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８月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２５年８月２２日（木） 

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】 ただいまより、８月定例教育委員会を開催いたします。本日の会議録署

名委員に安藤委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 まず、７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、７月定例会会議録について承認と

決しました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

７月27日（土） 

 

７月30日（火） 

 

８月３日（土） 

８月５日（月） 

８月８日（木） 

 

午前９時30分から、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会開

会式に出席。 

午後４時から、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会閉会式

に出席。 

午前９時30分から、小学生軟式野球大会開会式に出席。 

午後４時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前11時30分から、小学生軟式野球大会閉会式に出席。 

午後１時30分から、消費者大会式典開会式に出席。 
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８月21日（水） 午後４時から、市長と教育委員との意見交換会に出席。 

 

【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) 

７月22日（月） 

７月23日（火） 

 

７月25日（木） 

 

７月26日（金） 

７月27日（土） 

 

７月29日（月） 

７月30日（火） 

 

８月１日（木） 

８月２日（金） 

８月３日（土） 

８月５日（月） 

８月８日（木） 

 

８月11日（日） 

８月14日（水） 

８月20日（火） 

８月21日（水） 

午後２時から、市民表彰選考委員会に出席。 

午後１時から、府議に出席。 

午後２時20分から、人権教育研究会50周年記念式典に出席。 

午前10時から、社会教育委員会議に出席。 

午後２時から、「社会を明るくする運動」街頭キャンペーンに出席。 

午後１時から、府学校給食大会に出席。 

午前９時30分から、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会開

会式に出席。 

午前８時45分から、庁議に出席。 

午後４時から、こども会連合・ジュニア親善ソフトボール大会閉会式

に出席。 

午前10時から、教育フォーラム第１部（全体会）に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午前９時30分から、小学生軟式野球大会開会式に出席。 

午後４時から、定例教育委員協議会に出席。 

午前11時30分から、小学生軟式野球大会閉会式に出席。 

午後１時30分から、消費者大会式典開会式に出席。 

午前10時から、市史現地調査報告会に出席。 

午前11時から、教育委員会表彰審査会に出席。 

午前10時から、生涯学習センター学習プラザ運営審議会に出席。 

午後４時から、市長と教育委員との意見交換会に出席。 

 

【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。 

 

【安藤委員長職務代理者】 それでは、大阪府吹奏楽コンクールについてご報告させてい

ただきます。 

 まず、中地区大会が７月３１日（水）、８月１日（木）、８月２日（金）の３日間、プ

リズムホールで開催されました。私は１日目と２日目の演奏を聴かせていただきまして、

久宝寺小学校が銅賞、成法中学校が銀賞、龍華中学校が銀賞、大正中学校が金賞、曙川南

中学校が金賞で代表、八尾中学校も金賞で代表となり、２校も代表に選ばれたことは良か

ったなと思います。８月２日は出席できませんでしたが、亀井中学校が小編成で出演し、

奨励賞をもらっております。 

 それから、８月９日（金）午前９時３０分から、大阪国際会議場で、大阪府大会の午前

の部の演奏を聴かせていただきました。八尾中学校と曙川南中学はともに銀賞でした。 

報告は以上です。 
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【百瀨委員長】 それでは、委員長報告及び教育長報告を含めて、ただいまの報告につい

て何かご質疑ございませんか。 

 教育長報告にありました教育フォーラムについて、指導課から詳しくご報告いただきた

いと思います。 

 

【本鍋田指導課長】 それでは、教育フォーラムについて、ご報告させていただきます。 

 本フォーラムにつきましては、全体会及び分科会を８月１日（木）、一部の分科会を８

月７日（水）に、生涯学習センター等におきまして開催させていただきました。 

当日は、述べ４１３名の方に集まっていただきまして、第１部は、指導課から、昨年度

に実施しました学力・学習状況調査の結果を踏まえて、「家庭でできる学習意欲を育むヒ

ケツ」について報告するとともに、美園小学校の校長先生から、学校での道徳実践の取組

みについてご報告いただきました。また、全体会の最後に、マザーアース・エデュケーシ

ョンの松木正先生をお招きしまして、「こどもの自己肯定観を育むために大切なこと」を

テーマに、教育講演会を開催いたしました。第１部の参加者は１２５名になり、そのうち

保護者は３４名と少なかったんですが、良い話を聞くことができたのではないかと思って

おります。参加された保護者からも、「子どもとの関係を見直す良いきっかけになった」

というご意見をいただいています。 

 続いて、第２部は、教職員を対象に、国語、算数・数学、英語・外国語活動、幼保小連

携の分科会で、授業に生かせる研修会を実施し、各教職員からは「２学期から早速生かし

ていきたい」という感想をいただきました。 

 今後、さらに多くの保護者に興味を持ってもらえるように考えていきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 次に、こちらも教育長報告にございましたが、８月１１日の市史現地調

査報告会につきまして、詳細な報告をお願いしたいと思います。 

 

【渞文化財課長】 それでは、８月１１日の市史現地調査報告会について、ご報告させて

いただきます。 

 この現地調査報告会は、市史編纂のために調査に入らせていただいた所で、調査成果を

ご報告させていただくために開催しております。 

 前回は、２月に服部川で民俗についての調査報告会をさせていただきましたが、今回は、

楽音寺で古文書が見つかりましたので、その調査結果を報告させていただき、当日は４３

名の方にご参加いただきました。 

 また、今回の報告は、歴史の調査には、学生を育てていくという非常に大きな役目があ

り、若い人達が頑張っている姿を見ていただきたいという担当の先生の思いがあり、主に

大学院生３名が中心となって、近世文書について報告いたしました。 

 主な内容としましては、江戸時代の楽音寺村の年貢関係文書から見た江戸時代の税金事

情や村人の血判起請文などについてお話いただきました。 

当時の楽音寺村は淀藩が治めていたのですが、淀藩から全体の年貢の額が村に下り、村

人の中でその年貢を割り振って、最終的に天災等の状況を加味しながら役人と話し合い、

年貢の額を決めていくという、当時の年貢の納め方についてお話いただきました。 
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 また、村人の血判起請文については、当時、２枚の高札が盗まれ、それに対する当時の

村の対応、あるいは村の役人に対する対応等についてお話いただきました。最終的には、

高札は見つからなかったようですが、村人は現在もございます熊野神社のお札に全員の名

前を書いて、そこに血判を押して、神に誓ってやっていないという血判起請文をすぐに出

していたということです。このようなものが現在でも残っているというお話も含めて、村

人の当時の生活についてご説明いただきました。 

 今後もこのような報告会をさせていただきたいと考えております。また、１０月にはプ

リズムホールで民俗の講演会もさせいただきますので、ぜひお越しいただければと思って

おります。 

 

【百瀨委員長】 小学生軟式野球大会の開会式にも出席させていただきましたが、立派な

行進等に感動いたしました。開会式に向けての取組みについてもご報告いただきたいと思

います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 ただいま委員長並びに教育長からご報告いただきました

小学生軟式野球大会につきまして、今年度より委員長にも開会式と閉会式にご出席いただ

くようにいたしました。暑い中どうもありがとうございました。 

 開会式につきましては、前日に、各学校の監督、顧問の先生、キャプテン及び２、３名

の選手にお越しいただきまして、リハーサル等をさせていただいており、毎年、いろいろ

と課題は見つかりますが、その都度、改善しながら今回の形に繋がっております。 

 今年度も大変暑い夏になり、数名の選手が体調不良を訴えられましたが、毎日、市立病

院の看護師にも本部に詰めていただいておりましたので、大きなことにならずに対応でき

たと思っております。 

以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 フェンスと立派な土がある会場で試合ができることは、子どもにとって

も大変誇れることになると思いますので、これからもよろしくお願いいたします。 

 それでは、他にご質疑がないようですので、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。 

８月の議案 

議案第34号 

 

議案第35号 

八尾市生涯学習センター条例等の一部改正の市議会議案提出について

臨時代理承認の件 

八尾市文化財保護審議会委員の委嘱の件 

 

【百瀨委員長】 議案第３４号「八尾市生涯学習センター条例等の一部改正の市議会議案

提出について臨時代理承認の件」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３４号につきましてご説明い

たします。 

 本件は、厳しい財政状況の中で受益と負担の公平性の確保の観点から、公の施設の使用

料について平成２４年度から検証を行いました結果、これら駐車場は公の施設の付随施設

であるものの、利用時間等による料金が統一されておらず、公の施設において駐車場の使

用料を規定しているものについては、その料金を統一すべく、市長部局所管施設の駐車場

の使用料の見直しと併せまして、当委員会所管施設の駐車場の使用料の見直しを行うため、

関係条例の一部を改正するものでございます。 

 なお、本改正につきましては、急を要したため、教育長が臨時に代理を行いましたので

その承認を求めるものでございます。 

 それでは、その改正内容についてご説明させていただきますので、お手元の「新旧対照

表」をご覧ください。 

 まず、公の施設の駐車場の使用料の統一につきましては、３０分を超え２時間までにつ

いては普通自動車３００円、中型自動車４５０円、大型自動車６００円、また加算料金と

して以後１時間までごとに普通自動車１００円、中型自動車１５０円、大型自動車２００

円といたすものでございます。 

 なお、車種につきましては各施設の駐車スペース等を踏まえて規定するものでございま

す。 

 次に、各条例の改正内容でございますが、（１）八尾市生涯学習センター条例の一部改

正につきましては、車種の欄において「中型自動車」及び「大型自動車」を新たに規定す

るとともに、統一の使用料に改めるものでございます。また、下欄の備考１におきまして

は、「普通自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」の定義を規定するとともに、備

考２におきましては、現行に規定している「市長が別に指定する車」を、「市長及び教育

委員会が別に指定する普通自動車、中型自動車及び大型自動車」に改めるものでございま

す。 

 次に、（２）八尾市図書館条例の一部改正につきましては、統一の使用料に改めるもの

であり、備考１におきましては、「普通自動車」の定義を規定するとともに、備考２にお

きましては、現行に規定している教育委員会が別に指定する「車」を、「普通自動車」に

改めるものでございます。 

 次に、（３）八尾市立総合体育館条例の一部改正につきましては、欄の名称を「単位」

から「時間」、「使用料」から「料金」に改め、車種の欄において「中型自動車」を新た

に規定するとともに、統一の使用料に改めるものでございます。また、備考１におきまし

ては、「中型自動車」を追加し、備考２に現行に規定している教育委員会が別に指定する

「車」を「普通自動車、中型自動車及び大型自動車」に改めるものでございます。 

 次に、（４）八尾市立山本球場条例の一部改正につきましては、車種を除く欄の名称を、

「時間」、「料金」、「加算料金」に改め、車種の欄において、「普通自動車」、「中型

自動車」、「大型自動車」を規定するとともに、統一の使用料に改めるものでございます。

なお、備考（１）におきましては、「普通自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」

の定義を規定するとともに、備考（２）におきましては、教育委員会が別に指定する「自

動車」を、「普通自動車、中型自動車及び大型自動車」に改めるものでございます。 
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 次に、（５）八尾市立しおんじやま古墳学習館条例の一部改正につきましては、欄の名

称を「単位」から「時間」、「使用料」から「料金」に改め、車種の欄に「中型自動車」

を新たに規定するとともに、統一の使用料に改めるものでございます。なお、備考（１）

及び備考（２）におきましては、「中型自動車」を追加するものでございます。 

 次に、（６）八尾市立屋内プール条例の一部改正につきましては、欄の名称を「単位」

から「時間」、「使用料」から「料金」に改めるとともに、統一の使用料に改めるもので

ございます。 

 次に、（７）八尾市立テニス場設置条例の一部改正につきましては、欄の名称を「単

位」から「時間」に改め、「加算料金」を規定するとともに、統一の使用料に改めるもの

でございます。なお、備考（１）に「普通自動車」の定義を規定し、備考（２）について

は、教育委員会が別に指定する「車」を「普通自動車」に改めるものでございます。 

 最後に、施行期日でございますが、市民への周知期間等を考慮いたしまして、平成２６

年４月１日とするものでございます。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようよ

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、この件については教育長に

対する事務委任等に関する規則に基づき、教育長が臨時に代理しております。 

委員の先生方、ご質問または確認することはございますか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 なぜ、この時期に駐車場の使用料を見直すことになったので

しょうか。 

 

【吉岡理事】 有料駐車場につきましては、そのほとんどが指定管理の施設でございます。

つまり、今回対象となる施設は、志紀図書館以外は指定管理施設になっておりまして、そ

の指定管理期間の切り替え時期が平成２６年４月に集中しており、また市民への周知期間

も考慮いたしましてこの時期に提案させていただいております。 

 また、逆に頻繁に料金改定を行えば、利用者の混乱を招く恐れもございますので、定期

的に見直しが行われる施設を除き、原則として５年に１回を基本にして、今後も見直しを

行いたいと考えております。 

 

【木下委員】 統一料金の算出基準はどうなっているのでしょうか。また、施設によって

普通車、中型車、大型車が規定されている施設と、中型車、大型車が規定されていない施

設があります。例えば、図書館、テニス場については、これまでの経験から中型車は来ら

れないのでしょうか。または来ても停める所がないのでしょうか。そのあたりも聞かせて

いただきたいと思います。 

 

【吉岡理事】 まず、統一の使用料の算出につきましては、時間区分を施設利用者の送迎

等も考慮して駐車後３０分までは無料とし、一般的な施設利用時間として２時間までとい

たしたところでございます。金額につきましては、様々なシミュレーションを行った上で
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決定したものでございますが、これまでの料金と比較しましても急激に増加するものでは

なく、新たに市民に大きな負担を与えることはございません。また、民間施設の金額と比

較いたしましても、それを大きく超える、あるいは大きく下回ることもないような妥当な

額を設定させていただきました。 

 次に、普通車、中型車、大型車の区分につきましては、平成１９年６月の道路交通法改

正以前は大型車と普通車の区分だけでしたが、その道交法の改正に伴いまして、総重量５

トン以上１１トン未満の中型自動車が定義されました。今回は、各施設の利用目的、駐車

スペースなどを踏まえまして、駐車可能な車種を基本的に３種類に分けて、料金設定をさ

せていただいたところでございます。 

 

【木下委員】 確認ですが、テニス場と屋内プールには中型車では行けないということで

しょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 ただいまご指摘の施設につきましては、入口ゲートの関

係もございますので、普通自動車のみとさせていただいております。また、先ほど、吉岡

理事のお答えの中にもありましたように、中型自動車につきましては、１１人以上２９人

以下の車と規定されており、そのような車種でお越しになられた方はこれまでおられませ

んでしたので、今回につきましても普通自動車のみの規定とさせていただいたところでご

ざいます。 

 

【南八尾図書館長】 志紀図書館の駐車スペースにつきましては、普通自動車が駐車でき

るように設計しております。従いまして、幅２．５メートル以上の普通自動車以上の車種

が入りますと、隣の駐車スペースを侵してしまうことなります。また、中型車、大型車が

入ってきますと、Ｕターンができなくなります。 

 

【御喜田委員】 今回の条例改正に伴って、利用者負担が大きくなる所があるのでしょう

か。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 利用者の負担が大きくなる施設といたしましては、山本

球場と志紀テニス場になります。これまで両施設の駐車場の使用料につきましては、１回

３００円でしたが、新たに時間に応じて料金が加算されることになりますので、２時間を

超えた場合につきましては、１時間ごとに１００円が加算されることになり、これまでと

比べて、最大６００円程度の負担増になると考えております。 

 

【南八尾図書館長】 志紀図書館の今回の料金改定につきましては、入庫時から３０分ま

では現在も無料にしており、この点については変動はございませんが、３０分以上から２

時間３０分未満の利用者に対しましては、これまでの徴収料金と比較しますと、１００円

の値上がりとなります。 

 ただし、３時間３０分以上停めておられる方々におきましては、これまでの料金から比

べますと、減額になります。 
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【渞文化財課長】 しおんじやま古墳学習館につきましては、現行では入庫時から３０分

の無料がございませんので、今回から３０分無料にすることによって、減額になると考え

ております。ただし、３時間以上停められることになりますと、それ以降の方は若干増額

されていくと考えております。 

 ただし、指定管理者制度の施設でございますので、この金額につきましては上限設定に

なり、最終的な金額は指定管理者が決定することができることになります。従いまして、

金額を最終的に大きく上回るかどうか、あるいは下回るかどうかということにつきまして

は、現時点では明確には言えませんが、ある程度の料金設定をさせていただきますと、若

干上回るのかなと考えております。 

 

【吉岡理事】 また、駐車料金の改定により、新たな施設整備として、駐車場の料金徴収

機器、機材の入れ替え、あるいは現行機器のプログラム変更に伴う費用が生じてまいりま

すので、その分につきましては、９月市議会の補正予算で対応させていただくことで進め

ております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今後、施設利用者にどのように周知されるのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 施設利用者を含め、市民への周知につきましては、本課

所管以外の施設につきましても料金改定を行うことになりますので、市政だよりや市ホー

ムページでお知らせいたします。また、施設内でのポスター掲示やチラシの配架、窓口に

お越しになられた方へのチラシの配付、予約・案内システムのお知らせ欄への掲載等によ

って、周知に努めていきたいと考えております。 

 

【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３４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３４号「八尾市生涯学習セ

ンター条例等の一部改正の市議会議案提出について臨時代理承認の件」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３５号「八尾市文化財保護審議会委員の委嘱の件」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、ただいま議案となりました議案第３５号「八尾市文化財保

護審議会委員の委嘱の件」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１４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、今月末で現委員の委嘱期間が満了となりますため、八尾市
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文化財保護条例施行規則第１２条の規定に基づき、新たな本市文化財保護審議会委員の委

嘱につき、本案を提案するものでございます。 

 本審議会は、市内にございます文化財の保護及び活用に関して、教育委員会の諮問に応

じてご意見をいただくもので、文化財に関し知識及び経験を有する方を選定させていただ

いております。 

 なお、今回委嘱させていただきたい委員８名は、再任委嘱となります。任期につきまし

ては、平成２５年９月１日から平成２７年８月３１日まででございます。 

 以上、何卒、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。 

 

【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

等ございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 再任されるということは、別に支障はないということだと思

いますが、市史編纂と直接関係はあるのでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 本審議会の中には、市史編纂委員会の間をつないでいただくという意

味で、市史編纂委員の方が２名おります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 代表者については、互選で決められるのでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 今回は８名の方がおられますが、歴史民俗資料館運営要綱に基づき、

互選で新たに代表の方を決めさせていただくことになります。なお、委嘱にあたりまして

は、委員になる前に何らかの形で八尾市の文化財の調査をしていただいた方など、八尾市

との関わりが深い方を選定させていただいております。 

 

【木下委員】 まず、八尾市の多様な文化財保護について考えられるときに、専門として

はこれぐらいで大体フォローできるものなのでしょうか。また、委員の数等も今後考えな

くてはいけないのかなと思っておりますが、この点についてはいかがでしょうか。 

 

【渞文化財課長】 委員の定員につきましては１０名でございますが、八尾市の文化財を

これまで指定させていただく中で、８名の委員からはそれぞれの専門のお立場から意見を

いただけていると考えております。ただし、今後、市史編纂の中で、新しいものが見つか

ることもあるかもしれませんので、そのときには新たな委員の委嘱についても検討してい

かなければならないと考えております。 

 

【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３５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。 
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【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第３５号「八尾市文化財保護

審議会委員の委嘱の件」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、委員の先生方、何かございませんか。 

事務局からよろしいですか。 

 なければ、以上をもちまして８月定例教育委員会を終了させていただきます。  


