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令和４年度 第１回岸和田市教育委員会評価委員会 会議録 

 

○日 時：令和４年６月７日（火）午後２時～午後４時 10分 

○場 所：市役所４階 第１委員会室 

○出席者 

委員 坂本 暢章  委員 上田 直美  委員 斉喜 昭彦  委員 数宝 奈保 

○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 片山 繁一／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 濵崎 賢治

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 井出 英明／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：２名 

 

≪委嘱状交付報告≫ 

≪評価委員紹介及び事務局自己紹介≫ 

 

◇評価委員会開会 

１．教育長あいさつ 

【教育長あいさつ】 

 

２．委員長選出 

【坂本委員を選出】 

 

３．委員長就任あいさつ 

【坂本委員長あいさつ】 

 

４．（１）点検・評価スケジュール（案）について 

○坂本委員長 

 議事（１）の点検・評価スケジュール(案)について、事務局から説明をお願いいたします。 

○柿花総務課主幹 

点検･評価スケジュール（案）について説明させていただきます。 

  評価委員会のスケジュールについて、 

 ①第１回評価委員会を踏まえた評価委員からの意見書の提出…６月 17日（金） 

 ②学校現場視察（教育委員と合同で）…例年７月だが一旦延期 

 ③第２回評価委員会…８月９日（火） 

以上のようなスケジュールとなっています。 

評価委員からの意見書については、各課から提出、説明しました点検・評価シート（案）に
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ついてのご意見を、本日の会議はもちろんですが、手元に配布しています書面、またはメール

で６月 17日（金）までの間、委員の皆様よりご意見を頂戴します。   

その後、頂戴しましたご意見を踏まえ、担当課で協議を加えた上で、第２回評価委員会で、

点検・評価シート（案）の修正や、教育委員会の考え方をまとめたものをおはかりし、再度、

委員の皆様からご意見をいただき点検・評価シートの検討をいたします。 

 その後は、８月の定例教育委員会会議にて点検・評価シート等をまとめた「報告書（案）」を

審議いただき、９月の市議会の文教民生委員会において報告いたします。 

市議会への報告後、市広報紙と市ホームページに掲載し、市の広報広聴課や各市民センター、

山滝支所に報告書を備え付け、広く市民に公開する予定です。 

  なお、今年度の点検・評価結果は、ＰＤＣＡサイクルの理念に基づき、次年度以降の事業実

施に反映させることにより、事務改善に役立つよう努めてまいります。 

○坂本委員長 

只今の説明について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

○坂本委員長 

ないようですので、次に、議事（２）の点検・評価シート（案）について事務局より説明を

お願いします。 

 

４．（２）点検・評価シート（案）について 

○柿花総務課主幹 

今回、新たに委員になられた方もいらっしゃいますので、岸和田市教育委員会点検評価実施

要領につきまして、説明させていただきます。資料№２、資料№３をご覧ください。 

 

【資料№２「岸和田市教育委員会点検評価実施要領」】 

【資料№３「点検・評価シートの見方」を用い、概要説明】 

 

○柿花総務課主幹 

続きまして、資料№４をご覧ください。 

点検・評価を行う項目については、別冊資料の第２期岸和田市教育大綱に掲げた体系を基に、

令和３年度岸和田市教育重点施策のうち、各課が実施した主要な施策・事業を抽出しておりま

す。表の左上に説明順とあるように、本日は機構順に事務局から説明を行いますので、項目番

号は多少前後していますが、機構順へと並び変えております。実際は、裏面にあるように重点

施策に掲載されている順で整理していく予定です。 

シートの説明は、組織機構順に、教育委員会事務局各課から行います。項目 10 から 3 まで

を総務部各課（総務課、学校適正配置推進課、学校給食課、学校管理課、産業高校学務課）、

項目１から４までを学校教育部各課（学校教育課、人権教育課）、項目 11 から 14 までを生涯

学習部各課（生涯学習課、スポーツ振興課、郷土文化課、図書館）、が説明いたします。 

なお、「項目№19 教育委員会会議の実施状況」、「項目№20 教育委員の活動状況」及び「項

目№21 新型コロナウイルス感染拡大への主な対応」については書面報告となりますので、説

明は省略させていただきますのでよろしくお願いします。 
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シート内容に関するご質問やご意見につきましては、“部ごと”のシート説明後に伺います。 

また、ご意見等は本日だけではなく、別添“意見書”で６月 17 日（金）までご提出いただ

けます。 

 

○坂本委員長 

それでは、まず教育総務部総務課、学校適正配置推進課、学校給食課、学校管理課及び産業 

高校学務課の５課が所管するシートについて、順に説明をお願いします。 

○井上総務課長 

【項目№10（Ｐ.１～２）説明】 

○池内学校適正配置推進課長 

【項目№９（Ｐ.３～４）説明】 

○濵崎学校給食課長 

【項目№６（Ｐ.５～６）説明】 

○樋口学校管理課長 

【項目№８（Ｐ.７～８）説明】 

○田中産業高校学務課長 

【項目№３（Ｐ.９～10）説明】 

 

○坂本委員長 

只今の教育総務部総務課、学校適正配置推進課、学校給食課、学校管理課及び産業高校学務課か

らの説明について、ご質問等ございませんか。ページ番号順に確認していきます 

 

≪項目№10（Ｐ.１～２）≫ 

○斉喜委員 

部活動指導員の配置ですが、令和２年度より中学校２校に１名ずつとありますが、どの学校

のどのクラブであるのか、配置状況について詳細をお教え下さい。市内で 25 連盟のスポーツ

連盟があり、以前に水泳教室、サッカー、健康体操、バドミントンなど市事業への講師派遣を

してまいりました。時間等が合えば、各スポーツ連盟にも声がけさせていただきご協力できた

らと思います。 

○松本学校教育課長 

山滝中学校の陸上競技部、光陽中学校のブラスバンド部に指導員を配置しています。年間 495

時間、１時間あたり 1,592円で取組んでいます。平日２時間の４日間、土日いずれか１日で３

時間、年間 45週です。現段階では２名の方のみですが、今後拡充も検討しているところです。 

○上田委員 

民間の方が部活動指導員として中学校へ行かれているということですが、その際は教職員の方も

一緒に活動されているのでしょうか。また、部活動自体は、週２回、土日いずれか１日のみの活動

となっているということでしょうか。 
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○松本学校教育課長 

現段階では、顧問の先生もついて指導していただいています。部活動日については、岸和田

市のガイドラインで、１週間に１度は休養日をとること、土日はいずれか１日だけを練習日と

することと定めていますので、それに沿った活動となっています。 

○数宝委員 

  今後拡充していく上で、指導員の募集はどういう形で考えておられますか。 

○松本学校教育課長 

現時点で登録制としていますが、学校側のニーズ、その種目に合う方という意味では人材不

足の面もありますので、引き続きホームページ等で募集をしていく予定です。 

○坂本委員長 

令和２年度から令和３年度にかけ、１か月あたりの時間外勤務時間が 80 時間を超えた月がある

者は大幅に減っていますが、産業医面談実施者は増えています。どのような状況でしょうか。 

○井上総務課長 

80 時間を超えた月がある者について、シート内でも※として注釈を入れていますが、令和２年度

は、勤務時間を先生方自身にエクセル入力していただいていました。令和３年度からはタイムカー

ドを本格導入し、タイムカードのみで把握した時間となっています。 

面談実施者数については、産業医面談を令和２年８月から開始したため１年間を通した実績とは

なっていないということと、先に健康診断の結果で健康管理が必要となった職員に対し優先的に面

談を実施したということがあり、その後の長時間勤務者に対する面談数が少なくなっています。 

 

≪項目№９（Ｐ.３～４）≫ 

○坂本委員長 

事業は進められているわけですが、事業費ですと決算ベースで 30％の執行となっています。予算

が残っている状況につき、説明をお願いします。 

○池内学校適正配置推進課長 

  地域説明会を開催させていただきましたが、印刷製本費などについては、プリンター印刷に変え

て対応するなどして賄った部分があり、事業費が抑えられたという状況です。 

○坂本委員長 

細かな点になりますが、６．評価の説明会開催数が市内 20 カ所と書かれていますが、正しくは

10 カ所 20 回になるのでしょうか。 

○池内学校適正配置推進課長 

  正確に申しますと、市内 10校区 20 回になります。 

○坂本委員長 

予定通りに開催されたということでいいでしょうか。 

○池内学校適正配置推進課長 

  はい、そのとおりです。 
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≪項目№６（Ｐ.５～６）≫ 

○坂本委員長 

  総括評価で「目標を下回る」となっています。この事業目標として経費削減となっていますので、

一定の経費削減ができているのであれば、「目標通り」という評価してもいいのではないでしょうか。 

○濵崎学校給食課長 

事業目的に経費削減ももちろん含んでいますが、学校給食環境全般の向上を図るという目的から

は、それぞれの施設で老朽化した調理機器等もあり、全体として「目標を下回る」ということにな

ると評価をしました。委託料削減の部分を取り出して考えると、一定効果は出していますので、目

標通りと言えると認識しています。 

○坂本委員長 

  成果目標と成果指標が設定され、それらがクリアされているということであれば、「目標通り」と

判断していただいて良いのではと思います。再度ご検討下さい。 

 

≪項目№８（Ｐ.７～８）≫ 

○数宝委員 

５．取組内容で各学校の建築費が示されています。金額の多寡については、学校規模や子どもの

人数によって差があるということでしょうか。 

○樋口学校管理課長 

  学校規模による違いもありますし、トイレの洋式化事業はこの３年間及びそれ以前にも行ってき

ていますので、既に行ってきた学校は建築費・設備費ともに金額が低くなっています。 

○坂本委員長 

  ７．今後の課題・方向性で「改善して継続」とされながら、３．事業費を見ると今年度予算は 0

となっています。状況を教えてください。 

○樋口学校管理課長 

  大規模改造事業としてのトイレの洋式化整備は、令和３年度で終了いたしました。しかしながら、

今後も継続的に学校からの要望等に応じるべく、工事費や修繕費の予算確保をしています。その予

算の範囲内で整備を行うということで、「改善して継続」としています。 

○坂本委員長 

  この事業としては終了ですが、通常予算の範囲で学校の要望には応えていきたいという事ですね。

シートのあり方の話かもしれませんが、要望がある間はシートが完了しないということにもなりか

ねますので、事務局の方でもまたお考えいただけたらと思います。 

○斉喜委員 

  ６．評価に記載のとおり学校現場から和式トイレを残して欲しいという要望があるのでしょうか。 

○樋口学校管理課長 

  はい。洋式トイレとなると便器と直接接触するということになりますので、配慮が必要な児童が

おられるということで残しております。 

 

≪項目№３（Ｐ.９～10）≫ 

○質問等なし 



 6 

○坂本委員長 

次に、学校教育部学校教育課、人権教育課の２課が所管するシートについて、順に説明をお 

願いします。 

 

○松本学校教育課長 

【項目№１・５・７（Ｐ.11～16）説明】 

○八幡人権教育課長 

【項目№２・４（Ｐ.17～20）説明】 

 

≪項目№１（Ｐ.11～12）≫ 

○坂本委員長 

評価をする際に対府比でされていますが、ここ 5年、10年のスパンで言いますと、府の学力

は上がっています。府と比較して横ばいということであれば、岸和田市の子どもさんも向上し

ておられるということは十分あると言えると思います。行政的にこの数字をもって「目標通り」

とはなかなか書けないかと思いますが、やはり市民の方や学校現場の方へのメッセージにはそ

の辺も含め、できている所はできていると丁寧な評価をお伝えいただければ有難いと思います。 

今回約 1,800万円の予算増がされている、新規事業のコグトレについて、成果指標や成果は

あるでしょうか。 

○松本学校教育課長 

有難うございます。岸和田市の学力については課題となっていますので、今後そのような説

明もできたらと思います。コグトレに関しては昨年度９校園で取組を始めました。各校園で４

回調査し数値結果も出ていますが、全校園ということではないため、今回は定性的な評価とし

て、教員や幼児児童生徒のアンケートの自由記述部分を成果として記載しました。また記載は

していませんが、回数を重ねる中、数値に若干の伸びが見られるところもありました。 

 

≪項目№５（Ｐ.13～14）≫ 

○上田委員 

子ども支援員の方は、何らかの資格をお持ちの方なのでしょうか。 

○松本学校教育課長 

子ども支援員については、学校のニーズに沿った方に入っていただいています。例えば地域

の方、教員の OB などです。学校の先生と話をするのがしんどいという場合に第三者の方に入

っていただいていることもあります。特別に何らかの資格を求めているものではありません。 

○坂本委員長 

総括評価が「目標を下回る」となっていますが、いじめ認知度解消については国の方針とし

てなるべくたくさん見つける、たくさん見つけてたくさん解消していくという方向性だと思い

ます。国平均の解消率が 77％位だと思いますので、小中ともに２年連続 80％超えの解消率と

言うのは、たくさん見つけてたくさん解消しているという非常にいい数値です。ただこれで「目

標通り」と書きにくいということは重々分かりますが、そこは丁寧なご説明をしていただいて、

決していじめがひどくなっているわけではないというメッセージがあってもいいのではない
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かということです。私自身はどうかと思いますが、不登校について国は学校復帰が目的ではな

いとしています。丁寧に様々な機関や専門家によって支援するという方向性ですので、どうし

ても定量的な評価となるとこうなってしまうのですが、より丁寧な情報発信をお願いします。 

 

≪項目№７（Ｐ.15～16）≫ 

○数宝委員 

コロナウイルスの感染が拡大している中、水泳指導の開催は難しかったということですが、

その代わりに体力向上に向け取り組まれていたことがあれば教えて下さい。 

○松本学校教育課長 

水泳指導の代わりの取組ということは特に行っておりませんが、本来中止の方向であったス

キップロープチャレンジについて、個人の取組としてなら実施可能とし、昨年度、一昨年度取

り組んできました。水泳事業は今年度２年ぶりに実施予定です。子ども達は２年間水泳を行っ

ていませんので、子ども達の状況に合わせて実施予定です。 

 

≪項目№２（Ｐ.17～18）≫ 

○坂本委員長 

ファイル作成数 2,026人分、相談件数 266件、相談及び訪問支援 349件と記載がありますが、

記載内容だけでは、例えば目標値があってその目標どおりであったのかなどが分かりませんの

で、説明をお願いできますか。 

○八幡人権教育課長 

あゆみファイルについては、配慮の必要な子どもの一人ひとりのこれまでの支援を蓄積して

次に引き継ぐというファイルで、必要な子どもについて保護者の同意のもと作成しているもの

です。例えば、５年前の平成 28 年度は 1,238 人分でしたので、この５年間でかなりファイル

を持っている子どもが増えている、丁寧に引継が進んでいるということが言えるかと思います。

支援相談も、令和２年度は 230件でしたのでこちらも増えています。学校から個別に要請があ

って支援するものでして一概に件数が増えればいいというものでもないので、現状として一旦

数値を上げています。 

○坂本委員長 

増加することがいい数値であれば、経年変化を６.評価に記載いただければ明確にわかるか

と思います。ご検討いただければと思います。 

 

≪項目№４（Ｐ.19～20）≫ 

○上田委員 

ヤングケアラーについて、周りが周知しているけれど本人が認知できていなかったりという

ケースがあると聞きます。本人に知らせてあげるという目的で子どもさん向けのリーフレット

の作成等で本人や周囲のお友達が情報収集できるような方策をお願いできればと思います。 

○八幡人権教育課長 

ヤングケアラーについては、まず教師側がその理解を持っているかというのが大切かと思い

ます。子ども自身が状況を理解するというのも大切な視点です。参考とさせていただきます。 
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○坂本委員長 

次に、生涯学習部生涯学習課、スポーツ振興課、郷土文化課及び図書館が所管するシートに 

ついて、順に説明をお願いします。 

○井出生涯学習課長 

【項目№11・12（Ｐ.21～24）説明】 

○庄司スポーツ振興課長 

【項目№15・16（Ｐ.25～28）説明】 

○西村郷土文化課長 

【項目№17・18（Ｐ.29～32）説明】 

○橋本図書館長 

【項目№13・14（Ｐ.33～36）説明】 

 

≪項目№11（Ｐ.21～22）≫ 

○上田委員 

インクルーシブ・コミュニティという文言が、市民の方に分かりにくいかもしれません。可

能であれば注釈などつけていただければ分かりやすくなるかと思います。 

○坂本委員長 

より丁寧な説明が必要ということで、問題がなければご検討をお願いします。 

フラッグシップ事業についてまだ動いていないのが、少し残念です。是非今年度頑張ってい

ただきたいと思います。 

 

≪項目№12（Ｐ.23～24）≫ 

○上田委員 

４．取組の成果（効果）目標内の記載「前世代」は「全世代」の誤りでしょうか。 

○井出生涯学習課長 

  誤りですので修正します。 

○上田委員 

コロナ禍でしたが、色々な視点で色々な取り組み方で事業をされていると思います。またリ

モートなども上手に使われ、遠方で普段呼べない講師の方を招聘するなど公民館に今までなか

った形も取り組まれています。引き続き頑張っていただきたいと思います。 

学び舎ゼミは課題を探すだけでも大変だと思いますし、企画してもコロナ禍という理由だけ

でなくとも、連続講座に興味を持ち参加いただける方は多くはないかと思います。これからも

頑張っていただきたいと思います。 

 

≪項目№15（Ｐ.25～26）≫ 

○上田委員 

岸和田は、昔から水泳や縄跳びを熱心に取り組まれていると思いますので、継続して続けて

いただきたいと思います。また、折角、大阪体育大学との連携を進められるということですの

で、子ども達の体力強化やスポーツの親しみにつながるまでは分かりませんが、例えば運動の
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苦手な子への夏休みのマット運動や鉄棒講座などを取り入れるなど、大学との連携で専門的な

視点を取り入れて企画をしていただければと思います。スポーツへ親しみを持ってもらうこと

がひいては健康につながり、医療費の削減にまでつながる可能性もあると思います。 

○庄司スポーツ振興課長 

スポーツ振興課だけでなく、生涯学習や介護の担当部局とも連携しながら、色んな事ができ

るように取り組んでいけたらと思います。 

 

≪項目№16（Ｐ.27～28）≫ 

○坂本委員長 

  目標にされている項目と成果の指標が全く違う内容になっているように思います。本事業は

整備を行う内容ということで整備が進めばよしという事かと思いますが、成果の指標として施

設の利用者数など記載されています。どのような関連となるのでしょうか。 

○庄司スポーツ振興課長 

補修等は安心・安全のためしっかり行うのは当然であり、参考に施設利用者数も挙げている

ものです。書き方につき再度検討したいと思います。 

○坂本委員長 

  参考資料としていただくのは構わないと思います。いわゆる点検評価の考え方からすると目

標が達成されれば目標どおりと言えますので、工夫をお願いします。 

 

≪項目№17（Ｐ.29～30）≫ 

○上田委員 

  項目 17、18 と見せていただきコロナ禍で本当に頑張っていただいたと思います。八木市民

センターでの出前展示と出前講座をされた内容についても、参加人数等少し記載があれば有難

いです。 

○西村郷土文化課長 

  もう少し記述を加えるようにします。 

 

≪項目№18（Ｐ.31～32）≫ 

○質問等なし 

 

≪項目№13（Ｐ.33～34）≫ 

○上田委員 

中高生向けの情報発信を行ったとして「YA通信」を発行したとありますが、何回ぐらい発行

されたのでしょうか。回数の記載があるとより理解しやすいかと思います。 

○橋本館長 

図書館では、中高生をヤングアダルトと称しターゲットとしています。YA通信は、来館され

る中高生向けのチラシとして、昨年度２回発行しました。発行回数を記載するようにします。 
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≪項目№14（Ｐ.35～36）≫ 

○坂本委員長 

図書館利用時間の延長はとても有難い話であり、感謝いたします。成果指標を利用登録者数

とされていますが、総括評価の利用者に関する記述は来館者数に関する記述でしょうか。 

○橋本館長 

図書館で一般的には貸出冊数や来館者数が聞かれる数値かと思います。しかしながら、それ

らは延べ数であり、また、令和２年度以降は新型コロナウイルスの影響で閉館時期もあったた

め、利用者の把握には使いにくい数値であると判断し、今後は、延べ人数ではない実人数とい

う数値で把握するべく、利用登録者数で把握することとしたものです。 

○坂本委員長 

図書館の利用登録をした方の人数ということですよね。 

○橋本館長 

はい、そうです。登録カードを何人の方に作っていただいているかという数値となります。 

○坂本委員長 

令和３年度利用登録者数 53,641人については増えているという数値でしょうか。 

○橋本館長 

令和２年度は 55,208 人でしたので減っている状況です。人口減少等やむを得ないところも

ありますが何とかキープしていきたいと思っています。 

○坂本委員長 

折角、開館時間も増やし職員も頑張っておられると思いますので、より成果のわかるような

確認をしていっていただければと思います。 

 

○坂本委員長 

本日の議事は以上です。今、出していただきましたご意見等を、“意見書” に記載して６月

17日（金）までに出していただければと思います。質問も含めてよろしくお願いします。 

事務局から、他に何かありますか。 

○柿花総務課主幹 

【事務連絡】 

○坂本委員長 

それでは、本年度の第１回評価委員会を終了させていただきます。 

 

≪午後４時 10分 終 了≫ 


