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平成 24年 8月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成 24年８月 21日（火）午後２時40分～午後４時 10分 

 

２．場 所 岸和田市立公民館３階 講座室４ 

 

３．出席者 

  委員長 坂田 忠義  委員長職務代理者 毛利 髙二 

  委員 川岸 靖代  委員 中野 俊勝  教育長 永本 定芳 

 

４．事務局出席者 

教育総務部長      板東 正人   学校教育部長      岸田 隆博 

生涯学習部長      植原 和彦   理事兼生涯学習課長    森  幸子 

総務課長        藤原 芳治   学校管理課長      門林 啓之介 

産業高校学務課長     直  清司     学校教育課長      植田 和幸 

人権教育課長      篠本 治久     スポーツ振興課長     元廣 秀晴 

郷土文化室長        南  美恵子   図書館長         佐藤  正 

総務課参事        大西 謙次     総務課参事        中野 忠一 

   

開会 午後２時 40分 

前回会議録について承認された。本会議録署名者に毛利委員長職務代理者を指名した。 

傍聴人 0名。 

 

報告第 42号 平成 24年度岸和田市水練学校のまとめについて 

○ 坂田委員長 

報告第 42号 平成 24年度岸和田市水練学校のまとめについて、事務局から説明をお願いし

ます。 

○ 植田学校教育課長 

７月 24 日から８月３日まで、日曜日・月曜日を除く９日間で実施しました水練学校の結果

について報告いたします。岸和田市野田プールで実施した水練学校は、募集人員 800人に対し

まして市内小学生 5・6年生 459人の申し込みがあり、例年並みの参加申し込みでした。最近

は突然の雷など急に天候が不安定になることも多いため、岸城中学校に避難できるよう連携を

とりながら実施し、今年度も事故なく無事に実施できました。近年若い教師の指導者が増え、

子どもたちにとっても良かったのではないかと思っています。参加した子どもたちの話を聞き
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ますと、泳力・泳法が身に付いたと同時に他校の子どもたちと知り合いになり友達になれたこ

とを喜んでいました。また、今年度は指導部、総務部の連携のもと支援を要する子どもへの対

応がしっかりとできたのではないかと思っております。 

○ 坂田委員長 

  説明が終わりました。質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○ 坂田委員長 

  指導される先生が以前に比べ増えてきており、きめ細かな対応ができていると思います。 

 

報告第 43号 第２次岸和田市生涯学習計画の進捗状況等について 

○ 坂田委員長 

  報告第 43 号 第２次岸和田市生涯学習計画の進捗状況等について、事務局から説明をお願

いします。 

○ 森生涯学習課長 

  平成 23年度の進捗状況ですが、142事業のうち担当課の自己評価は、評価Ｓ（計画以上）が

５事業、評価Ａ（計画どおり）が 124事業、評価Ｂ（計画以下）が 12事業、評価なし（事業

中止のため）が１事業でした。平成 24年度実施計画についは平成 23年度と同じく 142事業を

実施することとし、新規事業、廃止事業はありません。生涯学習の推進体制については、市長

を委員長とし副市長、教育長、各部長等で構成されている生涯学習推進委員会と社会教育団体、

その他市民団体、学識経験者等で構成されている生涯学習推進本部が両輪となり、公民協働で

事業の推進に努めております。 

○ 坂田委員長 

  説明が終わりました。質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○ 中野委員 

  本市の生涯学習計画は乳幼児から高齢者にわたる幅の広い市民を対象に非常に充実した内

容であり、各自が自分にあった学習内容・学習方法で学び、興味関心を広げたり仲間作りをし

たり、生きがいを見つけたり、また、専門知識を更に深める取組みを達成していると思います。    

各事業の進捗状況を見ますと、S評価（計画以上）又は A評価（計画どおり）が 142事業の

うち 129事業（約 91％）あり、すばらしいことだと思います。B評価（計画以下）となってい

る事業が 12事業ありますが内容を見ますと、数値の対前年度比という見方で評価すると B評

価となってしまいますが、取組みの内容は A評価に匹敵するのではないかと考えます。24年度

の実施計画についてはそれぞれ内容を発展させ裾野を広げていただき、まちの活性化に繋げて

いただきたいと思っています。 

○ 坂田委員長 

私も中野委員の考えに同じで、A評価から B評価に変わっているは参加人数が減った等の数 

の視点で評価が下がったというだけで、内容についてはどれもすばらしい取組みであると思い
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ますので、あまり参加人数等の数字的な評価にとらわれずに、事業内容で評価していけばいい

と思います。 

 

報告第 44号 第 66回大阪府総合体育大会泉南地区大会成績及び中央大会出場について 

○ 坂田委員長 

報告第 44号 第 66回大阪府総合体育大会泉南地区大会成績及び中央大会出場については、

書面にて報告とします。何かご意見、質問等ございませんか。 

○ 坂田委員長 

  特に無いようですので次に進みます。 

 

報告第 45号 第 25回濱田青陵賞授賞式及び記念シンポジウムの開催について 

○ 坂田委員長 

  報告第 45号 第 25回濱田青陵賞授賞式及び記念シンポジウムの開催について、事務局から

説明をお願いします。 

○ 南郷土文化室長 

  考古学などの優れた研究者に贈られる濱田青陵賞の授賞式と記念シンポジウムを 9月 30日

午後 1時から岸和田市立文化会館（マドカホール）で開催します。今回の受賞者は熊本大学文

学部教授の小畑弘己（おばたひろき）様で、記念シンポジウムのタイトルは「食の未来を考古

学に学ぶ」です。この催しの周知方法については、広報きしわだ９月号、岸和田市ホームペー

ジ、朝日新聞に掲載します。 

○ 坂田委員長 

  説明が終わりました。質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○ 坂田委員長 

  特に無いようですので次に進みます。 

 

報告第 46号 特別展「岸和田の自然・90年の物語」の開催について 

○ 坂田委員長 

報告第 46号 特別展「岸和田の自然・90年の物語」の開催について、事務局から説明をお

願いします。 

○ 南郷土文化室長 

  本件は、市制 90周年記念事業の一つとして、10月 3日から 12月 2日の間、きしわだ自然資

料館１階多目的ホールにおいて特別展を開催するものです。主な内容は、岸和田市内の自然環

境 90年間の変遷を、古写真や映像、標本類、当時の新聞記事などで振り返るとともに、90周

年事業の一環として作成した映像作品や、昭和初期～昭和 40 年代の映像を展示室内の映像コ

ーナーで上映します。この催しの周知方法については、広報きしわだ 10 月号、岸和田市ホー
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ムページに掲載します。 

○ 坂田委員長 

  説明が終わりました。質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○ 坂田委員長 

  映像資料はどこからか借りてくるのですか。 

○ 南郷土文化室長 

  映像資料については、きしわだ自然資料館で所有しているものと、広報広聴課で所有してい

るものを上映します。 

○ 坂田委員長 

  他に無いようですので次に進みます。 

 

報告第 47号 きしわだ自然資料館の臨時休館について 

○ 坂田委員長 

報告第 47 号 きしわだ自然資料館の臨時休館については、書面にて報告とします。何かご

意見、質問等ございませんか。 

○ 南郷土文化室長 

  本件は、先に報告しました特別展の開催準備のため、9月 30日及び 10月 2日を臨時休館と

するものです。 

○ 坂田委員長 

報告は以上です。他になにかございませんか。 

次に、議案の審議に入ります。 

 

議案第 35号 岸和田市教育委員会の点検・評価報告書について 

○ 坂田委員長 

議案第 35 号 岸和田市教育委員会の点検・評価報告書について、事務局から説明をお願い

します。 

○ 藤原総務課長 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 27 条第１項の規定により、教育に関する事務

の管理、執行の状況について、点検及び評価の結果に関する報告書（案）を別冊のとおりまと

めておりますのでご審議いただきたいと思います。承認されましたら第３回定例市議会で報告

し、市民へ公表していきます。 

報告書（案）ですが、平成 23年度に実施した 21事業について行なった点検・評価と教育委

員会会議の実施状況、教育委員の主な活動状況をそれぞれシートにまとめ、その点検・評価に

対する評価委員の方々の意見、教育委員会の考え方を掲載しております。 

○ 坂田委員長 
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説明が終わりました。点検・評価報告書について何かご意見、質問等ございませんか。 

○ 中野委員 

  この点検評価については平成 20年度から始まり今回で 5年目ということですが、今回の点

検シートを見ますと様式がリニューアルされており内容が整理され見やすくなっていると感

じました。点検評価項目についてですが、積極的に推進している事業については各担当課とも

点検評価を受けたいと思うわけですが、厳しい財政事情から各施設のあり方についての見直し

があるとお聞きしていますので、これらに関連する事業については当然見直しがが必要となり、

費用対効果の改善を図るなどの方策が実施されると思います。今後はこれらの事業に対する点

検・評価が行なわれていくのではないかと感じています。 

○ 坂田委員長 

  項目番号２のあゆみファイルについて教えてください。 

○ 篠本人権教育課長 

あゆみファイルは、保護者と学校が協同で障がいのある子どもの生まれてきてからの様子や

支援の様子を記録しているものです。 

○ 坂田委員長 

項目番号５のスクールサポーターについて教えてください。 

○ 植田学校教育課長 

教員ではない大学生のボランティアで、教員でない「大人」の立場で生徒の支援にあたり、

気づいた点を教員に報告し、事例の深刻化を防いでいます。 

○ 坂田委員長 

  項目番号９の体力向上の取組みの推進で、中学校における武道及びダンスの必修化に伴い先

生方は大変であると思いますが、研修会等は実施されていますか。 

○ 植田学校教育課長 

  大阪府からの研修の案内を受け、随時学校から申し込みを行っています。また、武道につい

ては、岸和田市でも警察の方に協力をいただき研修会を実施しました。 

○ 中野委員 

  項目番号 10 の学校教育施設の耐震化の推進については、国の財政支援を活用しながら順調

に進めて下さっている事に感謝します。 

○ 毛利委員長職務代理者 

  項目番号 11 の幼稚園園庭の芝生化の推進についてですが、芝生のメンテナンスが大変では

ないかと思いますがどのような状況ですか。 

○ 門林学校管理課長 

  園庭の芝生化につきましては、怪我をすることが少なくなった、景観が良くなった等の感想

がある一方、養生期間はその場所で遊べないなどの声もありますが、全体的には喜ばれている

のではないかと考えています。 
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○ 坂田委員長 

  項目番号 14 番の読書活動の推進の中にある、ブックスタート事業ですが、乳幼児期から本

に親しみを持ってもらうという主旨でいい取組みだと思いますが、どのような状況ですか。 

○ 佐藤図書館長 

  ブックスタート事業は、4ヶ月児を対象に検診のため家庭を訪問する際、絵本引換券を配布

し図書館や市立保育所等で引き換えをしていただく事業ですが、引き換え率が落ちている状況

にあり、周知方法、人気図書の把握等の改善を図っていきたいと考えています。 

○ 永本教育長 

  事業の評価については、費用対効果の視点も大事ではありますが、良い取組みであると判断

した事業については、改善を加えながら継続実施していきたいと考えております。 

○ 川岸委員 

  読書活動の推進の取組みのひとつで、小学校へのお話配達が子どもたちに人気があるように

聞いています。 

○ 佐藤図書館長 

  小学校へのお話配達の取組みは、岸和田市子ども文庫連絡会が、子どもたちに読書の楽しさ

を伝えたいと、学校・公民館などを中心に本の紹介やお話を届ける活動を続けており、平成 24

年度子ども読書活動優秀団体として、文部科学大臣表彰を受賞しております。図書館としまし

てはこれからも、岸和田市子ども文庫連絡会を支援し、連携を強めながら子どもたちの読書環

境づくりに取り組んでまいります。 

○ 坂田委員長 

  他にご意見がないようですので、本件について原案のとおり承認します。 

 

議案第 36号 補正予算いついて（生涯学習課 事業費補正） 

○ 坂田委員長 

議案第 36 号 補正予算（生涯学習課 事業費補正）について、事務局から説明をお願いし

ます。 

○ 森生涯学習課長 

  本件は、本市の市有建築物耐震化実施計画に基づき進めている、山滝地区公民館及び箕土路

青少年会館の耐震化工事に係る補強設計が 7月に完了したことを受け、それぞれの耐震改修工

事費を第 3 回定例市議会において補正予算の計上をお願いするものです。事業実施にあたり、

事業費の 3分の 1を国庫補助金、残り 3分の 2を緊急防災・減災対策事業債の活用を図り実施

したいと考えております。 

○ 坂田委員長 

  特にご意見がないようですので、原案のとおり承認します。 
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議案第 37号 教職員人事について 

○ 坂田委員長 

  議案第 37号は、人事案件につき非公開が適当と考えるがいかかですか。 

（ 各委員の同意 ） 

○ 坂田委員長 

非公開への賛同がありましたので、議案第 37号 教職員人事については、非公開とします。 

関係者以外は退席願います。 

（関係者以外退席） 

○ 坂田委員長 

  これをもちまして、８月の定例教育委員会は閉会とさせていただきます。 

 

閉会 午後４時 10分 

 

   

本会議録に相違ないことを認め署名する。 

 

 

 

委員長 

 

 

 

署名委員 

 

 


