係
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もスムーズにいくわけですので、この段差をできるだけ低くしていくようにしなければな

らないと考えています。既に小・中学校パートナーシップ推進事業を実施している学校で

は９年間のカリキュラムを見通す中で指導が進んでいることの成果も出てきていますし、

今回の発表会でも我々が思った以上に動いているという成果もありました。それをてこに

しながら、次年度進めていきたいと思っています。 

 

【百瀨委員長】 本市の教育重点目標の方向性は全く間違っていないと思っています。そ

の中で、本年度は何をどう進めるか、そのポイントをしっかりと示しながら、教育委員会

の意図することを各学校また各団体に対し、実効あるものとして出しながら、共に進めて

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、他にご質疑がございませんので、採決に移らせていただきます。 

 議案第１１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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第１１号「平成２３年度八尾

市教育重点目標の策定の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第１２号「（仮称）八尾図書館等基本設計の策定の件」につ

いて審議いたします。提案理由を大谷館長より説明願います。 

 

【大谷八尾図書館長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１２号「（仮称）八

尾図書館等基本設計の策定の件」につい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１０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。 

 提案の理由ですが、市立八尾図書館の老朽化に伴い、市役所周辺の公共施設整備事業と

して八尾図書館の移転建替え及び市立青少年センターの建替えを行うに当たり、基本設計

を策定する必要がありますので、本案を提出する次第であります。 

 それでは、お手元の資料「（仮称）八尾図書館等基本設計の策定の件」について説明さ

せていただきます。ここでは、八尾図書館をはじめ施設全体の具体化に向けた基本コンセ

プト、整備方針及び施設の基本設計図の概要などをお示ししております。 

 １ページから４ページでは、八尾図書館等整備の基本的な考え方として、施設の位置、

施設がめざす基本コンセプト、整備方針、主な施設機能、図書館を中心とした機能のゾー

ニングをお示ししております。 

 続きまして、５ページから７ページは八尾図書館等整備計画（案）ですが、施設全体の

計画につきましては、地上４階地下１階の建物で、延べ床面積は3,583ｍ 2となっておりま

す。このうち、図書館部分は学習室を含め2,100ｍ 2です。 

各階の配置は、１・２階部分に図書館、屋外に駐車・駐輪場の配置であります。３階に

は青少年センター、地域情報コーナー、郷土情報コーナーの配置となっており、４階に図

書館、青少年センターの配置となっております。そして地下１階にも図書館を配置する計
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画としております。 

 それでは、各フロアについて説明いたします。１階部分には、児童図書の開架閲覧室と

図書整理等の作業を行うワークルームを計画しております。 

 次に、１０ページの左側が２階部分で、一般図書の開架閲覧室とワークルームを計画し

ております。右側が３階部分で、青少年センターの集会室、郷土情報コーナー、地域情報

コーナーの配置となっております。 

 次に、１１ページの左下の４階部分ですが、４階には図書館の事務所や学習室の配置と

なっております。屋上部分ですが、太陽光発電設備等の予定となっております。右下の地

下１階部分におきましては、図書館の閉架書庫としておるところでございます。また、資

料の右下にはフロア別の床面積、そして機能別のフロア面積をお示ししております。 

 次に、１２ページでは各階フロアを上下につなぎ合わせたイメージとして断面構成図を

掲載しております。 

 次に、１３ページでは施設の外観を示した立面図を、１４ページでは施設の東西及び南

北の断面図を、１５ページでは外観のコンセプトイメージ図をお示ししております。 

 最後に、今後の整備スケジュールとしましては、平成２３年度末には実施設計及び現在

の建物の解体工事と文化財調査を終えまして、平成２４年度から建設工事に着手し、平成

２５年度中の開館を予定しておるところでございます。 

 以上、誠に簡単ではございますが、八尾図書館の移転建替え整備に伴う（仮称）八尾図

書館等基本設計について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

ますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、後程予定されております報

告事項「（仮称）八尾図書館の基本設計（案）についての市民意見の提出制度の実施結果

と市の考え方について」は本件と関連する事項でございますので、この場で報告を求めた

いと思いますが、委員の皆様方いかがでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 それでは、大谷館長より報告願います。 

 

【大谷八尾図書館長】 それでは、八尾図書館等の基本設計を策定するに当たり、パブリ

ックコメントを実施しましたので、その結果についてご報告いたします。 

 お手元の資料「（仮称）八尾図書館等基本設計（案）についての市民意見提出制度の実

施結果と市の考え方について」をご覧願います。 

 意見募集の期間としては、平成２２年１２月１４日から平成２３年１月１３日までの期

間で実施し、いただきましたご意見の提出者数は５１人で、提出意見数は６６件でした。 

 次に、提出いただいたご意見等については、原文のままの記載を基本としつつ、主旨を

損なわないように要約しております。また、これらの意見に対する現時点での市の考え方

をお示ししております。今後、この資料につきましては、市のホームページにより公表し

てまいりたいと考えております。 
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 提出いただいた意見、提言の分類ですが、基本コンセプトに関する意見・提言が１件、

整備方針に関するものが７件、主な施設機能に関するものが１１件、各機能のゾーニング

に関するものが１件、基本設計の考え方に関するものが４０件、各階層のゾーニングに関

するものが２件、整備スケジュールに関するものが１件、その他が３件となっております。 

 主な意見・提言としまして、資料１ページの基本コンセプトや整備方針に関しては、環

境や利用者等の健康に配慮した対応を求めるご意見等をいただいております。 

 また、２ページからの主な施設機能につきましては、中央図書館的機能の役割や、学習

室の利用形態等についてのご意見等をいただいております。 

 ５ページから１１ページにかけては、基本設計の考え方について、図書館における乳幼

児や児童等に対して配慮すべき点や、図書館ボランティアの活動などに関するご意見、他

に駐車・駐輪場の台数についてのご意見等をいただいております。 

 最後に１２ページですが、４階部分に関するもので、会議室の利用形態や各階層のゾー

ニングに対するご意見、他にも今後の市民の意見をいただく場の開催についてのご意見等

をいただいております。 

 以上が市民意見提出制度の実施結果と市の考え方の概要ですが、参考となるご意見をた

くさんいただいております。今後の実施設計等を進める上で参考とさせていただきたいと

考えておるところです。 

以上、誠に簡単ではございますが、（仮称）八尾図書館等基本設計（案）についての市

民意見提出制度の実施結果と市の考え方についての報告とさせていただきます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明と市民意見提出制度の実施結果等についての報

告がございました。 

 確認ですが、この建物は別々の行政目的を持つ、大きく言えば２つの施設が八尾図書館

という中に集約されていると理解していいのでしょうか。 

 

【大谷八尾図書館長】 図書館を中心とする施設ではありますが、それぞれの目的が異な

る施設としてこの設計を立ち上げておるということでございます。図書館の機能、青少年

センターの機能、そして地域情報や郷土情報を提供する機能を、それらを現在所管してい

る３課がこの施設の中で基本プランとして作り上げてきたものです。 

 

【百瀨委員長】 １つの建物の中に今おっしゃった機能が集約されていると考えていいわ

けですね。 

 それでは、委員の皆様方、本件について何かご質疑ございませんか。 

 

【木下委員】 この施設は複合施設ということで、３課で構想されているとのことですが、

それぞれの課のニーズもあるし、その背後にはもちろん市民のニーズもあるわけで、構想

全体が難しい状況になっていることは容易に想像がつきます。今後、３課の有機的な会議

の中で、この施設をどう上手く使えばいいかという話し合いを強化していただきたいと思

います。 

 その上で、図書館の１階・２階フロアのことでお伺いしますが、フロアの配置はこれで
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決定ということになるのでしょうか。 

 

【大谷八尾図書館長】 施設の規模につきましては、ほぼこの基本設計のとおりに進めて

まいりたいと考えております。従いまして、１階につきましてはほぼこの形になります。

ただ、施設の中身につきましては、これから実施設計の段階で、どのような運営が一番い

いか、利用者の意見等を聞きながら進めてまいりたいと考えております。 

ですから、図書館の面積については、学習室を含めて１階・２階・４階で約2,100ｍ 2と

なります。その中での若干の変更は、設備の配置等の都合により出てくる可能性もあろう

かと思います。 

 

【木下委員】 ４階にはキッズルームがありますが、これは青少年センターの学習室の子

ども版なのでしょうか。 

 

【植田生涯学習部長】 基本計画書の６ページをお開きいただきたいと思います。ここで

各階層の配置内容を記載しておりますが、キッズルームにつきましては、基本的には青少

年センターの施設として配置しているものです。 

 

【百瀨委員長】 青少年センターは青少年センター条例に規定された施設であり、八尾図

書館は図書館条例に規定された社会教育施設であります。この２つが１つの施設の中にあ

るので難しく考えてしまいますが、複合施設として建物全体で捉えて審議を進めたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

【中原教育長】 現在３館があって新しく旧市立病院跡地に４館目を考えているところで

す。概ね２０万冊ずつで８０万冊ぐらいの蔵書になり、ゆくゆくは１００万冊をめざす計

画ですが、この図書館では開架書庫と閉架書庫でそれぞれどのくらいの本が入るのかを教

えていただきたいと思います。 

 

【大谷八尾図書館長】 図書館は現在３館ありますが、旧市立病院の跡地に第４館目の地

域図書館を計画しております。将来的には４館とする計画で、蔵書点数につきましても、

平成２１年度末で３館合わせて６２万点ですが、将来的には１００万点をめざして蔵書計

画を立てていきたいと考えております。 

 地域図書館については約２０万点を目標にしております。従いまして、志紀、山本、第

４図書館で６０万点、八尾につきましては地域図書館に加えて中央図書館的な役割を果た

していきたいということで、約４０万点近くの蔵書を将来的にめざしていきたいと考えて

おります。 

 この基本設計では、地下の書庫については２５万点の計画をしております。現在、八尾

図書館で開架しているのが約６万から７万点ですので、将来的には新しい施設と、現在移

動図書館のガレージとしているスペースも含めて、１００万点構想を進めていきたいと考

えております。 
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【木下委員】 １階は子ども向けに、２階は大人向けに造られているように見えますが、

親子連れの場合はどうなるのかと思いました。もう１つは、子どもが１階で保護者が２階

となったときに、子どもを１階に置いて保護者が２階へ行かれることもあると思いますが、

１階には出入口があります。子どもが飽きて外へ出ていくようなことも考えられると思い

ますが、安全確保はどうなのかと思います。 

 それから、図書館では館長をはじめ職員の方が非常に努力してくださっていることはよ

く分かっていますが、一方で臨時職員もいらっしゃるし、どこの図書館もボランティアが

かなり運営に力を尽くしてくださっていると思います。そこで、今後具体化していくとき

には、ボランティアも含めて、市民に接している部門が最もニーズをよく分かっていると

思いますので、そのニーズを汲み取りながら、どこまでできるのかを話し合って進めてい

ただきたいと強く思います。何が必要で何が困った点なのかは、やはり現場の人が最もよ

く分かっていると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【山本委員】 １階と２階の配置については、車いすの方等どなたでも来ていただけるよ

うにするのであれば、エレベーターに乗らずに１階で本を見ることができるほうが、より

利用していただけるのではないかと思います。 

 また、子どもたちにとっても、お話し室や児童向けの閲覧室等とてもいい造りをしてい

ただいていますが、木下委員もおっしゃったとおり、自由に出入りできる１階で子どもた

ちが本を読むことについては、安全安心という面ではいかがなものかと思ってしまいます。

そういう点では２階のほうがいいのではないかと思いました。 

 

【大谷八尾図書館長】 ご指摘のことについては、図書館としても非常に重要な内容にな

ってくると思っております。バリアフリー化につきましては、どこからでも１・２階に自

由に行けるようにエレベーター等も造っております。また入り口につきましては、歩道側

と、車で来られた場合に駐車場からすぐに入れるように、東側と西側に２カ所設けており

ます。 

また、１階は子ども用の図書の配架を予定しておりますが、そこでの安全面につきまし

ては、市民意見でも防犯カメラの設置といったご意見もいただいております。現在はあり

ませんが、カウンターから職員が見渡しをできるようにすることも含めて、安全対策を講

じていかなければならないと考えております。 

 １・２階の配置の件につきましては色々とご意見がございます。子どもは外から入って

すぐに本に親しめるように１階がいいというご意見もいただいておりますし、２階は大人

が自由に使えるように区分けをするのも１つではないかというご意見もいただいておりま

す。これにつきましては、基本設計の前にワークショップ等を開催いたしまして、利用者

のご意見等をいただいてこの基本設計の案を作成しておりますので、よろしくご理解のほ

どお願いしたいと思います。 

 

【木下委員】 先日、図書館の蔵書のインターネット検索をしました。今やネットで世界

の図書館から本が借りられる時代に入っていますが、これは益々進んでいって、デジタル

化していくだろうという方向性が見えていると思います。その一方で、ベストセラーは２
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～３カ月待たないと借りられないことも分かりました。要するに、市民の図書館として何

を蔵書として入れていくのかという選択が非常に難しい時代になっていると思います。 

 もう１つは、本の循環をどうしていくかということです。ベストセラー本であっても発

売から１週間もすれば古本屋に安い値段で出ている事態がありますし、図書館は新たに入

れた分だけ廃棄していかなければならないわけです。この廃棄本をどうしていくのかとい

う問題もあります。 

そういうことで、どのような本を入れるのか、どのような本が八尾市民のために必要な

のかということ、それから、どのようにすれば最も合理的で経済的にも安く市民が本に接

することができるのかという本の循環のこと、それとネット整備のことは、今後のことと

してぜひ検討していただきたいと思います。 

 

【大谷八尾図書館長】 図書館の収集・保存そして管理から除籍までという一連の図書館

業務についての、図書館の根幹に係る内容をおっしゃっていただいたと思います。 

 予算をより有効かつ効果的に使うために今後どのように考えていかなければならないか

というご指摘だと思っております。これにつきましては、３館の司書職員が毎月担当者会

議を開いております。昨年に八尾市立図書館収集方針及び八尾市立図書館除籍基準を策定

し、今後司書職員も全員一緒になって図書館運営に関わっていくという基本的な考え方で

進めているところです。 

 図書館業務といいましても、子どもから大人まで利用される方は幅広いですので、要求

される資料も多種多様です。我々としましては、できるだけそれにお応えできるように考

えていかなければなりませんし、八尾の図書館で間に合わなければ他館とも相互協力をし

ながら本の提供を受けていくことも今後益々深めていく必要があろうと考えております。 

 また、電子図書も急速に普及してきております。昨年は国民読書年で、電子図書の年で

もあるという議論もなされておりました。文部科学省においても検討会議を開いて、課題

整理をもとに、公立図書館における今後の電子図書に対する考え方等も示すという会議も

持たれております。 

 我々としましては、いかに市民ニーズにお応えしていくか、いかに迅速に対応していく

かがこれからの課題だと考えておりますので、市民サービスの向上をめざして取り組んで

まいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 今回の基本設計で、建物を複合化して建てることのメリットがあるかと

思いますが、２つの施設が入っていることのメリットはどのようにお考えでしょうか。 

 

【大谷八尾図書館長】 メリットは非常に期待できると考えております。現在の八尾図書

館は単体の施設ということで、図書館に用事のある方しかお越しいただけませんが、機能

を組み合わせることにより、他の用事で来られた方が図書館に寄る、また図書館から他の

機能を持つ施設に行くというように、同じ施設内で移動ができることは非常に大きなメリ

ットになると思います。そういうことから考えれば、これから益々図書館に対する要望も

強くなると思いますが、できるだけニーズに応えるよう幅広く他館や他の機能とも連携を

しながら、すばらしい施設にしたいと考えております。 
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【植田生涯学習部長】 我々が新たな施設整備を図る上におきましては、昨今の財政状況

等を勘案する中で、いかに効率的な施設整備をしていくかという点にも十分に留意した上

で施設整備を図る必要があります。生涯学習部、こども未来部、全体的な庁舎周辺の公共

施設のあり方等を主担として担っている政策推進担当部局の３部局の中で色々と協議する

中で、青少年センターと商工会議所との等価交換という中での新たな施設整備と、図書館

の老朽化に伴う建替えを、個々ばらばらに進めるのではなく効率的に進めていく上で、庁

舎周辺での公共施設をいかに配置していくべきかを検討する中では、複合施設というのは

財政面等においても非常に効果的であると考えております。 

 また、賑わいを創出する、あるいは市民の利便性を高めるという意味では、市役所に来

られた方、あるいは今度できる産業拠点施設に来られた方、そしてもちろん図書館に来ら

れた方など、本町１丁目近辺に来られた方がいろんな施設にアクセスできるような施設配

備をすることも非常に大切であり、大いに効果的であるという認識をもっております。 

 

【百瀨委員長】 互いに共用する中で一層行政効果を上げることに期待しますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

青少年センターとしての今回の施設の規模は、今までと差があるのでしょうか。 

 

【大谷八尾図書館長】 青少年センターも、旧教育センターから今の旧商工会議所、そし

て更に今年の７月に新しいところに移るというように変化がありますが、基本的には旧教

育センターから放課後児童育成室や生涯学習スポーツ課の分室等を除いた面積とほぼ同じ

面積を確保しております。また、図書館と青少年センターが会議室等を共用しながら有効

に使用していきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 共用する中でサービスの低下が指摘されないように、また、図書館機能、

青少年センター機能、学習室機能等が１つの施設に入っておりますので、互いが連携し、

十分に機能していくように取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、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１２号について、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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第１２号「（仮称）八尾図書

館等基本設計の策定の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第１３号「八尾市指定文化財の決定の件」について審議いた

します。提案理由を岸本次長より説明願います。 

 

【岸本生涯学習部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第１３号「平成２２

年度八尾市指定文化財を決定する件」についてご説明いたします。 
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 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。 

 提案の理由ですが、本年２月９日に開催されました文化財保護審議会におきまして、お

手元資料記載の常光寺の木造毘沙門天立像を市の文化財指定することにつきまして諮問を

行い、この毘沙門天立像は身のこなしや風にはらむ着衣の写実的表現に、鎌倉時代の彫刻

様式の特徴が発揮されているとともに、彫技も入念で優れた出来映えを示しており、八尾

市域に伝わる彫刻としての美術的価値が極めて高く評価されますことから、審議会より、

本市にとって貴重な仏教彫刻であり、市指定文化財として適当である旨の答申をいただき、

当該候補物件につきまして市指定文化財といたしたくお願いするものでございます。何と

ぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、この件につきまして、委員

の皆様方、何かご質疑ございませんか。 

 

【木下委員】 後補の部分があるとのことですが、どの部分ですか。 

 

【岸本生涯学習部次長】 仏像彫刻で欠けやすいのは手の部分で、指の部分あるいは宝刀

を持っている下の着衣の出た所が一番傷みやすい所です。その部分について後に修理して

いるということです。 

 修理については、審議会の仏教彫刻の専門の先生にもご覧いただきましたが、例えば江

戸に入るものもあり、やはり部分的にはその都度修理されていると思っております。 

 

【百瀨委員長】 この件からは少し離れますが、２月３日に八尾天満宮の鬼追い式に出席

しました。そのときは非常に天気もよかったためか、地域の子どもたちも含め境内が満員

でした。そういう中で、このような行事は文化財としては入らないのかと思いました。ま

た、常光寺にも散華を配ったりする非常にすばらしい行事がありますが、このような行事

はどうなのかをお聞きしたいと思います。 

 

【岸本生涯学習部次長】 民俗文化財につきましては、指定するときに非常に難しい問題

がありまして、江戸時代に政治的な関係や仏教の関係があって一旦途絶えていることがあ

ります。今おっしゃった追儺や常光寺の般若会につきましても、明治期の記録もあります

が、戦後復興されたものです。私どもで唯一民俗の無形文化財に指定しておりますのは恩

智神社のご供所神事で、昔の御供を作るという奈良でもかなり有名な行事です。これにつ

きましては江戸時代に供饌行事として行われたという記録が残っております。そういうこ

とを拠り所に、審議会の先生方に市指定文化財としていいかどうかの判断をしていただく

わけです。八尾には追儺や般若会以外にもいろんな行事が残っております。そういうもの

も含めて、文化財としての認知ではなく八尾の伝統行事として、来年度からの第５次総合

計画においても「八尾の魅力発信」ということも掲げられておりますので、市民の皆様あ

るいは市外にもＰＲしていきたいと考えております。市指定文化財については一定の規定

を設けておりますので、例えば５０年、１００年後という単位の中でずっと伝わっていけ
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ば文化財ということにもなるかとは考えております。 

 

【百瀨委員長】 行事の中にも非常にいい文化がありますので、別の意味で捉えていただ

いて、市民に情報を提供していただければと思います。 

 それでは、他にご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１３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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第１３号「八尾市指定文化財

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 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは報告事項に入りたいと思いますが、本日予定されておりました

報告事項は、先程議案第１２号の審議の際に報告いただいた１件のみですが、よろしいで

しょうか。 

 それでは、この際委員の皆様方から何かご発言はございますか。 

 事務局からは何かございませんか。 

 それでは以上をもちまして、２月の定例教育委員会を終了いたします。 

なお、本日の署名委員に木下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

いたします。 

 

 

（署 名）百瀨委員長 

 

 

                                                    

 

木下委員 

 

 

                                        

 


