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平成 25年２月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成 25年２月 19日（火）午後２時 45分～午後４時 50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      

   

開会 午後２時 45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６号 カラー竹馬の寄附について（浜幼稚園） 

報告第７号 定時制聴講生（ワード基礎）募集について 

報告第８号 「いきいき市民のつどい」の結果について 

報告第９号 展示及び研究資料の寄附について 

報告第 10号 岸和田城天守閣次期展示について 

○中野委員長 

  報告第６号から報告第 10 号までの５件については、書面での報告です。ご質問、ご意見等

ございませんか。 

○門林学校管理課長 

  報告第６号については、１月 31 日に市内在住の梶野 郁子 様より、幼稚園教育活動推進に

使用のためにと、カラー竹馬 4セットを浜幼稚園にご寄附していただいたものです。 
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○直産業高校学務課長 

  報告第７号については、岸和田市立産業高等学校で実施いたします、平成 25 年度の定時制

聴講生の募集についてです。募集科目はワード基礎で募集人員は若干名でございます。3月 21

日・22日に願書受付を行い、3月 25日に試験を実施し、4月 2日に合格発表を行います。 

○森生涯学習部理事 

  報告第８号については、1月 26日に市立産業会館で実施しました「いきいき市民のつどい」

の結果でございます。今回の全体テーマは「生涯学習 地域で育てる人づくり」とし、研究発

表会及びテーマ別分科会がおこなわれ、200名を超える参加者がありました。 

○南郷土文化室長 

  報告第９号については、1月 22日に市内在住の西田 治 様より、展示及び研究資料として

陣笠 1点、陣貝 1点をご寄附いただいたものです。 

  次の報告 10号については、3月 13日から 5月 12日まで実施いたします岸和田城天守閣の

展示についての報告です。岸和田城天守閣２階展示室において、企画展「郷土ゆかりの画人－

小川翠村－」を開催し、大正から昭和にかけて活躍した小川翠村の風景画や花鳥画など 30 点

余りを展示いたします。 

○中野委員長 

報告は以上です。他になにかありませんか。 

○植田学校教育課長 

  私から、毎日のように報道されている体罰問題に関して、国や大阪府の動向、本市の対応に

ついて報告いたします。まず、文部科学省では、教師による体罰やインターネット上での悪質

な書込みについて「いじめ」と位置づける動きがあります。また、児童生徒が死亡、大けがを

するなどの重大な事案が発生した場合には、学校から市町村長への報告を義務化しようとする

動きがあります。加えて、今後「体罰」と「懲戒」の線引きが必要であり、明確化していこう

とする動きがあります。 

大阪府教育委員会からは、懲戒処分の有無の確認がきております。また、各学校の教職員に

体罰防止マニュアルを使った自己点検や、校内研修を行うよう通知がきております。加えて、

いじめ、体罰等に関する児童生徒の悩みを受け止める電話相談窓口を学校ごとに明確化するよ

う通知がきております。 

これらのことを受けて本市では、まず 1月 9日に各学校に「体罰根絶に向けた取組」につい

て通知しました。2月 5日には、臨時の校園長会を開催し、次の 3点について指示するととも

に、2 月中に体罰防止マニュアルを活用した校内研修の実施を指示しております。学校におい

てばらつきがないよう、指導主事が学校各学校の管理職に研修におけるポイントを伝え、統一

した研修が実施できるようにしております。また実施した研修内容等について市教育委員会に

報告するよう指示しました。 

校園長に指示した内容は、1 点目は、子どもたちに、いじめや体罰を含め、学校生活で嫌な

ことがないか生活アンケートを実施し、あればすぐに解決に向けた対応を行うよう指示しまし
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た。このアンケートについては、今後も継続して実施したいと考えております。2 点目は、学

校だより、生活指導だより、学年通信、学級通信などをとおして、保護者の思いを拾い上げ、

なにか問題があれば解決に向けて対応するよう指示しました。3 点目は、電話相談窓口につい

て、学校・市教育委員会・府教育委員会のそれぞれの窓口を子ども・保護者に周知徹底を図る

よう指示しております。 

○中野委員長 

いじめ、体罰等に関しての対応等について報告がありました。何かご意見ございませんか。 

○坂田委員 

体罰については全面的に悪いことであり、体罰根絶に向けた取組が必要であると考えます。

また、合わせて言葉の暴力に繋がらないよう、指導のあり方についてしっかりと考えていかな

ければならないと思います。 

○川岸委員 

小学校 6年生に対して実施したアンケートの結果を、先生からお聞きしたのですが、中学校

に進学する際、いじめや体罰について不安に思って児童が多くいるとのことでした。このこと

について先生方が子どもたちの不安をすこしでも取り除こうと努力していただいていること

に感謝しています。 

○中野委員長 

いじめや体罰については常に存在するものであると意識して、マスコミ等が問題を取り上げ

たときだけ取組を強化するのではなく、アンケートを継続実施し、常に児童生徒とコミュニケ

ーションを図り、教職員間での情報交換をまめに行うなど恒常的な取組が重要であると考えま

す。 

また、万が一問題が発生した場合には、学校と教育委員会が連携し、しっかりと初期対応を

行うことが大切であると考えます。 

○中野委員長 

  それでは次に、議案の審議に移ります。 

 

議案第６号 補正予算について（総務課 事業費補正） 

○中野委員長 

議案第６号 補正予算（総務課 事業費補正）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、平成 25年１月 23日に、市内在住の松本明夫 様より、教育の振興に関する事業に

充当してほしいと 50万円のご寄附を頂きましたので、ご寄附いただいた 50万円を教育基金に

積み立てる歳入・歳出予算補正を、平成 25年第 1回定例市議会で審議いただくものです。 

○中野委員長 

  特に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７号 補正予算について（学校管理課 事業費補正・繰越明許費） 

○中野委員長 

議案第７号 補正予算（学校管理課 事業費補正・繰越明許費）について、事務局から説明

をお願いします。 

○門林学校管理課長 

  学校施設の耐震化については、岸和田市学校教育施設耐震化計画に基づき年次的に進めてお

り、また、国の補正予算等財政支援を積極的に活用し、可能な限り耐震化事業の前倒しを行っ

ているところです。今年度におきましても東日本大震災復興特別会計等の補正予算が閣議決定

され、耐震化事業に対する財政支援が行われることから、小学校 6校、中学校 1校、幼稚園 4

園の耐震補強工事及び小学校 4校、中学校 1校のトイレ・体育館等の大規模改造工事並びに小

学校１校の小学校給食室増改築工事についての早期実施を図るため、歳入・歳出予算補正をお

願いしするとともに、平成 25年度へ予算を繰越すことを、平成 25年第 1回定例市議会で審議

いただくものです。 

○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。 

○坂田委員 

  今回の取組の結果、耐震化率はどのような状況ですか。 

○門林学校管理課長 

  平成 25年度末で、耐震化率 95％の達成となり、中学校・幼稚園の耐震化につきましてはこ

れで完了いたします。 

○中野委員長 

  他に意見がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第８号 補正予算について（生涯学習課 事業費補正・繰越明許費） 

○中野委員長 

議案第８号 補正予算（生涯学習課 事業費補正・繰越明許費）について、事務局から説明

をお願いします。 

○森生涯学習部理事 

  公共施設の耐震化事業については、平成 23年 6月に策定された市有建築物耐震化実施計画

に基づき事業を進めていますが、今回、城北地区公民館・大宮青少年会館について、国の財政

支援（緊急経済対策補助金）を活用し、早期に事業実施を進めるため耐震診断・耐震改修設計

業務委託費について、歳入・歳出予算補正をお願いするとともに、平成 25 年度へ予算を繰越

すことを、平成 25年第 1回定例市議会で審議いただくものです。 

○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。 
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○中野委員長 

  特に意見がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第９号 補正予算について（スポーツ振興課 事業費補正・繰越明許費） 

○中野委員長 

議案第９号 補正予算（スポーツ振興課 事業費補正・繰越明許費）について、事務局から

説明をお願いします。 

○元廣スポーツ振興課長 

  生涯学習課の補正予算と同様に、今回、市民道場心技館・春木市民体育館について、国の財

政支援（緊急経済対策補助金）を活用し、早期に事業実施を進めるため耐震診断・耐震改修設

計業務委託費について、歳入・歳出予算補正をお願いするとともに、平成 25 年度へ予算を繰

越すことを、平成 25年第 1回定例市議会で審議いただくものです。 

○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。 

○中野委員長 

  特に意見がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 10号 平成 25年度教育方針（案）について 

○中野委員長 

議案第 10号 平成 25年度教育方針（案）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 

  本件は、教育基本法の趣旨にのっとり、平成 25 年度教育方針を策定し、教育の振興に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るものです。平成 25 年度の教育方針は、今年度の教育

方針を基本的に踏襲するものとし、教育方針の体系、概要に大きな変化はございませんが、大

阪府からの市町村教育委員会に対する指導・助言事項や、現在策定が進められています大阪府

教育振興計画等も考慮しながら作成しております。 

 （基本方針の重点項目について、それぞれの追加・変更等をおこなった箇所について担当課よ

り順次説明） 

○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。 

（より分かりやすい表現にするなど文言の整理について意見あり） 

○中野委員長 

  内容については、特にご異議がないようですので承認いたします。 

 

議案第 11号 平成 25年度教育費当初予算（案）について 

○中野委員長 
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議案第 11号 平成 25年度教育費当初予算（案）について、事務局より説明をお願いします。 

（各担当課より順に平成 25年度の教育費予算（案）について主なものを説明） 

○中野委員長 

説明が終わりました。何かご質問等ございませんか。 

○中野委員長 

 教育費予算は一般会計予算全体に対してどれぐらいの割合ですか。 

○藤原総務課長 

  平成 25年度は 9.4％、前年度が 7.7％でしたので、1.7％の増加となっています。 

 予算額については、一般会計総額は 737億 312万 9千円、前年度が 751億 6,342万 4千円で

したので、1.9％の減少であり、教育費予算額は 69億 585万 3千円、前年度が 57億 5,556万 5

千円でしたので、20.0％の増加となっております。これは、小学校耐震化事業費、中学校整備

事業費等が減少したものの、中学校給食施設整備事業費、図書館運営事業費、総合体育館整備

事業費、幼稚園就園奨励事業費等が増加したためでございます。 

○中野委員長 

学力向上支援のため校内研修や授業指導を行うアドバイザーや支援を必要とする児童・生徒

に対する支援員が増員されていることは大変うれしく思います。逆に、中学校での図書館コー

ディネーターや ICT教育推進に関する費用が予算化されなかったことは残念に思います。 

○中野委員長 

その他にないようですので、本件は原案のとおり承認いたします。 

○中野委員長 

予定されていた案件は以上です。これをもちまして本日の定例教育委員会会議を閉会いたし

ます。 

 

 

閉会 午後４時 50分 
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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 

 

 


