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令和３年度 第２回岸和田市教育委員会評価委員会 会議録 

 

○日 時：令和３年８月４日（水）午後２時～午後３時 

○場 所：市役所４階 第１委員会室 

○出席者 

委員長 浦嶋 敏之  委員 斉喜 昭彦  委員 西村 孝昭 委員 上田 直美 

○事務局 

教育長 大下 達哉 

教育総務部長 藤浪 秀樹／学校教育部長 和泉 全史／生涯学習部長 牟田 親也 

総務課長 井上○慎二／学校適正配置推進課長 池内 正彰／学校給食課長 井出 英明

学校管理課長 樋口 泰城／産業高校学務課長 田中 幸博／学校教育課長 松本○秀規 

人権教育課長 八幡 泰輔／生涯学習課長 寺本 隆二／スポーツ振興課長 庄司 彰義

郷土文化課長 西村 久美子／図書館長 橋本 純／総務課主幹 柿花 真紀子 

○傍聴者：４名 

 

１．岸和田市の教育委員会の点検・評価について 

○柿花総務課主幹 

 本日は、公私ともにお忙しいところ、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

本日、委員４名中４名の方が出席されています。「岸和田市教育委員会評価委員会規則」第

５条第２項の“過半数の出席”の規定を満たしていますので、本委員会が有効に成立している

ことをご報告いたします。また傍聴の方は 4名です。 

本日の会議についてですが、大阪府は緊急事態宣言下という状況ですので、審議時間につい

てはおよそ１時間程度とし、密とならないよう短縮し開催させていただく予定です。事務局の

出席者についても、各部ごとに入替制とさせていただきますので、何卒ご理解ください。 

それでは、ここからの議事進行につきましては、岸和田市教育委員会評価委員会規則第５条

に基づき、浦嶋委員長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

○浦嶋委員長 

皆様、こんにちは。事務局から説明がありましたように、こういう状況ですので、短時間で

効率的に進めていきたいと思います。ご協力のほど宜しくお願いします。 

それでは、ただいまから令和３年度第２回岸和田市教育委員会評価委員会を開催いたします。

皆様方には、円滑な議事進行にご協力を宜しくお願いします。 

本日の案件は、前回を受けまして、書面による点検・評価シート（案）に対する各委員の皆

様の意見への説明及び委員会の考え方について確認する場でありますけれど、事務局からの説

明は委員の方に予め文章で届いているということですので、資料でご確認いただいているとし

て、この場で説明は求めませんので宜しくお願いします。 

それでは、部ごとに点検評価シート（案）について最終確認をしていきたいと思います。今

回また後で説明があると思いますが、一連の点検評価について総評という形で掲載をするとい
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うことで、その点についても提案があると思いますのでよろしくお願いします。 

それでは、案件に先立ちまして、事務局より本日の進行について説明をお願いします。 

○柿花総務課主幹 

本日の進行についてご説明します。 

評価委員の皆様には、各シートに対する貴重なご意見をいただき、有難うございました。先

ほど浦嶋委員長からご説明がありました、一連の点検・評価作業に関する総評について、本日

委員の皆様にご議論いただく際の資料として、のちほど参考資料を配布いたします。こちらに

つきましては、事前の浦嶋委員長との打ち合わせの中で、評価委員会として総評のようなもの

が必要ではないかとの話がございましたので、これまで委員の皆様から頂戴しました意見を掲

載したものとなります。 

では、ここからは報告書の内容に入りますが、シートの記載方法について、今回から変更を

しているという点がございますので、説明申し上げます。 

資料１の 11頁をご覧ください。「全体を通して」の一つ目のご意見に基づき、新型コロナウ

イルス感染症に関してばらつきのあった表現について、感染拡大の防止やコロナ禍といった表

現を用いて統一を図っております。 

次に、３つ目のご意見に基づき、成果指標の記載の仕方について少しわかりにくいという意

見がございましたので、「成果の指標」の欄には指標の「内容」を記載し、「実績数値」は「令

和２年度の取組」の欄に記載をする、と統一をさせていただきました。その他、過年度や府と

の対比数値などは、シートの中のできるだけ見やすい位置に適宜記載いただくよう変更してい

ます。 

○浦嶋委員長 

ただいま、全体の進め方と点検シートの変更点についてご説明いただきました。委員の皆様 

よろしいでしょうか。特に３つ目の成果指標の部分については、今年度はこれでいくというこ

とですが、来年度はもう少し整理をしていただくよう申し添えておきます。宜しくお願いいた

します。 

 

それでは各部ごとで、点検評価に入ります。最終確認ということで、委員の皆様からさらに

説明を求めたい、確認をしておきたいということがあれば、遠慮なく言っていただけたらと思

います。また、事務局側で補足説明していただいても結構です。宜しくお願いいたします。 

 

≪教育総務部≫ 

【項目№１（Ｐ.１～２）】、【項目№８（Ｐ.５～６）】、【項目№11（Ｐ.７～８）】、【項目№４（Ｐ.

９～10）】は意見なし 

 

【項目№10（Ｐ.３～４）学校園の適正規模・適正配置の推進】 

○浦嶋委員長 

今年度に入ってからもコロナ禍は続いていますが、順調に進んでいるという理解でよろしいでし

ょうか。 
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○池内学校適正配置推進課長 

ホームページには、令和３年度から地域説明会で説明させていただく内容や文言を掲載させ 

ていただいていますが、説明会自体は、新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、今は

まだ延期をしている状況です。開催の時期につきましては、緊急事態宣言の解除等の状況を見

ながら、適切に判断していきたいと考えています。 

 

≪学校教育部≫ 

【項目№９（Ｐ.17～18）】は意見なし 

 

【項目№２（Ｐ.11～12）学力向上支援事業・読書活動事業の推進】 

○浦嶋委員長 

学力向上に関しまして、今後もコロナの関係で、全国学力テストや府チャレンジテストが流

動的になる可能性もなきにしもあらずだと思います。予定した取組が出来なかった場合に評価

ができないということもあるかもしれませんが、色々なデータが揃わなかった場合、何をもっ

て評価していこうと現時点でお考えがあれば聞かせてください。 

○松本学校教育課長 

昨年度テストが実施できませんでしたが、今年度は、市のテストで指標等を出すことができ

ました。今後コロナがどうなるかは分かりませんが、同様に対応していく予定です。 

○浦嶋委員長 

複数指標をご準備いただいて、いずれかで見ていくという形でお願いしたいと思います。宜

しくお願いします。 

○西村委員 

読書活動の事で前もお話しさせていただいたのですが、読書活動そのものが学校教育におい

て大事な位置を占めていると思っています。学校教育課の方でも色々と事業をやっていただい

ているのですが、「今後の課題・方向性」のところに令和３年度も継続して「派遣」しという

言葉がありますが、これが「配置」という言葉に変わりますようご努力を宜しくお願いします。 

○浦嶋委員長 

要望という事で聞き置いていただけたら結構かと思います。宜しくお願いします。 

 

【項目№６（Ｐ.13～14）生徒指導体制・教育相談体制の充実】 

○浦嶋委員長 

確認ですが、13ページの「成果の指標」のところの解消率の記載を加えて頂いていると思い

ますが、「評価」のところにも解消率の記載があります。同時期ですが異なる数値が掲載され

ているように見えますが。 

○柿花総務課主幹 

13ページの数字が一か所抜けております。13ページの成果の指標は「Ｒ２．３末」時点が 

正しい数値です。修正させていただきます。 

○浦嶋委員長 
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わかりました。３月末時点で、国いわゆる府にはデータを出すと思います。６月末時点の状 

況に関しここで議論になったかと思いますが、そのあたりはどうでしょうか。 

○松本学校教育課長 

６月末時点の集計が 7月末時点での回収となっており、現時点であげることができませんで

した。引き続き数を追って対応していこうと思っております。 

○浦嶋委員長 

３月末時点の解消率の数値が、市民の方には印象として低いとうつるかもしれません。学校

では努力をしてずっと追い続け、６月末時点では 100に近い数値を計上されているかと思いま

す。数値の出し方の問題で、市民の方に理解しやすい安心をもってもらえるような工夫をして

いただくか、今年度も６月末時点の記載が間に合うのであれば、その方が学校の頑張りが伝わ

るのではないかなと感じました。年度末と併記してもらってもいいかと思います。 

14ページの「今後の課題・方向性」を「現状のままの継続」から「改善して継続」と委員の

指摘によって変更されているのですが、そのあたりの変更理由を補足があればお願いします。 

○松本学校教育課長 

ご指摘いただきましたとおり、そのままでは目標を下回っているという部分がありますので、

今年度を通じて、内容を改善して継続していきたいとしております。 

 

【項目№７（Ｐ.15～16）自ら進路を選択・決定する力の育成）】 

○西村委員 

自ら進路を選択して子どもたちに夢や志を育むキャリア教育ということですが、YouTuberや

プログラマーといった仕事を目指しているという話も、最近、聞きます。今の中学校の職場体

験などを見た場合、そういう領域がないのではないかなと思いますが、そのあたりに何らかの

手立てをされているのでしょうか。 

○松本学校教育課長 

最近 YouTuber とよく言われるようになっていますが、プログラマーになりたいとか、ゲー

ムを作る会社に入りたいというのは過去からございます。職業体験で岸和田市内では網羅でき

ないという場合は、過去に私が経験したものですと、職業講話という形でゲームのプログラマ

ーに来ていただいたという事がありました。引き続き、YouTuber等はご依頼とか難しいかもし

れませんが、考えていきたいと思います。 

○西村委員 

有難うございます。取組内容に職業講話を入れていただいてもいいかと思います。 

○浦嶋委員長 

実際にそのように取り組んでおられるということであれば、追加で記載を入れていただけれ

ばということですね。宜しくお願いします。 

 

【項目№３（Ｐ.19～20）「あゆみファイル」の活用】 

○西村委員 

「令和２年度の取組」のところで「協同」という部分の記載が誤っていませんか。 
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○柿花総務課主幹 

正しい記載である「協働」に修正をさせていただきます。 

 

【項目№５（Ｐ.21～22）研修・啓発の充実】 

○浦嶋委員長 

細かい話ですが、22ページの「評価」の欄内の文章で「啓発冊子の作成や配布により」とあ

りますが、「配布により」というより「活用により」の方がいいのではないでしょうか。配布

しただけで「人権意識が高揚された」という印象を持たれても良くないかなと思います。 

○八幡人権教育課長 

授業中に子ども達に冊子の紹介をし、活用をしています。「配布」よりも「活用」がふさわ

しい表現ですので、そのように修正します。 

 

≪生涯学習部≫ 

【項目№13（Ｐ.25～26）】【項目№16（Ｐ.27～28）】、【項目№18（Ｐ.31～32）】【項目№19（Ｐ.33

～34）】【項目№14（Ｐ.35～36）】は意見なし 

 

【項目№12（Ｐ.23～24）青少年のための地域支援ネットワークづくり】 

○浦嶋委員長 

この項目に限らないですが、所謂、社会教育部門というのは人と出会ってこそというのがあ

ると思いますので、大変ご苦労いただいていたかと思います。可能な限りどうしたらいいかと

工夫をしながら、成果を上げていただいていると思います。 

 

【項目№17（Ｐ.29～30）社会体育施設の適切な管理運営と計画的な施設整備】 

○西村委員 

施設整備・施設管理は大変なことと認識しております。つい最近も、他市でプールの天井の

一部が落ちたというような事件がありました。水泳に関しては、昨年度も今年度もできていな

い状況ですので、次年度実施される場合は、改めて施設管理の点検等を十分にやっていただく

ようお願いします。 

○浦嶋委員長 

ここだけに特化した話ではないですが、取組の中断がありますと、そのノウハウがうまく継

承されない場合があり、事故等に繋がらないかという懸念があります。特に再開される時には、

十分留意していただけたらと思います。経験値で伝えるという部分もあるかと思いますので、

宜しくお願いいたします。 

 

【項目№18（Ｐ.31～32）市内文化財を活用した普及事業の開催】 

○浦嶋委員長 

コロナ禍であっても企画展を実施されています。入場者は市外からも多く来られていますか。 

○西村郷土文化課長 
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入場者数については、市内外の内訳はとっていません。 

○浦嶋委員長 

遠方から来られるイメージがありましたので。わかりました。 

 

【項目№15（Ｐ.37～38）図書館ネットワークの充実によるサービスの拡充】 

○西村委員 

自動車文庫の資料を提供いただき、有難うございました。市民センターの近くのところは少なく

なってきたという傾向があるようですが、今まで本に親しまれていない地域もあるのではないかと

思います。今後も見直していくと書いてありました。図書館に来ていただくというのも大事ですが、

こちらから市民の方に出向いていくというのもすごく大事なことかと思います。自動車文庫を始め

られたきっかけもそこから出発されたかと思いますので、市民の方が本に親しまれるよう宜しくお

願いします。 

○橋本図書館長 

資料をご覧いただき、有難うございます。地域に出向いて利用いただくというのが減少傾向

にもあり、学校の方に出向くとよくご利用いただいて、という現状が起こっております。マン

パワーもありますので、使っていただけるところに置いていきたいなと思っているところです。 

図書館から遠い地域、図書館へ行くことが困難な方へのサービスというところは、自動車文

庫ではなく本の配送といったところで広くとらえ考えていきたいと思います。 

 

○浦嶋委員長 

コロナを除いた各項目について、皆様から意見をいただいたことによります確認をさせてい

ただきました。全体を通じてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

41頁以降のコロナに関する部分についてご意見はありますでしょうか。 

（意義なし） 

私からは、個々については特にないですが、想定されていなかったことがどんどん起こる中

で、よく対応していただいていると思います。感想になりますが、点検評価は PDCA サイクル

を回すことによってよく改善していくというのが大きな目的となりますが、その PDCA のサイ

クルが、今までのサイクルでは通用しなくなったというのが、令和２年度であったのではない

かなと思います。非常事態宣言等が出て即対応がせまられる件が次々やってくる中で、各セク

ションで今までなかったということも含めて、対応していただいているということで敬意を表

したいと思います。 

教育業界の改革は相手が子どものはぐくみなので、極端には色々な事は変えにくい世界では

ありますが、コロナで本当に大変厳しい状況で、今回変更せざるを得なかった学校の色々な取

組など、卒業式・入学式・運動会のあり方はどうなのかと、学校現場は制限のある中で工夫を

されたと思います。色々な要素を削ぎ落しながら、きっとエッセンスが残っているのではない

かなと思ったりします。 

今回はコロナという状況の中でそうせざるを得なかったというのもあると思いますが、改め



 7 

て振り返ってみたときに、学校の中の色々な取組、行政の色々な取組もそうですが、真ん中の

幹の部分、改革すべき部分がどのへんかが見えやすくなったのではないかと感じます。今年度、

取り組まれる中での一つの動きの参考にもなりますし、やれば短時間でも色んな変更ができる

んだという自信にも繋がったのではないかと思いますので、どうぞ宜しくお願いしたいと思い

ます。 

委員の皆様、他にご意見はよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、点検シートについては、確認ということで皆さまのご意見を元に、最終案を作り

上げていただきたいと思います。 

 

ここからは、冒頭、事務局から説明がありましたように、今年度、評価委員による総評を新

たに作るということでご意見をいただけたらと思います。この間の我々の発言等を踏まえたた

たき台を作っていただく方が議論が早く進むのではないかと私の方から提案をし、たたき台を

用意していただきました。３分ほど時間をとります。委員の皆様、ご一読をお願いします。 

ご一読いただけましたでしょうか。事務局の方から、説明はございますか。 

○柿花総務課主幹 

はい、少しお時間をいただき説明申し上げます。総評ということで記述をしています。 

一つ目は、昨年度はなかった総括評価という表記が、今年度から追加されている 

二つ目は、評価を記述する際に、市民の方から見てどうであったかというところについても

記載をするようにしている 

三つ目は、評価の項目の選定について、毎年度同じ項目というわけではなく、今年度どうい

った項目を重点的にしてきたかという意味も盛り込み、項目が選定されている 

四つ目は、コロナ禍の状況でどう事業を展開していけばよいかというところで、事業を縮小

せざるを得なかったり、実施時期を延長せざるを得ず、評価としては下回るとつけざるを得な

かったところがある一方で、それでも集客につながるようにと企画内容を考慮したり、延期さ

れた説明会についても代替して何かできることはないかという所に時間を割いている 

五つ目は、コロナウイルス感染症という新たな課題が出てきている中、現状で対応可能な部

分、これからスタートして対応を拡大する部分等含め、適宜対応されている 

といったように、まとめさせていただきました。 

○浦嶋委員長 

我々の議論の中身からエッセンスを取っていただきましたということです。委員の皆様、内

容についていかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

今の説明を聞いて内容がより分かった点もありますので、細かい文言を少し調整させていた

だく余地を残し、大方の方向性は委員会として了解という形でよろしいでしょうか。また、最

終の文章の細かな構成などは、事務局と私の方でやり取りさせていただくということで、お任

せいただくということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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それでは、大きく抜けている項目や削除する項目はないということで、このままの内容で文

章を精査させていただくことといたします。 

以上、本日の議題につきまして議論ができたかと思います。 

その他にも大きな修正等があれば、みなさんにお知らせすることとなりますが、細かい誤字

脱字等などの部分は事務局と私の方で精査したいと思いますので、宜しくお願いします。円滑

な進行にご協力いただきまして有難うございました。 

これをもちまして、終了したいと思いますが、事務局から何かございますか。 

○柿花総務課主幹 

委員の皆様、本日は大変お忙しい中、誠にありがとうございました。 

委員の皆様からいただきましたご意見につきましては、次年度以降の事業の立案に反映させ、

事務改善に繋がるよう努めてまいります。 

報告書（案）の作成につきましては、各シートの整理を行うとともに、委員の皆様のご意見

及び教育委員会の考え方、総評を整理いたしまして、後日、郵送いたします。 

報告書（案）は、８月の定例教育委員会会議においてご審議いただき、承認後は、９月の第

３回定例市議会に報告する予定です。 

また、市議会への報告後、市のホームページに掲載するとともに、各市民センター等で公表

してまいります。 

最後に、教育長より委員の皆様に対し、お礼のご挨拶をさせていただきます。 

○大下教育長 

浦嶋委員長はじめ委員の皆様には、６月９日そして本日と、大変厳しい状況の中、ご出席を

賜りまして有難うございました。また、この間、資料をお届けしたりお持ち帰りいただいたり

と、大変なご苦労をおかけしました。改めて御礼を申し上げます。令和２年度は、本当にコロ

ナ一辺倒でございまして、そんな中、教育委員会としては、噂とか不確かな情報に惑わされず

に、しっかりとしたエビデンスに基づいて、子ども達の安全安心の確保を第一に、できるだけ

子ども達の日常を維持していこうという観点から、事業を進めさせていただきました。しかし

ながら、一定のスケジュールを立てていたものについてはスケジュール変更等やむなきに至り

ましたし、やはり事業を積み重ねていくものにつきましては、中止等やむなきに至りまして事

務を進めることができませんでした。そういう中で、諸事情を斟酌していただきまして、ただ

いま委員の皆様から概ね適正に執行されていると評価をいただいたところです。有難うござい

ます。また、この間の議論の中で、学校施設のさらなる改善に努めるべし、あるいはコロナで

中止した事業の再開にあたっては、再度安全確認について十分な注意をすべきという将来に向

けてのご助言もいただきました。この点については今後の事業展開で十分心して努力してまい

りたいと考えております。また、こういう評価については、市民の皆様に見ていただいて、し

っかりとチェックしていただくということが大事でございますけれど、この間委員の皆様から

はこういう表現を加えてはどうか、こういうデータをたしてはどうかとご助言いただきました。

結果、市民の皆様にも随分わかりやすい点検評価報告書になったのではないかと考えておりま

す。重ねて御礼申し上げます。 

今後とも、まだまだ緊急事態宣言が続き、余談を許さない状況ですが、教育委員会としては、
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子ども達の安全の確保と学習機会、市民の皆様の生涯学習・スポーツ機会の確保に向けて、引

き続き努力してまいります。委員の皆様には引き続きご指導ご支援を賜りますようお願いを申

し上げまして、閉会にあたっての御礼の挨拶とさせていただきます。どうも有難うございまし

た。 

○浦嶋委員長 

これをもちまして、令和３年度岸和田市教育委員会評価委員会を終了いたします。 

 

≪午後３時 00分 終 了≫ 


