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平成 26年２月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成 26年２月 19日（水）午後２時 40分～午後５時 10分 

 

２．場 所 市立公民館・中央地区公民館３階 講座室４ 

 

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 谷口  馨 

   

４．事務局出席者 

教育長職務代理者 教育総務部長   板東 正人 

学校教育部長       小池 俊一  生涯学習部長      植原 和彦 

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

産業高校学務課長     直 清司   学校教育課長      寺田  博 

人権教育課長      篠本 治久  生涯学習課長      佐藤  正 

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          森  正之  総務課参事        大西 謙次 

   

開会 午後２時 40分 

前回会議録について承認された。本会議録署名者に谷口委員を指名した。 

傍聴人 0名。 

 

報告第６号 植栽の寄附について（朝陽小学校） 

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 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９号までの４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 26 日に岸和田千亀利ライオンズクラブ様より、校庭緑化に使

用のためにと、樹木の植樹及び記念碑（換算額 100万円相当）を朝暘小学校にご寄附していた

だいたものです。 

○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 26 年度の定時制
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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 19

日・20日に願書受付を行い、3月 24日に試験を実施し、4月 2日に合格発表を行います。 

○佐藤生涯学習課長 

  報告第８号については、1月 25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「いまを活きる生涯学習～気づいたときがスタート

ライン～」とし、基調講演及びパネルディスカッションがおこなわれ、約 180名の参加者があ

りました。 

○南郷土文化室長 

  報告第９号については、3月 19日から 5月 18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「郷土の書画」を開催し、

江戸から昭和期に活躍した岸琴泉、小川翠村の作品など 20点余りを展示いたします。 

○中野委員長 

以上 4件の報告がありましたが、ご意見等ございませんか。 

○中野委員長 

  いきいき市民のつどいについては、アンケート結果も紹介されていますが、「自分のためだ

けではなく、地域のためにこれからも生涯学習を続けていきたいと思う」「積極的に生きるこ

とへの意欲を持つことの大切さを感じた」「人のためになる喜びが生きる糧になる。自分の活

動に自信が持てた」など前向きな意見をもらっていますので、意義の深い取組みであると感じ

ています。 

○中野委員長 

  他にないようですので、議案の審議に移ります。 

 

議案第６号 岸和田市教育委員会事務分掌規則の一部改正について 

○中野委員長 

議案第６号 岸和田市教育委員会事務分掌規則の一部改正について、事務局から説明をお願

いします。 

○藤原総務課長 

  本件は、教育委員会事務局に置く職として、新たに「子育て支援監」を設置するべく規程の

整備を図るものです。子育て支援監は、教育行政のうち子ども及び子育てに係る支援の総合調

整及び企画に関する重要な事務を掌理するものです。この改正規則の施行は、平成 26年 4月 1

日からとします。 

○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 

  子ども及び子育てに係る総合調整を図るとされていますが、児童福祉部等の市長部局との関

わりはどのようになるのでしょうか。 
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○藤原総務課長  

  子育て支援監は、市長の直轄に配置され、市長部局及び教育委員会事務局にまたがって関係

職員を指揮監督し、今後の本市が抱える子ども・子育て支援に関する課題解決に向け総合調整

を行うことになります。 

○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 

  国の補正予算が 12 月に閣議決定され、学校の施設整備に関して市町村の財政負担の軽減措

置が図られることから、大規模改造事業として小学校・中学校及び幼稚園のトイレ改修、外壁

改修、体育館の老朽改善工事等を実施するとともに、小学校給食施設整備事業として山直小学

校給食室増改築工事の前倒しを行うための予算補正と平成 26 年度への予算繰越について、平

成 26年第 1回定例市議会において審議をお願いするものです。 

○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。 

○中野委員長 

  体育館の改修工事については、どのような内容ですか。 

○門林学校管理課長 

  主な内容は、外壁の改修、窓ガラスの取替や照明器具・バスケットゴールの落下防止工事な

どの非構造部材の耐震化改修を予定しております。 

○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（スポーツ振興課 事業費補正・繰越明許費・債務負担行為補正） 

○中野委員長 

議案第８号 補正予算（スポーツ振興課 事業費補正・繰越明許費・債務負担行為補正）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 

  1点目は、春木体育館の耐震化について、国の財政支援を活用し、早期に事業実施を進める

ため耐震化工事費の予算補正と、平成 26年度への予算繰越について、平成 26年第 1回定例市

議会において審議をお願いするものです。 

  2点目は、岸和田市民道場心技館と岸和田市総合体育館の指定管理料について、新たに債務
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負担行為補正をお願いするものです。岸和田市民道場心技館については、平成 26 年度から実

施される消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、指定管理料に関して、現在の債務負

担行為限度額を超過することが見込まれるため、不足額について新たに債務負担行為補正をお

願いするものです。岸和田市総合体育館については、平成 26 年度からの新たな指定管理者が

決定いたしまので、平成 30 年度までの指定管理料について債務負担行為補正をお願いするも

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。 

○中野委員長 

  体育館については、つり天井の落下事故が以前に話題になりましたが、春木体育館はどのよ

うな状況ですか。 

○元廣スポーツ振興課長 

春木体育館については、照明器具の下に落下防止ネットを整備しています。 

○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９号 補正予算について（図書館 事業費補正・繰越明許費・債務負担行為補正） 

○中野委員長 

議案第９号 補正予算（図書館 事業費補正・繰越明許費・債務負担行為補正）について、

事務局から説明をお願いします。 

○森図書館長 

  1点目は、図書館の耐震化について、国の緊急経済対策による、防災化事業に関する財政支

援を活用し早期に事業実施を進めるため、耐震診断及び耐震補強設計業務委託料の予算補正と、

平成 26年度への予算繰越について、平成 26年第 1回定例市議会において審議をお願いするも

のです。 

2 点目は、図書館では、市役所本庁舎及び別館とともに、環境保全と省エネルギー効果を目

的としたＥＳＣＯ事業を平成 18年度から平成 32年度までの期間において債務負担の限度額内

で実施していますが、平成 26 年度から実施される消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴

い、限度額に不足が生じることから、不足額について新たな債務負担行為補正をお願いするも

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。 

○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 26年度教育方針（案）について 
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○中野委員長 

議案第 10号 平成 26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。 

○寺田学校教育課長 

  本件は、教育基本法の趣旨にのっとり、平成 26 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 26 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・助言事項等も考慮しながら策定しております。 

  

（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 26年度教育費当初予算（案）について 

○中野委員長 

議案第 11号 平成 26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 26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 26年度は 8.8％、前年度が 9.4％でしたので、0.6％の減少となっています。 

 予算額については、一般会計総額は 747億 4,894万 3千円、前年度が 737億 312万 9千円で

したので、1.4％の増加であり、教育費予算額は 65億 5,130万 3千円、前年度が 69億 585万 3

千円でしたので、5.1％の減少となっております。これは、小学校耐震化事業費、高等学校耐

震化事業費、幼稚園就園奨励事業費等が増加したものの、中学校給食施設整備事業費、図書館

運営事業費、総合体育館指定管理事業費等が減少したためでございます。 
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○中野委員長 

  図書館コーディネータ、特別支援教育支援員などの増員が認められたことや、学校での地デ

ジ対策予算が一部認められたことなど非常にありがたいことだと思っています。 

○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５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 

 

 


