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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水野委員を指名いたしますので、よろしくお願いします。  

 

【中山教育長】 では、４月定例教育委員会の会議録の承認について審議いたします。  

 委員の皆様、この件につきまして何か質疑ございませんか。よろしいですか。  

 

【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、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】 続きまして、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

 

 

（教育長報告） 

 

４月22日（月）  

４月23日（火）  

４月25日（木）  

４月26日（金）  

 

４月29日（月）  

５月７日（火）  

定例教育委員会  

平成31年度八尾地区保護司会通常総会  

近畿都市教育長協議会第１回役員会及び定期総会（１日目） 

近畿都市教育長協議会定期総会（２日目） 

臨時部長会  

日本民謡春光会第44回発表会  

臨時部長会  

開 催 年 月 日  令和元年５月２２日（水）  

開 催 時 間   午前１０時００分  

開 催 場 所   青少年センター３階  集会室  

出 席 委 員  

 

中 山 教育長 

御喜田 教育長職務代理者  

村 本 委員 

水 野 委員 

岩 井 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・木下教育総務部次長・万代教育総務部次長・山本総務

人事課長・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 
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５月８日（水）  

 

５月９日（木） 

５月10日（金） 

５月12日（日） 

５月15日（水） 

５月17日（金） 

５月19日（日） 

５月20日（月） 

 

５月21日（火） 

市議・執行部初顔合わせ 

部長会  

平成31年「春の全国交通安全運動」  

平成31年度大阪府都市教育委員会連絡協議会第１回役員会  

ＦＭちゃお収録  

第26回大正コミセンまつり  

定例教育委員協議会  

臨時議会  

八尾舞踊協会主催  第一回歌と踊りの花舞台  

臨時部長会  

平成31年度八尾市ＰＴＡ協議会会長会議  

第69回「社会を明るくする運動」推進委員会  

平成31年度大阪府都市教育委員会連絡協議会定期総会  

 

【中山教育長】まず、教育長報告ですけれども、４月 22日から昨日までの私の動きです。  

 

【中山教育長】 この間の教育委員の皆様の活動についてご報告をお願いしたいんですが、

ともに参加していただいたものもありますので、よろしくお願いします。  

 

【村本委員】  それでは、報告させていただきます。昨日５月21日ですけれども、午後１

時半からホテルアウィーナ大阪で、大阪府都市教育委員会連絡協議会の定期総会があり、

岩井委員とともに参加いたしました。功労者表彰に続いて、議事がございましたが、全て

スムーズに承認されまして、その後に講演がありました。講師は、大阪府教育庁市町村教

育室長の坂本俊哉氏で、題目は、大阪の教育－現状と課題、そしてこれから―というもの

でございました。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 どうもありがとうございます。今、村本委員がおっしゃったように、大

阪の教育という講演があったんですけれども、大阪府下全域を見ても、先生方が 20代と30

代で７割を超えており、管理職、校長は50代後半だけれども、教頭は 50歳手前あたりから

が多いというお話もされていました。  

 そんな中、我々、学校教育を進めていくにあたって、いろんな課題を乗り越えていかな

ければならないというご提示がありました。  

 岩井委員、何か補足がありましたらお願いします。  

 

【岩井委員】  大阪府の教育の現状と課題というのを、非常に具体的にわかりやすく情報

提供していただきまして、大変参考になりました。八尾市でもまた検討するときに、参考

にさせていただきたいと思います。  

 

【中山教育長】 ありがとうございます。  
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 それから、５月20日月曜日ですけれども、今年度初めて八尾市ＰＴＡ協議会の会長会議

がありまして、生涯学習スポーツ課が担当で、全ての学校のＰＴＡ会長と管理職にお集ま

りいただいて、会は円滑に進みましたが、南課長、何か補足がありましたらお願いします。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今年度、第１回目の会長会議ということで、昨年度、市の

ＰＴＡ協議会会長になっていただいていました大正中の長谷川会長を含めまして、全役員

への感謝状の贈呈を行うとともに、新たに八尾中学校の会長が市全体の会長になっていた

だくということの承認をいただきました。  

 また、会の中でも年度スケジュールでさまざまな地域の交流を図るためのブロック別体

育大会のあり方を、またよりいい方向で持っていきたいという提案もございましたし、今

後市のＰＴＡ協議会、保護者と学校とのつながりがより深まるような企画も検討されてい

くということが話に出ておりました。  

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 それでは、この報告につきまして質疑等なければ、次に進ませていただきます。  

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】 それでは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21号「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員（生涯学習施設）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、この案件にかかわる会議は非公開といた

します。委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 

【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 21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20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】  ただいま議題となりました議案第 20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、八尾市立スポーツ施設運営審議会規則第３条の規定に基づ

き、八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の任期が満了することに伴い、委員を委嘱する
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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、

ご説明を申し上げます。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７名、学識経験者として２名、教育委員会が必要と認める者とし

て２名の合計 12名でございます。  

 委員の構成につきましては、新任委員４名、前回からの再任委員８名であり、新任の委

員といたしましては、学校教育関係者であります久保博義氏、次に、社会教育関係者であ

ります髙田正史郎氏、次に、教育委員会が必要と認める者として、市民公募によります稲

垣圭悟氏と宮本規子氏の合計４名でございます。  

 任期につきましては、令和元年６月１日から令和３年５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よろしくお願い申し上げます。  

 

【中山教育長】 この件に関しまして、委員の皆様、質疑よろしくお願いします。  

 

【村本委員】  今回、４名の方が新たに委員になられたということですが、この４名の方

はスポーツに関する経験や実績はあるのでしょうか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  まず、学校関係者といたしまして、久保博義氏は南高安中

学校の校長先生で、日ごろから学校でのスポーツ関係等々もかかわっていただいておりま

す。 

 また、髙田正史郎氏におきましては、八尾市の青少年育成連絡協議会の副会長で、地域

の青少年指導であったり、また本市のスポーツ推進委員として、市内での各スポーツの普

及にも取り組んでおられ、地元ではカローリングやグランドゴルフ、そういった活動でも

積極的に企画運営されておられます。  

 また、稲垣圭悟氏におきましては、若い頃からサッカーやバスケットといったスポーツ

に取り組んでおられましたし、また現在、スポーツを通じてまちの活性化ということで、

プロのサッカーやバスケットの選手たちと八尾の子どもたちが触れ合う取り組みを自主的

に展開されておられます。  

また最後の宮本規子氏におきましては、太極拳協会での役職で、八尾市内のスポーツ施

設などで太極拳の指導等を行っていただいている方でして、それぞれ、日ごろからスポー

ツ、地域の運動や健康づくりであったりといったところに取り組んでいただいております。  

 

【中山教育長】 村本委員、いかがでしょうか。  

 

【村本委員】  よくわかりました。ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

【岩井委員】  今回、教育委員会が必要と認める者で２名の方が市民公募委員とあるんで
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すけれども、公募の選考というのはどのような内容だったか教えていただきたいと思いま

す。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今回、２名の市民公募委員につきましては、まず本市の審

議会等に関する規則の中で、審議会委員の中では広く意見を求めるということで、市民公

募ということも一つの方向性で出ております。それに基づきまして、市民公募をさせてい

ただいたわけですけども、今回の募集につきましては、平成 31年２月20日から４月15日ま

での期間、市政だより等々で募集をさせていただきまして、合計応募６名の方々から応募

をいただきました。  

 その後、市におきまして、いわゆるスポーツ推進の現状についての認識があるかどうか、

公平な観点から述べられておるかどうか、本市の市民のスポーツの振興に寄与する内容で

あるかといったところの基準に基づきまして、応募作文の審査を行いまして、選定委員会

の中で審査を行った結果、上位の点数をとられたこの２名にさせていただきました。  

 

【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。よろしいですか。  

 それでは、質疑等ないようですので、採決に移らせていただきます。  

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

案どおり可決いたしました。  

 では次に、議案第22号「八尾市図書館協議会委員の委嘱の件」について、審議いたしま

す。 

 提案理由を谷八尾図書館長より説明願います。  

 

【谷八尾図書館長】 それでは、議案第22号「八尾市図書館協議会委員の委嘱の件」につ

いて、提案理由の説明を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。  

 提案の理由でございますが、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、本案を提出する次第でございます。  

 それでは、お手元資料の八尾市図書館協議会委員名簿（案）に基づき、ご説明申し上げ

ます。 

 今回、新たに委嘱をお願いする委員につきましては、学識経験者１名で、川窪和子氏に

かわり、宮田英二氏を委嘱するものでございます。  

 任期につきましては、令和元年５月 22日から令和２年５月31日までの残任期間でござい

ます。 

 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
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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】 21期の委員ということで、今説明があったところなんですけれども、委

員の皆様、何か質疑ございませんでしょうか。  

  

【水野委員】  確認なんですけど、人事異動の関係で委員が代わられるということですね。 

 

【谷八尾図書館長】 今回、大阪市立図書館の人事異動に伴いまして、前任の川窪和子氏

からそのまま後任として宮田英二氏が新たに着任されたので、そのことによっての新たな

委嘱ということでございます。  

 

【中山教育長】 よろしいですか。  

 

【水野委員】  確認でございます。ありがとうございました。  

 

【中山教育長】 この21期の皆様は、昨年の６月１日からやっていただいているので、こ

の川窪氏が宮田氏に代わるということでよろしいでしょうか。  

 ほかの委員の皆様、いかがですか。  

それでは、質疑は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22号「八尾市図書館協議会委員の委嘱の件」につきましては、原案どお

り可決いたしました。  

 それでは、議案第23号「八尾市就学支援委員会委員の委嘱又は任命の件」につきまして、

審議いたします。  

 提案理由を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 23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、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、市立学校の校長及び教員からの選出の委員及びその他教育委員会が

必要と認める者の人事異動等による変更に伴い、新たに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。  

 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願います。  

 新たな委員候補者は、市立学校の校長及び教員として、亀甲知之氏、中本豊氏及び吉原

佑輔氏、その他教育委員会が認める者として、高宮明子氏の４名でございます。亀甲氏、
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中本氏は八尾市校長会からの派遣委員でございます。  

 なお、従前、市立特別支援学校校長を委員に任命しておりましたが、同校の閉校に伴い、

校長会からの委員派遣が３名から２名に変更となっております。  

 また、市立特別支援学校の教員の中から委員を任命いたしておりましたが、同様の理由

により、今回、市立学校で特別支援教育コーディネーターとして勤務する吉原氏を委員に

任命いたすものでございます。  

 一方、高宮氏につきましては、元府立支援学校職員として、この間、本市の特別支援教

育にご尽力いただいており、今回新たに委嘱するものでございます。  

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、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。  

 以上でございます。  

 

【中山教育長】 ただいまの説明につきまして、委員の皆様から質疑等ありましたらお願

いします。  

  

【村本委員】  確認なんですけども、医師が４名おられますが、それぞれの専門を教えて

いただけたらと思います。  

 

【塚本教育センター所長】  稲垣委員ですが、耳鼻咽喉科でございます。また、仲野委員

につきましては小児科、石橋委員につきましては整形外科、最後の宮澤委員につきまして

は眼科のご専門ということでございます。  

 

【村本委員】  はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、何か質疑ございませんでしょうか。  

  

【岩井委員】  新たに就学支援委員会の委員になられる方々におかれましては、専門性も

必要ですし、八尾のことをよくわかっていただいてる方でないとできないと思いますので、

本当にお世話かけますがよろしくお願いしたいと思っております。  

 それから、八尾市教育センターにも少しおりましたので、発言させていただきたいんで

すけれども、ここ何年か、毎年就学相談の件数が物すごく増えておりまして、それを一つ

一つ丁寧に真摯に対応、支援して、就学先等を決めていっておられます。ただ、これだけ

相談する人が多くなっているのに、相談を受ける側の人数はそれほど変わっていませんの

で、相談員や委員の方々には非常に頑張っていただいているという状況があろうかと推察

しております。  

 これから少子化の中においてもまだまだ就学相談の相談件数が増えていくかどうか、私

には予測できませんけれども、課題が垣間見えるところだと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。  

 

【中山教育長】 また報告させていただきますが、子どもは減っているのに年々、相談件
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数は増えているので、塚本所長、そのあたり感じておられると思うので、委員の皆様に説

明いただけたら。  

 

【塚本教育センター所長】  相談の件数といたしましては、年間を通じまして新規で 600

から700件以上で、その方々が年間を通じて延べ 6,000回以上お越しいただいているという

状況になっております。相談員も、フルで活動しているという状況でございまして、保護

者、また子どもの行動観察も含めて、一回一回の相談を丁寧にさせていただくということ

と、また事例会議等を通じまして子どもたちの状況をしっかり共有し、学校園とも連携し

ながら、子どもたちの支援のあり方の充実について推進をしているところでございます。  

 

【中山教育長】  延べ 6,000件というすごい件数になるので、それだけ保護者の方々、本

当に相談したいという思い強いかと思うんで、どうかよろしくお願いします。  

 それと、教育委員会が必要と認める者で、５名の方全員、元何々となっているんですが、

この方たちも本当に支援教育について今まで積み上げてきてくださった方々と捉えていい

んですね。  

 

【塚本教育センター所長】  教育委員会が認める者といたしまして、今回５名の方にお願

いをしておりますが、それぞれ各学校の勤務でしたり、また今回新たに委嘱させていただ

く高宮氏につきましても、府立支援学校でのご経験もあるということで、それぞれの専門

的な知識、経験を生かしながらご助言を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】 それと、新たに市立学校の教員ということで、吉原先生を入れていただ

いているんですが、まだまだこの方お若い方ですよね。コーディネーターとしての力等々、

もしも補足があったらお願いしたいんですが。  

 

【塚本教育センター所長】  現在、八尾市の学校で、教員として 11年の経験をお持ちです。

現在の勤務校では支援学級の担任として４年目を迎える先生となっており、現在、特別支

援教育コーディネーターを務めておられます。八尾市内の研究会の中でも支援学級の授業

公開を行うなど、積極的に研究も進めていただいているということと、また市内で実施し

ております春の集いの場面におきましても、子どもたちへの全体の指示も出しながら、実

際に子どもたちの教育にも積極的に取り組んでいただいているというような実績もござい

ますので、この就学支援委員会の活動を通じましてまたその経験を生かしていただきたい

と考えているところでございます。  

 

【中山教育長】 先週と、それから今日と、春の集い、開催いただいているんですけれど

も、確かにこの何年間か吉原先生は、私たちもすばらしい動きしておられるなというのは、

本当に感じたので、活躍いただけたらと思います。どうかよろしくお願いします。  

 ほかに委員の皆様、何かございますか。 

 

【御喜田教育長職務代理者】  現場にいる者として発言させていただきたいんですけど、
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支援の必要な子どもたち、丁寧にかかわってあげたい子どもたちがすごく増えてきてるん

ですね。この就学支援委員の皆様ももちろんですし、あと教育センターの職員の皆様もす

ごく頑張っていただいていると思うんですけど、実際、就学前施設にいる間というのは、

教育センターではなく市長部局のこども未来に相談されるケースがすごく多いんですね。  

 あと、成長の段階として保健センターで３歳半検診を受けたりだとか、保健師さんの巡

回を受けている子どもさんが多い中で、小学校に上がるときになると、また一から教育セ

ンターに行くっていうのが、お母さん方にとっても、もう一度そこのドアを開けていかな

いといけないっていうハードルもありますし、今までの、せっかく八尾市が持っている情

報があるのに、また一からとなってしまうのかなっていうところを疑問に思っているので、

今後、こども未来部、保健センターとも連携をとってもらって、うまく回っていくように

していただきたいなと思います。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 とても大事なことなので、今現在、そのあたりの連携はどんな形になっ

ているのか説明願えますか。  

 

【塚本教育センター所長】  八尾市内の幼児教育、就学前施設における教育につきまして、

認定こども園の開園に向けてこれまで公立幼稚園、また市立の幼稚園、保育所との合同の

連携、合同の研究を進めていくということで、これまで取り組んできております。  

 その中で、教育委員会が幼児教育の質の向上、また特別支援教育をしっかり担っていく

ということで、巡回指導を教育センターで実施し、市内全ての就学前施設へ巡回相談を行

う中で、子どもたちの状況をしっかり見とりながら、特別支援教育に関する助言も行って

いくことで、今後の就園、就学相談に生きてくると考えているところでございます。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  また今後いろいろ検討していただけると思うので、よろし

くお願いします。  

 あとそれから、発達検査に行った後に、園だけでは難しいという子どもさんは、八尾に

ある療育施設にかかったりしてるんですね。そこの情報というのは、園には余り来てない

んです。なので、反対にお母さんからこういう施設に通ってます、八尾にはこういうとこ

ろがありますよっていうことを聞くことが多いので、障がい福祉課と市長部局になってし

まうと思うんですけど、そういった療育施設がこれだけあるよという情報提供などもして

いただけたら、園側としては助かるかなと思います。  

 以上です。  

 

【中山教育長】 縦割りにならないことと、しっかりとつながっていますよという、私た

ちの一番の課題である見える化をしていくということが必要かと思うので、よろしくお願

いします。  

 ともかく、教育センターで就学支援も含めて、いろんな教育相談をやっているというこ

と自体をもっともっと啓発して知っていただいて、気兼ねなく相談に行っていただけるよ

う考えていかないといけないと思っているので、事務局、しっかり考えていただけるよう
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お願いしておきます。  

 ほかの委員の皆様、よろしいですか。  

 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。それでは全委員異議なしと認めます。  

 よって、議案第23号「八尾市就学支援委員会委員の委嘱又は任命の件」については、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、その他(報告事項)に進みます。  

 委員の皆様、何かご意見等ございますでしょうか。よろしいですか。  

 事務局から何かありますか。よろしいですか。  

 なければ、最後に先ほど申し上げました議案第 21号について、審議を行います。  

 なお、本審議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

により暫時休憩いたしますので、傍聴の皆様はご退場いただきますようによろしくお願い

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「八尾市教育委員会指定管理者選定委員会委員

（生涯学習施設）の委嘱又は任命の件」について審議いたします。 

それでは、提案理由を南課長より説明願います。  

 

【南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 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、八尾市生涯学習センター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堀薫夫氏、同じく学識

経験者として大阪大谷大学の中道厚子氏、公認会計士として寺門知子氏、市の職員として
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田中淳二氏、その他教育委員会が必要と認める者として、生涯学習センター学習プラザ運

営審議会委員の磯谷裕通氏の５名でございます。  

 任期につきましては、令和元年６月１日から令和２年３月 31日まででございます。  

 以上、まことに簡単雑駁でございますが、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よろしくお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 ただいまの提案理由の説明につきまして、質疑等々よろしくお願いしま

す。 

 

【水野委員】  生涯学習センターというのはあり方そのものを検討ということで、指定期

間を１年間延長して検討されていたという記憶があるんですけども、その検討結果とこの

選出された委員の関係性について、ご説明いただければと思います。 

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今回、選定委員案でご提案させていただいております方々

におきましては、今、水野委員おっしゃったように、今年度１年間指定管理者につきまし

ては指定期間を延長とさせていただいております。平成 30年度に１年間延長するにおいて、

一定の選定委員会を設けさせていただいて、その中で延長について議論いただいておりま

す。当時の選定委員、今回１年間延長するに当たりまして議論いただいた委員の方々の中

から数名が今回提案させてもらっている委員の中にも入っていただいております。  

 また、昨年度の生涯学習センターそのもののあり方を検討する中でも議論いただいてお

りますので、選定作業とあり方の検討と、その両面から携わっていただいた方々を今回ご

提案させていただいております。  

 

【水野委員】  よくわかりました。ありがとうございます。  

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、何か質疑ございませんでしょうか。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  選定委員の区分として、今回公認会計士の方が選ばれてい

ると思うんですが、この理由を教えていただけますか。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  区分といたしまして、公認会計士を入れさせていただいて

おります。本市に指定管理者を選定する委員会の設置規則がございまして、その規則の中

では学識経験者、市の職員、その他市長、教育長、委員会が必要と認める者という区分が

あり、その中に公認会計士を被選定委員の中に含めるということが規則の中で設けられて

おります。  

 なお、この公認会計士を選定委員の中に含めるという背景そのもの自体ですが、選定委

員の中、公認会計士におきましては、提案いただきます指定管理者の提案をいただく団体

そのものの経営が安定的であるのか、健全であるのか、また収益性のある団体であるのか

ということで、その団体自体の経営状況を審査していただくという観点がございます。  

 また、指定管理者の提案いただく施設運営の収支計画自体が適正であるかどうかといっ
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たところからの審査をいただくということになっておりまして、そういった専門的な見地

から公認会計士に入っていただいて、選定委員会で審査をいただくという流れになってお

ります。  

 

【中山教育長】 ほかにございませんか。 

 

【岩井委員】  生涯学習センターのあり方ということで、検討されてきたということなん

ですけども、私も平成６年に生涯学習センターがオープンしたときに、市の職員としてい

たこともありますし、その後も一市民として生涯学習センターの趣味の講座を受講したこ

ともあります。私にとっては非常に身近な、よく知っている施設なんですけれども、最近

はどんなことしておられるのか、どんな講座があるのか、どのような運営の仕方をしてお

られるのかというようなことが余り情報として入ってこなくて、少し寂しく思っておりま

した。情報を得ようとしていなかったこともあると思うんですけども、それでも市政だよ

り等で大学の市民講座などが載っていたら、難しそうだけど行ってみようかなという気に

なることも、私自身ありますので、潜在している学習意欲のある人のニーズとぴたっと合

うテーマや内容だったら、情報はしっかりと相手に届くだろうし、少々場所が遠くても、

時間がかかっても人が集まってくるのではないかなと思っています。  

 今の時代、情報発信の仕方についてはいろんな工夫と方法を用いていくことが、生涯学

習センターの活性化の一つの鍵になるのではないかと思っております。  

 退職後、現在進行形で生涯学習活動を楽しんでいる一市民の話として、聞いていただけ

ればと思うんですけども、私は退職を機に時間的にも余裕ができましたので、それまでは

途切れていた趣味をもう一度とことん専門的にも深めていきたいと思いまして、教えてく

ださる先生とか教室とかを八尾で探していた時期があります。それでも、こんな学習をし

たいならこんなところがありますよとか、こんな先生がおられますよという情報を提供し

てくれるところもなくて、ネットでいろいろ公も民も探したんですけれども、その情報も

少なく、八尾だけではなくだんだんエリアを広げてネットで探しているうちに、結果とし

て自分の条件に合ったというところで納得して選んだのが大阪市内だったんです。  

 ところが、そこで何年か学んでいるうちに、同じ趣味の会派の先生が八尾にも住んでお

られて、八尾でも教室を開いておられるというようなことがわかったり、また会派は違う

んですけども、国の文化功労賞までもらっておられるようなすごい大家の先生が八尾に住

んでおられるというようなことがわかったりして、非常にびっくりさせられました。  

 と同時に、改めて八尾の人的財産の物すごさというのを思い知らされたということがあ

りました。前から八尾に住んでおられる方々の学術とか文化とか芸術とか芸能面のレベル

は非常に高くて、貴重なものが多いと聞いてたんですけれども、具体的なところを余り知

りませんでしたので、そんな情報が市のどこかで集められて発信されていたら、市民の自

己実現の後押しにもつながって、ひいては八尾の文化とか芸術とか芸能とか、そういう面

の向上とか、継承にもつながるのではないかなと思っています。  

 とかく情報発信といいますと、個人情報もかかわってきますし、公と民とで公がどこま

でするのかというような問題もあるでしょうけども、少なくとも八尾市民が生涯学習のこ

とで何か聞きたいとか、相談したいとかいうことがあったら、例えば、学んだことを生か
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したいなと思っても、どうしたらいいかわからないという相談等も、何かアドバイスがも

らえるとかいうような、生涯学習センターが、八尾市の生涯学習の中心という意識で、八

尾市全体に広めてつなげる取り組みを進めていってくださったらいいかなと思っておりま

す。そういう指定管理者を選んでいただけたらありがたいなと思っております。  

 

【中山教育長】 今、岩井委員の実体験から貴重なご意見をいただいたんで、選定委員の

審議なんですが、今の視点、事務局から伝えていっていただくことと、仕様にそういうこ

とも、もし盛り込めそうなら盛り込んでいただくということも大事なことと思うので、ど

うかよろしくお願いします。  

 

【南生涯学習スポーツ課長】  今、岩井委員おっしゃっていただいた中で、昨今の生涯学

習センターの講座自身がオープンしたときの趣味、娯楽のニーズが高かった時代の講座を

継承しているというところで、市民の生涯学習の場として役割を果たしてきてはおったん

ですが、先ほどおっしゃったように、今の本当に市民が学びたい意欲に合致している講座

を、次から次に提案できているのかどうかというところに課題があると、昨年のアンケー

トの結果からも出てきております。  

 また一方で、市内でコミュニティセンターの講座が非常に活発化しておるということで、

コミュニティセンターと生涯学習センターが同様の扱い、同様の位置づけで市民が思われ

ておると。先ほどおっしゃっていただいたように、やはり生涯学習センターは市の生涯学

習の拠点、センター的な役割を果たすということで当初からオープンしておりますので、

そういった市の全体的な生涯学習の拠点としての役割を果たしていくべきであろうという

ように我々も考えております。岩井委員から情報発信とか人材の発掘であったり、ニーズ

に合った講座の提案、いろいろな点をご示唆いただいておりますので、今後のあり方検討

の中で組み入れていくべきと考えている内容と合致しておりましたので、今、岩井委員お

っしゃっていただいた内容も含めて、今後のあり方のまとめと、それと今後の指定管理者

選定の中で、反映していけたらなと思います。  

 また、今おっしゃっていただいたようなご意見につきましても選定委員の皆様にも説明

しながら、適切に選定を進めていきたいと思っております。  

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、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21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】 それでは全委員異議なしと認めます。  

 よって、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（生涯学習施設）の

委嘱又は任命の件」について、原案どおり可決いたしました。  

  以上をもちまして本日の議事は全て終了いたしました。 

  それでは、５月定例教育委員会を終了いたします。  


