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平成21年２月定例教育委員会会議録 

 
１．日 時 平成21年２月20日（金）午後２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 毛利 高二  委員長職務代理者  坂田 忠義 

  委員  宮崎 慶次  委員 川岸 靖代  教育長 永本 定芳 

 

４．事務局出席者 

教育次長兼教育総務部長 西田  寛    生涯学習部長   池阪 雄宏 

学校教育部長      樋口 利彦   スポーツ振興課長 元廣 秀晴 

総務課長        柿本 邦彦   郷土文化室長   近藤 利由 

学校管理課長      児嶋 英幸   図書館長     松田 周光 

学校教育課長      小池 俊一   総務課参事    金田 隆行 

人権教育課長      山下 吉信    

産業高等学校事務長   宮崎 信男    

 

開会 午後２時40分 

 

前回会議録について異議なく承認された。本会議録署名者に宮崎委員を指名した。 

傍聴人１名。 

 
報告第５号 教育委員会への寄付について 

○ 毛利委員長 

報告第５号は、書面にて報告とします。 

 

報告第６号 学校給食用食器の検討について 

○ 毛利委員長 

報告第６号 学校給食用食器の検討について、事務局から説明をお願いします。 

○ 柿本総務課長 

  学校給食環境の充実を図るため、老朽化している食器を更新するにあたり、学校給食食器検

討委員会を設置し、適切な給食用食器具を検討するものでございます。 
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  学校給食食器検討委員会設置要綱第３条に委員の構成を掲げています。幅広い方面から参加

いただき、様々な角度から検討いただくため、小学校長代表、小学校教頭代表、給食主任代表、

栄養教諭又は栄養職員代表、給食調理員代表、保護者代表等に参加をお願いするところでござ

います。 

  食器検討スケジュールは、第１回検討委員会を３月２日に予定しています。続いて４月中旬

には食器メーカーによるプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、次の検討委員会で新し

い食器の選定を検討いただく予定です。新しい食器の使用開始は２学期を予定しています。 

○ 毛利委員長 

  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。 

○ 坂田委員長職務代理者 

  選定にあたっては、安全性を第1に検討いただきたい。 

 

報告第７号 平成20年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果（岸和田市概要）について 

○ 毛利委員長 

報告第７号 平成 20年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果（岸和田市概要）につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

○ 小池学校教育課長 

  平成 20年４月から７月までに小学校５年生、中学校２年生を対象に実施した全国体力・運

動能力・運動習慣結果の概要を説明する。 

調査の内容は、実技に関する調査として、小学校は、握力、上体起こし、長座体前屈、反復

横とび、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とび、ソフトボール投げの８種目。中学校は、握

力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、持久走または20ｍシャトルラン、50ｍ走、 立ち

幅とび、ソフトボール投げの８種目です。 

質問紙調査は、生活習慣、食習慣、運動習慣に関する３項目です。 

実技調査結果の本市の特徴は、小学校は、男女とも反復横とび・立ち幅とびで、全国平均を

上回り、中学校男子は、持久走で全国平均を上回りました。また、小学校男子は、握力・長座

体前屈で、小学校女子は、特に長座体前屈で全国平均を下回りました。 

質問紙調査の岸和田市の特徴は、小・中学校ともに、体育科・保健体育科の授業以外の運動

実施状況が低く、運動時間も全国平均を下回りました。中学校の朝食摂取率が全国平均よりか

なり低く、また、一日のテレビ時間が長く、特に中学校で３時間以上の生徒が全国平均を大き

く上回っていました。 

今後の取り組みとしまして、体育・保健体育科の授業の充実のために授業や学校のカリキュ

ラムづくりの指導・助言とともに、実践事例の紹介など研修会を充実させ、各学校の体力づく

りの取り組みを推進します。さらに、食生活や生活習慣とともに運動習慣についても、学校だ

けでなく家庭や地域との連携を深め、健やかな体づくりを充実させていきたいと考えています。 



 3 
 
 

  この結果については、本市のホームページに掲載予定です。 

○ 永本教育長 

  体力、運動能力向上には、普段の取り組みが大切です。 

○ 毛利委員長 

  府下の点数はわかりますか。 

○ 樋口学校教育部長 

  小学校５年男子が52.85点、女子が52.75点で、中学校２年男子が39.36点、女子が45.81

点です。 

 

報告第８号 「いきいき市民のつどい」の結果について 

○ 毛利委員長 

報告第８号は、書面にて報告とします。 

 

報告第９号 平成21年度「夏期巡回・特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」の実施について 

○ 毛利委員長 

報告第９号 平成 21年度「夏期巡回・特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」の実施につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

○ 池阪生涯学習部長 

  ラジオ体操は、昭和３年に逓信省簡易保険局（現在の株式会社かんぽ生命保険）が制定し、

毎朝６時 30分からＮＨＫラジオ第１で放送されているほか、ＮＨＫ、全国ラジオ体操連盟と

共同で昭和 28年から実施している夏期巡回ラジオ体操会を岸和田市内で行うものでございま

す。開催日は、平成21年８月30日（日曜日）午前６時30分から６時40分の10分間で、開

催会場は、中央公園のグラウンドを予定していますが、雨天時については同公園内にあるゲー

トボール場のすぱーく岸和田で行う予定です。 

  参考に、平成21年度の巡回日程を添付してございます。 

 

次に、案件に入ります。 

議案第10号 平成２１年度 教育費予算要求について 

○ 毛利委員長 

議案第10号 平成２１年度 教育費予算要求について、事務局から説明をお願いします。 

○ 柿本総務課長 

  平成21年度第１回定例市議会に「平成21年度教育費歳入歳出予算」を要求するものでござ

います。 

  歳入予算案の総括表を説明致します。教育総務部総務課は、３億 2065万１千円で前年度比

89.6％でございます。主な内容は、幼稚園保育料・入園料、アフタースクール保護者負担金等
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でございます。学校管理課は、１億7256万２千円で前年度比292.1％でございます。主な内容

は、理科教育等設備整備補助金、小学校建設事業補助金でございます。大幅な増要因は、建設

事業補助金の増額によるものでございます。学校教育部学校教育課は、1535万９千円で前年度

比121.0％でございます。主な内容は、水練学校受講料、放課後学習支援事業補助金等でござ

います。人権教育課は、120万４千円で前年度比88.9％でございます。主な内容は、中学校夜

間学級調査研究事業委託金、総合相談事業補助金等でございます。生涯学習部生涯学習課は、

372万４千円で前年度比94.4％でございます。主な内容は、施設使用料、放課後子ども教室推

進事業補助金等でございます。スポーツ振興課は、9608万２千円で前年度比 95.3％でござい

ます。主な内容は、市民プール・運動広場・市民体育館・総合体育館使用料等でございます。

郷土文化室は、752万３千円で前年度比173.3％でございます。主な内容は、きしわだ自然資

料館入場料、埋蔵文化財調査費補助金等でございます。図書館は、17万７千円で前年度比100％

でございます。主な内容は、コピー使用料等でございます。産業高等学校は、１億 3058万６

千円で前年度比100.7％でございます。主な内容は、授業料、空調使用料、聴講料等でござい

ます。歳入合計は、７億4786万８千円で前年度比111.7％でございます。 

  続きまして歳出予算案の総括表を説明致します。教育総務部総務課は、７億 5206万９千円

で前年度比102.8％でございます。主な内容は、就園・就学奨励費、小学校給食民間委託料等

でございます。学校管理課は、14億4364万円で前年度比127.8％でございます。主な内容は、

幼稚園・小学校・中学校維持管理、浜小学校大規模改造２期工事、耐震診断及び耐震改修等で

ございます。学校教育部学校教育課は、7312万７千円で前年度比 84.9％でございます。主な

内容は、国際交流、副読本指導資料等作成でございます。人権教育課は、3186万１千円で前年

度比391.3％でございます。この大幅な増要因は、特別支援教育を学校教育課から人権教育課

に所管換えしたものでございます。生涯学習部生涯学習課は、１億 8162万４千円で前年度比

100.2％でございます。主な内容は、社会教育関係団体報償費、放課後子ども教室活動等でご

ざいます。スポーツ振興課は、２億9355万６千円で前年度比91.4％でございます。主な内容

は、競技スポーツ振興、スポーツカーニバル開催等でございます。郷土文化室は、4645万９千

円で前年度比115.6％でございます。主な内容は、市内遺跡発掘調査、ぶな林保全整備事業負

担金等でございます。図書館は、7525万６千円で前年度比92.6％でございます。主な内容は、

電算機器保守管理委託料及びリース料等でございます。産業高等学校は、6527万６千円で前年

度比104％でございます。主な内容は、施設維持管理、パソコン機器リース料等でございます。

歳出合計は、29億6286万８千円で前年度比112.1％でございます。なお、この予算額につき

ましては、人件費は人事課の所管になるので含まれていません。 

  歳入・歳出の明細は記載のとおりです。学校管理課の歳入で、指定寄附金100万円につきま

しては、中北町の梶野郁子様から幼稚園教育振興のためにご寄附をいただいたものでございま

す。使途につきましては、スキャナコピー機能付プリンタ19台等の購入を予定しています。 

○ 毛利委員長 
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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。 

○ 坂田委員長職務代理者 

学校管理課の歳出で、ＰＣＢ廃棄処分委託料が計上されているが。 

○ 児嶋学校管理課長 

  今まで処分場がなかったが、国が大阪市の舞洲で整備されました。そしてやっと本市にも順

番が回ってきたので、今まで安全に保管していたものを処分するものです。 

○ 毛利委員長 

他に質疑、意見等がないようですので、本件について、原案のとおり承認することにご異議

ございませんか。 

○ 委員 

異議なし。 

○ 毛利委員長 

ご異議がないようですので承認します。 

 

議案第11号 平成22年度岸和田市立産業高等学校入学者選抜の主な日程について 

○ 毛利委員長 

議案第 11号 平成２２年度岸和田市立産業高等学校入学者選抜の主な日程について、事務

局から説明をお願いします。 

○ 柿本総務課長 

  大阪府教育委員会の指示により、平成 22年度の産業高等学校全日制及び定時制の入学者選

抜に係る出願期間等日程を定めるものでございます。全日制前期入学者選抜の出願期間は、平

成22年２月16日（火）から２月17日（水）で、学力検査は２月23日（火）、合格者発表は

３月２日（火）です。定時制後期入学者選抜は、平成22年３月８日（月）から３月10日（水）

で、学力検査は３月16日（火）、合格者発表は３月23日（火）です。この日程につきまして

は、平成22年度大阪府公立高等学校入学者選抜日程と同様の案としています。 

○ 毛利委員長 

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。 

○ 委員 

  （・・・・・・） 

○ 毛利委員長 

質疑、意見等がないようですので、本件について、原案のとおり承認することにご異議ござ

いませんか。 

○ 委員 

異議なし。 

○ 毛利委員長 
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ご異議がないようですので承認します。 

 

議案第12号 平成２１年度 教育方針（案）について 

○ 毛利委員長 

議案第12 平成２１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。 

○ 小池学校教育課長 

従来の教育方針は、主に学校園に視点をあてたものでございましたが、平成21年度からは、

市民一人ひとりが生涯にわたって学び続けることにより、みんなが輝くまちづくりを行うとい

う理念で、学校園教育と生涯学習とが一体化した方針と致しました。 

改定のポイントは２点ございまして、１点目は市民への説明責任を果たすために、わかりや

すいものとすべく、施策の重点化を図りました。２点目は、教育委員会の点検・評価と連動さ

せまして、ＰＤＣＡサイクルの確立を図ったことでございます。 

１ページ「はじめに」では、方針の主旨を述べております。次の２ページ「教育方針の体系」

では、方針を体系化してわかりやすく示しています。３ページ「教育方針の概要」では、縦横

の連携を密にしながら人づくりから町づくりの流れをイメージ図として表しています。４ペー

ジからは教育方針本文で、目標、基本方針、そして重点項目の順に具体的に述べております。

一例を申し上げますと、４ページの目標「創意工夫を生かした特色ある学校園教育の推進」、

基本方針１「学ぶ力の育成」、重点項目（１）「基礎・基本の定着」では、従来の取り組みに加

えまして、②学習意欲・集中力等を高める反復学習の実施、③府教育委員会作成の「学習指導

ツール」の活用、④放課後の自主学習の支援の３項目を加え、大阪府教育委員会の学力向上事

業を活用した学力の定着を図ることを示しています。 

生涯学習については、近藤郷土文化室長から説明致します。 

○ 近藤郷土文化室長 

  ８ページの目標Ⅱ「ともに学び、ともに育む生涯学習の推進」は５つの基本方針からなって

おり、それぞれ重点項目が掲げられています。代表的なものを上げますと、基本方針１「とも

に育ちあう生涯学習の人づくり」、重点項目（２）市民活動の環境づくりでは、④地区館・青

少年会館等の点検・評価の実施があります。これは、社会教育法の改正に伴いまして、点検・

評価が必要となったため、今回、新規に取り上げたものでございます。内容につきましては、

昨年、教育委員会の点検・評価が行われましたが、その公民館版・青少年会館版と言えるもの

でございます。 

○ 小池学校教育課長 

  新しい教育方針は、３月末には教育委員会のホームページに掲載する予定です。 

○ 毛利委員長 

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。 

○ 樋口学校教育部長 
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  ４月３日の教育方針説明会は、この資料に基づいて説明させていただきます。また、今回、

定例市議会の文教民生常任委員会で報告する方向で調整させていただいております。 

○ 坂田委員長職務代理者 

  １ページ「はじめに」の中段「学校教育は縦と横の連携を大切にします」の部分は、市民に

とってはわかりにくいと思うので、もう少し具体的な表記をしたほうがよい。 

○ 毛利委員長 

  同じく、ＰＤＣＡの部分は、かっこ書きで計画・実行・評価・改善の文言を入れたほうがよ

い。 

○ 永本教育長 

  この方針は、学校園経営の指針となるもので、教育委員会の考え方や支援等について、各学

校長に理解していただいて、学校の教育目標をここに照らしてやっていただくということにな

ります。生涯学習等につきましても、公民館の館長会議等で示していただいて、岸和田市のト

ータルな考え方を、特にリーダーの方々には理解をしていただき、また、それを推し進めてい

ただくということで、その要になるものと理解していただければありがたいと思っています。 

  また、この教育方針は、大阪府教育委員会の「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」

の肝心なところは網羅出来ているものと考えています。 

○ 坂田委員長職務代理者 

  食育の部分では、家庭、地域としっかり連携していくということが重要と考えます。学力テ

ストや体力・運動能力調査等にしてもそのあたりの関わりが大きいですから、力を入れていく

必要があると思います。 

○ 毛利委員長 

他に質疑、意見等がないようですので、本件について、原案のとおり承認することにご異議

ございませんか。 

○ 委員 

異議なし。 

○ 毛利委員長 

ご異議がないようですので承認します。 

 

議案第13号 人事案件について 

○ 毛利委員長 

次の議案第13号 人事案件は非公開が適当と考えるがいかがですか。 

○ 委員 

異議なし。 

○ 毛利委員長 

非公開への賛同がありましたので、この件については非公開とします。関係者以外は退席願
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います。 

（ 審 議 ） 

 

閉会 午後４時30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 


