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１月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２５年１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 

木 下 委員 

御喜田 委員 

浦 上 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

植田教育次長・伊藤生涯学習部長・中山学校教育部長・田辺教育

委員会事務局理事教育政策課長事務取扱・松井生涯学習部次長・

竹内生涯学習部次長兼八尾図書館長・万代学校教育部次長兼学務

給食課長・靍原学校教育部次長兼指導課長・西崎教育人事課長・

杉島生涯学習スポーツ課長・渞文化財課長・山下教育サポートセ

ンター所長・福嶌人権教育課長 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより１月定例教育委員会を開催いたします。本日の

会議録署名委員に浦上委員を指名したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 まず、１２月定例教育委員会会議録の承認について審議いたします。委

員の皆様方、何かご質疑ございませんか。 

 

【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、１２月定例会会議録について承認

と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

１月６日（日） 

１月14日（月） 

１月15日（火） 

１月17日（木） 

午前11時から、年賀交礼会に出席。 

午後２時から、成人式に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時から、女性団体連合会新春のつどいに出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を浦上教育長よりお願いいたします。 

(教育長報告) 

12月25日（火） 

12月27日（木） 

午後２時30分から、リーダーシップ養成研修に出席。 

午後１時から、庁議に出席。 
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12月28日（金） 

 

12月29日（土） 

１月６日（日） 

１月７日（月） 

１月８日（火） 

１月10日（木） 

 

１月11日（金） 

 

 

 

１月14日（月） 

 

１月15日（火） 

１月16日（水） 

１月17日（木） 

 

１月18日（金） 

１月20日（日） 

１月22日（火） 

午後４時から、職員表彰式に出席。 

午後４時30分から、仕事納め式に出席。 

午後７時から、歳末夜警詰所激励訪問に出席。 

午前11時から、年賀交礼会に出席。 

午前10時から、仕事始め式に出席。 

午後６時から、八尾地区保護司会新年交礼会に出席。 

午前９時から、庁議に出席。 

正午から、八尾地区更生保護女性会新年のつどいに出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午後２時30分から、府都市教育長協議会定例会に出席。 

午後３時30分から、府教育委員と市町村教育長の学力向上に関する意

見交換会に出席。 

午前10時から、消防出初式に出席。 

午後２時から、成人式に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前10時から、庁議に出席。 

午後１時から、部長会に出席。 

午後２時から、女性団体連合会新春のつどいに出席。 

午後７時から、体育連盟新年懇親会に出席。 

午前10時から、少年少女柔道八尾大会に出席。 

午前９時から、行財政改革推進本部会議に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況について何かありま

したら、ご報告いただきたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 １月１６日（水）に、ホテルプリムローズ大阪で、府教育委

員と市町村教育委員の意見交換会に出席しました。当日は１部が講演、２部が分科会にな

り、学力向上の取組みについての分科会に出席しました。 

 

【御喜田委員】 私も、１月１６日（水）に、府教育委員と市町村教育委員の意見交換会

に出席しました。第２部は、生徒指導の充実についての分科会に出席し、他市の取組みを

聞いて非常に勉強になりました。そこでは、いじめや暴力行為の問題、体罰と指導の捉え

方などの意見交換が活発に行われていました。また、さまざまなケースがあるので、警察

ＯＢや弁護士の相談窓口を設けて、生徒指導や保護者と学校とのパイプ役にしているとい

う他市の報告もありました。八尾市でも、そのような取組みをされていると聞いています

ので、今後もその部分は必要だと思いました。 

あと、暴力行為については、過去のデータから、小学校では児童間の暴力、中学校では

対人暴力と対教師暴力が増える傾向にあるということです。また、いじめにおいては、近

年、認知件数が小・中学校で減少しているということですが、解決件数を上げることが大

切ではないかということでした。このようなことから、中１ギャップが大きな問題となっ
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ていまして、児童が抱えている問題を考慮しながら、中学校へのスムーズな連携が必要だ

と思いました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、委員長報告及び教育長報告を含めまして、ただいまの報告に

ついてご質疑ございませんか。 

 それでは、質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

１月の議案 

議案第１号 

 

議案第２号 

議案第３号 

八尾市の休日を定める条例の改正に伴う教育委員会所管条例の一部改正

について市議会議案提出の件 

八尾市生涯学習センター学習プラザ管理運営規則の一部改正の件 

八尾市立しおんじやま古墳学習館指定管理者指定の市議会議案提出の件 

 

【百瀨委員長】 議案の審議に入る前に、本日審議いたします議案のうち、議案第３号

「八尾市立しおんじやま古墳学習館指定管理者指定の市議会議案提出の件」につきまして

は、関係資料が八尾市公文書公開条例の規定によりまして、公開が可能な時期が来るまで

は非公開とすべき文書になりますので、この件に係る会議は非公開としたいと思いますが、

委員の皆様方、よろしいでしょうか。 

 

【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、議案第３号については非公開で審

議することにいたします。 

 それでは、議事の進行の都合上、この案件につきましては、他の議案審議及び報告等が

終了した後に行いたいと思います。 

 

【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。 

まず、議案第１号「八尾市の休日を定める条例の改正に伴う教育委員会所管条例の一部

改正について市議会議案提出の件」について、審議いたします。提案理由を田辺理事より

説明願います。 

 

【田辺理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第１号「八尾市の休日を定める

条例の改正に伴う教育委員会所管条例の一部改正について市議会議案提出の件」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。 

 改正の理由でございますが、本市を含め、府内市町村の大半が以前より１２月３０日か

ら１月４日までを休日としておりましたが、国が昭和６３年１２月に休日を定める法律を
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制定して以降、大阪府、大阪市が同様の条例を制定し、現在はほとんどの府内市町村にお

きまして、国、府に準じ、年末年始の休日期間を１２月２９日から１月３日までとする改

正がなされているところでございます。このような国、大阪府、府下市町村の状況を踏ま

え、行政の円滑な運営を確保し、市民の利便性を図る観点から、八尾市の休日を定める条

例を一部改正し、その附則において教育委員会所管施設の休館日、休業日の条例規定につ

いて一部改正を行うものでございます。条例の施行につきましては、平成２５年４月１日

となり、本年１２月からの運用を予定しております。なお、教育委員会所管施設の条例規

定の改正内容につきましては、「別表：附則において改正する条例一覧」のとおりでござ

います。 

 以上、簡単な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議のうえ、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、委員の皆様方から何かご質

疑ございませんか。 

 

【木下委員】 国の法令改正に端を発して、大阪府、大阪府下市町村で条例が改正され、

八尾市も改正するということですが、国の法令が出てから随分時間が経っています。今回、

改正することになった理由についてご説明いただきたいと思います。 

 

【田辺理事】 当初、大阪府下の多くの市町村は、国、大阪府で動きがある中で、従前ど

おり年末年始の休日期間を規定しておりました。その後、年々、他の市町村が１２月２９

日から１月３日までに変更し、現時点では、八尾市を含め、数市だけが１２月３０日から

１月４日までになっております。その中で、市民の利便性等を考えて、今回のタイミング

で変更させていただくことになったところでございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 文化財施設については、館内整理等のために期間が異なりま

すが、「等」にはどのような内容が含まれていますか。 

 

【渞文化財課長】 文化財施設におきましては、八尾市の貴重な文化財を収蔵しているだ

けでなく、市民からお預かりした文化財、あるいは他市の博物館からお借りした文化財等

を展示していることがございます。もし、このような状態で長期間閉館すると、盗難、火

災等の事故にあう可能性がございますので、年末年始の期間を前後１日多くとり、一時的

に文化財を特別収蔵庫等に収納、整理させていただいております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 これからは、５日から閲覧できるということでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 そのとおりでございます。できるだけ市民サービスの向上を心がけて、

八尾市の休日に近くなるように改正させていただきます。 

 

【百瀨委員長】 市民サービスの視点から考えると、八尾市の休日に合わせるほうが望ま
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しいのではないでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 大阪府下の文化財施設におきましては、国からお借りした文化財等を

破損し、非常に大きな問題になったことが多々ございますので、文化財の取扱いについて

は細心の注意を払っております。従いまして、文化財の収納、展示のために、前後１日多

く休館日をとらせていただいております。 

 

【百瀨委員長】 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１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１号「八尾市の休日を定め

る条例の改正に伴う教育委員会所管条例の一部改正について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。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第２号「八尾市生涯学習センター学習プラザ管理運営規則の

一部改正の件」について審議いたします。提案理由を杉島課長より説明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第２号「八尾市生涯学習センター学習プ

ラザ管理運営規則の一部改正の件」につきましてご説明申し上げます。 

 本件につきましては、教育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。 

 提案理由といたしましては、八尾市生涯学習センター学習プラザに係る利用料金の還付

等につきまして定めております第７条を改める必要があるため、本案を提出するものでご

ざいます。 

 それでは、お手元の「八尾市生涯学習センター学習プラザ管理運営規則の一部改正新旧

対照表」をご覧ください。改正の内容でございますが、第７条第２項に規定しております

利用料金の還付に係る手続きにつきまして、現行の規則では八尾市立生涯学習施設予約・

案内システムにより還付の手続きを行うことができる旨規定されておりますものを、「教

育長が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。」と定め、予約・案内シス

テムによる手続きができないことを明らかにする内容に改めるものでございます。 

 今回の改正につきましては、定期監査におきまして、「八尾市立生涯学習施設予約・案

内システムを共用する他の施設と異なる規定内容となっており、規則の整備を図られた

い。」との指摘を受け、システムを共用するスポーツ施設の施行規則の規定内容及び実際

の手続きの現状も勘案した結果、改正を行うものでございます。なお、本規則の施行につ

きましては、附則におきまして公布の日より施行することと定めております。 

 以上、甚だ簡単、雑駁ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろ

しくご審議の上、ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 
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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、委員の皆様方から何かご質

疑ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 予約・案内システムでは、どのような手続きを行うことがで

きますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 現在、八尾市立生涯学習施設の予約・案内システムにお

きましては、本課で所管しております生涯学習センター、総合体育館、市民運動広場、テ

ニス場、南木の本防災体育館等の施設予約、予約の取消し等の手続きが行えるようになっ

ております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今回の規則改正は、還付手続きをより簡略化するということ

でしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 まず、施設予約につきましては、予約・案内システム、

あるいは生涯学習センター、総合体育館、志紀テニス場または南木の本防災体育館の窓口

で行うことができます。 

予約・案内システムで施設を予約された方は、施設を利用した日の翌月２２日に利用料

金が引き落とされますが、利用日の２０日前までに取り消された場合は利用料金が免除と

なります。一方、窓口で施設を予約された方は、申込時に利用料金を納付いただいており

ますので、利用日の２０日前までに窓口で予約を取り消された場合は利用料金を還付いた

します。 

現行の規則では、還付手続きをシステムで行うことができると規定されておりますが、

その部分に齟齬がございますので、今回は正しく改めるために提案させていただいており

ます。 

 

【百瀨委員長】 今回の規則改正によって、手続きはどのようになるのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 スポーツ施設の規則に定められている還付規定につきま

しては、申請書を指定管理者に提出することとしており、現状の手続きに即した内容にな

っておりますが、生涯学習センター学習プラザ管理運営規則の還付規定につきましては、

実際の運用と齟齬がございましたので、スポーツ施設と同じように規定を改めるものでご

ざいます。 

 

【木下委員】 利用料金はいつ支払うことになっているのでしょうか。システムを利用し

て予約される方と窓口で予約される方との間に違いがあるとすれば、利用者にとって不利

なことになります。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 施設の利用料金につきましては、予約・案内システムで

申込みいただいた方は、施設を利用された日の翌月２２日に指定の銀行口座から引き落と
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しとなります。一方、窓口で申込みいただいた方は、申請時に利用料金をお支払いいただ

いております。 

 

【植田教育次長】 予約・案内システムにつきましては登録制になり、銀行口座等を記入

する申込用紙を指定管理者に提出し、利用者登録をしていただくことによって、インター

ネット等でシステムを利用することができます。一方、登録されていない方は窓口で予約

を行っていただき、利用料金を前納いただく場合もございます。その場合、雨天等で屋外

施設が使えなくなった時に還付が発生いたしますが、システムの利用者登録をしていただ

きますと、利用料金の収納は後納になりますので、雨天等で当日使えなくなっても還付は

発生しないことになり、手続きが簡素化されます。 

今回の規則改正につきましては、過去の手続きの規定を引きずったような部分がござい

ましたので、適正に改めるものでございます。 

 

【木下委員】 システム利用者に便宜性が図られていることはわかりますが、携帯を持っ

ていない方、パソコンを操作できない方にとっては非常に不利に作用しているわけです。

要するに、市民サービスのために、窓口とシステムの申込みを同じ条件にしなければなら

ないのではないでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 ご自宅にパソコンを持っておられない方、あるいは携帯

電話を利用されていない方などのために、市役所を含め、市内数ヵ所に街頭端末を設置し

ておりますので、利用者登録をしていただければ、街頭端末を利用して施設予約を行なう

ことができます。 

ただ、窓口での申込みの場合はその場で利用料金をいただいており、システム利用者と

支払方法が異なっておりますので、窓口等にお越しいただいた時に、予約・案内システム

の制度をご説明し、システム利用者を増やしていきたいと思っております。 

 

【木下委員】 登録していない方の利用料金の収納については、登録している方と同じよ

うにするために、改善への工夫が必要ではないでしょうか。 

 

【植田教育次長】 委員のご指摘につきましては、予約・案内システムが抱える最大の課

題だと認識しております。例えば、利用者登録の有無にかかわらず、１枚のカードをお持

ちいただくことによって、施設予約を含めて、全ての公共サービスが利用できるようにな

ればいいのですが、現在は生涯学習施設に限られた施設予約システムになります。今後、

開発を進めていく中で、市民にとってより利便性の高いものになるよう、努力してまいり

たいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 定期監査では、具体的にどのような指摘がありましたか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 先ほども申し上げましたが、現行の規則におきまして、

利用料金の還付規定についてはスポーツ施設と生涯学習センター学習プラザで整合性がと
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れていないという指摘を受けましたので、今回、規則改正をお願いしたいと考えておりま

す。 

 

【百瀨委員長】 監査の指摘については、速やかにご報告いただき、早急に対応していた

だくことが望ましいと思います。また、規則は仕事を進めていく上で基本になりますので、

より慎重に取り扱っていただきたいと思います。 

 

【田辺理事】 今回の監査の指摘事項についてはきちんと報告できていなかったところが

あり、十分反省しております。今後は、監査内容等をきちんと報告させていただきたいと

考えております。 

 

【百瀨委員長】 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２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２号「八尾市生涯学習セン

ター学習プラザ管理運営規則の一部改正の件」については、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】 それでは続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

 本日は報告事項が予定されておりませんが、よろしいでしょうか。 

 この際、委員の皆様方から何かご発言はございませんか。 

 なければ、最後に、議案第３号「八尾市立しおんじやま古墳学習館指定管理者指定の市

議会議案提出の件」について、審議を行いますが、会議は非公開で行います。 

 

（以下、非公開審議） 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案第３号「八尾市立しおんじやま古墳学習館指定管理者指

定の市議会議案提出の件」について、審議いたします。提案理由を渞課長より説明願いま

す。 

 

【渞文化財課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３号「八尾市立しおんじ

やま古墳学習館指定管理者指定の市議会議案提出の件」につきまして、ご説明申し上げま

す。 

 本件につきましては、教育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。 

 提案理由でございますが、平成２５年３月３１日に八尾市立しおんじやま古墳学習館の
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指定管理期間が満了となるため、次年度以降の新たな指定管理者を指定する必要がありま

すので、本案を提出するものです。 

 次に、選定に至る経過及び選定結果についてご説明申し上げますので、恐れ入りますが、

資料１をご覧ください。 

 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、昨年１０月１日（月）か

ら１１月３０日（金）までの間募集し、現地説明会には２団体の参加があり、最終的にそ

の２団体から応募がございました。 

 選定につきましては、資料２にございますように学識経験者、公認会計士、市職員２名

及びその他教育長が必要と認める者の計５名からなる生涯学習部指定管理者選定委員の会

議を行い、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条の選定基準

に従って評価しましたところ、資料４の評価集計表のとおり、団体Ａが３１７点、団体Ｂ

が３５６点となりました。 

 選定基準の項目ごとの内訳は資料のとおりでございますが、６項目の基準のうち５項目

において団体Ｂが団体Ａの点数を上回りました。指定管理の基本となります管理運営体制

においては、親しみやすい施設を目指し、魅力発信を行うことや、施設運営の方向性では、

子ども向けの体験講座等のイベントの充実と大人向けの講演会が具体的に示されており、

連携・協働の観点でもキャラクターやソーシャルネットワークを活用した情報発信による

利用者の確保等、公の施設の効用を十分に発揮できることが評価され、施設の管理運営に

おいて設置目的が達成されるものと選定委員各位が判断されたものでございます。 

その結果、八尾市立しおんじやま古墳学習館の指定管理者候補として大阪府南河内郡河

南町大字白木１１５２番地に所在します特定非営利活動法人歴史体験サポートセンター楽

古を選定されたものでございます。なお、指定の期間は平成２５年４月１日から平成３０

年３月３１日までの５年でございます。 

 以上、簡単ではございますが提案理由及びその経過等でございます。よろしくご審議い

ただきまして、ご承認賜わ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、委員の皆様方から何かご質

疑ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 参加団体が２団体だったことに対して、どのように考えてい

ますか。 

 

【渞文化財課長】 今回の応募につきましては、八尾市の公の施設の指定管理者制度に関

する基本方針に基づきまして、２カ月間申請の受付を行いました。また、市政だよりやホ

ームページ等で広報を行いましたが、結果的に２団体ということになりました。 

今後は、よりわかりやすい応募書類の作成を行い、広報等に努めて、応募団体数を増や

していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 評価集計表の中で、Ｂ社が５項目で上回っていたということ

ですが、「団体について」の項目で下回ったのはなぜでしょうか。また、今後の指導につ
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いてはどのように考えていますか。 

 

【渞文化財課長】 委員ご指摘のとおり、Ｂ社は、評価項目のうち「１ 団体について」

のみ団体Ａよりも低くなっております。本項目は、団体の規模や文化財に関する事業実績

を評価するもので、団体Ｂは、組織の人員体制や財務規模などを団体Ａと比較すると小さ

く、また、事業実績では、体験講座等の普及事業は十分な経験がありますが、普及事業と

あわせて調査、研究事業等を総合的に行っている団体Ａとの比較では評価が低くなったと

考えております。しかし、選定委員会では本施設の運営実績もあるため、管理運営には支

障がないとの意見を頂いております。 

次に今後の指導ということですが、指定管理者として議会の議決をいただいた後には、

公の施設の指定管理者として、多くの市民の方に来館していただき本市の歴史や文化財に

触れていただけるよう市民サービスに努めるとともに、安全に見学できるような施設とな

るよう指導してまいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 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３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３号「八尾市立しおんじや

ま古墳学習館指定管理者指定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。 

それでは、以上をもちまして、１月定例教育委員会を終了させていただきます。 


