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令和３年９月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 令和３年９月 30日（木）午後２時 33分～午後３時 30分 

 

２．場 所 市役所新館４階 第２委員会室 

 

３．出席者 

教育長 大下 達哉  教育長職務代理者 植原 和彦  委 員 谷口  馨 

委 員 野口 和江  委 員 和田 郁美 

 

４．事務局出席者 

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／総務課参事 石井 良和 

総務課主幹 柿花 真紀子 

 

開会 午後 2時 33分 

前回会議録について承認された。本会議録署名者に植原教育長職務代理者を指名した。 

傍聴人 0名。 

 

○大下教育長 

ただいまから、９月定例教育委員会会議を開催します。 

 

報告に入る前に、非公開の決定ですが、本日の案件のうち、議案第 55 号は人事に関する案

件のため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 14条第７項の規定により非公開と

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（教育委員、賛同） 

 

  非公開への賛同がございましたので、そのように取り扱います。これにより、議案第 55 号

については、議案第 56号の後に審議いたします。 

 

報告第 61号 市立小学校及び中学校への寄贈について 

○大下教育長 

報告第 61号について、説明をお願いします。 
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○樋口学校管理課長 

報告第 61号につきましては、市立小学校及び中学校への寄贈についてです。 

寄贈品名は、泡せっけんポンプ付き 605個、泡せっけん詰め替え 1,210本です。寄贈目的は、

新型コロナウイルス感染症対策のためです。寄贈者は、いずみの農業協同組合様からです。寄

贈年月日は令和３年９月６日です。寄贈の品物は、寄贈者の手配により９月 16 日より各学校

に配送されます。 

○大下教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第 62号 展示資料の寄贈について 

○大下教育長 

報告第62号について、説明をお願いします。 

○西村郷土文化課長 

報告第 62号につきましては、展示資料の寄贈についてです。 

寄贈品名は、真上村今本家文書です。別紙に、寄贈いただいた古文書の一覧を添付していま

す。全部で 181点です。当古文書は、真上村の庄屋であった今本家に伝わったもので、寛文 12

（1672）年から明治 21（1888）年までの資料群となっています。土地関係 10点、年貢関係６

点、行政関係が７点、財政関係１点、農業関係 14 点、金融関係が 132 点、村の政関係５点、

その他６点となっております。また、本課には、真上村今本家文書のマイクロフィルムの映写

ファイルが残っており、市史編纂時に借用した形跡が見られ、市史を作成するうえでも使用さ

れたと思われます。大変貴重な資料であると考えております。内容については、寄贈の目的に

もありますが、展示研究資料に使用するためにいただきましたので、今後調査研究し展示の準

備を進め、展示の報告時にて紹介させていただきたいと考えております。寄贈者は、真上町の

今本捷治様です。寄贈年月日は令和３年８月 11日です。 

○大下教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○野口委員 

以前、収蔵庫を見せていただきましたら、たくさんの資料が入っており、それを維持管理す

るのも大変だと思いました。紙類ですので十分に配慮して保管していただければと思います。

宜しくお願いします。 

○西村郷土文化課長 

十分に注意して扱っていきます。 

○大下教育長 

他にいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第 63号 特別展の開催について 

○大下教育長 

報告第 63号について、説明をお願いします。 
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○西村郷土文化課長 

報告第 63号につきましては、特別展の開催についてです。 

展示名は、特別展「きしわだカミカミ・ルーム－たべる・つかまえる・はこぶ・・・「かむ」

から学ぶ生きもののくらし」です。昨年度は特別展を開催できなかったので、今年は是非とも

開催したいという思いで企画しました。昨年度、展示学会賞を「特別展ホネホネ・ルーム」で

いただいたのですが、再度の要望もあり、同じものではなく関連しての展示名としました。 

会期は、令和３年 10月 16 日～令和４年１月 10日までです。会場は、自然資料館１階ホー

ルです。趣旨は、多くの生物は、強いあごや歯、くちばしなどで食べ物を集め捕獲することで

栄養を得ています。また、巣を作ることや防御のためにかむ力を使うこともあります。こうし

た様々な「かむ」をテーマに、生物の生活や形態について多角的に学び、自然科学に興味を持

っていただく機会となればと考えています。 

内容としては、１つ目は「かむってどんなこと」というコーナーでパネル中心となります。

２つ目は「いろいろなかむ」というメイン展示となります。生き物の頭骨あるいは剥製・標本

と、かむ方法、食べる・運ぶ・捕まえるなどのかむ目的、その用途やかみ方を象徴する道具を

紹介するコーナーです。３つ目は「かむの進化、歯の誕生と工夫」です。歯の誕生や、歯によ

って遂げた進化と機能分化、古生物の歴史を紹介します。４つ目は「私がかみました、参加者

と作るかむコーナー」です。動物園で集めた生き物のかみ跡、事前に広報等で募集したペット

を含めたいろんな生きものの「噛んだもの」の写真や実物またダニ、マムシなどにかまれたエ

ピソードなどを展示します。 

周知は広報きしわだ 10 月号や市ホームページへの掲載、ポスター・チラシ等を学校や公共

施設へ配布させていただきます。また、オンラインでも配信させていただきます。入場料は、

通常 200円ですが 400円となります。また特別展開催期間中は、展示だけでなく関連する講座

や講演会を開催します。人間の歯や「かむ」についても是非知っていただきたいと考え、特別

展記念講演として、講演を谷口委員にお願いしています。ご興味のある方は、是非特別展にお

越しください。 

○大下教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○谷口委員 

課長から講演のご依頼をいただきました。芸能人は歯が命というコマーシャルがありました

が、一般人も歯が命でして、歯を大事にしたいという話をしたいと思います。年齢という字に

は、歯という文字が入っています。動物にとって歯を失うことは、寿命が尽きることに等しい

です。人間だけが、義歯を入れたりして寿命を延ばしています。最近はコロナで皆さんマスク

をされていますが、息苦しいためか口を開けて、口呼吸をする方がすごく増えています。粘膜

は乾燥してしまうと機能せず、抵抗力が落ちます。それにより口からコロナやインフルエンザ

に感染しやすくなってしまいます。人と会話する機会も減っていますが、歩かないと足が衰え

るのと同様で、喋らないと機能が衰え滑舌も悪くなってきます。以上のような内容で講演をし

ていきたいと思っています。どうぞ宜しくお願いします。 

○大下教育長 

オンライン配信だけではなく、テレビ岸和田にも声をかけ発信できるようお願いします。 
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他にいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第 64号 きしわだ自然資料館の臨時休館について 

○大下教育長 

報告第 64号について、説明をお願いします。 

○西村郷土文化課長 

報告第 64号につきましては、きしわだ自然資料館の臨時休館についてです。 

先ほどの特別展「きしわだカミカミ・ルーム」の開催に関連して、その準備のため、令和３

年 10月 14日（木）と 15日（金）に臨時休館するものです。岸和田市自然資料館条例規則第

２条第４項に則り臨時休館をしますので、報告させていただきます。 

○大下教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

休館についての周知はどのようにしますか。 

○西村郷土文化課長 

自然資料館のホームページに掲載します。 

○大下教育長 

他にいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第 65号 図書館への寄贈について 

○大下教育長 

報告第 65号について、説明をお願いします。 

○橋本図書館長 

報告第 65号につきましては、図書館への寄贈についてです。 

寄贈品名は、足踏み式ポンプボトル用スタンドです。ペダルを足で踏むと手指消毒用のアル

コールが噴霧されるものです。図書館の本館と分館に１台ずつ、計６台を寄贈いただきました。

換算額は 72,600 円です。寄贈目的は、図書館で使用のためです。寄贈者は、岸和田市別所町

３丁目１３-２６、岸和田商工会議所女性会、会長、近江和代様です。ちなみに、岸和田商工

会議所女性会様は今年が発足 10 周年にあたるとのことで、その記念としてご寄贈いただくに

至ったとのことです。 

なお、去る８月 16日に市長室にて贈呈式を行い、その場で感謝状をお渡ししております。 

○大下教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第 66号 令和４年度 市立幼稚園の３歳児申込み状況について 

○大下教育長 

報告第 66号について、説明をお願いします。 

○井上総務課長 

報告第 66号につきましては、令和４年度市立幼稚園の３歳児申込み状況についてです。 
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令和４年度も市立幼稚園 10 園で実施します３歳児の申込みにつきまして、願書の受付を、

令和３年９月 15日（水）、16日（木）の２日間で行いました。 

施設ごとの申込み受付の状況は、受付時のものです。常盤幼稚園が定員を超える申込みがあ

りましたが、その後１名辞退されましたので、今年度公開抽選は実施しません。なお 10月 13

日から、受け入れ枠の残っている園で随時募集を行います。資料として、過去の状況をつけて

います。 

○大下教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○植原教育長職務代理者 

園児数が減っている理由をどう分析していますか。 

○井上総務課長 

一番大きな要因は少子化です。当市の３歳児人口は 7.5％位減少しているのですが、11％位

減っています。他には、保育ニーズの高まりにより、子ども園等に流れているものと分析して

います。私立幼稚園の３歳児や子ども園や保育所に２歳児の段階で入っているということもあ

るかと思います。 

○植原教育長職務代理者 

保護者の勤務形態の変化も大きいですね。よく分析いただいています。有難うございます。 

○野口委員 

令和４年度から園区が廃止になりますが、その影響はどのように出ていますか。自分のお住

まいに近い幼稚園を選択される方がやはり多いのでしょうか。 

○井上総務課長 

３歳児については、23園中 10園の開設ということもあり影響は少ないと考えています。こ

の後の４・５歳児の申込みの際にどういった動きがあるのかと思っています。 

○大下教育長 

４・５歳児の申込みの状況が確定した状況で分析していただき、また、報告をお願いします。 

他にいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。 

それでは、議案の審議に移ります。 

------------------------------------------------------------------------------------- 

議案第 54号 令和３年度 岸和田市教育委員会表彰の被表彰者等の決定について 

○大下教育長 

議案第 54号について、説明をお願いします。 

○井上総務課長 

議案第 54 号につきましては、令和３年度岸和田市教育委員会表彰の被表彰者等の決定につ

いてです。 

例年、11月３日、文化の日の祝典において表彰するものです。岸和田市教育委員会表彰規則

第２条から第４条に該当する、学校医等の永年勤務や教職員の教育研究論文の特選、入選、文

化・スポーツ大会での府大会以上の最優秀賞や優勝した個人や団体等に表彰状を授与します。

また、規則第８条により感謝状を贈呈します。感謝状の対象者については、表彰規則内規の７

に列挙しています。 
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今回の表彰者は、団体９、個人 33名、感謝状贈呈者は、個人 68名となっています。 

今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響があり、令和元年度と比較します

と体育部門で大会等が少なくなっているということで、大幅に対象者が減少しています。 

○大下教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

教諭の方から論文が出され表彰されていますが、各教員間で知識の共有はされていますか。 

○松本学校教育課長 

冊子化して各学校に配布をし、皆がいつでも目を通せるようにしています。 

○野口委員 

教育論文も年々増えているように思います。先生方が自身で研究をし、まとめて下さってい

ることと思いますので、先生方のポジティブな気持ちを市全体でも受け止めていっていただけ

たらと思います。昔は今より数が少なかったですよね。 

○松本学校教育課長 

ここ数年は、指導主事からの声かけということでなく、自ら出して下さる方も増えています。 

○植原教育長職務代理者 

表彰者に産業高校の商品開発クラブとありますが、どのような活動をされていますか。 

○田中産業高校学務課長 

様々な企業・団体とコラボレーションをして、「和泉みかんまじぇらーと」や「みそこんぶ

もん」など、これまで７つの商品を開発してきました。 

○植原教育長職務代理者 

クラブ活動として取り組まれているんですか。 

○田中産業高校学務課長 

はい、そうです。 

○大下教育長 

クラブ活動ではありますが、地場産品を素材にし、それを新たに商品として作り出すだけで

はなく、百貨店などと連携して販売にも携わるというように、今後、商業科がこれから特に大

切と考えている、マーケットへつなげていくというような取組を部活動でしています。今後、

選択科目の中にこういったマーケティング要素を取り入れていこうとしています。 

この活動は、テレビ番組でもかなり取り上げられていました。生徒がしっかりプレゼンテー

ションしている姿が映っていましたね。 

○植原教育長職務代理者 

教育センター附属高等学校である、府立大和川高等学校にも匹敵する取組だと思います。主

体的な学びということで、そこもプレゼンテーション能力を高める取組をしていました。 

私が教鞭をとる大学のゼミにおいて産業高校の卒業生がいましたが、問題解決やプレゼンテ

ーション能力がしっかりと身についていました。また、近年の産業高校からの大学への受験者

の中にも、優秀な成績者が見られました。素晴らしい取組をされていると思います。 

○大下教育長 

他にいかがでしょうか。ないようですので、原案のとおり承認することとします。 
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議案第 56号 岸和田市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

○大下教育長 

議案第 56号について、説明をお願いします。 

○庄司スポーツ振興課長 

議案第 56号につきましては、岸和田市スポーツ推進審議会委員の委嘱についてです。 

岸和田市スポーツ推進審議会規則に基づき、委員委嘱するものです。事務の懈怠がありまし

たので記載の委嘱日で議決をお願いするものです。委員については名簿のとおり 14 名で、２

名が市民公募委員となっています。任期は令和５年３月 31日までです。 

○大下教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

ないようですので、原案のとおり承認することとします。 

以上で、公開の案件は終了しました。 

次に、非公開の案件の審議に入ります。関係者以外は退席願います。 

 

議案第 55号 教職員人事について 

（非公開議案１件について審議され、承認された。） 

 

○大下教育長 

以上で全ての案件が終了しましたが、他に何かございませんか。 

ないようですので、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 30分 

 

本会議録に相違ないことを認め署名する。 

 

 

教育長 

 

 

署名委員 


