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平成 26年６月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成 26年 6月 26日（木）午後 2時 40分～午後 3時 40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 

  委員  野口 和江  教育長 樋口 利彦 

 

４．事務局出席者 

教育総務部長…………西川○照彦○○○○○学校教育部長………………須賀○俊介 

生涯学習部長…………藤原○芳治○○○○○学校管理課長………………古谷○利雄 

総務課長………………大西○謙次○○○○○産業高校学務課長…………山本○徹雄 

学校教育課長…………寺田○博○○○○○○人権教育課長………………笠川○智香 

生涯学習課長…………大和○昇○○○○○○理事兼スポーツ振興課長…直○○清司 

郷土文化室長…………小堀○頼子○○○○○図書館長……………………森○○正之 

総務課参事……………山田○潤○○○○○○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。 

○中野委員長 

  ただいまから、6月定例教育委員会会議を開催します。 

 

報告第 30号 図書の寄附について（浜幼稚園） 

報告第 31号 植栽の寄附について（東光、城北、八木北、常盤小学校） 

○中野委員長 

  報告第 30号、31号について、事務局から説明をお願いします。 

○古谷学校管理課長 

  報告第 30号については、浜幼稚園の教育活動推進のため、5月 13日に 梶野 郁子 様から

図鑑５冊（昆虫、植物、動物、魚、飼育と観察）、換算額 10,000円のご寄附がありましたので報

告するものです。 

続きまして、報告第 31号については、大阪信用金庫様から支店がある地域の学校 4校（東光、

城北、八木北、常盤小学校）に対し、校庭緑化のため樹木（桜）をご寄附いただいたものです。 
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○中野委員長 

他にご質問、ご意見等ありませんか。無いようですので次の案件に移ります。 

 

報告第 32号 中学生体験入学の実施について 

○中野委員長 

 報告第 32号 中学生体験入学の実施ついて、事務局から説明をお願いします。 

○山本産業高校学務課長 

  報告第 32 号につきましては、産業高校の教育内容、進路状況及び学校生活の紹介と商業科・

情報科・デザインシステム科の特色ある科目の一部を実習することにより、産業高校に対する理

解と関心を深め、進路選択の参考に資することを目的に実施いたします。 

中学 3年生、参加生徒の保護者・教職員を対象に、商業科・情報科は 7月 23日と 24日、デザ

インシステム科は 7月 25日に、学校・学科案内、体験授業、クラブ活動見学をしていただきま

す。学校のホームページに掲載するとともに、堺市以南の 95 校へ案内を送付しており、昨年度

は、41校から 441名の生徒の参加（うち岸和田市内の中学生の参加者は 204名）がありました。 

○川岸委員長職務代理者 

  対象学年を中学 2年生まで広げる等、早い段階から産業高校を知ってもらうことで、産業高校

で学びたいという目的意識を持った生徒が増えるのではないかと思います。 

○山本産業高校学務課長 

  使用する教室等の問題がありますが、現状でも参加人数に余裕がある場合は、中学 2年生でも

参加は可能と聞いています。 

○中野委員長 

  体験授業での使用教室について、商業科・情報科では情報処理室や総合実践室などの専門教室

を使用することになっていますが、デザインシステム科では普通教室使用予定となっています。

中学生を迎え入れるのであれば、ベストの状態で迎え入れるべきであり、できるだけ専門教室を

使用して施設・設備のアピールをしてはどうかと思いますがいかがですか。 

○山本産業高校学務課長 

  参加人数から考えると特別教室は手狭であり、また様々な器具があるため危険度が高いことか

ら普通教室での実施としました。 

○中野委員長 

  産業教育審議会答申の中でも「学校施設・設備の活用を図る」と謳われていることもあり、答

申を活かす姿勢が必要だと考えます。そういった意味からも使用教室の検討並びに「使用予定」

の表現について検討ください。 

 

報告第 33号 産業高校市民公開講座「簿記講座 3級」の実施について 

報告第 34号 産業高校市民公開講座「パソコン講座・ワード入門」の実施について 
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○中野委員長 

  報告第 33号 産業高校市民講座「簿記講座 3級」の実施について、第 34号 産業高校市民公

開講座「パソコン講座・ワード入門」の実施について、事務局から説明をお願いします。 

○山本産業高校学務課長 

  報告第 33号につきましては、11月実施の日商簿記検定 3級の合格を目指し、市内在住者・在

勤者（学生は除く）を対象に、8月 25日から 11月 14日までの週 3回全 30回程度の市民公開講

座を実施いたします。定員は 15名で、広報 8月号で募集のうえ往復はがき（8月 15日必着）に

て申し込みを受付いたします。昨年度実績は、受講修了者 15人中 9人が受験し、5人が合格して

います。 

  報告第 34号につきましては、市内在住・在勤者（学生は除く）を対象に、6月 23日から 7月

4日の間で全 6回実施いたします。既に募集は終了しており、定員 20人に対し 28人の申し込み

がありました。パソコン講座では、過去 2年はエクセル講座を年 2回実施していましたが、今年

度はワード講座 1回、エクセル講座 1回の実施を予定しています。 

○中野委員長 

ご質問、ご意見等ありませんか。無いようですので次の案件に移ります。 

 

報告第 35号 平成 26年度 岸和田市水連学校の開催について 

○中野委員長 

  報告第35号 平成26年度岸和田市水連学校の開催について、事務局から説明をお願いします。 

○寺田学校教育課長 

  報告第 35号につきましては、市内小学校 5・6年生を対象として、正しい泳法を習得させるこ

とを通して体力の向上を図り、集団生活訓練の実をあげるため、岸和田市水練学校を開催するも

のです。7月 22日から 8月 1日まで（土・日曜日を除く）募集定員 800名程度とし、野田プール

において実施いたします。募集は 6月 20日までとなっていますが、今年度も昨年同様 500人以

上の参加が見込まれる状況です。 

  昨年度の実績といたしましては、指導員として 1日平均 35.6人の教員が指導にあたり、参加

者 521人のうち約 9割が中級以上（25メートルをクロールで泳げる）に進級いたしました。 

○野口委員 

  子ども達が水連学校を通じ泳力を身につけ、自信を持つことができる、優れた取り組みである

と思います。また、意欲を持って指導に取り組む若い教員が増えてきたことを非常に嬉しく思っ

ています。 

各学校では、プールへの往き帰りについて注意するよう十分指導されていると思いますが、特

に自転車を利用可能な校区の子どもに対する安全確保について、市教委としてどのような配慮を

されていますか。 
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○寺田学校教育課長 

  普段は学校区において登下校時の巡回を行っている「青色安全パトロール車」ですが、この期

間は特に、自転車を利用しての参加が可能な野田プールを中心とした岸城塔原線を巡回していま

す。また、駐輪場付近の交差点に学校教育課の指導主事を配置し、指導にあたっています。 

○中野委員長 

  水連学校の対象が小学 5・6年生、初心者水泳教室の対象が小学 1～3年生と、小学 4年生だけ

が抜けていることについて、従来から検討いただくようお願いしていたのですが、現状どのよう

に考えていますか。 

○寺田学校教育課長 

  初心者水泳教室を担当するスポーツ振興課と協議し、次年度から小学 4年生を含めた対応を考

えています。 

 

報告第 36号 平成 26年度暴走族追放・少年非行防止強調月間 第 64回「社会を明るくする運動」

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～強調月間 市民集会の開催について 

○中野委員長 

  報告第 36号について、事務局から説明をお願いします。 

○大和生涯学習課長 

  報告第 36 号につきましては、内閣府主唱の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」並びに

法務省主唱の「社会を明るくする運動」に参加する形で、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たち

の更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を

築くことを目的とするもので、7月 12日に岸和田市立文化会館（マドカホール）において開催い

たします。 

なお、本件につきましては、広報きしわだ７月号に掲載し周知いたします。 

○中野委員長 

  何かご意見・ご質問等ございませんか。特にないようですので、次の案件に移ります。 

   

報告第 37号 平成 26年度市民プールの開設について 

○中野委員長 

  報告第 37号 平成 26年度市民プールの開催について、事務局から説明をお願いします。 

○直スポーツ振興課長 

  報告第 37号につきましては、広く市民、特に青少年の心身の向上を図るため、市内 12か所の

市民プールを開設するものです。監視業務等に高校生 43名を含む 85名のアルバイトを採用し、

各プール管理者とともに救急救命講習会・業務内容説明会を実施したうえで、安心・安全を第一

に考え、プールを開設いたします。 
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○野口委員 

  救命救急講習会も実施されており、十分な研修を受けることと思いますが、特に子どもは何が

起こるかわかりません。一時も目を離すことがないような体制をお願いします。 

○直スポーツ振興課長 

  スポーツ振興課職員による巡回回数を多くし、事故を未然に防ぐよう取り組んでまいります。

また、もしもの場合を考え、各プールに AEDを設置するとともに、アルバイトには 3時間の講習

を実施いたしました。 

○中野委員長 

アルバイトの年齢層が若くなり、人数も 10 名増員されるなど、安心・安全への配慮が伺えま

す。 

○谷口委員 

講習において注意があったと思いますが、体が濡れた状態で AEDを使用しない等、取扱いには

十分気をつけてください。 

 

報告第 38号 平成 26年度初心者水泳教室の開催について 

○中野委員長 

  報告第 38号 平成 26年度初心者水泳教室の開催について、事務局から説明をお願いします。  

○直スポーツ振興課長 

  報告第 38号につきましては、水泳の苦手な小学校 1年生から 3年生を対象に、泳ぎ方の基本

と泳ぐ楽しさを学んでもらうため、6 か所のプールにおいて、8 日間の初心者水泳教室を開催す

るものです。受講者数については、前期 297人（定員 540人）、後期 264人（定員 480人）とな

っています。 

  なお、小学 4年生への対応につきましては、居住地近隣のプールで受講できること、受講者数

に余裕があること等勘案し、初心者水泳教室で来年度から受入れるよう考えております。 

○中野委員長 

  何かご意見・ご質問等ございませんか。特にないようですので、次の案件に移ります。 

 

報告第 39号 岸和田城庭園（八陣の庭）の名勝指定について 

○中野委員長 

  報告第 39 号 岸和田城庭園（八陣の庭）の名勝指定について、事務局から説明をお願いしま

す。 

○小堀郷土文化室長  

  6月 20日に開催された国の文化審議会において、岸和田城庭園（八陣の庭）が国の指定名勝と

して答申されました。 

今後の予定といたしまして、短期的にはホームページや広報きしわだ 7月号に掲載するととも

に、告示（8月頃予定）後は、市民への更なる周知と文化財への興味・関心を高めるため、八陣
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の庭に関する講座やイベントを予定いたしております。また長期的には、保存管理計画を策定し

保護を図るとともに、開放された名勝として活用できるよう整備を行ってまいります。 

○谷口委員 

八陣の庭は、「三国志」に登場する「八陣」を題材にしていて、諸葛孔明は「三国志」のゲー

ムキャラクターとしても人気が高いので、ＰＲに上手く取り入れることができれば、子どもも興

味関心を持ってくれるのではないかと思います。 

○小堀郷土文化室長 

専門的すぎると、なかなか興味関心を持っていただけないため、ＰＲの方法等について考えて

まいりたいと思います。 

○中野委員長 

  報告は以上です。他にご意見等が無いようですので、議案の審議に移ります。 

 

議案第 32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 32号 補正予算（図書館 事業費補正）について、事務局より説明をお願いします。 

○森図書館長 

  本件は、5月 14日に一般社団法人 永代太々巴講 理事長 岸田次郎 様から 80万円を図書

購入費に充当していただきたいとの趣旨でご寄附を頂きましたので、第 3回定例市議会において

予算補正をお願いするものです。 

○中野委員長   

  特にご意見等がないようですので、原案の通り承認します。 

  これをもちまして、本日の定例教育委員会会議を閉会します。 

 

閉会 午後３時 40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 

 

 


