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５月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、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。  

 では、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、何か質

疑ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 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は承認

と決しました。  

 

【中山教育長】 それでは、教育長及び教育委員の報告に移ります。 

 

（教育長報告）  

４月21日（金） 

４月22日（土）  

４月25日（火）  

 

４月26日（水） 

 

４月27日（木） 

４月28日（金） 

定例教育委員会  

春の地域安全運動「八尾市民のつどい」  

平成２９年度第１回行財政改革推進本部会議  

八尾地区保護司会通常総会  

庁議 

八尾河内音頭まつり振興会予算総会  

近畿都市教育長協議会定期総会  

近畿都市教育長協議会定例総会  

開 催 年 月 日  平成２９年５月２２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  

 

中 山 教育長 

百 瀨 教育長職務代理者  

木 下 委員 

御喜田 委員 

村 本 委員 

出 席 職 員  

 

吉川教育次長兼教育総務部長・田中生涯学習担当部長・靍原学校教

育部長・今岡教育総務部次長・馬場教育総務部次長兼教育政策課

長・万代教育総務部次長・西崎教育総務部次長兼八尾図書館長・亀

甲学校教育部次長・高橋総務人事課長・南生涯学習スポーツ課長・

渞文化財課長・式学務給食課長・菊池指導課長・山本教育サポート

センター所長・森人権教育課長  
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５月８日（月）  

５月10日（水） 

 

５月11日（木） 

５月14日（日） 

５月15日（月） 

 

５月16日（火） 

５月17日（水） 

５月18日（木） 

５月19日（金） 

５月20日（土） 

平成２９年度大阪府都市教育委員会連絡協議会第１回役員会  

八尾市障がい児者問題協議会  平成２９年度総会  

臨時教育委員会議及び高安千塚古墳群視察  

ベルビュー市親善訪問団表敬訪問  

第２４回大正コミセンまつり  

定例教育委員会委員協議会  

庁議 

臨時議会  

手をつなぐ子らの会「春のつどい」東・北ブロック  

全国都市教育長協議会定期総会・研修大会  

全国都市教育長協議会定期総会・研修大会  

市民大学講座  第２回 

 

【中山教育長】 先週木曜日、金曜日につきましては全国都市教育長協議会が奈良で開か

れまして、参加させていただきました。  

  どの分科会また全体会に参加しましても、それぞれの市町村が抱えている課題は本当

に共通するものが多く、大変、参考になりました。また、事務局ともども施策に生かし

ていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 それでは、４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、よろしくお願いいたします。  

 この間、皆様で高安千塚古墳群へ行ったんですけれども、それに関しまして何か感想

等もありましたら。  

 

【村本委員】  長いこと八尾に住んでいますけど、初めて見学させていただきました。い

い機会をいただきまして大変、勉強させていただいてありがたいことだと思います。  

 ほかにもまだまだ八尾市の中で知らないことがあるので、これからも皆様方と頑張っ

て勉強していきたいと思います。  

 

【中山教育長】 ほかに何かございませんでしょうか。  

  それでは、次に進ませていただきます。  

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 議事に入ります前に、本日、審議いたします議案のうち議案第 21号及び

第22号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱または任命の件」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公開可能な時期が来るまでは非公

開とすべき文書となりますので、この案件にかかわる会議は非公開といたします。  

  委員の皆様方、これについていかがでしょうか。  
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【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員、異議なしと認めます。よって、議案第21号及び第22号について

は非公開で審議することといたします。  

  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。  

 では、議案第18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」、

議案第19号「八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件」、議案第20号「八尾市

図書館協議会委員の委嘱の件」、議案第24号「八尾市就学支援委員会委員の委嘱または

任命の件」について一括して審議いたします。  

  それでは、提案理由を南課長、西崎次長、山本所長の順で説明願います。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  それでは、ただいま議題となりました議案第 18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」につきまして、提案理由をご

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。提案理由でございますが、学校教育関係者及び社会

教育関係者の委員の変更に伴い委員を委嘱する必要があるため、本案を提出する次第で

ございます。なお、当審議会については、毎年度、会議を２回開催し、春に開催する第

１回の会議では生涯学習センターが前年度に実施した事業内容の報告を行い、委員から

同様の生涯学習施設や子供の学習活動施設との連携した取り組みや昨今の社会問題に関

して市民が考える内容の講座の充実を含め、次年度への課題提案をいただいており、第

２回の会議では、翌年度の事業計画についてご意見をいただいております。  

  それでは、お手元に配付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）をごらん願います。今回、変更となります委員につきましては、学校教育関係者

として八尾市校長会の森田好文氏にかわり新たに岡田匡史氏を、また社会教育関係者と

いたしまして水谷民子氏にかわりまして新たに横山久美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 29年５月22日から平成30年９月30日までの残任期間でござ

います。  

以上、甚だ簡単ではございますが提案理由を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申し上げます。  

 

【中山教育長】 引き続き、南課長、お願いします。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  それでは続きまして、議案第 19号、ただいま議会等、出ま

した議案第19号「八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱の件」につきまして、提

案理由をご説明、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。提案理由でございま

すが、八尾市立スポーツ施設運営審議会規則第３条の規定に基づき、現在の委員の任期

が満了することに伴い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
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ざいます。  

  なお、当審議会については、毎年度、会議を２回開催し、春に開催いたします第１回

の会議では総合体育館を初めとする屋内プール等のスポーツ施設が前年度に実施した事

業内容の報告を行い、委員から複数の施設を一体的に指定管理者に管理してることの利

点や、ほかにも子供の体力づくりとして取り組んでいる事業のさらなる普及への期待な

どのご意見をいただいております。また、第２回の会議では、翌年度の事業計画につい

て各委員からご意見をいただいております。  

  それでは、お手元の八尾市立スポーツ施設運営審議会委員名簿（案）に基づきまして

ご説明、申し上げます。今回、委嘱する委員は９名の委員でございまして、そのうち２

名を新たに委嘱し８名を再任委嘱するものでございます。新たに委嘱する２名の委員と

いたしましては学校教育関係者として八尾市中学校体育館連盟の副田美臣氏にかわりま

して小西貞之氏を、並びに社会教育関係者として八尾市文化連盟の正田常雄氏にかわり

まして三枝美恵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29年６月１

日から平成31年５月31日までの期間でございます。  

  なお、教育委員会が必要と認める者の２名については、委嘱期間が平成 27年７月１日

から平成29年６月30日までとなっており、現在、八尾市市民参画と協働のまちづくり基

本条例の趣旨に基づき市民公募を実施しており、今後、委員委嘱の手続を予定している

ところでございます。  

  以上、甚だ簡単ではございますが提案理由を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申し上げます。  

 

【中山教育長】 続いて、西崎館長、お願いします。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  それでは、議案第20号「八尾市図書館協議会委

員の委嘱の件」につきまして、説明させていただきます。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。提案の理由でございますが、学校教育者関係、学識経験者の委員の変更

に伴い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。当協議会は

昨年度、会議を２回開催し、第１回目は平成 28年７月に開催し、前年度の市立図書館の

運営状況に関して利用状況等の報告並びにイベントの開催状況等について報告を行い、

委員からは学校就学前施設との連携、ボランティアとの協働、図書館行事の内容、指定

管理者の評価等についてご意見をいただきました。第２回目は、平成 29年２月に開催し、

翌年度の事業計画等についてご意見をいただいております。  

  それでは、お手元の八尾市図書館協議会委員名簿（案）に基づきまして説明、申し上

げます。新たにお願いする委員につきましては、学校教育者関係として小林洋子氏にか

わり松井祥一を、学識経験者として松下玲子氏にかわり川窪和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 29年５月22日から平成 30年５月31日までの残任期間

でございます。以上でございます。  
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【中山教育長】 続いて、山本所長、お願いします。  

 

【山本教育サポートセンター所長】  それでは、ただいま議題となりました議案第 24号

「八尾市就学支援委員会委員の委嘱または任命の件」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。  

  提案の理由でございますが、市立学校の教員、大阪府立支援学校に勤務する職員、そ

の他教育委員会が必要と認める者の変更に伴い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。  

  当委員会は、年間、本会議を４回、相談部会議を１５回開催し、年４回の本会議は全

委員ご出席のもと、第１回は前年度の就学相談状況と事業報告及び今年度の事業計画に

ついてご審議いただき、第２回から第４回は就学相談ケースに関して専門家としてのご

意見をいただいております。また、相談部会議では個別の事例について調査・協議いた

だいております。  

  それでは、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）をごらんください。今回、ご提案します委員候補者は菅敦子

氏と谷川明香氏、浅井佐都子氏でございます。なお、菅氏、谷川氏は八尾市立特別支援

学校、府立藤井寺支援学校における担当者の変更によるものでございます。また、浅井

氏は今年度、新たに委嘱するものであります。  

  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。  

 

【中山教育長】 ただいま４件の議案について、一括して、それぞれに説明していただき

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いた後、その後、それぞれ

の議案についてご質問等があれば審議していこうと思います。よろしいでしょうか。  

  最初に、まず私から再度、重複するかもしれないんですが確認しておきたいのが、こ

の第24号の八尾市就学支援委員会委員名簿につきましては、子どものケース等々を取り

扱うということで公募委員の募集はないんですけれども、あと３件については公募委員

をそれぞれにおいています。統轄してそれぞれに公募委員について、あるいはここ全て

にある学識経験者についてもう少し詳しくご説明いただけたらありがたいんですが。そ

れぞれによろしくお願いします。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  私からまず、議案第18号生涯学習センター学習プラザ運営

審議会の学識経験者といたしましては大阪教育大学の堀薫夫教授にご参画いただいてお

ります。堀先生は、この生涯学習センターが開設された当時から市の生涯学習センター

自体の運営のあり方であったりとか、また八尾市の生涯学習スポーツ振興計画の策定に

おいても大変、ご尽力いただいておりまして、先生自身といたしましても多方面の学会

にも属しておられまして、全国的な流れの動向の中から八尾市の社会教育、生涯学習に

ついてのご意見をいただいておるところでございます。  
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  また、続きまして、八尾市立スポーツ施設運営審議会委員におきます学識経験者とい

たしまして赤松先生におきましては、これも平成９年から八尾市のスポーツの運営であ

ったり振興、そういった生涯学習スポーツ振興経営の策定におきましてもご尽力いただ

いておりますし、また全国的な見地からのスポーツのご意見をいただいております。ま

た、久保田教授におきましても人間科学スポーツ行動学科での知識・情報を活かして、

専門的な見地から市民の取り組みについてのアドバイス、総括的なことをいただいてお

るところでございます。 

  続きまして、公募市民におきまして生涯学習センター運営プラザにおきましては、公

募委員２名の方に来ていただいております。２名の方々は昨年度、公募させていただい

た中でお二方、作文、提案文書を出していただいて選定となっていただいております。  

  今現在、卯川氏と小垣内氏の２名で参画いただいておりますが、卯川氏におきまして

はさまざまな活動を自分的な自主活動をされておりまして、そういった自分の日々の中

で取り組んでいる学習活動を生かした提案をいただいておりますし、小垣内氏におきま

しても子供の図書館におきましての本の読み聞かせであったり子育てに関するさまざま

な活動を展開されております。そういった日々の市民目線から日々、取り組んでいる内

容を生涯学習の中でどう展開、生かしていけるのかというところのご助言をいただいて

おりますし、また、スポーツ施設運営審議会におきましても鈴木氏におきましては、み

ずから実際にスポーツ施設を利用されているプール等、日々みずからが体育施設を使っ

ていく中でのご意見をいただいておりますし、また田中冨美江氏におきましてはスポー

ツ推進委員の会長として、日々、市民の各地域におけますスポーツの振興またニュース

ポーツの普及促進といった日々の活動の中で取り組んでおられる内容も含めてスポーツ

施設と地域でやっているスポーツの普及、そういったものをつながる点でのご助言等を

いただいておるところでございます。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  それでは、図書館協議会の説明をさせていただ

きます。まず、学識経験者ですけれども、現在５名の方について委嘱をさせていただい

ております。それぞれの方、大学での研究、長年の図書館勤務の経験、実践的、理論的

また先進図書館の取り組み事例など、専門的な知見から広く深く慎重にご審議いただく

ということから５名の選出をさせていただいているところでございます。  

  今般新たに委嘱いたします川窪様につきましては、現在、大阪市立中央図書館におき

まして医療サービス課長をされております。図書館の企画運営また窓口の業務委託、学

校連携、民間企業と協力したサービス展開など長年の運営経験と実績を持ってございま

す。そういったことから今回、ご意見をいただけるものかと考えてございます。  

  また、公募市民委員につきましてございますけど現在２名でございます。このお二方

につきましては、当初平成 28年６月から委嘱をさせていただいておるということでござ

いまして、図書館に関係いたしますように読み聞かせのボランティアですとか地域コミ

ュニティのボランティア等をされておられる方でもございますし、応募の動機といたし

ましては市民に愛される図書館、まちづくりにつながる図書館ということについて深く

強く思いを持ってらっしゃることから、今回、委嘱させていただいておるということで

ございます。  
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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につきましては、名簿に

もございますように子供の障がいの状況の把握にかかわる専門家というところで、まず

一番上の欄では医師で小児科、耳鼻咽喉科、眼科、整形外科の各分野の専門家の方にお

願いしております。また、市立学校の校長及び教員では学校長の目線で就学相談という

ところでのご意見を頂戴しております。  

  また、その次の八尾市立医療型発達支援センターに勤務する職員では入学前のお子さ

んの医療型、いわゆる児童発達支援センターのお立場からご意見をいただいております。

また、大阪府立支援学校に勤務する職員ではそれぞれの府立の支援学校のノウハウを生

かしながら、またその教育の子供たちにかかわる部分での専門家ということでご意見を

いただいております。  

  一番下のその他教育委員会が必要と認める者、ここは実際に相談部会の委員さんで直

接、保護者の方、お子さんと面談していただく方ということで、そういう経験の豊富な

方を中心に依頼しておるところでございます。  

 

【中山教育長】 今、各説明をいただいたんですが、委員の皆様いかがでしょうか。  

 

【木下委員】 任期のことでお尋ねをします。  

  １つは議案第19号の「八尾市立スポーツ施設審議委員会委員の件」ですが、公募市民

の方の任期が 29年６月30日で切れるんですね。これ、公募市民の方の任期とほかの任期、

これのずれがどうなのか。手続上、もし一緒にできるなら一緒にしたほうがとも思うん

ですが、というのが１つです。 

  もう一つは、議案第24号ですが、新しい方３名の入れ代わりりがあるんですが、この

方の任期はいつからいつまでになるんでしょうかということです。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  議案第19号のスポーツ施設運営審議会の公募市民委員につ

いては、当初、学識経験者、社会教育関係者、学校教育関係者の方々の委員委嘱をさせ

ていただいていた後、市の基本的な流れで市民参画の考え方の中で公募市民を当審議会

に取り入れるということで、公募審議委員を含めたことから若干、ずれが出てきて、毎

回１カ月のずれがここ何回か来ているというところがございます。  

  ただ、今、木下委員がおっしゃったように市のこの審議会の任期の規定といたしまし

ては２年という制約があるんですけれども、今回おっしゃっていただいているように毎

回これが任期がずれていくということの事務作業であったり、委員間同志の委嘱期間ず

れということの不都合も出てくると思いますので、この点については今回の公募市民委

員におきましては任期をほかの委員ともあわせる形で関係課と協議を進めておるところ

でございます。  

 

【中山教育長】 引き続き、山本所長、お願いします。  
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【山本教育サポートセンター所長】  今回、入れかわりました委員の任期につきましては、  

  他の委員と同じく平成30年５月31日までということになっております。  

 

【中山教育長】 ほかの方々の書き方との部分でご質問があったと思うので、それについ

てもよろしくお願いします。  

 

【木下委員】 任期はいつからですか。  

 

【山本教育サポートセンター所長】 本日、ご承認いただきましたら、本日から平成 30年

５月31日まででございます。 

 

【中山教育長】 他の書類が補欠委員の任期と入っているので、そういう書きぶりをまた

よろしくお願いします。ほか、委員の皆様よろしいでしょうか。ないようですので、そ

れでは採決に移らせていただきます。議案第18号、第19号、第20号及び第24号について、

原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。全委員異議なしと認めます。よって、第18号、 

第19号、第20号及び第 24号につきましては、いずれも原案どおり可決いたしました。  

  次に、議案第23号「史跡高安千塚古墳群保存活用計画策定の件」について、審議いた

します。提案理由を渞文化財課長より説明願います。  

 

【渞文化財課長】  それでは、議題となりました議案第 23号「史跡高安千塚古墳群の保存

活用計画の決定の件」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 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。  

 提案の理由ですが、本計画について八尾市高安千塚古墳群保存活用審議会の答申を得

ましたので、これを決定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、高安千塚古墳群保存活用計画の策定について、ご説明いたします。保存活

用計画とは文化財の現状と課題を把握し、保存活用を図るために必要なルールや所有者

が自主的に保存活用を行うことのできる範囲を明らかにすることによって所有者の自主

的な保存と活用が円滑に促進されることを目的としたものでございます。文化財の価値

がどのようなものであるかを理解し保存していくこと、そしてどのように活用すればそ

の価値を損ねずに活用することができるかということを定めた計画となっております。  

  それでは、本計画について章立てに沿ってご説明いたします。資料をご参照いただき

たいと思います。  

 「第１章保存活用の目的」では、高安千塚古墳群の指定の理由となった本質的な価値

と指定の範囲などを記載しております。  

 そして、「第２章高安千塚古墳群を取り巻く環境」では、古墳群の歴史性や地理的環
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境、立地状況とともに高安山麓に係るさまざまな法律の規制や行政が主導する計画、そ

して予測される災害等を提示しております。  

  「第３章高安千塚古墳群の概要」では、古墳群を構成する史跡指定地内に所在する約

110基の古墳の現況とその樹木や家屋、石垣等も把握をしております。  

  「第４章保存活用の現状」では、花卉栽培など土地利用や古墳学習などの活用状況と

活用主体を示しております。  

 「第５章高安千塚古墳群の課題と方向性」では、前章までで提示させていただきまし

た古墳群の現状を踏まえて課題と将来に向けた方向性を抽出しています。  

 次に「第６章高安千塚の保存管理」は本計画の中核をなすもので、古墳群を構成する

要素を分類し、古墳群の利用や取り扱いについて必要なルールを定めております。また、

今後の追加指定や公有化の進め方についても示しております。  

 そして第７章から第 10章では、高安千塚古墳群の活用の方向性と運営体制の中長期の

計画を記載しております。  

 最後に「第11章経過観察」では、この計画に関する経過観察項目を提示するとともに

計画見直しのサイクルを設定しております。このように本計画は、文化財の価値や現状

を記録し、その活用のルールや方向性を提示したものとなっております。今後、公有化

が進めばこれをもとに具体的な整備活用計画等を作成することになります。  

  以上、高安千塚古墳群保存活用計画の策定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よろしくお願い申し上げます。  

  以上です。  

 

【中山教育長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、私たちも全員そろってこの  

間、千塚の古墳を、事務局の説明のもとに見学に行くことができました。それも含めま

して、この計画はかなりの量があるんですが、事務局はかなり苦労してここまで至った

と聞いております。委員の皆様、この件に関しましてよろしいですか。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 今、いろいろご説明いただきましたが、再度、確認させてい

ただきたいと思います。現状と課題をしっかりとらえてとおっしゃっておりましたけれ

ども、改めて端的にこの保存管理計画策定の目的はどのようなことか、再度、確認した

いと思いますのでよろしくお願いいたします。  

 

【渞文化財課長】  この史跡保存管理計画の目的ですけれども、史跡等の保存活用につき  

ましては現状、所有者の方や管理団体である八尾市あるいはさまざまな方によって行わ

れております。  

 ただ近年、史跡等を観光の面やまちづくりの中心に据えていくと、活用するという傾

向も非常に強くなってきております。そういうことも含めまして、さまざまな社会情勢

も変わっていく中で、その史跡の保存につきまして、またそれを中長期的にどうやって

マネジメントをしていくかという問題がやはり現在かなり顕在化してきているところで

す。 

  



－10－ 

しかし、史跡のマネジメントというのは各史跡にとって一様ではなくて史跡指定の背

景にはやはり指定の基準でありますとかそちらに少し書いてありますが選定の基準、あ

るいはさまざまな古墳があります立地条件、規模等によって変わってくるということで、

さまざまな複合的な要因によってなかなか管理のマネジメントが十分に行えないという

ことがございます。そういうことを含めまして、その文化財の本質的な価値と保存と活

用をどのような形で両立をしていくかということを今回、定めるために所有者の方と

我々地方公共団体がどう管理をしていくかを改めてルールとして定めさせていただいた

というのがこの計画の目的でございます。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 自分たちもこの間、行かせていただいた中で、やはり保存、

そして活用がもちろん大事な分野だと思います。また八尾市の子供たちにも十分にこの

史跡を生かしていっていただきたいと、そう考えますのでよろしくお願いしておきます。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。ほかに委員の皆様、質疑等、お願いします。  

 

【木下委員】 私もこの間、ご一緒に視察させていただきましたし、以前から、ハイキン  

グコースで書いていただいていたので行かせてもらったことがあります。八尾にもすご

いところがあるんだなと思いつつ、これが失われていったら大変だと思っていたのが、

今回、こういう形で残されていくということを大変、喜んでいます。この冊子なんです

けれど、この140号基まで全部、測定をされきちんと書かれ、先ほど言われたように目

的に即した形でつくられるというのは大変なご苦労だったのだろうと思います。この策

定経過について、ぜひ、こういうことがあった、これだけはということがもしあれば、

お知らせ願えればと思います。  

 

【渞文化財課長】  この千塚古墳群の活用計画につきましては、やはりもともとの調査か  

ら入りますと、この間、見ていただきましたように奥の古墳があります。まず現地踏査

という形で、我々の職員が現地に入りまして、まず１個１個の古墳から確認することか

ら始めております。また、内部の石室についても、中に入って、先般もちょっと虫とか

がおりましたけれども、そういう虫のある一定の中を入って図面を書く作業等々を行う

ということをやった中で、初めて全体把握をさせていただきました。古墳も崩れている

古墳もあれば、きちんとした古墳もある。それをどう保存するかという形でこの保存を

していくということで、今回、管理計画を策定させていただいたんですけれども、その

ために今回、学識経験者の方６名とそれから市民代表の方１名からなるこの審議会を約

１年半、平成 27年の12から１年半をかけまして会議をやってまいりました。  

 その中では、大阪府教育委員会から、あるいは文化庁からもわざわざ来ていただきま

して、その中でかなり議論をさせていただきました。文化庁の方々もオブザーバーとい

いつつ実はかなり議論の中に入っていただいたときもございます。そういう形で今回、

この計画をさせていただきました。  

  また、今回、見ていただきました中に、レーザー測量等をさせていただいて、新たな

古墳の策定等も実はしている部分がございます。そういうふうな中で、さまざまな写真
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撮影あるいはレーザー測量を行ったものがこの本章でございます。これにつきましては、

先ほど言いましたように今後また何年かから見直しをしていくという形で、古墳の状形、

一様ではございません。恐らく天候、自然環境等によって古墳はさまざまな状況になっ

ていく。あるいは持ち主がまた変更されていくということになりますので、この計画に

ついては５年あるいは 10年程度のスパンで改めてまた計画策定を行っていきたいと考え

ております。そういったことも含めまして、この計画がまず手始めの計画になります。

今後、これをもちまして管理をするとともにまた新たなその本格的な整理、今後は公有

化も進めまして本格的な整備も含めてやっていきたいと考えております。以上です。  

 

【木下委員】 大変なご苦労だったということがわかるんですが、ここは私有地ですよね。

それとのかかわりで今後の課題等があるならお聞かせねがえればありがたいです。  

 

【渞文化財課長】  今、委員おっしゃったように、もうほぼ全てが私有地でございます。

そのためにやはりこの間、見ていただいた古墳につきましてもやはり所有者の方の了解

を得た上で現在、一般の方々にも見ていただく形にしている状況でございます。やはり

それぞれが公有化をまだ進めておりませんので、現在、非常に最近、土地そのものを手

放される方がふえてきております。そういった方に対して、我々もボランティアの方と

一緒に現在、回らせていただいて、そういう状況を見れば、そのボランティアの報告を

受けて我々も所有者と交渉に当たるということも現在やっております。しばらくとどめ

なくきちんと管理をしていっていただきたいということを現在、所有者各と話している

最中でございます。できましたら、できるだけ早い段階で公有化を進めさせていただい

て、整備にも入っていきたいということでございます。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。他の委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 事務局、先ほども話がありましたが、５年、 10年の長いスパンでまた計画も見直さな

ければならないということで、進捗等々も教育委員の皆様には報告いただける機会があ

ったらどうかよろしくお願いします。  

 それでは、質疑ないようでしたら、採決に移らせていただきます。議案第 23号につき

まして、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、議案第 23号「史跡高安

千塚古墳群保存活用計画策定の件」について、原案どおり可決いたしました。  

  

｛報告事項｝ 

 

【中山教育長】 続きまして、報告事項に移らせていただきます。  

  「曙川南土地区画整備事業に伴う小学校区の設定について」、馬場教育総務部次長兼

教育政策課長より報告願います。  



－12－ 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  それでは、「曙川南土地区画整備事業に伴う小

学校区の設定について」の報告を申し上げます。  

 お手元配付の事業概要をご参照お願いいたします。  

 本事業の概要ですが、施行者は八尾市曙川南土地区画整理組合、施行地区につきまし

ては八尾市都塚４丁目の全部、及び都塚１丁目、２丁目、３丁目、そして柏村町３丁目、

東弓削３丁目、大字刑部、大字都塚、大字東弓削、大字二俣の各一部となっております。

地区の面積については 20.5ヘクタールとなっております。  

 恐れ入ります。資料の添付といたしましてＡ４の資料、またＡ３判の資料をお手元に

配付させていただいていると思います。こちらをあわせながらお聞きいただければと思

います。  

 まず、資料の３枚目にありますＡ３判の地図を見ていただけたらと思います。この資

料につきましては、本事業の造成エリアということで赤で囲ってる部分が今回の造成エ

リアとなっており、３つの地区に分かれております。上がＡ地区、真ん中がＢ地区、そ

の横がＣ地区ということでＡ、Ｂ、Ｃと大きく３つに分かれております。  

 今後、Ａ地区については平成 29年12月、またＢ地区の北地区は平成30年６月、Ｂ地区

の南地区及びＣ地区については平成 30年度末に、それぞれ造成が完了するという見込み

になっております。ちなみにＡ地区におきましては約 220戸の住宅、Ｂ地区におきまし

ては150戸の住宅、Ｃ地区で170戸の住宅施設の建設が計画されております。その他、商

業施設、医療機関施設の計画をされている状況にございます。  

 それでは、Ａ４判の資料を見ていただけたらと思います。  

 今回の小学校区の設定について検討を行っておりますのは、Ａ地区の部分です。今回

の区画整理事業に伴いまして、刑部から柏村３丁目にかけましてのＡ地区ののうち、区

画道路に囲まれた１区画、これは一般に街区という言い方をしますが、この街区の一部

が曙川小学校区と刑部小学校区にまたがっており、今後、この街区の小学校区をどのよ

うに取り扱うについて、現在、事務局にて市長部局の関係課とも協議をする中、課題整

理を進めているところでございます。資料で黒で線を引かせていただいたところが現在

の境界ということになっており、刑部小学校区と曙川小学校区の境界が街区をまたいで

いるという状況になっております。  

 現行の曙川小学校区と刑部小学校区の境界について、過去に土地の形成物である里

道・水路が通っていたということで、校区の境界となっている状況にあります。また、

区画道路に囲まれた１区画、街区ですが、既存の境界線による校区を適用することにつ

いては同一の区画、街区内で小学校区が異なってくるという状況が発生するということ

で、適当でないだろうというふうに考えております。また、現行の柏村３丁目の区画、

資料のＡの８という部分になりますが、現在、居住者がおられない状況にあります。ま

た、今、申し上げた柏村３丁目の区画については、自治振興委員会は既に曙川小学校区

となっている現状もございます。このような状況について、関係課とも協議を行ってい

るところでございます。 

 先ほど申し上げたように、このＡ地区の造成につきましては、平成 29年12月に完了予

定であり、事業者側において小学校区の状況についての情報発信をしていくことが必要

となっております。このことから、今後、教育委員会として、小学校区の設定を行って



－13－ 

いく必要が出てきております。  

 また、事務局内での課題整理を行う中で、本地区における小学校区の設定について、

生徒数による施設への影響、また通学の安全性、通学距離、行政区と学校区の不一致と

いった、特段に考慮すべき事項はないものと考えております。こうようなことから、引

き続き、事務局内で課題整理を進めさせていただきまして、この後、６月の定例教育委

員会におきまして、小学校区の設定について、改めてご提案をさせていただきたいと思

っております。本日はその提案にさしていただく前に、現在の状況についてのご報告と

いうことでございます。 

 

【中山教育長】 説明の最後にありましたように、事務局内でそういうことも考えながら

検討を進めているということで、正式には教育委員会議の中で６月に決定していく形に

なるかと思います。  

  今のこの経過の中で、ご質問等ありましたら、委員の皆様方、よろしくお願いします。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 今の報告を受けまして、曙川小学校区とまたこの行政校区と

が不一致であることから、事務局で今後に向けての判断をされるのではないかと考える

んですけれど、曙川小学校区の子供たちの人数とか、まちづくり等の今後の動きである

とかいろいろな問題をまだ含めておるわけですが、先が見えないということも含め、ぜ

ひ、事務局として整理をし、進めていただきたいなと考えます。  

  

【中山教育長】 それでは、事務局、６月、私たちに再度、提案いただくことを目標によ

ろしくお願いいたします。  

  よろしいでしょうか。  

 

【百瀨教育長職務代理者】 このエリアについて当然今後、就学前の子供たちということ

をやはりひとつとらえていかなければならない部分もあるのではないかと思いますので、

そのあたり今後に向けて施設の増加、またどのように措置していったらいいかというこ

とはしっかり考えて、進めていっていただきたいと考えますのでよろしくお願いしてお

きます。  

 

【木下委員】 今、就学前の関連で出たのでお聞きしておこうと思いました。中学校区単

位で考えたらどうなるんでしょうか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  全て曙川南中学校ということになります。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  

  それと、今回このＡ地区の部分が今、特に説明があったんですけれども、ＢもＣも関

連してきますので、そのあたりも検討の中ではしっかりと連携して考えていくというこ

とでお願いします。Ｃにつきましては、文化財も出ておりますので、それも含めて担当

課とも調整いただけたらと思います。よろしくお願いします。  
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【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  刑部小学校、曙川小学校、そして曙川東小学校

それぞれの施設の状況も、当然ございますので、現在それを含めて検討を進めており、

ご提案の際にはそのあたりも含めてお話をさせていただきたいと思っております。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。それでは、よろしくお願いします。  

 続きまして、「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」ご報告させていただきます。本件は、平成 30年度使用教科書展示会を八尾市教書セ

ンターにおいて開催するものでございます。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 29年３月６日付文部科学省告示第 36号により、開始の

時期及び期間を６月16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16日金曜日から７月５日水曜日まで

とするものです。また、法定展示期間前の６月２日金曜日から６月 15日木曜日までを法

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らんいただけるよう

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。  

 

【中山教育長】 委員の皆様方、この法定期間について等々も含めまして、よろしいでし

ょうか。  

では、次の報告について、よろしくお願いします。  

 

【高橋総務人事課長】  それでは、平成30年度大阪府公立小学校の任期付校長の公募選考

の件につきまして、ご報告させていただきたいと思います。  

  本件につきましては、５月の臨時教育委員会におきまして、今岡次長からご報告させ

ていただいておりましたが、本件につきましては、このたび、議会においても、ご報告

することになりましたので、改めて本日、ご報告をさせていただくものでございます。  

  まず、本制度は、大阪府教育委員会が府内市町村立小・中義務教育学校において魅力

ある学校づくりを進めるため、組織をまとめるマネジメント力と教育に対する熱意を持

ち、柔軟な発想や企画力を生かした学校運営、学校の課題を解決できるすぐれた人材を

幅広く募集し選考を実施するものでございます。  

 本市におきましては、管理職の大量退職が続き、 20代、30代の教員が７割を超える中、

管理職の確保が非常に困難な状況にあり、昨年度から府教育委員会と協議をし、教育委

員会でも検討した結果、今日的な教育課題に対応できる深い識見と豊富な経験を有し、

現任の校長と協働しながら本市教育振興に寄与できる人物を必要としているため任用を

希望いたしました。  
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  今後、７月の一次、８月の二次選考を経て、合格者が決定する予定でございます。合

格者決定に当たっては市町村教育委員会に意向を聞いてもらえると確認しておりますの

で、八尾市教育振興に寄与できる人物かどうか、慎重に見きわめていきたいと考えてお

ります。  

  以上、平成30年度大阪府公立小学校任期付校長の公募選考についてのご報告とさせて

いただきます。  

 

【中山教育長】 前回の臨時会でも報告させていただきましたが、いい方であれば、八尾

で採用していきたいということでよろしくお願いします。  

  議会にも、その方向で進めるということでこの間、お話ししたことを報告していく形

になりますので、お知りおきいただけたらと思います。ほか、事務局、よろしいですか。  

  それでは、他に報告もないようですし、ご意見もありませんので、以上で報告事項に

ついては終了します。 

  では、最後に議案 21号及び22号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱

また任命の件」について審議を行います。  

  なお、本議案は冒頭にお謀りいたしましたとおり非公開で行いますので、傍聴の皆様

方はご退場いただきますようにどうかよろしくお願いいたします。  

 

（傍聴者退場） 

 

(以下、非公開審議) 

 

【中山教育長】 それでは、議案第 21号及び第22号につきまして、一括審議いたします。  

  提案理由を西崎次長と渞文化財課長より説明願います。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】 それでは、議案第21号「八尾市教育委員会指定

管理者選定委員会委員の委嘱または任命の件」につきまして、ご説明申し上げます。  

  本件は、教育長に対します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。  

  提案の理由ですが、平成30年度からの八尾市立龍華図書館の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

定に基づき本案を提出する次第でございます。当委員会は、年内に会議を３回予定して

おり、第１回が平成29年６月下旬ころに開催し、募集要項及び選定基準等を議題とし、

第２回目は同年９月ころに開催し、選考に向けたプレゼンテーションを実施し、応募者

の事業計画・財務状況等について採点を行い、第３回目は同年 10月ころに開催し、採点

表の確認、選定講評を予定してございます。  

  それでは、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）に基づき

まして説明、申し上げます。委員の構成といたしましては、学識経験者として大阪市立

大学の北克一氏、公認会計士として寺門知子氏、市の職員として田中淳二氏、その他、

教育委員会が認める者として龍華コミュニティセンター運営協議会の水野建樹氏、まめ
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っこりゅうげの池田多瑛氏の５名でございます。任期につきましては、平成 29年６月１

日から平成30年３月31日まででございます。  

  以上、まことに簡単な説明ではございますが、提案の理由とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 では続きまして、お願いします。  

 

【渞文化財課長】 それでは、議案第22号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会の委

嘱または任命の件」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、今年度で指定管理期間が満了いたします八尾市立しおん

じやま古墳学習館について、平成 30年度からの指定管理者の候補を選定するに当たり、

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。当選定委員会は、今年度、会議を３回予定しております。６月に開催する第

１回目の会議では、募集要項及び仕様書等について確定いたしまして、９月に予定して

おります第２回の会議ではプレゼンテーションを実施し財務状況あるいは募集要項等の

事業計画等について判断するものでございます。そして第３回目の会議では採点を行い

指定管理者候補を決定いたします。  

 それでは、お手元に配付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

ごらんください。委員構成といたしましては、文化財施設の管理や文化財の取り扱いに

精通した学識経験者として大谷大学の中道厚子氏と立命館大学の長友朋子氏、そして財

務等を確認します公認会計士としまして斉藤雄璽郎氏、そして市の職員として田中淳二

氏、その他、教育委員会が必要と認める者として社会教育委員の白木順一郎氏の５名に

お願いするものでございます。任期につきましては平成 29年６月１日から平成30年３月

31日まででございます。 

  以上、まことに簡単でございますが、提案の理由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。  

 

【中山教育長】 議案第21号も22号も表題は同じなんですが、 21号につきましては八尾市

立龍華図書館の管理運営を行う指定管理者の候補者選定、それから、 22号につきまして

は八尾市立しおんじやま古墳学習館の指定管理者の候補者選定についてということです

ので、それぞれに委員の皆様、ご意見等ありましたらよろしくお願いいたします。  

  

【木下委員】 龍華図書館の指定管理の件について、お尋ねします。龍華図書館が開かれ

るときに、八尾市立の図書館で唯一、指定管理者制ということでしたが、実際、指定管

理の形で運営されたことの結果、いいところ悪いところ幾つかお聞かせ願えればありが

たいです。  

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  指定管理者の評価といたしましては、モニタリ
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ングレポートいうことで評価をしております。また、利用者のアンケートということで

も評価をさせていただいています。 

 評価の結果ですけれども、平成27年度におきましては、基本協定書、事業計画、仕様

書に基づき適切に運営がなされておるということで、評価は良好としております。  

  また、アンケート調査では、約 90％が満足という結果をいただいています。図書館法

に基づく公共図書館としまして適切に運営されておると現段階では判断しております。  

  ただ、課題といたしましては、龍華図書館に限ったことではありませんが、図書の資

料の不足につきまして、利用者からの「もう少しふやしてほしい」というご要望を強く

いただいてございます。 

 

【木下委員】 どうなんでしょう。図書館を利用される方、龍華も利用するし八尾も利用

するし、山本も利用するということは恐らくないんでしょうね。だから比較は難しいん

でしょうか。指定管理でやられるのと、市運営でやられるのとの違いなり、評価という

のが聞きたいところなんです。  

 

【中山教育長】 はい、お願いします。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  地域図書館といたしまして、大半の方が居住地

に近い龍華図書館をご利用いただいております。比較ということでは、我々といたしま

して提案箱というのをそれぞれの館で設けてございます。そういった中で、それぞれの

利用者の方々の要望というのが集まってきてまいりまして、毎月それぞれに対して回答

していますが、それらを集約しますと先ほどの資料の件、あるいは利用環境などにつき

まして入ってございますので、それを見ておりますと要望・苦情という点では似通った

ものとなっております。あと、指定管理者におきましては、開館時間の延長、独自ノウ

ハウを活用したイベント、書籍の消毒器を置くなど、利用者からも好評を得ており、良

好な運用を展開していると評価しています。  

 

【木下委員】 私自身が図書館を指定管理にすることについての危惧があったので、幾つ

か意見を言っているんですが、１つは、図書選定なんですね。図書購入の偏りが出ない

かどうか。それと、図書館司書の方の質の問題だったんですね。それについて、もしお

聞かせ願えればありがたいです。  

 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  図書館の選書につきましては、４館合同で会議

をしております。資料費につきましては教育委員会で予算を確保していますので、指定

管理者には資料費の予算はありません。また、資料の購入につきましては、選定基準に

基づき購入しております。  

  司書につきましては、現在、 15名勤務していますが、そのうち７割が司書資格を有し

ており、館長を初めチーフ等につきましても相当の経験年数を有する者で他館での勤務

経験もあります。また様々な司書相談等も適切に実施しておると考えてございます。  

【中山教育長】 よろしいですか。加えて、市の３館とそれから指定管理者のこの龍華と



－18－ 

の４館のそれぞれの連携等々もつけ加えて説明お願いします。 

【西崎教育総務部次長兼八尾図書館長】  毎月１回、４館長が集まりまして会議を開いて

おります。また、４館の実務担当の司書が集まりまして運用のバランスを図るという観

点から、意見交換、あるいは課題解決についてお話し合いをしております。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。  

  しおんじやま古墳に関しましては、何か質疑等、ございませんでしょうか。補足があ

れば、お願いします。  

 

【渞文化財課長】  平成17年から指定管理者制度を導入しまして、ほぼ 10年が経過してお

ります。その間、指定管理者は、他の施設にも運営面で影響を与えていただいたと考え

ております。体験学習等を全面的に打ち出し、あるいは広報におきましてもさまざまな

手段を取っていただいたということで、入館者数も伸びております。そういう意味で施

設の性格をきちんととらえて、運営に当たってきていただいていると考えております。

次回もこれまでの施設内容を踏まえた上で、また新たな提案を期待しており、しっかり

と選定を行っていきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。どちらも公正公平に指定管理者の候補者選定、

この委員の皆様でお願いしていくということで、この議案につきまして、ほかに質疑な

いでしょうか。  

なければ、採決に入らせていただきます。議案第 21号及び第22号につきまして、原案

どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 21号及び議案第22号「八尾

市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱または任命の件」については、原案どお

り可決いたしました。  

これを持ちまして、本日の議事はすべて終了しました。  

この際、委員の皆様から何か事務局に対しましてありませんでしょうか。  

事務局からは何かありますか。よろしいですか。  

それでは、以上をもちまして５月定例教育委員会を終了いたします。  

 


