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６月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２５年６月２１日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館６階 大会議室 

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 

 

 

 

伊藤教育次長兼生涯学習部長・柿並学校教育部長・吉岡教育委員

会事務局理事教育政策課長事務取扱・瀧瀬生涯学習部次長兼施設

一体型小・中学校整備プロジェクトチーム総括者・松井生涯学習

部次長・西崎生涯学習部次長兼教育人事課長・万代学校教育部次

長兼学務給食課長・福嶌学校教育部次長兼人権教育課長・杉島生

涯学習スポーツ課長・南八尾図書館長・渞文化財課長・本鍋田指

導課長・山下教育サポートセンター所長 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより６月定例教育委員会を開催いたします。会議録

の署名委員に御喜田委員を指名いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 まず、５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、５月定例会会議録について、承認

と決しました。なお、非公開審議部分の会議録は市議会での指定管理者指定議案議決後に

公開いたします。 

 

【百瀨委員長】 それでは、次に委員長報告を私から行います。 

（委員長報告） 

５月23日（木） 

６月17日（月） 

午前10時から、手をつなぐ子らの会「春のつどい」に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

 

【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) 

５月23日（木） 

５月24日（金） 

午前10時から、手をつなぐ子らの会「春のつどい」に出席。 

午後１時30分から、「社会を明るくする運動」推進委員会に出席。 
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５月27日（月） 

５月28日（火） 

５月30日（木） 

 

５月31日（金） 

 

６月１日（土） 

 

６月３日（月） 

６月４日（火） 

６月７日（金） 

 

６月８日（土） 

 

６月９日（日） 

６月11日（火） 

６月12日（水） 

６月13日（木） 

６月14日（金） 

６月17日（月） 

６月18日（火） 

午前10時から、文化財保護審議会に出席。 

午前10時から、指導主事等研修会に出席。 

午前９時から、全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会旭川大

会第１日目に出席。 

午前９時30分から、全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会旭

川大会第２日目に出席。 

午前９時30分から、成法中学校によるチャレンジキッズ開講式に出

席。 

午前９時30分から、校長会に出席。 

午後７時から、桂中学校区地域教育協議会全体会に出席。 

午後７時から、体育連盟優秀選手表彰並びに府総合体育大会激励会に

出席。 

午後４時から、一般社団法人八尾市医師会創立60周年記念式典に出

席。 

午前９時から、小学校運動会に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午前10時から、庁議に出席。 

午前10時から、市議会６月定例会本会議（１日目）に出席。 

午前10時から、市議会６月定例会本会議（２日目）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、学校給食会理事会に出席。 

 

【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ければと思います。何かございませんでしょうか。 

 特になければ、委員長報告及び教育長報告について、何かご質疑ございませんか。 

 ご質疑がなければ、次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。 

 

６月の議案 

議案第26号 

議案第27号 

平成25年文化の日教育委員会表彰について諮問する件 

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の一部改正

の件 

 

【百瀨委員長】 まず、議案第２６号「平成２５年文化の日教育委員会表彰について諮問

する件」について審議いたします。提案理由を吉岡理事より説明願います。 
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【吉岡理事】 それでは、ただいま議題となりました議案第２６号につきましてご説明申

し上げます。 

 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、本年１１月３日の文化の日におきまして、市長部局と合わ

せて教育委員会といたしましても広く本市の教育の発展にご貢献いただいた方を表彰して

いくため、八尾市教育委員会表彰規則第６条及び第７条の規定により、表彰審査会に諮問

し、審議していくにあたり、別紙のとおりご提案申し上げるものでございます。 

 今後のスケジュールといたしましては、７月から９月までに３回程度の審査会を開催し

たうえで、１０月定例教育委員会におきまして答申いたす予定でございます。 

 以上、甚だ簡単なご説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご承認賜わりま

すようお願い申し上げます。 

 

【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、この件に関

しまして何かご質疑ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 諮問事項については異議ありませんが、表彰選考基準はとて

も大事になると思っています。特に、スポーツ部門は大会の結果をもとに候補者を選考さ

れていますが、文化部門は幅が広く、順位をつけられないような活動もあると思います。

この点については、どのように考えていますか。 

 

【吉岡理事】 表彰選考基準の考え方につきましては、教育委員会表彰規則の第１条から

第３条に定めておりますが、文化部門はスポーツ部門に比べまして、結果として目に見え

る部分だけではありませんので、活動内容等につきましても情報収集する必要があると考

えております。例えば、他市におきましては、文化・伝統の継承、献立の考案・弁当づく

り、環境美化活動あるいは地域貢献活動など、他の児童・生徒の模範として表彰されてい

る事例を確認しております。また、スポーツ関係は主に大会に向けた活動をされています

が、文化関係は大会が少なく、あるいは大会にも参加しない文化部もあると聞き及んでお

りますので、そのあたりの考え方を整理していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 例えば、吹奏楽では大会に向けた活動以外は表彰の対象外に

なってしまっていることがあると思いますので、その点については考えていただきたいと

思います。また、表彰については、これまでの功績や将来性も含めて考えていただき、学

校または子どもたちにとって誇りになるようにしてほしいと思います。このことに関して

は、いかがでしょうか。 

 

【吉岡理事】 例えば、吹奏楽部あるいは合唱部につきましては、コンクールだけをめざ

して活動されていることもありますが、それ以外に、長年、慰問活動、福祉的な活動、あ

るいは病院での演奏会などの活動に取り組まれているクラブもできるだけ考慮させていた

だきたいと考えております。 
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【安藤委員長職務代理者】 子どもたちの安心・安全のために活動されている見守り隊の

表彰基準については、どのように考えておられますか。 

 

【吉岡理事】 地域の安全活動につきましては、１０年以上活動していることが一定の基

準となりますが、昨年度に検討させていただく中で、毎日活動されている場合、週１回活

動されている場合、あるいは年間に数回活動されている場合がございます。この観点から、

内規では、週に１度または月数回程度、定例的な活動をされている場合は５年以上続けて

いるもの、あるいは毎日活動されている場合は３年以上続けているものという基準を作ら

せていただいております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 そうすると、対象者が増えることも想定されますが、その枠

は決められているのでしょうか。 

 

【吉岡理事】 枠につきましては、現時点では決めておりませんが、このような安全活動

はかなり多くの団体が取り組まれていると考えております。従いまして、この基準は一定

尊重いたしますが、活動回数だけではなく、他の地域とは異なる活動をされているところ

も加味していきたいと考えております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 スポーツ部門については、校外の活動が表彰にあたることも

あると思います。これに対しては、どのように考えていますか。 

 

【吉岡理事】 校外の団体に属している活動などにつきましては、内容によって、学校教

育または社会教育の範疇として取り扱うことになりますので、審査会の中で議論していき

たいと考えております。 

 

【木下委員】 現在、表彰の対象者については、八尾市教育委員会表彰規則第１条から第

３条に規定されており、おそらく、条項ごとに基準が出てくると思いますが、これについ

てはどのように考えていますか。あるいは、今後、そのような基準を策定することについ

て考えがあるのでしょうか。 

 

【吉岡理事】 まず、選考基準につきましては、１０年間の活動が基本になっております。

その中で、条項ごとに基準を設けるかどうかということにつきましては、一定の目安とな

るような基準は必要であろうと考えております。ただし、詳細な基準を作ることによって、

逆にその基準、数値に捉われてしまい、大事な活動内容の確認がおろそかにならないよう

に考えていきたいと思います。 

 

【木下委員】 確かに、余り細かく決めてしまうと大変になりますが、表彰基準が明確に

なるように検討をお願いします。その上で、第２条については、園児、児童、生徒を対象

にしていますが、必ずしも学校での活動、あるいは幼稚園での活動に限定されないと理解

してよろしいでしょうか。 
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【吉岡理事】 委員ご指摘のとおりでございます。例えば、地域におけるこども会の活動

についてもこの条項に該当すると認識しております。 

 

【木下委員】 第３条の「八尾市内に所在する団体」については、企業も含まれて、その

活動も表彰の対象になり得るのでしょうか。 

 

【吉岡理事】 「八尾市内に所在する団体」となっておりますので、企業を除くことには

なっていないと認識しております。 

 

【浦上教育長】 選考基準については、できるだけ多くの子どもたちを表彰するために、

見直しを行ってきましたが、学校園長がその内容を認識していなければ、推薦は上がって

こないと思いますので、校長会と園長会で趣旨を説明していただきたいと考えています。 

 

【吉岡理事】 学校長をはじめ、教職員の方々は、選考基準に基づいて表彰していること

をご理解されていると思います。ただし、基準を正確に把握されていない場合も見受けら

れますので、再度、周知徹底を図っていきたいと考えております。 

 

【木下委員】 学校園も表彰の対象になっていますか。 

 

【吉岡理事】 学校園も対象になっております。 

 

【百瀨委員長】 教育委員会表彰と市長部局の市長表彰については、どのように区分され

ていますか。 

 

【吉岡理事】 学校教育または社会教育の範疇も含めまして、活動内容を十分吟味した上

で、市長部局と教育委員会で調整していきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 市長部局とは十分に調整していただきたいと思います。 

次に、企業名が表彰の対象として上がってくることについては、どのように考えていま

すか。 

 

【吉岡理事】 企業については、営利を目的とする活動と営利を目的としない活動がござ

います。例えば、地域貢献活動については、営利を目的とするものではございませんので、

引き続き、表彰の対象として考えていきたいと思っております。 

 

【木下委員】 八尾市教育振興計画に照らして、全ての学校が力を尽くしておられると思

いますが、その中で他の学校の範となるようなものがあれば、表彰してもいいのではない

かなと考えています。これは、これまでの積重ねを汲み取って、次に向けて励ます意味合

いを込めた表彰になりますが、いかがでしょうか。 
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【吉岡理事】 順位づけだけではないという部分は、非常に大事なことではないかと思っ

ておりますので、励みになるような手法を検討していきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 表彰規則第２条では、園児も対象になっていますが、園児を表彰された

ことはありますか。また、園児の表彰については、どのように考えていますか。 

 

【吉岡理事】 昨年、園児は表彰を受けておりませんが、今後、幼稚園長に表彰制度を周

知していく中で、表彰の対象になるものについてご意見をいただいていこうと思っており

ます。 

 

【百瀨委員長】 園長にも表彰基準について十分に周知徹底していただき、園児にも裾野

を広げていただきたいと思います。 

 

【御喜田委員】 園児の表彰の対象としては、絵画の分野で「二科展」があります。これ

には公立幼稚園、私立幼稚園ともに参加されており、入選、佳作などの賞もありますので、

検討されてみてはどうかと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 表彰にあたっては、国、大阪府の表彰に関する情報を集めて

おく必要もあると思いますが、この点についてはどのように考えていますか。 

 

【吉岡理事】 国、大阪府の表彰の情報収集につきましては、学校園長に周知を図り、積

極的に情報を集めていかなければいけないと思っております。また、表彰につきましては、

文化の日の表彰が教育委員会としては最も大きな表彰になりますが、年に１回になります

ので、適当な時期に表彰したい場合もあると思います。そのような場合は教育委員からの

表彰、あるいは教育長からの表彰についても積極的に考えていきたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 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２６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、「平成２５年文化の日教育委員会

表彰について諮問する件」については、原案を適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第２７号「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２７号「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。 
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 提案理由といたしましては、桂公園内にある野球場の使用許可及び使用料徴収等に係る

手続の効率化を図るため、同施設の予約申込み並びに土、日、祝日の抽選について、八尾

市立生涯学習施設の予約・案内システムを導入するにあたり、同施設を所管する市長部局

において行われる八尾市都市公園条例施行規則の一部改正に合わせ、本システムを所管す

る教育委員会におきまして、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の

関係規定を整備する必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 それでは、お手元の「八尾市立生涯学習施設の予約・案内システムに関する規則の一部

改正新旧対照表」をご覧いただきたいと思います。 

 改正の内容でございますが、まず、利用料金の減免ができる場合の申請手続について規

定いたしております、第１４条におきまして、第４号として、桂公園内にある野球場の使

用において使用料の減免ができる場合の規定を定めております、八尾市都市公園条例施行

規則第１２条の文言を追加いたします。 

次に、規則における用語について規定しております第２条第２号の生涯学習施設の内容

を表しております別表におきまして、八尾市都市公園条例に規定する桂公園を追加いたす

ものでございます。 

 なお、附則におきまして、本規則は公布の日から施行し、平成２５年６月１日より適用

することと定めております。本来でしたら、運用開始前に本委員会での議決をお願いする

べきところではございますが、市長部局の都市公園条例施行規則の改正と整合性を持たせ

る必要があり、担当課と調整しておりましたが、文言整備に時間を要したため、遡って適

用することになったところでございます。 

 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。何卒、

よろしくご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願いいたします。 

 

【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。 

 

【安藤委員長職務代理者】 平成２５年６月１日より適用するとご提案いただいておりま

すが、これでは教育委員会が後から追認することになってしまいます。このことに対して

は、どのように考えていますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 ただいま委員よりご指摘いただいたことにつきまして、

本来、運用前に規則改正を行わなければならないことは認識しております。今後、このよ

うに遡って適用する可能性がある場合は、事前にご報告させていただきたいと考えており

ます。 

今回は、遡及適用になり、大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようよろし

くお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 条例、規則は、事務を行っていくうえでの基本となりますの

で、今後、その改正についてはもう少し慎重に行っていただきたいと思います。 
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【御喜田委員】 予約・案内システムを利用すると、利用料金の支払いは口座振替による

後払いになると思いますが、これまでも後払いだったのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 桂公園内にある野球場の使用申込みにつきましては、こ

れまで、みどり課及び桂人権コミュニティセンターが窓口となり、申込みと合わせて使用

料を納付いただいておりました。また、土曜、日曜、祝日分の使用方法につきましては、

前月の２０日、この日が平日でない場合はその直前の平日になりますが、現地で抽選を行

い、当選された方には窓口で申込手続をされる際に使用料を納付いただいております。 

 

【御喜田委員】 後払いになったのは、予約・案内システムで運用を開始されてからとい

うことでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 ご指摘のとおりでございます。 

 

【御喜田委員】 後払いによって未納等の問題も考えられますが、使用料の支払いはいつ

から発生しますか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 ６月１日からシステムの運用を行いますが、施設予約は

９月使用分からとなりますので、口座引落による後払いは１０月以降となります。 

 

【浦上教育長】 予約・案内システムに移行するにあたって、従来から桂球場を利用され

ている団体にいつごろから説明されていましたか。また、利用団体からはこの件について

ご意見はありましたか。 

 

【百瀨委員長】 併せて、市民に対する広報についてもご説明いただきたいと思います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 今回の予約方法の変更につきましては、本年２月の抽選

会にお越しいただいた利用者に対して、みどり課よりご説明いただいております。また、

それ以外に、みどり課や桂人権コミュニティセンターにお越しいただいた方には、窓口で

ご説明いただいていると聞いております。ただ、予約・案内システムを利用するためには、

利用者カードの発行が必要となりますので、市民の方から本課にこの件について問合せが

ございました。これを受けまして、４月の抽選会で利用者の方に対して、９月分の施設予

約から予約・案内システムによる申込みになること、また、その受付は６月１日から始ま

ることを再度徹底いただくように、みどり課に依頼させていただいたところでございます。 

市民に対する周知につきましては、５月２０日発行の市政だよりに予約方法の変更の記

事を掲載させていただいております。また、担当課のホームページ等でも周知させていた

だいております。 

 

【百瀨委員長】 現在、桂公園内の野球場の利用申込みについては予約・案内システムか

らしかできないのでしょうか。また、経過措置についてはどのように考えていますか。 
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【杉島生涯学習スポーツ課長】 現在、システムによる施設予約につきましては、９月の

使用分になりますので、それまでの７、８月分につきましては、これまでの抽選、使用申

込みの方法で行っていただくことになります。なお、システムを利用されない方につきま

しては、これまでどおり、みどり課または桂人権コミュニティセンターの窓口で受付をさ

れていると聞いております。 

 

【百瀨委員長】 施設予約については、八尾市都市公園条例施行規則で規定されている休

日を除いて、すべての使用日が対象になるのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 システムの施設予約につきましては、条例で規定されて

いる休日を除く、すべての使用日が対象となります。ただ、その中で使用希望の多い、土

曜、日曜、祝日分の利用に関しましては、他のスポーツ施設と同様に、一定の期間抽選申

込みを受け付けまして、受け付けた方の中からシステム上で抽選をさせていただきまして、

ご使用いただくことになっております。また、平日分につきましては、先着順の受付にな

っております。 

 

【百瀨委員長】 山本球場と同じように運用されるということでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 システムの導入目的といたしましては、利用者の利便性

の向上を図ること及び公平にご利用いただくことになりますので、山本球場と同様に、シ

ステムによる抽選、施設予約を行ってまいりたいと考えております。 

 

【浦上教育長】 公平、公正の観点からシステムを導入することになったと思いますが、

桂球場の利用団体からは、施設予約の方法が変わったことに対して、どのような意見があ

りましたか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 予約・案内システムの導入に対する利用者からのご意見

につきましては、みどり課に確認いたしましたが、抽選方法が変わったことに対しては、

特にご意見等をいただいていないと聞いております。ただ、平日分の利用につきましては、

「窓口だけに限定できないのか。」というご意見を１人の方からいただいたと聞いており

ます。 

 

【百瀨委員長】 今後も、利用者の利便性を高めるために、予約・案内システムを充実し

ていただきたいと思います。 

 それでは、他にご質疑等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２７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２７号「八尾市立生涯学習
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施設の予約・案内システムに関する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。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 次に、報告事項に入らせていただきます。 

八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等の実施状況について、吉岡理事より報

告をお願いいたします。 

 

【吉岡理事】 それでは、八尾市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等の実施状況

について、ご説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の配付資料、「八尾市立学校園

施設の耐震診断及び耐震補強工事等実施状況一覧表」の１ページをお開き願います。 

 はじめに、この一覧表でございますが、平成２４年度末現在の耐震診断結果及び耐震補

強工事等の実施状況をまとめたものでございます。 

 次に、一覧表の見方でございますが、耐震区分及び耐震基準等につきましては、地震の

振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が低い場合、ＩＳ値０．６以上をＡ区分、地震

の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性がある場合、ＩＳ値０．３以上０．６未満を

Ｂ区分、地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が高い場合、ＩＳ値０．３未満

をＣ区分として表示しております。 

 次に、２ページから１０ページでは、施設別の耐震性能及び耐震補強工事の予定年度等

を掲載しております。なお、この一覧表は昨年６月に作成したものを現時点でのデータに

修正したもので、平成２４年度に実施いたしました耐震補強工事につきましては、表中の

補強の欄に「済」を、補強年度の欄に「平成２４年度」と記載しております。また、昨年

度、国の補正予算を活用して、耐震補強工事を前倒しした部分につきましても、修正を加

えております。 

 次に、資料の４ページをお開き願います。志紀小学校につきましては、学校規模適性化

推進事業による校舎改築に伴い、平成２８年度北側校舎を解体する予定でございます。な

お、平成２４年度末現在の市立学校園施設の耐震化率は４７．０４％となっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上、平成２４年度末現在の市立学校園施設の耐震診断及び耐震補強工事等の実施状況

についての説明とさせていただきます。 

 続きまして、久宝寺小学校及び久宝寺幼稚園の耐震補強工事の延期についてご報告申し

上げます。久宝寺小学校及び久宝寺幼稚園の耐震補強工事につきましては、平成２５年度、

平成２６年度の２ヵ年計画で工事を行うべく、昨年度から耐震補強工事の設計、施工業者

の選定等を行ってまいりました。しかしながら、耐震補強工事を行う業者を選定する入札

におきまして、参加する業者が１社に満たず、５月に行いました入札が中止となりました。

教育委員会といたしましては、関係部局から情報を収集するとともに、今後の対応につい

て協議を行った結果、小学校については今年度の夏季休業日を活用した耐震補強工事を延

期することとし、条件を変更したうえで再度入札を行い、今年度１０月以降に耐震補強工

事を行うことができるよう、現在準備を進めているところでございます。 
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 なお、久宝寺幼稚園につきましては、今年度予定の工事を次年度に延期することといた

しましたので、ご報告申し上げます。教育委員会といたしましては、今後このような事態

が起こらないよう、関係部局と連携を図りながら、計画的に学校園施設の耐震化に努めて

まいりたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方、ご意見ございませんでし

ょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 八尾小学校と大正小学校の補強工事については前倒しされて、

平成２４年度に行われたのでしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 八尾小学校の北側教室棟につきましては、補強年度に「平成２

４年度」と記載されていますが、この工事は２ヵ年の工事になっておりますので、本年度

も工事を行っております。従いまして、前倒しということではなく、２ヵ年の工事として

ご理解いただければと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 大正小学校も同様でしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 ご指摘のとおりでございます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 久宝寺小学校の工事が延期となりましたが、どのような条件

だったのでしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 久宝寺小学校及び久宝寺幼稚園の耐震補強工事が不調になった

理由でございますが、関係部局からの情報では、工期が２年にわたる長期の工事であるこ

と、また、他市においても工事が行われている中で、特に工事管理者の確保等が非常に難

しいと聞いております。そのような中で、関係部局とは工期の見直し、２年の工事を１年

ずつの工事に分ける工夫、あるいは、国で耐震補強工事の単価の見直しが行われたと聞い

ておりますので、それに準じた形で単価の見直しも行ったうえで、再度入札を行うと聞い

ております。 

 

【百瀨委員長】 耐震補強工事については、平成２７年度までに完了することになってお

りますので、この件につきましては十分に対応していただきたいと思います。 

 

【木下委員】 久宝寺小学校と同じ条件の南高安小学校は業者が決まったのでしょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 南高安小学校につきましては、入札で業者が決定しております。 

 

【百瀨委員長】 多くの学校を訪問する中で、学校側からクーラーの設置に対する意見が
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多く出されていますが、今回の耐震補強工事にあたり、クーラーの設置についてはどのよ

うに考えていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 耐震補強工事に伴いまして、教室の壁面に斜め材を入れる工事

を行いますが、そのような補強工事を伴う教室につきましては、工事中に足場を組みまし

て、さらに安全を確保するためにカーテン等で設置します。また、斜め材のブレースを入

れる教室の壁面、さらにその両サイドの教室にも足場が組まれますので、子どもの安全を

確保する観点から、工事中は窓が開けられない状況になります。 

このような工事は夏季休業中に行いますが、規模の大きい学校では９月以降も工事が残

ってまいりますので、そのような学校につきましては、９月以降に仮設の空調機器を入れ

させていただいております。ただ、学校園長からは「壁面に入れる部屋とその両隣だけな

のか。」というご指摘をいただいておりまして、昨年度の工事においても、学校長と協議

する中で、空調の入っている部屋と教室を入れかえていただき、あるいはどうしてもその

ような対応ができないところにつきましては、関係部局と協力しながら柔軟に対応してい

るところでございます。 

 

【百瀨委員長】 子どもたちにとって同じ教育環境を整えていくことが大事になると思い

ますので、先のビジョンを持ち、クーラーの設置を進めていただきたいと思います。ただ、

クーラーを１台設置するにあたっては、予算等大きな問題を含んでおりますので、市長部

局と十分に調整しながら進めてほしいと思います。 

 

【木下委員】 仮設の空調については、工事が終われば撤去することになると思いますが、

他市では教育環境の整備の最重要課題として、空調の設置に取り組んでいるところもあり

ます。この件については、確かに予算の問題がありますが、そこが無駄にならないような

計画を考えていただきたいと思います。 

 

【吉岡理事】 普通教室への空調機器の設置についてご意見をいただきましたが、この点

につきましては、先進都市の事例を参考にしながら、今後も研究を進めていきたいと考え

ております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 耐震工事に伴って設置されるクーラーは、リースされるので

しょうか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 耐震工事に伴う仮設の空調機器につきましては、リースでござ

います。従いまして、１０月末まで設置させていただいた後は撤去することになります。

なお、学校園のすべての普通教室に空調機器を設置するかどうかにつきましては、先進事

例等も踏まえながら検討していきたいと思っております。 

【百瀨委員長】 現在、八尾市の中で、クーラーが全教室に入っている学校はどれぐらい

ありますか。 
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【瀧瀬生涯学習部次長】 志紀中学校は防衛省の関係で空調を入れていただいております。

あと、高美中学校に空調が設置されております。 

 

【百瀨委員長】 すでに空調を設置している学校があるならば、設置について十分に検討

していただきたいと思います。過去に、高美中学校の全教室にクーラー設備があることか

ら、夏休みの時期に職員研修等で活用されたこともありますので、子どもたちだけでなく、

教職員等にとっても大きな価値になると思います。 

 

【浦上教育長】 先週の６月市議会本会議の質問の中でも、空調機器を有効活用できない

のかという質問がありました。また、教育長は市長に対して申し入れをしているのかとい

う質問もありました。これに対しては、教育委員会から市長に申し入れはしているが、市

長部局の関係部局に引き続き申し入れを行っていきたいと答弁しております。クーラーを

早くつけてほしいという思いは一緒ですが、財源の問題等が大きなハードルになっており

ますので、できるだけ早いうちに設置できるように頑張っていきたいと思っています。 

 耐震補強工事を行うにあたって、子どもたちの安全が問われていると思いますが、どの

ように対応されていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 耐震工事の内容につきましては、前年度の設計段階で、教育委

員会、工事を担当する公共建築課、設計業者、学校園長の４者で協議を行っております。

その中で、工事中の子どもたちの安全を確保するために、バリケードの設置場所や工事車

両の進入経路についてご説明させていただき、学校園長から多くの要望をお受けします。

つまり、設計事務所が考えてこられる設計案は、学校の実態を余り把握されていないもの

になりますので、その段階で学校園長から子どもの安全に配慮されたご提案をいただきま

して、設計が変わっていくことになります。さらに、ガードマンの設置場所、人数につき

ましても、学校園長と協議を行い、その中で時間割りによってガードマンの位置を変える

という話もさせていただいております。それから、授業中に窓のところで職人が工事をさ

れているわけですが、そういったときに落下物がないかどうかなど、業者と公共建築課が

打合せをする中で、安全面に十分配慮するよう注意喚起も行っていただいております。公

共建築課と教育委員会、学校園長が一丸となり、子どもの安全を最大限確保しながら工事

を進めさせていただいております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 雨天時は、子どもたちの安全をどのように確保されています

か。また、運動会はどのように行われていますか。 

 

【瀧瀬生涯学習部次長】 雨天の場合は比較的工事が少なくなり、その後の工事の工程が

変わってくる場合がございます。その工程を変えたときには、時間割りとの関係もござい

ますので、先ほど申し上げました関係部局と学校園長が協議しながらその工程については

再度確認しながら進めております。 

 次に、運動会につきましては、工事の前年度の設計段階で、仮囲いのために来年度９月、

１０月の運動会、体育大会の日程を変えていただかなければ、開催できないことがわかっ
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ております。従いまして、前年度に学校園長と協議する中で、運動会の日程を５月もしく

は６月に変更いただいており、今年度につきましても、小学校におきまして数校そのよう

なことがございます。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご意見がないようですので、以上で報告事項を終わりま

す。 

委員の皆様方から他に何かございませんか。 

 熱中症対策については、何か考えていますか。 

 

【柿並学校教育部長】 熱中症の対策につきましては、最近は早い時期から暑くなってき

ており、一番紫外線がきつい時期でもありますので、熱中症が非常に心配されております。

この対策といたしましては、体育の時間には水筒を持って、定期的に水分補給をするよう

に学校に指導しております。実際に、学校では体育の時間に限らず、いろいろな行事のと

きに水筒を持ってきて、小まめな水分補給で熱中症を防いでいる状況でございます。 

 

【百瀨委員長】 熱中症対策については、教育委員から各学校に十分に注意喚起していた

だきたいと思います。 

 委員の皆様方から他に何かございませんか。 

 事務局から何かございませんか。 

 なければ、以上をもちまして６月定例教育委員会を終了させていただきます。 


