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９月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、９月定例教育委員会を開催いたします。  

 本日、百瀨委員からは欠席届が出ております。本日の会議録署名委員に木下委員を指名

いたしますので、よろしくお願いいたします。  

 また、本日は、こども未来部に委任している事務に関する議事が予定されておりますの

で、青少年課長にもご出席いただいております。よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 では、８月臨時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でしょうか。よろしいでしょうか。  

 

【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、８月臨時会会議録について承認と

決します。  

 

【中山教育長】 次に、８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、８月定例会会議録についても承認

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。  
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（教育長報告）  
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【中山教育長】 この後、他の委員の皆様方からこの間の活動状況についても報告いただ

きますけれども、８月 29日の八尾市教育フォーラム 2017には、木下委員と村本委員もご参

加いただきましたので、後ほど感想等聞かせていただきたいと思っております。  

 また、９月９日の第 40回八尾河内音頭まつり、盛大に行われたんですけれども、木下委

員、御喜田委員もご参加いただいたようですので、これについても後ほどご報告いただけ

たらと思っております。学校も２学期がスタートしまして、今体育大会、運動会の練習を

子どもたちも頑張っているんですけれども、８月中も八尾の子どもたち、いろいろなとこ

ろで活躍してくれていました。私たちもそれを見ることができたので、ありがたく思って

おります。  

それでは、教育委員の皆様方、先ほど私が申し上げたことも含めまして、ご報告いただ

けたらと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 

【村本委員】  ８月29日の火曜日午後からプリズムホール地下小ホールで、八尾市教育フ

ォーラム2017が開催され、木下委員と参加してまいりました。軽快でリズミカルな河内音

頭のオープニングで、委員に就任して初めてのフォーラムということと、市長、副市長も

出席しておられまして、少し緊張ぎみでございましたが、一気に肩の力が抜け、リラック

スすることができました。  

 教育長の開会挨拶に続いて、桂中学校の実践報告として、夢・誇り・きずなを学校区で
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上げ、この言葉一つ一つを大切にした取り組みを実践されたすばらしい報告がありました。  

 次に、平成 28年度英語暗唱大会で、審査員特別賞を受賞された中学生による英語暗唱が

ありました。ＮＥＴの先生がスピーチパートナーを務められましたが、すばらしい発音と

すてきな笑顔が印象的でした。  

 次に、平成 28年度八尾市なわとび名人検定で、名人と３段に認定されたお子様お二人が

壇上でなわとびを披露されました。緊張してふだんの調子ではなかったようですが、日ご

ろの実力を想像させる見事な演技でした。  

 次に、ことしのテーマである「確かな学力の育成に向けて～『ねばり強い子どもの育

成』について考える～」の、粘り強いをテーマに選ばれた３校の生徒会代表と、会場の

方々を交え、パネルディスカッションを行いました。生徒の実体験をもとに意見交流を行

い、考えを深めていきました。  

 また、昨年度の全国学力・学習状況調査の結果報告、結果分析の報告などもあり、八尾

市の子どもたちのためのご協力をお願いし、閉会となりました。  

 以上、八尾市教育フォーラム 2017の報告とさせていただきます。  

 

【中山教育長】 詳しくお知らせていただいて、ありがとうございます。  

よろしいですか。木下委員、お願いします。  

 

【木下委員】  私も開会から最後まで出席させていただきました。今、村本委員からご丁

寧な報告がありましたので、少し感想だけを言わせていただきます。  

 今年のフォーラムは、チャレンジする八尾っ子ということをメインとして、子どもの姿

がよく見えたのがいい会だったなと思います。オープニングの河内音頭に始まり、スピー

チ、縄跳び、それからパネルディスカッションと、子どもたちが非常によく自分たちの意

見を言い、自分たちの日ごろの活動を見せてくれたのがよかったなと思います。  

 それと、桂中学校区のそれぞれ特徴ある取り組みが見られて良かったです。一方で連携

という視点を期待していたのですが、その点は少し残念でした。しかし、全体的にとても

良い報告会だったと思います。  

 

【中山教育長】 御喜田委員、いかがですか。  

 

【御喜田委員】 私は９月９日土曜日に行われました第 40回八尾河内音頭まつりの中の企

画の一つである、盆踊りでギネスに挑戦に参加してきました。園の職員と、あと私のお友

達など総勢大体約70名で参加してきました。最初、人数が少ないと聞いていたので、ギネ

スに挑戦するだけでも意義があるということで参加したんですけど、まさかまさかのギネ

ス認定で、うれしく思っています。  

 その中で、司会の方が夢を現実にしよう、みんなで頑張ろうというメッセージを言って

おられて、それが私にとってもすごく心に響いて、大人がこうやって頑張っていることで、

ギネスに認定されたことで、子どもたちにも夢を与えられたのではないかなと思いました。 

 また、八尾市がとても有名になったのがうれしくて、ああ、よかったなと思います。い

い経験ができました。ありがとうございました。  
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【中山教育長】 お疲れさまでした。  

 

【御喜田委員】ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 ギネス達成ということで、そのうちの 70名、御喜田委員達ということで

ありがとうございます。 

 木下委員、お願いします。  

 

【木下委員】  私は、ギネスに挑戦、スタンドから見学させていただきました。残念なが

ら御喜田委員のお顔は見られなかったんですけれども、本当に人数が足りないんじゃない

かと言われて、心配されていたのが皆様の協力で達成されてよかったなと、見ていて思い

ました。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。八尾の市民の方々、子どもたちみんな本当に活

力があるというのを改めて知る機会になりましたので、我々もまた頑張っていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。  

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 議案審議に入らせていただきます。  

 議案第35号「八尾市立大畑山青少年野外活動センター条例施行規則の一部改正の件」に

ついて審議いたします。 

 提案理由を南生涯学習スポーツ課長より説明願います。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  それでは、議案第35号「八尾市立大畑山青少年野外活動セ

ンター条例施行規則の一部改正の件」につきまして、提案理由をご説明いたします。  

 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３号の規定に基

づき、次のとお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、八尾市立大畑山青少年野外活動センターの八尾市立生涯学

習施設予約・案内システムの取り扱い変更に伴い、規則の規定を整備する必要があるので、

本案を提出する次第でございます。  

 改正の内容でございますが、現在、キャンプ場を除きます八尾市立大畑山青少年野外活

動センターの施設の予約につきまして、八尾市立生涯学習施設予約・案内システムを利用

しておりますが、予約・案内システムの利用を当該施設の予約状況の閲覧のみに取り扱い

を改めることから、予約・案内システムを利用する場合に関連する規定を一部改正するも

のです。  

 それでは、恐れ入りますが、八尾市立大畑山青少年野外活動センター条例施行規則の一

部改正新旧対照表をごらん願います。第２条第１項の使用許可申請書の提出、第３条第１

項の使用許可書の交付等、同条第２項の利用料金の納付及び第４条の使用の取り消し及び
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変更をする場合に規定される、予約・案内システムに関するただし書きを削除するものと

いたします。  

 なお、施行につきましては、平成 29年10月１日を施行日といたすものでございます。  

 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。  

 

【中山教育長】 ただいま提案理由の説明がありましたけれども、委員の皆様方からご質

疑よろしくお願いいたします。  

 それでは、私からもう一度お聞きしたいんですが、現在の大畑山の活用の状況をお知ら

せいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。  

 

【伊東青少年課長】 大畑山青少年野外活動センターにおいては、指定管理者制度を導入

していまして、施設運営につきましてはＮＰＯ法人ナックが行っていただいております。  

 予約・案内システムにつきましては、もともとキャンプ場は除外しておりまして、研修

室、和室、洋室及び体育館を対象としておりました。  

 過去の利用者につきましては、予約システムとして１団体ということで、確認を既に行

っております。その１団体につきましても、予約システムのみで予約しているというわけ

ではなく、電話での予約、窓口での予約、併用して行われておられるというのが現状でご

ざいます。ですので、今回の改正につきまして、閲覧はそのまま続けますので、この閲覧

機能があれば１団体につきましても特に今回の改正によって問題が生じるということはな

いと考えております。よろしくお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 改正があっても支障がないということですね。  

 委員の皆様、いかがでしょうか。  

  

【木下委員】  改正されて支障がないということですが、最後に街頭端末機を削除してと

いうのが出てきているんですが、これについてはどういう現状なのか教えていただけたら

ありがたいです。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】 それでは、街頭端末機は私から説明させていただきます。

後ほど議案で上げさせていただく件も含めてですけれども、現行の予約・案内システムに

つきましては、老朽化に伴いまして更新をかける予定をしております。耐用年数５年以上

過ぎまして、システムがシャットダウンすることが非常に多くありまして、今回のシステ

ムの更新に伴いまして街頭端末機については、新しいシステムの中では除外するというこ

とで考えておりますので、それに伴って、大畑山のこの規則の中で街頭端末機を外すとい

う表現にさせてもらっております。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか、木下委員。  

 

【木下委員】  確認なんですけれども、とすれば八尾市全体のシステムの展開に伴うもの
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であって、特殊ここだけではないんだということで捉えていいんですね。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  はい。 

 

【木下委員】  ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 キャンプ場に関しては、もうずっと電話での予約が一番最適なんですか

ね。そこだけもう一度お願いします。  

 

【伊東青少年課長】 キャンプ場の予約につきまして、システムを利用していなかった事

情を簡単に説明させていただきます。キャンプ場につきましては、まとめて予約されるケ

ース、まとめてキャンセルされるケースなどがありますと、利用予定人数というのがかな

り大幅に変更されます。実情としましては、大畑山のキャンプサイトは５サイトあります

けども、指定管理が変わってからのこの数年間、利用者を上げていっている、その背景に

は、例えば１サイトをもともと電話で予約された方の人数が変更した場合は、増減に応じ

別のサイトに移っていただくという調整を行いまして、できるだけ５サイトが全て埋まる

ような形での調整を図っていただいております。そういう細かい電話でのやりとり、ある

いは団体さんとの話の中での予約という形でとらせていただいておりますので、正直シス

テムには非常になじみにくいというような事情がございます。キャンプサイトについては

従来からそのような形でシステムからは除外しています。ほかの、現在研修室とか使わせ

ていただいている分につきましては、ある程度閲覧ができれば電話で予約して、その後利

用団体、登録団体となっていただきましたら、大概の場合はその月の予約を窓口でされて

帰っていくというような状況が続いておりますので、その中で利用者数を上げていってい

るというような状況がございますので、閲覧できれば支障がないと考えております。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、よろしいですか。  

それでは、ご質疑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 35号「八尾市立大畑山青少

年野外活動センター条例施行規則の一部改正の件」について、原案どおり可決いたしまし

た。 

 伊東課長、ありがとうございました。そのままご退席ください。  

 引き続きまして、議案第36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。  

 では、南課長、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 36号「八尾市
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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、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３号の規定に基づき、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、八尾市立生涯学習施設予約・案内システムの機器更新及び

八尾市大畑山青少年野外活動センター条例施行規則の一部改正に伴い、規則の規定を整備

する必要があるため、本案を提出する次第でございます。  

 改正の内容といたしましては、現在使用しております八尾市生涯学習施設予約・案内シ

ステムの機器の更新に伴い、利用媒体の一つであります街頭端末機を使用しないため、ま

た、八尾市大畑山青少年野外活動センターの予約・案内システムの取り扱い変更に伴い、

関連する規定を一部改正するものであります。  

 それでは、恐れ入りますが、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らん願います。第２条第４号、第10条、別表中の「八尾市立大

畑山青少年野外活動センター」に関する規定、及び第15条第２項中の「街頭端末機」を削

除し、また、第３条第１項中の「下記の媒体」を「インターネット接続媒体機」に改め、

各号を削除するものであります。  

 なお、規則の施行につきましては、平成29年10月１日からとするものでございます。  

 以上、甚だ簡単なご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、よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 先ほどの35号のときにも若干説明いただいたんですが、それとも関わる

提案でございます。委員の皆様、何かご質疑ございませんでしょうか。  

  

【村本委員】  今まで何回か施設を利用させていただいたことがあるんですけれども、こ

ういう施設は利用が集中することがあるかなと思うんですが、電話で申し込んだときに、

既にもういっぱいですと言われて、こんなに早く申し込んだのにもういっぱいなのかとい

う経験をしたことがあります。ぜひそういう点にぜひ配慮をしていただけたらと思います。 

 

【中山教育長】 公平性の担保ということで、端末機を置かなくてどうなのかという話を

お願いします。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  まず、今の予約のとり方の大きな形といたしましては、施

設の予約についてはその施設に応じて何カ月か前の規定の日の段階で、予約・案内システ

ムで予約を入れてもらい、その後に確定をするということになっております。ただ、恐ら

く村本委員おっしゃっているのは、予約をした段階で、幾つかの日に予約が入っていると

いうことがあると思われますが、これにつきましては、市関係のさまざまな行事、もしく

は市に関連するさまざまな団体様が例年的に行われてる行事につきましては、優先予約と

いう形をとらせてもらっております。そういったことがある中で、村本委員が予約した日

がたまたまそういうことがあったのかなと思われます。  
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【村本委員】  わかりました、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 端末機自体が置いていないということでの混乱等々に関しては、どうい

う対応をされるのか、お願いします。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  端末機につきましては、今回規則の改正承認いただきまし

たら、今現在置いている端末機のところには使用はできなくなるということの周知の掲示

を張らせていただきます。今現在、端末機市内４カ所置いておりますので、その施設に張

るということと、それと一部の施設についてはそこの事務の方におきましても、端末機が

なくなるということを、利用されそうな方がおられたら告知をしていただくようにしてお

ります。  

 また、10月１日以降につきましては、この機械が使えなくなったという周知と、それと

10月１日以降の新たな利用のやり方につきましても、周知は図っていこうとは思っていま

すし、また、それぞれの施設におきましても、街頭端末機が廃止される旨については十分

告知をさせていただこうと思っております。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。なくなると聞いたら、不便になるに直結してしま

うので、そこを誤解のないように丁寧な説明をしていかなければならないと思いますので、

よろしくお願いします。 

 よろしいですか。それでは、ご質疑ないようですので採決に移らせていただきます。  

 議案第36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36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、原案どおり可決いたし

ました。  

 

｛報告事項｝ 

 

【中山教育長】 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきますが、事務局、何

かございませんか。  

 ないようですので、９月定例教育委員会を終了いたします。  

 

 

 

 

 

 

 


