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５月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日   平成２６年５月１９日（月）  

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 

 

 

 

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・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・高

橋教育政策課長・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・菊池指導課長・山本教育サポートセンター所長・

本鍋田人権教育課長  

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより５月定例教育委員会を開催いたします。本日の

会議録署名委員に木下委員を指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。  

 

【百瀨委員長】 まず、４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、４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、平成２７年度使用八尾市立学校教科用図書の採択議

案議決後に公開させていただきます。  

 

【百瀨委員長】 次に、委員長報告を行います。 

（委員長報告）  

４月30日（水）  

５月13日（火）  

 

５月15日（木）  

５月16日（金）  

午前11時から、八尾図書館・青少年センター開館記念式典に出席。  

午後１時から、府都市教育委員会連絡協議会定期監査・役員会に出

席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午後１時30分から、府都市教育委員会連絡協議会定期総会に出席。  
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【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）  

４月22日（火）  

４月24日（木）  

 

４月25日（金）  

４月27日（日）  

４月28日（月）  

 

４月30日（水）  

 

５月１日（木）  

５月２日（金）  

 

５月14日（水）  

５月15日（木）  

５月16日（金）  

午後２時から、八尾地区保護司会通常総会に出席。  

午後１時 30分から、近畿都市教育長協議会定期総会第１日目に出

席。 

午前９時から、近畿都市教育長協議会定期総会第２日目に出席。  

午前９時から、曙川東地区指導者委嘱状交付式に出席。  

午前10時から、市史編纂委員会議に出席。  

午後７時から、スポーツ推進委員委嘱状交付式に出席。  

午前11時から、八尾図書館・青少年センター開館記念式典に出席。  

午後４時から、中河内地区教育長連絡会に出席。  

午前10時から、各派代表者会議に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午前９時50分から、庁議に出席。  

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。  

午後１時30分から、府都市教育委員会連絡協議会定期総会に出席｡ 

 

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

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。  

 

【安藤委員長職務代理者】  委員長と教育長からもご報告がありましたが、４月３０日

（水）に、八尾図書館・青少年センター開館記念式典に出席しました。  

また、５月１６日（金）に、府都市教育委員会連絡協議会定期総会に、木下委員、御喜

田委員とともに出席しました。この連絡協議会におきましては、八尾市が今年度の会長を

受けることになり、百瀨委員長が１年間務められます。事務局の方も大変になると思いま

すが、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 委員長報告及び教育長報告を含め、ただいまの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、議案の審議に入る前に、本日審議いたします議案のうち、議

案第２４号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱又は任命の件」につきま

しては、関係資料が八尾市情報公開条例の規定によりまして、公開可能な時期が来るまで

非公開とすべき文書となりますので、この案件に係る会議は非公開としたいと思います。

委員の皆様方、よろしいでしょうか。  
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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２４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、議事進行の都合上、この案件については、他の議案の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。  

 

５月の議案  

議案第２２号 

議案第２３号 

議案第２４号 

議案第２５号 

議案第２６号 

八尾市社会教育委員の委嘱の件  

八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件 

八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱又は任命の件  

八尾市図書館協議会委員の委嘱の件  

八尾市就学支援委員会委員の委嘱又は任命の件  

 

【百瀨委員長】 議案第２２号「八尾市社会教育委員の委嘱の件」、第２３号「八尾市生

涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」、第２５号「八尾市図書館協議会

委員の委嘱の件」、及び第２６号「八尾市就学支援委員会委員の委嘱又は任命の件」につ

いて、一括して審議いたします。提案理由を杉島課長、南館長、山本所長より説明願いま

す。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  ただいま議題となりました議案第２２号及び第２３号に

つきまして、生涯学習スポーツ課よりご説明申し上げます。 

 まず、議案第２２号「八尾市社会教育委員の委嘱の件」につきまし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１４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、現在委嘱しております委員の任期が来る５月末日をもって満

了することから、八尾市社会教育委員条例第２条の委嘱基準に基づき、新たに委員の委嘱

を行う必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 それでは、お手元の「八尾市社会教育委員名簿（案）」に基づきましてご説明申し上げ

ます。 

 委嘱する委員といたしましては、学校教育関係者として１名、社会教育関係者として、

日ごろより本市の社会教育の向上のためにご尽力いただいております各団体より選出いた

だきました５名、家庭教育の向上に資する活動を行う者として１名、学識経験者として３

名の計１０名でございます。  

 委員構成につきましては、新任委員４名、再任委員６名であり、新任委員といたしまし

ては、山中進一氏、山下彬氏、山口正起氏、中道厚子氏でございます。  

 任期につきましては、平成２６年６月１日から平成２８年５月３１日まででございます。  

 続きまして、議案第２３号「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱
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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１４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、委員の逝去により新たに委員を委嘱する必要があるため、本

案を提出するものでございます。  

 お手元の「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員名簿（案）」をご覧いた

だきたいと思います。その他教育委員会が必要と認める者として、八尾市自治振興委員会

からの派遣を受け、委嘱いたしておりました馬野利久氏の逝去に伴い、引き続き同委員会

からの派遣委員として、川﨑吉継氏を委嘱するものでございます。  

 任期につきましては、平成２６年５月１９日から平成２６年９月３０日まででございま

す。 

 以上、まことに簡単雑駁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。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

【南八尾図書館長】 次に、議案第２５号「八尾市図書館協議会委員の委嘱の件」につい

てご説明させていただきます。  

 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１４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、八尾市図書館条例第６条の規定に基づき、八尾市図書館協議

会委員の任期が満了することに伴い、委員を委嘱する必要がありますので、本案を提出す

る次第でございます。  

 それでは、お手元配付の「八尾市図書館協議会委員名簿（案）」についてご説明申し上

げます。  

 今回、１１名の委員を委嘱するものでございまして、学校教育関係者１名、社会教育関

係者２名、家庭教育の向上に資する活動を行う者１名、学識経験者５名、その他教育委員

会が必要と認める者２名であります。その１１名のうち、８名の委員を再任委嘱し、３名

を新たに委嘱するものでございます。新たに委嘱する３名の委員といたしましては、家庭

教育の向上に資する活動を行う者といたしまして、八尾市ＰＴＡ協議会の岡本彩希氏、学

識経験者として元近畿大学中央図書館長の村瀬憲夫氏、その他教育委員会が必要と認める

者として、公募市民委員に田中典子氏を委嘱するものでございます。  

 任期につきましては、平成２６年６月１日から平成２８年５月３１日までの期間でござ

います。  

 今回の市民委員の選考においては、本年３月２０日から４月１５日までを募集期間とし、

その期間において「八尾市の図書館サービスへの期待」と題した作文の提出を求め、４名

の方から応募をいただきました。委員公募者の選考においては、外部の有識者を含めた選

考委員会により、社会教育または図書館運営の現状について正確に把握した内容であるこ

と、実現可能性のある新しい視点で、第２次図書館サービス計画の実現に貢献できる内容

であることなどを選考の基準とし、委員候補者の選考を行ってまいりました。  

 以上、まことに簡単ではございますが、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、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 
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【山本教育サポートセンター所長】  次に、議案第２６号「八尾市就学支援委員会委員の

委嘱又は任命の件」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１４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。  

 提案理由ですが、八尾市就学支援委員会委員は八尾市就学支援委員会規則第３条の規定

に基づき、八尾市就学支援委員会委員の任期２年の満了に伴いまして、新たな委員を委嘱

または任命する必要があるため、本案を提出するものでございます。  

 新たな委員候補者についてご説明いたします。恐れ入りますが、「八尾市就学支援委員

会委員名簿（案）」をご覧ください。  

 医師４名につきましては、昨年度から引き続き委員を委嘱するものでございます。市立

学校の校長及び教員につきましては、小山委員、尾上委員は昨年度から引き続き、副田委

員は八尾市校長会の分掌の変更に伴い、今年度新たに委嘱するものでございます。また、

岡本委員は八尾市立特別支援学校の分掌の変更に伴い、今年度新たに委嘱するものでござ

います。八尾市立児童発達支援センターに勤務する職員２名につきましては、昨年度から

引き続き委員を委嘱するものでございます。また、大阪府立特別支援学校に勤務する職員

３名につきましては、荒木委員、森田委員につきましては、昨年度から引き続き、深江委

員につきましては、大阪府立藤井寺支援学校の分掌変更に伴い、今年度新たに委嘱するも

のでございます。関係行政機関の職員の打抜委員につきましては、指導課指導主事であり、

今年度新たに任命するものでございます。その他教育委員会が必要と認める者のうち、大

窪委員は今年度新たに委嘱するものでございます。他の５名の委員は、昨年度から引き続

き委嘱するものでございます。  

 なお、任期は平成２６年６月１日から平成２８年５月３１日まででございます。  

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたし

ます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま４件の議案についてご説明いただきましたが、まず、４件に共

通することについてご質問いただき、そのあとにそれぞれの議案についてご質問等を出し

ていただきたいと思います。  

 

【安藤委員長職務代理者】 学識経験者については、社会教育委員と生涯学習センター学

習プラザ運営審議会委員は３名、図書館協議会委員は５名になりますが、適切な人数につ

いて、どのように考えていますか。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  学識経験者の人数につきましては、それぞれの審議会に

よって審議内容等が異なりますので、当然、その数も異なってくるものと考えております。  

本課よりご提案申し上げております社会教育委員及び生涯学習センター学習プラザ運営

審議会委員につきましては、学識経験者は３名となりますが、ご意見等を十分いただける

ものと考えておりますので、この人数構成で委嘱していきたいと考えております。  

 

【南八尾図書館長】 図書館協議会におきましては、学識経験者は５名となりますが、杉
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島課長が先ほど申しましたように、審議会における検討内容や状況に応じてお願いさせて

いただいております。  

その中で、新たに委員をお願いする村瀬憲夫氏におきましては、これまで近畿大学にお

ける中央図書館の館長として、大学図書館でありながらも地域の方々に開放するなど、い

ろいろな取組みをされてこられました。また、八尾市におきましては、これまで公立図書

館の役割についての議論が中心でしたが、村瀬氏は文学的な活動においても著名な方であ

りますので、その視点からのご指摘もいただきたいと思っております。 

図書館協議会におきましては、必要な観点に応じて、委員をお願いさせていただいたと

ころでございます。  

 

【木下委員】  個別の質問になりますが、図書館協議会の学識経験者は５名になりますが、

それに対して、学校教育関係者は１人になります。図書館は学校教育とも強い関係がある

と思いますが、そのあたりのバランスについてはどのように考えていますか。  

 

【南八尾図書館長】  これまでも、図書館におきましては、学校図書館の支援として、

様々な本の貸出しや司書の派遣を行うなど、学校と連携をさせていただいております。  

今回、学校教育関係者につきましては、校長会から水谷校長先生に参画いただいており、

校長会において学校図書館整備の検討委員として、学校図書館の充実を図る役割を担って

おられますので、その現状や整備に関するご意見をいただきながら、学校図書館への支援

について十分審議してまいりたいと思っております。  

 

【御喜田委員】 女性の委員もたくさん入っておられますが、これまでと比べて増えてい

るのでしょうか。また、その割合についてはどのように考えておられますか。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  審議会等の設置等に関する要綱におきまして、女性委員

の割合が３５％以上になるように努めることが規定されておりますので、それぞれの社会

教育団体に委員の推薦を依頼する際には、女性委員の推薦にご配慮いただくようお願いす

るなど、女性委員の登用に努めているところであります。また、今回、社会教育委員にお

きましては、女性の学識経験者の方に新たに入っていただいており、積極的に女性委員を

委嘱するようにしております。  

今回の委嘱により、女性委員の割合につきましては、社会教育委員では１０名中４名が

女性委員になり、４０％になっております。また、生涯学習センター学習プラザ運営審議

会委員につきましては、１２名中４名が女性委員になり、３３％になっております。今後、

生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員につきましては、次回の改選時に向けまして、

さらなる女性委員の登用が図れるように努めていきたいと考えております。  

 

【南八尾図書館長】 図書館協議会につきましては、女性委員が１１名中７名になり、割

合は６３．６％となります。また、前回は１０名中７名が女性委員になり、その割合は７

０％でした。図書館協議会におきましては、母親としてのご意見も十分尊重していきたい

と思っておりますので、各団体に女性委員の参画をお願いさせていただいているところで
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ございます。  

 

【山本教育サポートセンター所長】 八尾市就学支援委員会におきましても、今回２０名

の委員の中で女性は１２名になり、その割合は６０％でございます。また、前回におきま

しても、女性は２０人中１１名になり、５５％でございます。  

 

【木下委員】  各審議会において女性がたくさん登用されていると思いますが、女性が多

ければいいということではなく、男性と女性のバランスが問題になると思います。これま

では、女性があまりにも少ないので、市としては３５％ラインを出して、積極的に女性を

登用されてきたと思いますが、図書館協議会であれば、逆にお父さんの声が必要なのでは

ないかと思うところもありますので、この点はぜひ考えていただきたいと思います。  

 

【安藤委員長職務代理者】 以前もお聞きしたことがありますが、各審議会委員の再任に

ついてはどのように考えられていますか。 

また、新陳代謝をしていくために、新しい方に入っていただくことも大事ではないかと

思いますので、この点についてもお答えいただきたいと思います。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  委員の再任の考え方につきましては、審議会において審

議する上で必要な方に委員を引き続きお願いしたいと考えております。  

また、その中で、審議会を活性化するためには、新たな委員にお入りいただくことも必

要と考えておりますので、委嘱期間が長い委員に対する委嘱のあり方や女性委員の登用等

を考える中で、今後の委員選出に取り組んでいきたいと考えております。  

 

【南八尾図書館長】 図書館協議会におきましても、市の審議会等に関する基本的な考え

方といたしまして、１０年を超えないこと、１人当たり４機関を超えないようにすること

などがございますので、これらを十分尊重しながら委員をお願いしております。 

また、新しい八尾図書館が開館し、龍華地区に新しい図書館ができますので、これまで

ご意見、ご指摘等をいただいてきた方に引き続きお声をいただくとともに、これまでの課

題に対しても助言をいただけるように、委員をお願いさせていただいたところでございま

す。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  八尾市就学支援委員会におきましても、専門性の部

分にもかかわりますので、委員を大幅に入れかえることについては非常に難しい部分があ

ります。ただ、学校現場のその時々の状況をご報告、ご審議いただくために、府立支援学

校の職員や市立学校の校長及び教員、関係行政機関の職員の方々につきましては、入れか

わってご意見をいただくように心がけております。  

 

【御喜田委員】 それぞれの審議会において、今年はどのようなことを特に審議される予

定になっていますか。 
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【杉島生涯学習スポーツ課長】  まず、社会教育委員会議におきましては、新たな社会教

育施設の整備に向けた管理運営体制、諸計画の進捗状況、各課の取組内容、学校・家庭・

地域が連携して実施する事業等について、委員から積極的なご意見をいただきたいと考え

ております。  

また、生涯学習センター学習プラザ運営審議会につきましては、生涯学習センターが本

市の生涯学習拠点になることを踏まえまして、同施設で行われます各種講座をはじめ、施

設を活用した取組み等についてご意見をいただきまして、本市の生涯学習の推進が図れる

ように取り組んでいきたいと考えております。 

 

【南八尾図書館長】 図書館協議会におきましては、昨年度に、新しい八尾図書館と龍華

図書館の整備内容、龍華図書館の管理運営体制のあり方について、議論していただいたと

ころでございます。  

今年度の図書館協議会におきましては、新しい八尾図書館のサービス内容の検証、龍華

図書館の指定管理者選定にあたっての必要な観点、民間を含めた４館体制の管理運営、サ

ービス内容について、引き続きご審議いただきたいと考えております。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  八尾市就学支援委員会におきましては、障がいのあ

る子どもや発達に心配のある子どもなど、特別な教育的支援が必要なお子さんの就学、就

園に関することを審議してまいります。特に、入園、入学にあたってスムーズなスタート

が切れるように、学校園、関係機関と連携をとりながら審議を進めていきたいと思ってお

ります。  

 

【百瀨委員長】 委員の皆様方には各議案に共通するご質問をいただきましたが、それぞ

れの議案について個別のご質問等はございませんか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 社会教育委員については、家庭教育の向上に資する活動を行

う者として、八尾市ＰＴＡ協議会から１人選出されていますが、地域や学校との連携にお

いて、どのような役割を担っていただきたいと考えていますか。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  今後、社会教育を進める上では、学校・家庭・地域の連

携を図るための取組み等を考えていく必要があると考えております。今回、社会教育委員

につきましては、家庭教育の向上に資する活動を行う者として、八尾市ＰＴＡ協議会から

初めて委員を委嘱させていただいており、家庭では子どもの保護者として、学校におきま

しては教育活動の支援者として精力的に活動に携わっていただいておりますので、家庭・

学校、そしてお住まいの地域、３つの立場から積極的なご意見がいただけるものと考えて

おります。 

 

【御喜田委員】 就学支援委員会については、就園、就学について審議されているという

ことですが、保護者の方から相談があった場合、それぞれの区分の委員はどのように相談

に応じておられますか。 
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【山本教育サポートセンター所長】  八尾市就学支援委員会委員名簿の順にご説明申し上

げます。まず、医師の方々はそれぞれの専門的な見地から、それぞれのお子さんの障がい

の状況についてご助言いただきながら、学校園での支援についてご審議いただいておりま

す。 

 次に、市立学校の校長及び教員の方々につきましては、学校現場からの目線で、公立幼

稚園、小学校、中学校に入園、入学された際に配慮すべき点、懸念される部分などをご審

議いただいております。 

 次に、八尾市立児童発達支援センターに勤務する職員の方々につきましては、それぞれ

肢体に障がいのあるお子様、発達の面、情緒面に障がいのあるお子様の専門家といたしま

して、特に入園、入学前の小さい頃からかかわっておられますので、その目線でご意見を

いただいております。  

 次に、大阪府立特別支援学校に勤務する職員の方々につきましては、いわゆる重度な障

がいがあるお子さんに日々かかわって教育をされておりますので、その目線から進学され

た場合に必要な配慮についてご審議いただいております。  

 関係行政機関の職員につきましては、その方々を支援していく方向で、入園、入学にあ

たって、必要な支援について考えていくお立場でございます。  

 最後に、その他教育委員会が必要と認める者として、この区分の方々につきましては、

実際に保護者の方々と面談していただきまして、保護者の教育的ニーズ、お子さんの障が

いの状況等を把握するとともに、こちらから保護者に学校園の様子などの情報を提供しな

がら相談業務を行っております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 就学支援委員会については、保護者との面談は常時されてい

るのでしょうか。会議は毎月何回もないと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  保護者との面談につきましては、決まった会議とい

う場ではなく、随時保護者と日程を合わせまして、個別に１対１の面談を行っております。 

 

【安藤委員長職務代理者】 生涯学習センター学習プラザ運営審議会については、規則で

は２５名以内になっていますが、今回はそれより少ない人数になっています。委員からは

委員の人数について声が上がったことはないでしょうか。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  委員の定数につきましては２５名となっておりますが、

現在、委嘱している委員は１２名でございますが、この人数で十分ご議論いただいている

と考えております。また、委員の人数について、審議会の中で委員よりご意見をいただい

たことはございません。今後、各区分に応じて必要な委員が生じた場合には、その都度委

嘱をしていきたいと考えております。  

 

【木下委員】  図書館協議会委員の件で、先ほど、学識経験者５名に対して学校教育関係

者１名になっていることについてご説明いただきましたが、今年、図書館運営に関わる１

つの転機の中でご審議いただこうというときに、このバランスについてどのように考えて
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いますか。  

 

【南八尾図書館長】 学識経験者につきましては５名になりますが、他の区分と比べて比

重が大きいと考えており、期待している部分、担っていただきたい部分を考えたうえでお

願いしております。  

まず、村瀬委員におきましては、先ほどご説明いたしましたが、文学的な観点からご意

見をいただきたいと考えております。  

次に、井上委員、松井委員におきましては、大学関係者等の中で公立図書館の役割につ

いて様々な見地から議論をされてこられた実績があります。また、松井委員におきまして

は、大阪府内各自治体の図書館協議会の会長、委員もされており、公立図書館のサービス、

管理運営体制の研究等の実績もございます。この方々については、昨年度から委員として、

今後の図書館４館体制の運営についてご指摘をいただいておりますので、これからも多く

の意見をいただけるものと期待しております。  

次に、大阪府立図書館から入っていただく委員におきましては、府立図書館の役割の一

つに、市町村図書館を支援する役割がございますので、八尾市の図書館行政におけるご支

援、ご助言をいただきたいと考えております。  

次に、大阪市立中央図書館から入っていただく委員におきましては、各市町村や関係機

関との広域連携等を担当されている方であり、大阪市における図書館サービスの企画等も

担当されている方でございますので、今後、新しい図書館サービスについて、新たな視点、

ヒントをいただけるのではないかと期待しております。  

このように、学識経験者の各委員から、八尾市の図書館が今後発展するために必要なご

意見をいただけるものと期待しており、委員をお願いさせていただいております。  

 

【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２２号、第２３号、第２５号及び第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、議案第２２号、第２３号、第２５

号、第２６号について、いずれも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。  

 「八尾市教科書センター法定展示について」、山本所長より報告願います。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  それでは、八尾市教科書センター法定展示について

ご説明させていただきます。  

 本件は、平成２７年度使用教科書の展示会を八尾市教科書センターにおいて開催するも
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のでございます。教科書展示会は、教科書の発行に関する臨時措置法第５条の規定により

まして、都道府県教育委員会が開催するもので、本市では大阪府教科書センター設置要綱

により、教育サポートセンターに八尾市教科書センターが設置されているところでござい

ます。 

 今年度の教科書展示会は、平成２６年３月１３日付文部科学省告示第２８号により、開

始の時期及び期間を６月１３日から１４日間とすることとなっております。この指示を受

けまして、八尾市教科書センターとして法定展示期間を６月１３日（金）から７月２日

（水）までとするものです。また、法定展示期間前の６月２日（月）から６月１２日

（木）までを法定外展示期間とし、教科書展示会を開催いたします。  

 なお、法定展示期間におきましては、広く市民の皆様に教科書をご覧いただけるよう、

八尾市立志紀図書館での展示も行ってまいります。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、よろしくお願いいたします。  

 

【百瀨委員長】 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様方から何かご意見等ございま

せんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 法定外展示については、決まりがあるのでしょうか。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  法定外展示については特に決まりはございませんが、

教科書センターに見本本が届き次第、開催してよいことになっております。  

 

【浦上教育長】 市民の声をしっかりと汲み取りながら採択をしなければならないと考え

ていますが、市民の教科書に対する意見についてはどのように集約し、提示していただけ

ますか。 

 

【山本教育サポートセンター所長】  志紀図書館と教育サポートセンターにアンケート用

紙を設置し、気づかれた点について、自由記述でアンケートにご記入いただくようになっ

ております。これらをまとめまして、ご報告させていただきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 他にご意見がないようでしたら、以上で報告事項を終わりますが、委員

の皆様方から、他にご質問等ございませんか。  

 事務局から何かございませんか。  

 先般の報道等におきまして、ＡＥＤについての報道がありましたが、設置場所等につい

てはしっかり周知されていますか。また、機器の点検も大事であると聞いておりますが、

どのように点検されていますか。  

 

【万代学校教育部次長】 ＡＥＤのメンテナンスにつきましては、学務給食課から委託し

て毎年実施しているところでございます。設置場所につきましては、各学校と協議して設

置しており、学校内において周知されているものと考えておりますが、改めまして、ＡＥ

Ｄの必要性とその使用方法等について、研修等も含めて対応してまいりたいと考えており
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ます。 

 

【百瀨委員長】 命に関わることになりますので、学校内の子どもたちだけでなく、地域

の方も、万が一の時に備えて、ＡＥＤを使用できるように取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 それでは、最後に、議案第２４号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱

又は任命の件」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２４号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員

の委嘱又は任命の件」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】  ただいま議題となりました、議案第２４号「八尾市教育

委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱又は任命の件」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１４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、平成２６年度に八尾市立南木の本防災体育館及び八尾市立

南木の本防災公園の一体的な管理運営を行う指定管理者の候補者を選定するにつき、八尾

市教育委員会指定管理者選定委員会規則第３条の規定に基づき、八尾市教育委員会指定管

理者選定委員会委員を委嘱または任命する必要があるため、本案を提出する次第でござい

ます。 

 お手元の「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員名簿（案）」をご覧いただきた

いと思います。  

 委員の構成といたしましては、スポーツに精通した学識経験者として、大阪教育大学の

赤松喜久氏、公認会計士として薬師寺玲氏、市の職員として伊藤均氏、並びに松本肇氏、

その他教育委員会が必要と認める者として、本市のスポーツ振興に資する活動を行ってい

ただいております八尾市スポーツ推進委員の宮本京子氏、並びに地域の防災力向上に資す

る活動を行っていただいております八尾市自治振興委員会の玉田節治氏の６名でございま

す。 

 任期につきましては、平成２６年５月１９日から平成２７年３月３１日まででございま

す。 

 以上、まことに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

ございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 スポーツ推進の視点から委員を１人選ばれていますが、市民
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のニーズについてはどのように汲み取るのでしょうか。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  その他教育委員会が必要と認める者として、八尾市スポ

ーツ推進委員の方に入っていただいておりますが、スポーツ推進委員につきましては、ス

ポーツ基本法に基づきまして、教育委員会で委嘱をさせていただいており、各地域におけ

るスポーツ推進の取組みはもとより、スポーツ推進委員連絡協議会をつくられ、市全体の

事業等に対しても積極的に取り組んでいただいております。そのような日々の活動を通じ

て、市民の方々から承っておりますご意見等を踏まえたうえで、南木の本防災体育館及び

防災公園の指定管理者の選定につきまして、積極的にご発言いただけるものと考えており

ます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 スポーツ推進委員連絡協議会では具体的にどのような取組み

を行われていますか。また、この協議会とどのように連携されていますか。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 スポーツ推進委員連絡協議会につきましては、２カ月に

１回、定例的に会議を開かれておりまして、スポーツ推進に関する取組み等について議論

されるとともに、ニュースポーツ等の実技研修等も積極的に行われており、我々、事務局

も共に活動をさせていただいております。これらの活動の中で、参加された市民の方から

お聞きになったいろいろなご意見も踏まえたうえで、今回の指定管理者の選定にあたりま

しては、ご発言がいただけるものと考えております。  

 

【木下委員】  委員については、前回と今回でかわっておられる委員と継続されている委

員がいらっしゃると思いますが、継続される理由、かえられる理由についてご説明いただ

きたいと思います。  

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】  まず、継続されている委員につきましては、学識経験者

の赤松委員、公認会計士の薬師寺委員、市職員の伊藤委員、松本委員となります。また、

新たな委員といたしましては、その他教育委員会が必要と認める者として、宮本委員、玉

田委員にお入りいただいたところでございます。  

 まず、学識経験者の赤松委員につきましては、日本のスポーツ振興のために、国の審議

会等にも委員として入られており、他市のスポーツ施設の指定管理者の選定委員としても

ご活躍されておりますので、我々が気づかないような観点も踏まえたご意見がいただける

ものと考えております。 

次に、公認会計士の薬師寺委員につきましては、応募団体の会計状況等についてご意見

等を積極的にいただけるものと考えております。これまでの審議におきましても、他の委

員にわかりやすく会計状況等をおまとめいただき、ご発言をいただいておりますので、今

回も委員をお願いしたところでございます。  

次に、市の職員につきましては、それぞれの施設の設置目的等もございますので、伊藤

委員並びに松本委員に今回も委員として入っていただいたところでございます。  

最後に、その他教育委員会が必要と認める者として、宮本委員、玉田委員につきまして
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は、前回の同施設の指定管理者選定時におきまして、この区分の委員選出についてご指摘

等をいただいたことも踏まえまして、今回新たに委員を選出させていただいたところでご

ざいます。特に、前回、施設の設置目的に防災の位置づけがある中で、防災の視点からご

発言をいただける委員が入っておられないというご指摘もございましたので、玉田委員に

つきましては、地域の自主防災組織の代表、隊長をされており、市の防災会議に委員とし

ても入られていることから、防災についての積極的なご意見をいただきたいと考えており

ます。 

 

【木下委員】  詳しい説明をしていただいてありがとうございます。前回の経験を踏まえ

て２名の委員に新たに入っていただいており、学識経験者、公認会計士、それぞれの方の

ご活躍ぶりについてもわかりました。ただ、人をかえることによって視点が変わることも

当然あり得るので、そのあたりもまた考えていただ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２４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２４号「八尾市教育委員会

指定管理者選定委員会委員の委嘱又は任命の件」について、原案を適当と認めることに決

しました。 

 なお、南木の本の防災体育館については、本市の防災力の向上を図るとともに、市民の

スポーツ振興を図り、市民の健康の増進、また市民相互に交流を深めることを目的として

いる施設になりますので、その点に十分配慮していただき、今後の指定管理者選定業務を

進めていただきたいと考えております。よろしくお願いします。 

 それでは、以上をもちまして５月定例教育委員会を終了させていただきます。  


