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平成 24年 11月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成 24年 11月 20日（火）午後２時40分～午後４時 00分 

 

２．場 所 岸和田市役所消防４階 第 1会議室 

 

３．出席者 

  委員長 中野 俊勝  委員長職務代理者 川岸 靖代  委員 坂田 忠義 

  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。本会議録署名者に川岸委員長職務代理者を指名した。 

傍聴人 0名。 

 

報告第63号 平成 25年度入園園児募集結果について 

○中野委員長 

  報告第 63号 平成 25年度入園園児募集結果について、事務局から説明をお願いします。 

○藤原総務課長 

  11月２日現在の園児募集の状況ですが、５歳児は新規申込が 21人、進級が 550人、４歳児

は申込が 509人でした。５歳児・４歳児合わせまして 1,080人（前年度 1,230人）となってお

ります。今後は、４、５歳児とも募集人員内で随時に受付いたします。 

○中野委員長 

説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございませんか。 

○中野委員長 

  本市における４・５歳児は、公立幼稚園、私立幼稚園、保育園に、それぞれ 3分の 1ぐらい

づつの割合で通われているのかなと思っていますが、今回４・５歳児合わせて人口に占める園
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児割合が 29.3％であり、毎年減少傾向にあるように思います。本市の特徴は、公立幼稚園と小

学校が連携しているところだと思いますので、その点をもっとアピールしていくことが大事で

あると考えます。 

○川岸委員長職務代理者 

  兄弟姉妹がいる家庭では、上の子どもを私立幼稚園に通わせても、その子が小学校に通うよ

うになると、行事の関係などで、下の子どもは併設の公立幼稚園に通わせる家庭があったり、

上の子どもを私立幼稚園に通わせ、制服が同じという理由で下の子どもも私立に通わせるとい

う家庭もあるように聞いています。 

○永本教育長 

  以前は、私立幼稚園に通わせている家庭でも、５歳になれば小学校に併設されている公立幼

稚園に通わせるという傾向がありましたが、最近の５歳児の受付児童数が減少している状況を

見ますと、公立幼稚園と私立幼稚園の住み分けがはっきりしてきたかなと感じます。私立幼稚

園では３歳児保育を行うなど、児童の確保に努めており、また園児募集の時期についても公立

幼稚園より早く行っていることが一因かと考えています。以前は公立幼稚園でも入園が抽選に

なることもありましたが、現在は子どもの数が減少し、公立幼稚園も私立幼稚園も希望通り入

園できる状況のなか、今後、園児募集方法等について考えていく必要があると考えます。 

   

報告第 64号 「いきいき市民のつどい」の開催について 

報告第 65号 岸和田城天守閣次期展示について 

○中野委員長 

 報告第 64号及び報告第 65号については、書面での報告です。なにかご質問等ございません

か。 

○森生涯学習課長 

報告第 64 号「いきいき市民のつどい」については、生涯学習に関する活動発表や生涯学習

をテーマとした語り合いなどのイベントを開催し、市民の生涯学習に対する関心を高め、参加

者が生涯学習について考え、ふれあう機会を提供することで、本市の生涯学習活動を一層推進

することを目的とし、平成 25年 1月 26日（土）、午後 1時 30分から午後 4時まで、市立産業

会館において、「生涯学習 地域で育てる 人づくり」を全体テーマとして開催します。 

○南郷土文化室長 

  報告第 65号 岸和田城天守閣次期展示については、12月 5日（水）から平成 25年 3月 10

日（日）まで、岸和田城天守閣 2階展示室において、佐々木勇蔵コレクション（鎌倉後期から

現代までの短冊、約 25,000点）の中から約 100点の和歌短冊を展示するものです。 

○中野委員長 

特にないようですので、議案の審議に移ります。 
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議案第 44号 平成 25年度岸和田市立産業高等学校入学者選抜実施要項について 

○中野委員長 

議案第 44号 平成 25年度岸和田市立産業高等学校入学者選抜実施要項について、事務局か

ら説明をお願いします。 

○直産業高校学務課長 

  本件は、平成 25 年度大阪府公立高等学校入学者選抜実施要項が定められたことに伴い、本

市教育委員会においても、7月の定例教育委員会で承認された入学者選抜方針に基づき、平成

25 年度岸和田市立産業高等学校全日制及び定時制の入学者選抜実施要項を定めたいものでご

ざいます。応募資格、募集人員、通学区域、出願方法等については例年どおりで、全日制の出

願期間は平成 25年 2月 13日（水）、14日（木）、学力検査は 2月 20日（水）、合格者の発表は

2月 26日（火）に行い、定時制については、出願期間を平成 25年 3月 4日（月）、5日（火）、

学力検査を 3月 11日（月）、合格者の発表を 3月 18日（月）に行いたいと考えております。 

○中野委員長 

説明が終わりました。ご意見、ご質問等ございませんか。 

○坂田委員 

  全日制の商業科・情報科においては平成 25 年度入学者選抜から、小論文の成績を加えると

ありますが、成績に占める割合はどのようになっていますか。 

○直産業高校学務課長 

  選抜にあたっては、調査書が 150点、学力検査 150点（国語、数学、英語、各 50点）に、

小論文 30点を加え 330点満点となります。 

○坂田委員 

  小論文に関しては、採点が難しいと思いますが、どのような基準で採点したか、外部から問

われた場合に明確に答えられるようにしなければいけないと考えます。 

○中野委員長 

  平成 25 年度の選抜は、前期日程も後期日程も前倒しされ、加えて今までは全日制の普通科

は、後期日程での選抜であったものが、2クラス 80名を上限に前期日程での選抜と変更されま

した。 

 学力検査でも前期選抜は３教科、後期選抜は５教科ですので、かなりの割合で前期日程での受

験をされるのではないかと考えます。このような状況において岸和田市立産業高等学校への影

響はどうのように考えていますか。 

○直産業高校学務課長 

  第 4学区の 22校中 18校で 2クラス 80名の前期選抜に手をあげていることから、非常に危

惧しております。また、学校における説明会の参加者も昨年に比べ減っている状況で、これま

で、平均 1.5倍の競争率で受験していただいておりましたが、平成 25年度選抜は厳しい状況

になるのではないかと思っています。このような中、岸和田市立産業高等学校としましても、

積極的に幅広く説明会を行っております。 
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○永本教育長 

  平成 25 年度選抜の結果を見て、岸和田市立の学校である産業高等学校の特色を出していく

方策を考えていくことが大事であると考えています。 

○中野委員長 

  産業高等学校の専門性を積極的に情報発信し、受験生を集めることが大事であると考えます。 

○中野委員長 

  他になにかございませんか。ないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 45号 岸和田市教育委員会公印規程の制定について 

議案第 46号 岸和田市教育委員会規則の一部改正について 

議案第 47号 岸和田市立公民館、青少年会館等の設置、管理等に関する条例施行規則の一部 

改正について 

議案第 48号 岸和田市民体育館条例施行規則の一部改正について 

議案第 49号 きしわだ自然資料館条例施行規則の一部改正について 

議案第 50号 岸和田市立図書館事務処理規程の一部改正について 

○中野委員長 

議案第 45 号 岸和田市教育委員会公印規程の制定について、事務局から説明をお願いしま

す。 

○藤原総務課長 

  本件は、現在、教育委員会事務局内の各課室館及び各学校で保管する、公印の使用及び管理

に関し、それぞれが所管する規則等の中で定めていますが、今回、それらの規則等をひとつに

まとめ、統一した内容で公印の使用及び管理等を行うため、公印規程を新規に制定するもので

す。なお、議案第 46号から議案第 50号については、新たな公印規程の制定に伴い、それぞれ

の規則等で定めている公印の使用及び管理等に関する条項の削除等の整備を図る一部改正で

ございます。公印規程の制定、各規則等の改正は平成 24年 12月 1日から施行するものです。 

○中野委員長 

  説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございませんか。 

○永本教育長 

  これを機に、公印の取り扱いについて、再度周知徹底を図るようお願いします。 

○中野委員長 

  その他、特にないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 51号 補正予算について（図書館 事業費補正） 

○中野委員長 

議案第 51号 補正予算（図書館 事業費補正）について、事務局から説明をお願いします。 
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○佐藤図書館長 

  平成 24年 10月 16日に、財団法人 永井熊七記念財団 理事長 永井一夫 様より図書購入費

に充当のため、50万円のご寄附をいただきましたので、平成 24年第４回定例市議会において

歳入・歳出予算の補正を提案したいものです。 

○中野委員長 

説明が終りました。ご質問等ございませんか。 

  特にないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 52号 教職員人事について 

○中野委員長 

  議案第 52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 ） 

○中野委員長 

非公開への賛同がありましたので、議案第 52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） 

○中野委員 

  これをもちまして、11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 00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 

 

 


