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５月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それではただいまから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いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 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

の皆様方、この会議録につきまして何か質疑等ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

【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 20 日(金) 

 

４月 24 日(火) 

 

４月 26 日(木) 

４月 27 日(金) 

５月２日(水) 

５月８日(火) 

定例教育委員会 

平成 30 年八尾河内音頭まつり振興会予算総会 

平成 30 年度八尾地区保護司会通常総会 

八尾市スポーツ推進委員委嘱状交付式 

平成 30 年度近畿都市教育長協議会第１回役員会及び定期総会 

平成 30 年度近畿都市教育長協議会定期総会 

部長会 

大阪府都市教育委員会連絡協議会平成 29 年度第３回役員会 

開 催 年 月 日  平成３０年５月２２日（火） 

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 

木 下 教育長職務代理者  

御喜田 委員 

村 本 委員 

水 野 委員 

出 席 職 員 

 

吉川副教育長・尾谷教育総務部長・田中生涯学習担当部長・今岡学

校教育部長・高橋教育総務部次長兼総務人事課長・万代教育総務部

次長・山本学校教育部次長・式教育政策課長・南生涯学習スポーツ

課長・谷八尾図書館長・渞文化財課長・大木学務給食課長・仁科指

導課長・塚本教育センター所長・森人権教育課長・西村教育政策課

長補佐 
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５月 10 日(木) 

５月 13 日(日) 

５月 15 日(火) 

５月 16 日(水) 

５月 17 日(木) 

５月 18 日(金) 

５月 19 日(土) 

臨時教育委員会議 

第 25 回大正コミセンまつり 

定例教育委員協議会 

手をつなぐ子らの会「春のつどい」東・北ブロック 

八尾市議会５月臨時会 

第 70 回全国都市教育長協議会研修大会 

第 70 回全国都市教育長協議会防災教育特別研修 

 

【中山教育長】 ５月 16 日の手つなぐ子らの会「春のつどい」に、水野委員とともに出

席いたしました。 

 また、４人の委員の皆様方から、この間の活動状況についてご報告等ありましたらよろ

しくお願いいたします。 

 水野委員、春のつどい、いかがでしたか。 

 

【水野委員】 すごく暑い日だったんですけれども、保護者の方、それから学校の先生方、

来られていて、子どもたちと交流している姿を見学させていただきました。 

 

【中山教育長】 暑い中、ありがとうございました。子どもたち、本当に元気に活動して

いましたので、ご報告します。 

 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】  議案審議に入ります前に、本日審議いたします議案のうち、議案第 24

号及び第 26 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、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、この案件に係る会議は非公開といたします。委員の

皆様方、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、議案第 24 号及び第 26 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、この案件につきましては、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 22 号「桂中学校区における小中一貫教育等の取り組みに関する件」につ

いて審議いたします。 

 提案理由を式教育政策課長より説明願います。 
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【式教育政策課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 22 号「桂中学校区に

おける小中一貫教育等の取り組みに関する件」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 15 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。 

 提案の理由といたしましては、桂中学校区において、学習指導要領によらない教育課程

の編成や一貫した教育活動の推進等、魅力ある、特色ある学校づくりを進めるとともに、

桂中学校の敷地内に桂小学校の新校舎を建設するにつき、本案を提出するものでございま

す。 

 それでは、資料の桂中学校区における小中一貫教育等の取り組みについてをごらんくだ

さい。 

 桂中学校区は、市内で最も小規模化が進み、その課題解消が急がれるとともに、桂小学

校は平成 28 年度よりプレハブ校舎での学校生活が続いております。桂小学校の適正規模

化や教育環境の向上につきましては、平成 25 年より地域、保護者の方々からご要望、ご

意見を賜り、平成 26 年度からは、地域、保護者、学校現場、教育委員会で構成される桂

小学校の小規模化に係る検討会議を設置し、延べ 10 回の会議を開催し、平成 29 年 12 月

に桂小学校の小規模化に係る検討についての最終報告書を取りまとめたところでございま

す。 

 桂中学校区における今後の具体的な取り組みについて、現場の校長先生方や地域の方々

とも協議を重ね、資料のとおり、特色ある学校づくりと桂中学校敷地内に桂小学校の校舎

を建設していくことについてまとめましたので、ご報告させていただくものです。 

 １ページ、２ページは、「はじめに」ということで、これまでの経過等を記載しており

ます。 

 次に、３ページでございますが、桂中学校区３校の生徒数、学級数について記載してお

ります。 

 続いて、４ページは、八尾市における小中一貫教育の基本方針について記載しておりま

す。 

 次に、６ページをごらんください。 

 桂中学校区における取り組みの方向性について記載しておりまして、（１）施設分離型

の小中一貫教育の展開では、八尾市教育センターの研究拠点校として、施設分離型の小中

一貫教育の研究を実施していきます。また、中学校区３校による共同研究の推進並びに合

同学習、合同行事の実施による多様な教育活動や、一貫した生活・生徒指導等を実施して

まいります。 

 （２）教育課程特例校制度を活用した特色ある学校づくりについてでございますが、教

育課程特例校制度とは、地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該学

校または当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して、教育を実施することを認

める制度でございます。 

 桂中学校、桂小学校、北山本小学校の施設分離型の小中一貫教育を進める桂中学校区３

校において、平成 31 年度の実施を目指して、検討を進めているところです。具体的には

豊かな学び、確かな学力の定着を目指した、小中学校９年間での教科教育プログラムの開

発と実践や、人権教育を基盤に据えたキャリア教育を展開してまいります。 
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 また、（３）地域や保護者、専門機関との連携や、外部人材の活用による多様で開かれ

た学校づくりについてでございますが、大学の講師・研究者や実社会で働く人たちによる

魅力あふれる学習体験や、学生、地域、保護者等の学校サポーターを活用した多様な教育

活動、八尾市教育センターと連携した、児童生徒にかかわる諸課題の解決に向けた取り組

みを推進してまいります。 

 次に、特認校制度の実施に向けた検討についてでございますが、特認校制度とは、桂中

学校、桂小学校、北山本小学校での教育を受けることを希望する児童生徒には、現状の通

学区域は維持したまま、市内他校区からの就学を認める制度でございます。先にご説明さ

せていただきました教育課程特例校制度を活用した特色ある学校づくりを生かして、桂中

学校、桂小学校、北山本小学校での教育を受けることを希望する児童生徒には、現状の通

学区域は維持したまま、市内他校区からの就学を認める特認校制度の実施に向けた検討を

進めてまいりたいと考えております。 

 今、ご説明させていただきました内容をイメージ図でまとめたものが、６ページ下段の

イメージ図となります。 

 次に、桂中学校区の研究内容や具体的取り組み事項について、７ページ以降に記載させ

ていただいております。 

 （１）施設分離型の小中一貫教育の展開では、①として、中学校区共通の目指す子ども

像を設定し、子どもたちの生きる力を育成していくこと。②として、義務教育９年間を一

体的に捉え、指導の一貫性、学びの系統性、連続性を重視した指導を行うことで、確かな

学力の育成を図ることを記載しております。 

 次に、８ページをごらんください。 

 （２）教育課程特例校制度を活用した特色ある学校づくりですが、桂中学校、桂小学校、

北山本小学校の３校において、 21 世紀の市民性教育、市民的資質と力量を育てる教育と

しての人権教育・キャリア教育としての人権教育を、持続可能な発展、開発のための教育

を進めるため、人権みらい探究科を特別な教育課程として位置づけ、未来を見詰め、未来

を切り開いていく意欲・態度・資質・能力の育成を図るとともに、特色ある学校づくりを

推進してまいります。 

 人権みらい探究科の内容につきましては、９ページにイメージ図としてお示しさせてい

ただいております。 

 次に、10 ページをごらんください。 

 （３）地域や保護者、専門機関との連携や外部人材の活用による、多様で開かれた学校

づくりとしては、キャリア教育を推進し、自分の生き方を見詰め、目標を持って夢にチャ

レンジしていく態度を育成するため、クラブ活動の支援、学生サポーターの参画による子

ども支援などにより、地域、大学、企業と連携した教育活動を展開してまいります。 

 また、教育センターと連携し、より専門的な教育アプローチを行うとともに、複合的に

絡む困難な状況を解決するため、諸機関が連携した総合的な支援を行い、チーム桂中学校

区による児童生徒への支援、並びに全ての子どもの成長を促す教育活動を展開してまいり

ます。 

 次に、11 ページをごらんください。 

 桂中学校区の小規模化等に係る方策についてでございますが、小規模化による教育上の
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課題につきましては、小小連携・小中連携の取り組みを推進し、小中一貫教育を推進する

ことで課題解消を図っていくこと。学校は、地域コミュニティーの中核的な施設であり、

小規模校であっても存続させることが必要であると考えられることから、少人数を生かし

た指導の充実、特色あるカリキュラムの編成を行うとともに、社会性の涵養、多様な考え

に触れる機会を確保し、切磋琢磨する態度や向上心を高める方策を図ることとすること。

校区の見直しは、中長期的に検討すべき事項とすること。より特色ある学校づくりを行っ

た上で、桂中学校区での教育を受けることを希望する保護者には、一定の条件を満たせば、

他校区からの就学を認める特認校制度の実施に向けた検討を行うこと。そして引き続き、

まちづくりによる地域の活性化の取り組みについては、市長部局と連携する中で、少子化

等の地域課題への対応を進めていくこととしております。 

 また、参考としておつけしております桂小学校新校舎建設構想をごらんください。 

 桂中学校区における小規模化等に係る取り組みを進めていく中で、桂小学校については、

平成 28 年度から仮設校舎での学校運営となっており、平成 32 年度末までの仮設校舎のリ

ース期間となってございます。 

 今後、桂小学校におきましても、これまで以上に桂中学校との連携を進め、義務教育９

年間を見通した一貫した教育活動が行えるよう、平成 29 年度に教育委員会事務局内部に

おいて、新校舎を桂中学校の敷地内に建設することを検討しておりますが、後日校舎の配

置等もおつけした上で取りまとめてまいりたいと考えております。 

 スケジュールにつきましては、次のページをごらんいただきたいのですが、今年度に設

計に入り、平成 31 年度より工事着手、平成 33 年度に校舎使用開始を目指すといったスケ

ジュール案となってございます。 

 なお、校舎配置案につきましては、教育委員会と学校長との協議や庁内における内部の

調整を行っているところでございまして、引き続き、学校長や庁内調整を進めてございま

す。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、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。 

 

【中山教育長】 今の説明を受けまして、委員の皆様にこれから質疑していただくんです

けれども、式課長から説明がありましたように、まずこの取り組みについて 11 ページま

で取りまとめられたもの、それからきょう参考として最後の１枚は配られているというこ

とで、まず 11 ページまでの部分で、漠然とあちこち行ったり来たりする状況にならない

ように、幾つか区切らせていただいて、お聞きしてもよろしいですか。 

 桂中学校区の取り組みについて、まず質疑いただけたらと思うのと、それから教育課程

特例校制度とか、特認校制度についても別立てで聞いていただこうかなと思っているんで

すが、よろしいですか。 

 それでは、桂中学校区のこの取り組みについて、まずお聞きしていきたいと思いますが、

どなたからでも結構ですのでお願いします。 

 

【御喜田委員】  今説明を受けての質問なんですが、 10 ページのところにある、地域、

大学、企業と連携をした教育活動の展開のところで、さまざまな魅力的な取り組み、学生
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サポーターの参画による子ども支援や大学関連施設における体験学習の実施などが書かれ

ているんですが、これはどのように実現していくのでしょうか。教えていただけますか。 

 

【仁科指導課長】 お答えさせていただきます。本市の小中学校におきましては、既に大

阪教育大学を初めとしまして、大阪経済法科大学、さまざまな大学と連携した取り組みを

行ってきております。具体的に申し上げますと、放課後の学習支援、ゲストティーチャー

として教室に来ていただいてお話をいただく、またキャリア教育というような視点もござ

いまして、大学のキャンパスに行かせていただいて、研究室等を見学させていただいたり

といったことを行ってきております。 

 あわせて、地域、地域にある工場であったり、地元企業さんに子どもたちが見学に行か

せていただいたり、体験学習等さまざまなキャリア教育活動のご支援をいただいていると

ころでございます。 

 今後、八尾市として近畿大学との連携についても現在検討させていただいておりまして、

教育委員会といたしましてはこれまでの取り組みとあわせて、引き続きこの大学や地元企

業との連携による教育活動の幅を広げていきたいと、そういう思いでこの取り組みに書か

せていただいているところでございます。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。ほかに委員の皆様、何からでも結構です。 

 

【水野委員】  それと関連するんですけども、10 ページの②に、チーム桂中学校区によ

る児童生徒への支援並びに全ての子どもの成長を促す教育活動の展開というところがある

んですけども、私も桂小学校、中学校にはいろいろかかわらせてもらっていて、非常にユ

ニークな教育をされていると、個人的には感じております。ここに専門的な教育アプロー

チとあるんですけど、どういったことを計画され、どのようなアプローチをされるのかと

いうことについて、詳しく教えてください。 

 

【塚本教育センター所長】 桂中学校区の取り組みについてでございますが、桂中学校区

は施設分離型ということで、小中一貫教育を進める上での拠点校という位置づけとしてお

ります。専門的なアプローチとしましては、教育センターの指導助言であったり、また大

学連携等も実施しております。また、子どもの発達段階に応じた対応も必要ということで、

教育センターの臨床心理士もかかわりも含めまして、桂中学校区では取り組みを進めてい

ただいております。 

 今後、ＳＳＷの活用も通じまして、さまざまな教育課題に対して教育センターとともに

研究を深めていただきまして、これをまた他の中学校区にも発信していきたいと考えてい

るところでございます。 

 

【水野委員】 ＳＳＷ、福祉の面での家庭支援ということも本当に非常に昨今重要になっ

ていますので、ぜひそういうところも含めて、八尾市全体に発信していただけたら、多分

すごく貢献していくんじゃないかと思います。 
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【中山教育長】 委員の皆様、ほかにいかがですか。 

 

【村本委員】 いろいろ前向きな取り組みを検討していただいておるようでございますけ

ども、地元の地域や保護者への説明はどのような状況にあるのでしょうか。 

 また、地域や保護者の反応や受けとめ方はどのようなものか教えていただければと思い

ます。 

 

【式教育政策課長】 ただいま地域や保護者にどのような説明や取り組みをということに

なっているのか、反応とか受けとめ方といった内容かなと思います。地域や保護者に対し

まして、これまでの説明会の開催ということでいきますと、平成 25 年度から現在に至る

まで、その都度地域や保護者と協議を積み重ねてきて、こういった形でまとめさせていた

だいているところでございます。 

 先日も北山本小学校や桂小学校、それぞれのＰＴＡ総会の場をおかりいたしまして、桂

中学校区のこの取り組みについてご説明をさせていただいたところでございます。これま

での取り組みの状況であったりとか、今後の校舎建設に関してのご意見、内容とか方針に

ついてといったところで、保護者の方々や地域の方にも、また適切にまた情報を発信、提

供してほしいといったようなご意見をいただいているところでございます。 

 また、それとあわせまして保護者も教育委員会等とともに一緒に考えていきたいといっ

たようなご発言もいただいているところでございまして、我々といたしましては今後とも

丁寧な情報提供に努めさせていただきまして、取り組みを進めていきたいと考えていると

ころでございます。 

 

【中山教育長】 村本委員、よろしいですか。 

 

【村本委員】 大体わかりましたので、結構です。 

 

【中山教育長】 大枠でまず聞いていただいたということで、いいですかね。このあたり

が皆様にとって議決いただきたいところなんですけれども、教育課程特例校制度について、

いろいろと今までも話し合いもしてきたところですが、ここに絞ってお聞きできたらと思

うんですが。 

  

【水野委員】 先ほどいろいろユニークな取り組みについてお話もいただいて、私も個人

的に桂小学校、中学校、より充実した方向に行くのではないかと思っているんですけれど

も、この教育課程特例校制度というのは、実施していくということで人権みらい探究科と

いうことですごく魅力的な教育内容だと思うんですけど、具体的に手続はどういうふうに

されていくんでしょうか。説明をお願いいたします。 

 

【式教育政策課長】 教育課程特例校の手続についてでございますけども、特例校制度の

実施に当たりましては、文部科学省に対してこの特例校を実施していく上での申請を行っ

ていく必要がございます。ですので、平成 31 年当初から教育課程特例校の指定を受ける



－8－ 

ということを目指しまして、こういった文科省の申請につきましても手続を進めさせてい

ただきたいと考えてございます。 

 

【水野委員】 基本的に国も非常にこれについては奨励というか、方向的には小中一貫校

も含めてこっちに舵を切っていくという方向だと僕は理解しているんですけど、コメント

です。 

 

【中山教育長】 特例校について、ここが大きな部分かと思うんですけれども。 

 

【木下教育長職務代理者】 今、水野委員から教育課程の特例校制度を活用した手続につ

いてのお話があったんですが、改めまして桂中学校区において、なぜ特例校導入というか、

ここへの申請を目指していこうとされているのか、もう一度ご説明いただけるとありがた

いんです。 

 

【仁科指導課長】 お答えいたします。桂中学校区、桂中学校、桂小学校、北山本小学校

におきましては、これまでも人権教育を基盤として小学校同士の小小連携、また小中連携

の中で特色ある学校づくりを基盤に進めてきていただいているところでございます。 

 教育課程特例校制度を導入ということでございますけれども、今般、桂中学校区におけ

る地域の実態、またその地域の特色、そういったことを生かしてより効果的な教育を実施

していきたい、その中で特色ある学校づくりをしていきたいというところで、国への申請、

または承認を目指しております。 

 人権みらい探究科につきましても、これまでの桂中学校区の教育活動を基盤として、現

状の教科活動等を参酌しながら現在３校の校長先生を中心に、教育委員会とともに検討を

進めております。 

 

【木下教育長職務代理者】 今のご説明で、特例校にした場合、人権みらい探究科にする

んだというお話が出ているんですが、この人権みらい探究科というのは、今までの桂校区

での人権教育を生かした取り組みかなとは理解するんですが、授業数、運用方法ですね、

あるいは評価等々含めて、どういうふうにされるおつもりなのかについてお聞きします。 

 

【仁科指導課長】 現在、先行事例等も参考として検討を進めているところでございます

けども、教科の中に生活科、また領域の中で総合的な学習の時間や特別の活動という時間

がございます。そういった時間の学習内容を基盤として、系統性のある学習ということに

していくというところで、今回教科ということで考えているところでございます。 

 授業時数につきましても、現在各学習指導要領等におきまして、各教科で規定されてい

る授業時数がございますので、そこを踏まえた中で検討を進めております。 

 評価については、各教科、領域に対しての評価方法ということがございます。それにの

っとり、まずは基本としてやっていくということをしながら、今回人権みらい探究科とい

うことで系統性のあるカリキュラムを構成していく、その中での資質であったり能力、態

度といったところの評価項目もそこに合わせる形で評価ができないかというところで、現
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在検討を進めているところでございます。 

 

【中山教育長】 学習指導要領と新しくつくる教科との関係性など、委員の皆様に説明で

きるところがあったらお願いします。 

 

【仁科指導課長】 学習指導要領等で示される生活科、総合的な学習の時間、特別活動に

ついてお話しさせていただきます。総合的な学習の時間においては、学習指導要領の改訂

のポイントとして示されておりますのは、探究学習ということで言われております。教科

学習につきましては、習得と活用ということでございますけども、総合的な学習の時間で

は探究をしていくということで、今回人権みらい探究科の命名についても、そうした目標

を意識したものではないかなと考えております。 

 特別の活動についてご紹介をさせていただきましたけども、この特別の活動も学習指導

要領の中では、いわゆるキャリア教育の要として示されておりまして、今回小中一貫教育

基本方針も含めてですけれども、桂中学校区でキャリア教育を中心とした取り組みをして

いくというところも、その辺の学習活動、学習指導要領等を意識した中で、現在検討を進

めさせていただいております。 

 

【木下教育長職務代理者】 学習指導要領、総合学習の時間等を活用しながら、そして新

しく文科省が言っているキャリア教育等々ですね、探究学習等含めて、多様なものを盛り

込もうとされていることは非常によくわかります。だけど、 31 年度からこれに移行する

とすれば、中身の検討をかなり詰めないといけないと思い、ますので、ぜひそこへご尽力

を願いたいと思います。 

 

【中山教育長】 中身、かなり検討していかなければならないということで、説明にもあ

ったんですが、小中３校の校長先生、今検討をかなり進めておられるとは聞いているんで

すけど、そのあたり説明いただけますか。 

 

【仁科指導課長】 今現在、３校の校長先生で検討を進めていただいております。この教

育課程特例校におきましては、学習指導要領において定められている履修内容、こういっ

たことが既に前提としてあり、そこに合わせて特別の教育課程がどのように適切に取り扱

われているのかということが文部科学省が指定をしていく要件であるということで、承っ

ております。そういったことを踏まえて、現行の学習指導要領、また桂小学校、北山本小

学校、桂中学校のこれまでの教育活動をしっかりと見合わせながら、授業時数、評価も含

めてですけれども、検討いただいて、相当、現在進んできている状況にございます。 

 

【中山教育長】 校長先生方、教育課程編成するに当たってかなり話し合いを進めていた

だいていると教育委員の皆様、理解いただいていいわけですね。校長先生方主体ですけれ

ども、また提示できるときがあったらよろしくお願いします。木下委員の言っていただい

たこと、また事務局も進めていってほしいと思います。お願いします。 

 この教育課程特例校制度、八尾では初めて取り組むわけですが、ほかの委員の皆様、今
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幾つかご質問いただいたんですが、一旦置かせていただいて、特認校制度についても、こ

の冊子には入っていますので、質疑がありましたらお願いしたいんですが。 

 

【木下教育長職務代理者】 教育課程特例校制度に踏み切ろうという話が出ているときに、

特認校も検討しますということなんですが、まずは、なぜここで特認校の検討を始めるの

かということを、極めて基本的なことなんですが、教えていただけますか。 

 それともう一つ、特認校にするとすれば、ここは全市から来るという、通例ならそうい

う形になるのかと思うんですが、そのためにどうしようとされているのか。その２点です。 

 

【式教育政策課長】 ２点ご質問いただきまして、まずなぜ特認校というところで考える

のかというところでございます。特認校というのが、他の校区からも通学が可能となるよ

うにというような形でご説明をさせていただいておりますが、この桂中学校区というとこ

ろが、やはり市内でも一番小規模化が進んでいるというところですね、この特認校という

中でも小規模化対策といった側面もございます。そういった中で、この特認校制度を導入

していくことによって、一定の小規模化といったところに資するような中身にできないか

というようなところで、検討を進めさせていただければというところでございます。 

 ２点目の、じゃあ他の校区から来てもらうためにどういうような学校にしていくのかと

いったようなご質問かなと思いますけども、これにつきましては先ほど特例校をやってい

くのに加えてというようなこともございましたけども、その特例校の実施の中で、まず魅

力ある、特色ある学校づくりといったところを進めさせていただきたく、平成 31 年度か

ら特例校制度の導入を目指していきたいと考えているところでございます。その上で、こ

ういった小規模化等に係る方策につきましては、教育だけの取り組みではなくて、市全体

でのまちづくりであったりとか、そういったところとも踏まえて進めていく必要があると

考えているところでございますけども、こういった特例校制度を実施していく中での検証

も踏まえつつ、特認校制度についても他市の事例等も参考にしつつ、検討を進めてまいり

たいと、現状でそのように考えているところでございます。 

 

【木下教育長職務代理者】 今のご説明で、特例校制度で新しい教科を設定して、少人数

規模でこれが実現していくことによって、少人数ならではの新しい教育というのが見えて

くる可能性もあるなとは思うわけですね。そうすれば、それに魅力を感じる八尾市の子ど

もたちがということの可能性も出てくると思うんで、制度をどうつくり変えるかというこ

ともあるんですが、中身をどうつくり出すかということが非常に重要かと思いますので、

大変なことですが、よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 今、式課長の説明の中に、魅力ある、特色ある学校づくりを進める、ま

ずそこからということで、教育課程の特例校、まずそこでやって、並行してずっと特認校

については考えていくと私たちは認識していいんですかね。 

 

【式教育政策課長】 今、教育長から言っていただきましたとおりでございまして、今後

特例校を実施をしていく中で、並行しまして特認校についての検討も進めてまいりたいと
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考えているところでございます。 

 

【中山教育長】 そうなってくると、本当に魅力ある、特色ある学校づくり、今以上に一

層進めていかなければならないと思いますので、制度そのものも含めて、これは検証して

いかなければならないと思います。学校教育部だけで進められるものでもないし、教育総

務部の制度として考えることだけでできるものでもないと思うので、教育委員会一体とな

って、これは進めていけないと思います。 

 

【御喜田委員】 いろいろ説明をしていただいたんですが、気になるところがありまして、

11 ページにある一定の条件を満たせば、他校区からの就学を認めるとになっているんで

すが、この一定の条件というのはどういったものか教えていただいてもいいですか。 

 

【式教育政策課長】  11 ページの、一定の条件を満たせばというところでございます。

特認校につきましては、先ほどからご説明の中でありますように、今後また検討を進めて

いくという中で、また詰めていく内容かなとは考えてございますけども、この一定の条件

というのが、他市の事例でちょっとご紹介をさせていただきますと、例えば保護者と児童、

生徒がともに市内に居住していることであったりとか、通学する特認校の教育活動に賛同

し、協力することといったような、いわゆる就学の条件について、また特認校に通う、通

学することを希望する生徒、保護者が理解していただいた上で面談等で確認させていただ

くといったようなことを他市では実施されていると。こういったところを、今後他市の事

例ということで、参考にさせていただきつつ、特認校制度の実施に向けての検討の中でも

研究を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 

【中山教育長】 この特認校制度については、教育課程特例校制度と切り離さずに考えて

いく部分でもありますので、両方にまたがってでも結構ですけれども、委員の皆様、何か

ございませんでしょうか。 

 最初の式課長の説明でもあったように、耐震工事を一斉にやったときに、桂小学校はプ

レハブ校舎に入るという形になって、子どもたちずっと今もプレハブに入っているんです

けれども、これも含めた上できょう参考資料につけてもらっている新校舎建設構想につい

てももし聞いていただくことがあったらと思いますが、どうですか。 

 

【村本委員】 小規模校の校舎の新築ということですけれども、どれぐらいの規模を想定

して建築を考えておられるのか、教えていただければと思います。 

 

【式教育政策課長】 １学年２教室というのを想定しておりまして、少人数学級や支援学

級等、必要な教室数を確保する形で建設してまいりたいと考えているところでございます。 

 

【村本委員】 今後、生徒数がどうなっていくかとか非常に心配なところもありますけれ

ども、今現在としてはしようがないのかなという感じがします。ありがとうございました。 
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【中山教育長】 この建設については、参考資料でついている分がまた別の機会にも提供

いただけると考えていいということでしたね。 

 

【式教育政策課長】 建設につきまして、先ほど説明の中にもございましたように、校舎

の配置案等につきまして教育委員会、学校長と協議、庁内での内部の調整といったところ

を現在実施しているところでございますので、しかるべきまたタイミングでまたご報告さ

せていただきたいと考えているところでございます。 

 

【中山教育長】  きょうは、 11 ページまでの取りまとめについてということで審議させ

ていただくんですが、切っても切れない校舎の関係ということで、この参考資料がついて

いるということでご理解いただけたらと思います。 

 一番後ろのスケジュール案、この前も協議会で見ていただいているんですけれども、こ

ういう流れでいきますという、参考のために出ておりますのでお願いします。 

 それでは、区切らせていただきましたが、全般通して何かございませんでしょうか。 

 

【木下教育長職務代理者】 意見というよりはお願いになりますけれども、八尾で小中一

貫教育を進めようという基本ラインを出して、高安中学校区に次いで２つ目の教育センタ

ーの研究指定校として、取り組んでいこうと。中身は恐らく高安校区とは随分違った、要

するに特例校であったり特認校であったりというようなことも考えられていると思うんで

すね。そうすると、時間は迫っているというんですか、小学校の建設についてもハード面

とソフト面との絡みというのも出てくるだろうと思って、検討課題は多々あると思います。

だけど、方向性が出ないと検討もできないということもありますので、私自身はこの方向

性でぜひ中身の検討を鋭意努力して進めていただきたいということです。 

 

【中山教育長】 課題はまたやっている中でたくさん出てくると思いますが、それを鋭意

努力して、私たちは子どもたちのためにやっていかなければならないと、事務局、その思

いで一生懸命やっているとは思うので、木下委員のお言葉は大変重いと思いますが、あり

がとうございます。 

 ほかの委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは、議案第 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 22 号「桂中学校区におけ

る小中一貫教育等の取り組みに関する件」については、原案どおり可決いたしました。 

 それでは、続きまして、議案第 23 号「八尾市社会教育委員の委嘱の件」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、ただいま議題となりました議案第 23 号「八尾
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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７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、八尾市社会教育委員条例第３条の規定に基づき、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、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。 

 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、また、社会教育関係者と

して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２名、公

募市民として１名の、計 10 名でございます。 

 委員構成につきましては、新たに新任の委員として４名、再任の委員として６名であり、

新たに新任の委員といたしましては、木下由季氏、藤田和章氏、吉田真紀氏、松井直樹氏

でございます。 

 任期につきましては、平成 30 年６月１日から平成 32 年５月 31 日までとなってござい

ます。 

 以上、まことに簡単雑駁な説明ではございますが、提案の理由と、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。 

 

【中山教育長】 平成 30 年６月１日から平成 32 年５月 31 日までの社会教育委員という

ことで、質疑お願いします。 

 

【御喜田委員】 新しく着任される公募市民の松井直樹氏の経歴を教えていただけたらと

思います。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 今回、公募市民委員といたしましては、４名の応募をいた

だきまして、その中から１名、松井直樹氏を選考させていただいております。この松井直

樹氏におきましては、ＮＰＯ法人でプールの指導クリニック等を実際に行っている方であ

りまして、また応募作品の中でもやはり八尾市の地域拠点であったり、市の地域分権、そ

ういった役割についても十分認識した提案内容をいただいたという方で、今回公募市民委

員として候補で上げさせていただいております。 

 

【中山教育長】 ４名の応募があったんですか。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 今回、応募につきましては３月 12 日から４月 13 日までの

期間で社会教育委員の市民公募を市政だより等で広報させていただいて、４名の応募をい

ただきました。その中から、市の選定委員会、選考を行いまして、この松井氏を候補とし

て決定させていただいたところでございます。 

 

【中山教育長】 この市のＰＴＡ協議会の副会長の吉田真紀氏は、充て職で出てきてくだ
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さっているんですか。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 そうですね、家庭教育に資する方ということで、八尾市の

ＰＴＡ協議会の方から推薦をいただいて来ていただいております。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。 

 それでは、採決に移らせていただきます。 

 この議案第 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 23 号「八尾市社会教育委

員の委嘱の件」につきまして、原案どおり可決いたしました。 

 次に、議案第 25 号「八尾市図書館協議会委員の委嘱の件」、それから議案第 27 号「八

尾市就学支援委員会委員の委嘱又は任命に関する件」の２件について、一括して審議いた

しますので、谷八尾図書館長より先に説明願います。 

 

【谷八尾図書館長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 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７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）に基づいて、ご説明申し上

げます。 

 今回、12 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６名、そして、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 12 名のうち８名の委員を再任委嘱し、

４名を新たに委嘱するものでございます。 

 新たに委嘱する４名の委員といたしましては、社会教育関係者といたしまして八尾市青

少年育成連絡協議会の江岡信行氏を、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協議会の清水大輔氏を、学識経験者として元奈良大学教授の稲垣房子氏

を、その他教育委員会が必要と認める者として、公募市民委員に喜多村洋子氏を委嘱する

ものでございます。 

 任期につきましては、平成 30 年、2018 年６月１日から平成 32 年、2020 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、本市のホームページや市政だより４月号、３月 20

日発行号等にて応募を募り、４月 13 日を申し込み期限とし、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。委員候補者の選
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考においては、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て、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お願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 続きまして、塚本教育センター所長より説明願います。 

 

【塚本教育センター所長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 27 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７号の規定により、定例教育

委員会において議決を求めるものでございます。 

 提案の理由ですが、八尾市就学支援委員会委員は、八尾市教育委員会規則第８号、八尾

市就学支援委員会規則第３条の規定に基づき、委員の任期２年の満了に伴いまして、平成

30 年、31 年度の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

委員名簿をごらんください。 

 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、梅北委員、灰藤委員、菅委員は昨年度から引き続き、

横川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。

八尾市立医療型児童発達支援センターに勤務する井上委員及び福祉型児童発達支援センタ

ーに勤務する片山委員につきましては、引き続き委員を委嘱するものでございます。 

 また、大阪府立支援学校に勤務する職員３名につきましては、谷川委員につきましては

昨年度から引き続き、井川委員及び西村委員につきましては、それぞれ大阪府立八尾支援

学校と大阪府立東大阪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。 

 その他教育委員会が必要と認める者のうち、平委員は、今年度新たに委嘱するものでご

ざいます。他の３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 30 年６月１日から平成 32 年５月 31 日まででございます。 

 以上、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い

たします。 

 

【中山教育長】 ２件それぞれ説明いただきましたが、まず共通することについて、質疑

ありましたらお願いします。よろしいですか。 

 それでは、それぞれの議案についてご質問いただけますか。 

 

【御喜田委員】 図書館協議会の新しく着任される公募市民のこの喜多村洋子氏の経歴を

教えていただけますか。 
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【谷八尾図書館長】 この公募市民の喜多村洋子氏でございますけれども、応募の理由が、

誰もが安心して足を踏み入れることができる図書館であってほしいですとか、フリースペ

ースが自習したりできる開放的なコーナーであってほしいとかいうような理由で、作文に

は書かれてございます。大きなところで申し上げますと、今回の募集させていただきまし

た応募の作文ですが、八尾市の図書館サービスへの期待ということで、作文を書いていた

だいたわけですけども、先ほどの申し上げましたような視点で書いていただいているとい

うことで、特に選考委員会の中におきましては、社会教育または図書館運営の現状につい

て正確に把握しているかどうかについて、その辺で一定委員の中ではすぐれた評価がされ

ていたということでございます。 

 そのほかに、図書館サービスへの期待というところの部分で申し上げますと、幅広い視

点で述べておられたといったところで、それが一定評価をされているところでございます。 

 

【御喜田委員】 実現可能な内容だったり、図書館サービスのことをすごく把握されてい

て選ばれたということで、間違いないでしょうか。 

 

【谷八尾図書館長】 そのとおりでございます。 

 

【御喜田委員】 ありがとうございます。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、何かございませんでしょうか。 

 この図書館の学識経験者の稲垣房子氏、元奈良大学教授と書いてあるんですが、この方

についても若干説明いただけますか。 

 

【谷八尾図書館長】 学識経験者の稲垣房子氏でございますけども、簡単に経歴を説明さ

せていただきますと、1969 年に大阪府立中之島図書館に就職されておられます。1997 年

に大阪府立中央図書館の第３閲覧課長に就任されまして、 2003 年には大阪府立中之島図

書館の司書部長に着任されておられます。司書部長をされておられるときに、中之島図書

館 100 周年事業にも携わっておられるということで、図書館運営につきましてはかなり精

通されておられるというところでございまして、 2006 年に大阪府を退職されまして、そ

の後 2010 年から 2013 年に奈良大学教養部の教授をされておられるといったところでござ

います。現在は関西大学ですとか、大阪樟蔭女子大学、また奈良大学等にて非常勤講師を

されているということで聞き及んでございます。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、いかがでしょうか。 

 就学支援委員につきましても、質疑がありましたらお願いします。 

 新しく入っていただいた平委員について説明いただけますか。 

 

【塚本教育センター所長】 平委員につきましては、もともと長く八尾市内の中学校で勤

務をされておられました。また、支援学級の担任も長くされておりまして、支援教育の現

場経験が豊富であるということであります。 
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 今回、就学支援委員をお願いするということで、その経験等を生かしていただけると期

待しているところでございます。 

 

【中山教育長】 他に委員の皆様、何かご質問ございませんか。よろしいですか。 

 それでは、採決に移らせていただきます。 

 議案第 25 号及び第 27 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

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 25 号「八尾市図書館協議

会委員の委嘱の件」及び第 27 号「八尾市就学支援委員会委員の委嘱又は任命に関する

件」について、いずれも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、冒頭で申しましたように、報告事項に先に移ら

せていただきます。 

 「高安中学校区における今後の取り組みについて」、式教育政策課長より報告願います。 

 本件に関しては、口頭報告と聞いているんですが、よろしいですか。 

 では、よろしくお願いします。 

 

【式教育政策課長】 それでは、「高安中学校区における今後の取り組みについて」ご報

告させていただきます。今申し上げましたように、資料はございませんので、口頭でのご

報告とさせていただきます。 

 高安中学校区は、平成 28 年度から施設一体型の小学校、中学校として本市の教育フロ

ンティア校として開校してまいりまして、ただ、今後小規模化が進むことが想定されてお

りまして、桂中学校区と同様に、その課題解消が求められているところでございます。 

 また、平成 27 年６月に学校教育法が改正されまして、平成 28 年４月から小中一貫教育

を実施することを目的とする義務教育学校が学校種として創設されたところでございます。 

 これを受けまして、高安小学校、中学校は施設一体型であること、本市の教育フロンテ

ィア校であること、また教育センターの研究拠点校であること、そういったところから、

義務教育学校として設置することで、現在の取り組みをさらに推進していくことができる

のではないかという考えのもと、この間、現場の校長先生方や関係課で協議を重ね、義務

教育学校開校に向けた検討項目の整理や特認校制度の実施に向けた検討を行っていくこと

について、ＰＴＡの役員さん、また地域との協議を進めてきたところでございます。 

 ついては、平成 31 年度より、１人の校長のもとで１つの教職員集団が一貫した教育課

程を編成・実施する９年制の学校で教育を行う、新たな学校種でございます義務教育学校

としまして、具体的にはこれまでの施設一体型の高安小学校、高安中学校から、校長１人

のもとマネジメント体制を一元化して、指揮命令系統を一本化した義務教育学校へ移行す
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るというところで、９年間を見据え、小中一貫教育のフロンティア校としての取り組みを

さらに充実させてまいりたいと考えているところでございます。 

 なお、今後の予定といたしましては、平成 31 年度の開校を目指しまして、高安小学校、

中学校の教職員の方々を初め、地域、保護者等への説明及び周知を行ってまいるとともに、

改めて教育委員会議にて義務教育学校の設置条例案を提案、そして市議会への条例議案の

上程、また補正予算案の提案といった形で進めていければと考えているところでございま

す。 

 以上、甚だ簡単なご説明ではございますが、高安中学校区における今後の取り組みにつ

いてのご報告とさせていただきます。 

 

【中山教育長】 今まで途中経過等々聞いている状況はあったんですけれども、今後議決

していくということを教育委員の皆様に再度周知したということで、理解していいんです

か。 

 委員の皆様、この件についてもまた時期が来たら条例を上げて、議決いただく形になっ

ていくということでご理解いただけたらと思います。 

 何か、この件でご質問、よろしいですか。 

 今後、審議していきたいと思いますので、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」、塚本所長より報告願います。 

 

【塚本教育センター所長】 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 31 年度使用教科書展示会を八尾市教科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項に

より、教育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 30 年３月６日付文部科学省告示第 41 号により、開始の

時期及び期間を６月 15 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では、６月１日金曜日から６月 14 日木曜日までを法定外展示

期間、６月 15 日金曜日から７月４日水曜日までを法定展示期間とし、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】 何か、委員の皆様、質問等ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 使用教科書の展示についての報告ということで、よろしくお願いします。 

 委員の皆様方、その他何かありますでしょうか。 

 事務局、その他何かありますか。 

 なければ最後に、議案第 24 号及び第 26 号について、審議を行ってまいります。本議案

につきましては、冒頭にお諮りいたしましたとおり非公開で行いますので、議事の都合に
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より、ここで暫時休憩いたします。 

 傍聴の皆様方は、ご退場いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

（傍聴者退場） 

 

(以下、非公開審議) 

 

【中山教育長】 それでは、議案第 24 号及び第 26 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、一括して審議いたします。 

 それでは、議案番号順に提案理由を南生涯学習スポーツ課長と渞文化財課長より説明願

います。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 それでは、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７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、八尾市立総合体育館ほか９施設及び八尾市立屋内プールに

係る指定管理者の選定に当たり、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、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）をごらん願います。 

 委員の構成といたしましては、学識経験者として大阪教育大学の赤松喜久氏、同じく学

士経験者として武庫川女子大学長岡雅美氏、公認会計士として寺門知子氏、市の職員とし

て宮田哲志氏並びに田中淳二氏、その他教育委員会が必要と認める者として、八尾市自治

振興委員会の玉田節治氏、同じく八尾市スポーツ推進委員協議会の宮本京子氏の７名でご

ざいます。 

 任期につきましては、平成 30 年５月 22 日から平成 31 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。 

 

【中山教育長】 引き続き、渞課長、お願いします。 

 

【渞文化財課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 26 号「八尾市教育委員

会指定管理者選定委員会委員（文化財施設）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７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、今年度で指定管理期間が満了いたします八尾市立歴史民俗

資料館及び八尾市立埋蔵文化財調査センターについて、平成 31 年度からの指定管理者候
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補者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、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。 

 当選定委員会は、今年度会議を３回開催し、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し、９月に予定している第２回目の会議では、プレゼンテ

ーションを実施し、第３回目の会議では、採点等を行い、指定管理者候補を決定する予定

でございます。 

 それでは、お手元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、京都造形大学の伊達仁美氏と立命館大学の長友朋子氏、公認会計士として薬師

寺玲氏、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

委員の藤田和章氏の５名でございます。 

 任期につきましては、平成 30 年６月１日から平成 31 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。 

 

【中山教育長】 共通することあるいは個別のことで聞いていただいても結構です。 

 議案第 24 号で、八尾市総合体育館ほか９施設について、委員の皆様に再度説明をお願

いします。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】 ９施設につきましては、主に教育委員会が所管しておりま

す施設と、市長部局が所管しております施設を含めて、一括で上げさせていただいており

ます。主には総合体育館、山本球場、それと市民運動広場が３施設ございます。それと、

テニスコート、テニス場が２施設、小阪合と志紀と２施設あります。それと、南木の本の

旧の八尾南高校の跡地を活用した南木の本防災体育館及び、市長部局のみどり課が所管す

る南木の本の防災公園、そして青少年課が所管しております青少年運動広場という施設に

なっております。それと、また別途で屋内プールという施設の構成になっております。 

 

【中山教育長】 議案第 26 号の藤田和章氏は、先ほど議案第 23 号で議決いただきました

社会教育委員の藤田委員が入っていただいているという理解でよろしいですね。 

 

【渞文化財課長】 そのとおりです。この方につきましては、かつて社会教育を担当され

ていたこともあり、今回委員候補としてお願いしている次第でございます。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。 

 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 号及び第 26 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。 
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【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 24 号及び第 26 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」については、原案どおり可決

いたしました。 

 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。 

 


