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平成23年1月定例教育委員会会議録 

 
１．日 時 平成23年1月25日（火）午後2時40分～午後３時40分 

 

２．場 所 岸和田市立公民館２階 講座室２ 

 

３．出席者 

  委員長 坂田 忠義  委員長職務代理者 毛利 髙二 

  委員 川岸 靖代   委員 中野 俊勝    教育長 永本 定芳 

 

４．事務局出席者 

教育総務部長      柿本 邦彦   生涯学習部長     植原 和彦 

学校教育部長      樋口 利彦   生涯学習課長      森  幸子 

学校管理課長      門林 啓之介  スポーツ振興課長   元廣 秀晴 

学校教育課長       谷  桂輔   郷土文化室長     道姓  清 

人権教育課長      篠本 治久   図書館長       万代 まき 

産業高等学校事務長   道古 義和   総務課参事      阪田 京子      

総務課参事       植田 和幸 

 

 

 

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。本会議録署名者に中野委員を指名した。 

傍聴人 ３名。 

 

 

報告第１号デスクトップパソコン等の寄付について 

○坂田委員長 

 報告第1号デスクトップパソコン等の寄付について、は書面にて報告とします。 

質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○永本教育長 

 永井熊七記念財団からは毎年寄附をいただいております。学校にとって本当にありがたいこと

です。 
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報告第２号平成２２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 

○坂田委員長 

報告第２号平成２２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。 

○谷学校教育課長 

（別紙「平成 22 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）」に基づき、

説明） 

まず、本市の調査の参加状況ですが、小学校は5校20.8％で、中学校は11校で実施しました

がデータは内10校90.9％のもので集計しました。小学校は５年生、中学校は２年生で実施して

おります。様々な種目の長さや回数等を数値化した体力合計点から見ますと、小学校男子は握力

と長座体前屈、女子は立ち幅跳びとソフトボール投げで全国平均を上回りましたが、男子は 20

メートルシャトルランとソフトボール投げが全国平均を下回っています。 

一方、中学校の方ですが、男子は持久走で全国平均を上回った結果となっています。 

 次に、質問紙調査についてですが、今回の結果は、朝食の有無、テレビ視聴時間等において、

若干の向上が見られたと思われます。 

○坂田委員長 

 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。  

○川岸委員 

スポーツクラブでも同じような体力調査を行なっており全国平均と比較していますね。 

○坂田委員長 

 家庭の協力を得ながら体力づくりが大切ですね。 

○谷学校教育課長 

 保護者向けに、学校での指導、家庭での協力の参考となるように生活習慣等のリーフレットを

配布いたします。 

○永本教育長 

 各市町村での取り組みが重要で、通学でも体力をつけることが可能ですし、学校では縄跳び 

運動を推奨しています。 

報告第３号平成２２年度岸和田市中学校冬季スポーツ大会の結果について 

○坂田委員長 

 報告第３号平成２２年度岸和田市中学校冬季スポーツ大会の結果について 

は、書面にて報告とします。  質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○中野委員 

 スポーツ大会を実際に見ましたが、力が発揮できるように指導されている先生方の熱意が伝わ

ってきました。 
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報告第４号「成人式」の結果について 

○坂田委員長 

報告第４号「成人式」の結果について、事務局から説明をお願いします。 

○森生涯学習課長 

 新成人は、2,163 人、うち参加者は1,747人で80.8％の参加率があり、式典はスムーズにとり 

行われました。 

○坂田委員長 

 今年の式典は落ち着いていましたね。 

○永本教育長 

 各団体の協力がありがたいです。 

報告第５号第18回泉州国際市民マラソンの実施について 

報告第６号研究及び展示資料の寄付について 

報告第７号きしわだ自然資料館の臨時休館について 

報告第８号岸和田城天守閣次期展示について 

報告第９号市民公開講座「ワード・エクセル中級講座」の実施について 

○坂田委員長 

 報告第５号第 18 回泉州国際市民マラソンの実施について、報告第６号研究及び展示資料の寄

付について、報告第７号きしわだ自然資料館の臨時休館について、及び報告第９号市民公開講座

「ワード・エクセル中級講座」の実施については、書面にて報告とします。 

○坂田委員長 

 何か質疑、ご意見等がありましたら発言願います。国際市民マラソンの招待選手はいますか。 

○元廣スポーツ振興課長 

 岸和田市の姉妹都市からは招待選手として参加いただいています。 

○坂田委員長 

 モササウルスの化石の寄付をいただいた経緯はどのようなものですか。 

○道姓郷土文化室長 

 東大阪市在住の化石ハンターとして著名な方で岸和田のモササウルス展に来場され、自身が所

蔵されている化石を寄付してくれることとなったものです。 

 

○坂田委員長 

 報告について、何か他にありますか。 

 

○坂田委員長 

 次に、案件に入ります。 
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議案第１号平成２３年度岸和田市立産業高等学校定時制二次入学者選抜募集要項について 

○坂田委員長 

議案第１号 平成２３年度岸和田市立産業高等学校定時制二次入学者選抜募集要項について、

事務局から説明をお願いします。 

○柿本教育総務部長 

 募集資格、募集人員、出願期日、合格者の発表等について説明 

○坂田委員長 

 ただ今説明が終りました。 議案第1号について何かご意見質問等ありますか。 

 昨年の応募状況はどうでしたか。 

○道古産業高校事務長 

 昨年は、募集人員10名のところ27名の申し込みがありました。 

○坂田委員長 

平成２３年度の岸和田市立産業高等学校定時制二次入学者選抜募集要項について、ご意見をい

ただきましたが、他に特に何かありませんか。 

ご異議が無いようですので、原案のとおり承認します。募集要項に沿って、定時制の二次募集、

面接の実施をおこなってください。 

議案第２号補正予算要求について（耐震化事業･増改築事業･大規模改造事業） 

○坂田委員長 

議案第２号補正予算要求について（耐震化事業･増改築事業･大規模改造事業）この案件につい

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、岸和田市学校教育施設耐震化計画に基づき進めておりますが、国

の補正予算を活用し小学校･中学校耐震補強工事や増改築事業を行なうために補正予算として市

議会に計上するものです。 

○坂田委員長 

 説明が終りました。 質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○永本教育長 

 学校施設については教育施設耐震化計画に基づき順次進めておりますが、国の補正予算を活用

し小学校･中学校耐震補強工事や増改築工事等を前倒しで進める事業です。 

○坂田委員長 

本件について、原案のとおり承認することとします。 

議案第３号補正予算要求について（読書活動事業） 

○坂田委員長 

議案第３号補正予算要求について（読書活動事業）この案件について事務局から説明をお願い
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します。 

○谷学校教育課長 

 国の補正予算である『地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金』を活用し、読書活動の充実

のため小学校に図書館コーディネーターを配置し、児童の豊かな心の育成や言語力の育成を図り

学力向上をめざすための事業を実施するため補正予算として市議会に計上するものです。 

○坂田委員長 

 説明が終りました。ご意見等がありましたら発言願います。 

○樋口部長 

 具体的には、平成24年度に小学校24校に図書館コーディネーター1名を配置し実施するもの

です。 

○永本教育長 

 子どもの学力向上に向け読書活動の充実を図っていくものです。 

○中野委員 

読書は学力向上につながるというデータがあり、読書活動は重要ですので多いに活用していき

たいですね。 

○坂田委員長 

本件について、原案のとおり承認することとします。 

 

議案第４号補正予算要求について（図書館資料整備事業） 

○坂田委員長 

議案第４号補正予算要求について（図書館資料整備事業）この案件について、事務局から説明

をお願いします。 

○万代図書館長 

 今日本中で話題となっている善意の寄付が岸和田市立図書館にも寄せられました。平成23年1

月 12 日「岸和田の泰賀増来」と名乗る方から図書館用図書購入費として 3 万円の現金による寄

付をいただきましたので、図書館資料の充実に活用すべく補正予算に計上するものです。 

○坂田委員長 

 ただ今説明がありましたとおり岸和田にも図書館用にと寄付をいただいたとのことですが、意

見等がありましたら発言願います。 

○坂田委員長 

 本件について、原案のとおり承認することとします。 

議案第５号「在日外国人教育に関する指導の指針」の策定について 

○坂田委員長 

議案第５号「在日外国人教育に関する指導の指針」の策定について、事務局から説明をお願い

します。 
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○篠本人権教育課長 

 急速に国際化が進む中、学校園における人権教育における在日外国人教育の推進がいっそう重

要となっており、本市教育委員会としても課題としてとらえておりましたので、今まで行なわれ

ておりましたことを整理明文化し、その指針を策定するものです。 

「在日外国人教育に関する指導の指針（案）」について説明 

○坂田委員長 

 説明が終りました。 現状はどうなっていますか。 

○篠本人権教育課長 

 現在本市では約2,000人の方が外国人登録しています。市内小中学校には外国籍児童生徒が約

50名在籍しています。本名使用が大切で、その環境を整えることも大切です。 

○坂田委員長 

本件について、原案のとおり決定することとします。 

 

議案第６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の一部改正について 

○坂田委員長 

議案第６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の一部改正について、

事務局から説明をお願いします。 

○森生涯学習課長 

 平成23年度から年末年始の休日を12月29 日から翌年1月3 日までの日に変更するため、岸

和田市の休日を定める条例の一部改正がされることに伴い、公民館、青少年会館の休館日も同様

に変更するため条例の一部改正を行なうものです。 

○坂田委員長 

 説明が終りました。来年度からの年末年始の勤務日についての変更ということですが、質疑、

意見等がありましたら発言願います。 

○坂田委員長 

本件について、条例改正依頼を承認することとします。 

 

議案第７号岸和田市総合体育館条例の一部改正について 

○坂田委員長 

議案第７号岸和田市総合体育館条例の一部改正について、スポーツ振興課長から説明をお願い

します。 

○元廣スポーツ振興課長 

 平成23年度から年末年始の休日を12月29 日から翌年1月3 日までの日に変更するため、岸

和田市の休日を定める条例の一部改正がされることに伴い、岸和田市総合体育館も同様に変更す

るため条例の一部改正を行なうものです。 
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○坂田委員長 

 説明が終りました。先の公民館、青少年会館と同じに市長部局の休日と同一にするものとして 

本件について、原案のとおり平成23年第１回岸和田市議会への上程を依頼してください。 

 

 

議案第８号岸和田市指定文化財の解除にかかる文化財保護審議会への諮問について 

○坂田委員長 

議案第８号岸和田市指定文化財の解除にかかる文化財保護審議会への諮問について、事務局か

ら説明をお願いします。 

○道姓郷土文化室長 

 岸和田市有形文化財（天然記念物）の円勝寺の松が、松くい虫の被害に遭い完全に枯死状態と

なり、放置すると周辺に被害が広まる可能性があるため、教育委員会職員立会いのもとやむなく

伐採いたしました。本件、岸和田市指定文化財の解除について文化財保護審議会へ諮問してよろ

しいか。 

○坂田委員長 

 岸和田市指定文化財の解除について文化財保護審議会へ諮問することについてですが、質疑、

意見等がありましたら発言願います。 

○各委員 

 3 週間ほどで一気に枯れてしまうのですね。松くい虫の被害では手当てをしても食い止められ

ないですね。すばらしい松なので残念ですが仕方がないですね。 

○坂田委員長 

本件について、 審議会へ諮問し、意見をいただいてください。原案のとおり諮問することと

します。 

 

議案第９号人事案件について 

○坂田委員長 

 本日、予定していた案件は人事案件を残すだけですが、その他でなにかございますか。 

（  なし  ） 

○ 議案第９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。 

（ 各委員の同意意見 ） 

非公開への賛同がありましたので、議案第９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 ） 

 

閉 会 午後３時40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 

 


