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令和４年６月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 令和４年６月 16日（木）午後２時 30分～午後３時 30分 

 

２．場 所 市役所新館４階 第１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 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 

 

開会 午後２時 30分 

前回会議録について承認された。本会議録署名者に野口委員を指名した。 

傍聴人０名。 

 

○大下教育長 

ただいまから、６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 25号及び第 26号は大阪

府教育委員会の選抜方式の公表時期との整合性をはかるため、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第 14条第７号の規定により、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。 

 

報告第 39 号 「岸和田市立小・中学校適正規模及び適正配置実施計画（第１期）（案）」再編対

象校区における懇談会の設置状況について 

○大下教育長 

報告第 39号について、説明をお願いします。 

○池内学校適正配置推進課長 

報告第 39号につきましては、「岸和田市立小・中学校適正規模及び適正配置実施計画（第１

期）（案）」再編対象校区における懇談会の設置状況についてです。 

昨年 11月から 12月にかけて、再編対象校区にて地域説明会を実施しましたが、そこでいた
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だきましたご意見の中から、疑問や懸念される事項等を取り上げ、それらの解消を図るための

意見交換及び共通の認識を持つ場として、懇談会を設置します。 

現在の状況について校区ごとに説明します。 

①「旭・太田校区」は、懇談会を設置し、５/14 に初回懇談会を開催しました。②「常盤校

区」も懇談会を設置し、５/14 に初回懇談会を開催しました。両校区については学校が閉校す

るということではなく、通学区域の見直し等の対象校区となっています。 

③「山直北・城東校区」は、現在、それぞれの校区に小学校がありますが、実施計画の内容

やこれまでの地域のつながり等から、両校区を一つの小学校区として懇談会を設置し、６/１

に初回懇談会を開催しました。 

④「山滝校区」は、懇談会の設置が決まり、６/29に初回懇談会を開催予定です。 

⑤「修斉校区」は、懇談会の設置が決まり、６/21に初回懇談会を開催予定です。 

⑥「東葛城校区」は、懇談会の設置に向けて話が進んでいますが、現在参加者を調整中で、

初回開催日については未定となっています。 

⑦「天神山校区」は、懇談会設置に向けて協議を継続しているところですが、初回開催日に

ついては未定となっています。 

⑧「山直南校区」は、校区長や町会長が参加される会議の場に出向き、懇談会設置に向けて

協議、説明を行いましたが、結果としては懇談会の設置について地域との合意に至っておらず、

開催の予定はないという状況です。ただ、山直南校区の皆さんが懇談会に向け協議をしていた

だけるということであれば、いつでも協議に応じさせていただくとお伝えしており、その上で

一旦協議終了となっています。 

○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 

山直北・城東校区では、どのような話が出ているのでしょうか。 

○池内学校適正配置推進課長 

通学区の変更についての話や、城東校区の町会長からは、ここ数年、まちづくりの関係で校

区内で動きがあるので、それらも検討材料になってくる、というような話がありました。 

○植原教育長職務代理者 

再編内容に賛成ということで話が進んでいるのでしょうか。 

○池内学校適正配置推進課長 

すべての方に賛成いただいているという状況ではありませんが、教育委員会と地域とで意見

交換をさせていただいているという状況です。 

○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 40号 ピアノの寄贈について 

○大下教育長 

報告第 40号について、説明をお願いします。 
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○田中産業高校学務課長 

報告第 40号につきましては、ピアノの寄贈についてです。 

概要ですが、寄贈品名はアップライトピアノで、換算額は 45 万円です。寄贈目的は、合唱

コンクールなどに使用のためで、寄贈者は泉佐野市の加茂様で、現在、産業高校の国語の期限

付講師です。寄贈年月日は、令和４年５月 23日です。 

別紙は、寄贈ピアノの写真です。 

○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 

音楽室に設置されているのでしょうか。 

○田中産業高校学務課長 

体育館に設置しています。 

○野口委員 

今まで体育館には設置がなかったのでしょうか。 

○田中産業高校学務課長 

既存でありましたが、そちらを移動させて寄贈いただいたものを設置しました。 

○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 41号 市民公開講座「簿記講座３級」の実施について 

○大下教育長 

報告第 41号について、説明をお願いします。 

○田中産業高校学務課長 

報告第 41号につきましては、市民公開講座「簿記講座３級」の実施についてです。 

概要ですが、目的は、地域貢献への取組の一つとして、11月実施の日商簿記検定３級の合格

を目指すこととしています。対象者は、学生を除く、市内在住者・在勤者です。日時は、令和

４年８月 23日（火）から 10月 21日（金）の火曜と金曜の毎週２回と、11月８日（火）から

18日（金）の火曜と木曜と金曜の毎週３回の、全 24回で、午後６時から７時半を予定してい

ます。場所は産業高校、定員は 15 名で、実習費は 2,500 円です。講師は、産業高校教諭１名

が担当いたします。申込は、往復はがきにより、７月 25 日（月）必着で、周知につきまして

は、広報きしわだ７月号、ＨＰに掲載いたします。過去５年間の合格者と、受講者及び受験者

数を参考に記載しています。 

○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。 

ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第 42号 市制施行 100周年記念事業について 

○大下教育長 

報告第 42号について、説明をお願いします。 
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○松本学校教育課長 

報告第 42号につきましては、市制施行 100周年記念事業についてです。 

100周年を記念し、市内の中学校 11校の生徒会の代表者が市議会議場での模擬議会を通して、

市政への関心と理解を深める機会として「中学生議会」を実施いたします。また、市内小中学

生において、100周年の機運を高め、醸成し、郷土愛を育む取組として「市制施行 100周年作

品展」を開催いたします。 

中学生議会につきましては、日程は令和４年８月５日（金）13時 30分から 16時 30分で、

場所は岸和田市議会議場です。出席者は、中学生 33名で市内 11中学校より３名ずつ推薦、市

長、副市長、教育長、議長、各部局の長、事務局、市議会議員の方々です。内容は「自分たち

が住みやすい岸和田を中学生の目から考える」をテーマとして、意見発表及び質問を行い、市

理事者が答弁します。 

市制施行 100周年作品展につきましては、日程は令和４年 11月 22日（火）～24日（木）10

時から 17時で、場所はマドカホール１F展示場です。内容は、７月～８月（夏休み宿題等）で

小中学生から「未来に残したい大好きな岸和田の風景」、「100 年後未来の岸和田市」をテーマ

に作品を募集し、優秀作品を表彰、展示します。 

○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。 

○和田委員 

推薦というのは、先生からの推薦ということでしょうか。 

○松本学校教育課長 

10年前、20年前にも中学生議会をしており、当時と同じような形で開催を考えています。基

本的には学校から生徒会のメンバーを推薦いただいています。過去、生徒会のメンバーではな

い生徒が参加したこともあります。 

○和田委員 

３年生が多いということでしょうか。 

○松本学校教育課長 

はい、そうです。 

○和田委員 

学校の先生も見に来られるのでしょうか。 

○松本学校教育課長 

はい、見に来ていただく事ができます。 

○谷口委員 

非常に有意義な取組であると思います。過去もされたという話ですが、是非毎年でもしてい

ただけたらと思います。政治に対する意識を持っていただくという事と、今回は中学生議会と

いうことですが、成人年齢も引き下げになったということがありますので、意見を発表する場

を設けるという事でも開催いただけたらと思います。また、市議会の方や市長に彼らの意見を

聞いていただき、若い人々のニーズはどうなのかという事を知っていただく事にもつながると

思います。恒例化していただければと思います。 
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○松本学校教育課長 

議場で子ども達が発言する機会として、10年ごとに中学生議会を実施しています。それとは

別に、中学生サミットを毎年行っています。各中学校の生徒会の代表者が集い、皆で討議する

ものです。周年事業を毎年実施に切り替えてというのは中々ハードルが高いですが、中学生サ

ミットの拡充も含め検討できればと思います。 

○谷口委員 

中学生サミットに議員の方や市長に来ていただければ一番いいのかなと思います。 

○大下教育長 

テレビ岸和田でも放映されるのでしょうか。生中継でしょうか。 

○松本学校教育課長 

録画放映になります。前回の90周年では当日の様子が放映されましたが、今回はそれまでの

取組なども撮影いただいていますので、前回とはまた違う形になるかと思います。 

○野口委員 

  作品展は夏休みの宿題等と書かれていますが、単に夏休みの宿題として家庭に発信すると思

いが通じないという事もあるかと思います。学校でしっかりと私達の岸和田を大切にしていこ

うという事を指導した上で、子ども達に作品の制作に取り組ませてもらえたらと思います。他

の宿題と同列にするのでなく、今年はこういう内容で作品の制作に取り組むというところをし

っかりと子ども達に意識させていただけたらと思います。 

○松本学校教育課長 

チラシも作成しますので、学校から子ども達にしっかりと伝えていただくようにします。ま

た７月～８月で作品募集としていますが、学校の授業で取り上げていただくところもあるかと

思いますので、９月頃までと期間を拡げて募集予定です。 

○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 43号 令和４年度 岸和田市水練学校の開催について 

○大下教育長 

報告第 43号について、説明をお願いします。 

○松本学校教育課長 

報告第 43号につきましては、令和４年度 岸和田市水練学校の開催についてです。 

市内小学校５、６年生を対象として、子どもたちに正しい泳法を習得させることを通して体

力の向上を図るものです。 

詳細は別紙のとおりです。保護者、子どもへ配布する資料です。 

なお、新型コロナウイルス感染防止のため、例年より募集人数を縮小し、感染防止対策を十

分に行った上で実施いたします。 

○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 

１年生から４年生までは、スポーツ振興課主催の初心者水泳教室があったと思います。そち
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らの参加費は水練学校の3,600円と同じ位でしょうか。 

○庄司スポーツ振興課長 

初心者水泳教室は4,000円です。 

○植原教育長職務代理者 

金額が異なることについて保護者の方から何か意見は出ていませんか。 

○松本学校教育課長 

実施する内容が異なっていることもあり、特に意見をいただいたことはありません。 

○庄司スポーツ振興課長 

水連学校は７日間ですが、水泳教室は８日間という違いもあります。 

○和田委員 

４年生までは１時間の教室であったと思いますが、水連学校は１日に３時間授業があるとな 

っています。 

○松本学校教育課長 

３時間の間、常にプール内で泳ぎ続けてということではなく、プールサイドで実技だけでは

ない指導なども行っています。 

○和田委員 

随分泳げるようになるのでしょうか。 

○松本学校教育課長 

はい。大体は泳げるようになって終了するのですが、２年間コロナ禍で実施できていません

ので、そこは慎重に指導をしていかなければならないと思っています。 

○和田委員 

例えばクロールはできるようになるなど、最低限の泳ぎができるようになるということでし

ょうか。 

○松本学校教育課長 

はい。教科課程については、１年生から６年生までのつながりができるよう、スポーツ振興

課とも相談していきたいと思っています。 

○野口委員 

定員を超えた場合は抽選を行うとありますが、市内の全ての子をシャッフルして抽選すると

いうことでしょうか。 

○松本学校教育課長 

はい。学校による児童数の差や野田プールからの立地の差など色々ありますが、検討をしま

した結果、全てシャッフルで抽選する方がいいだろうという判断をしました。例年の半数の定

員としているのも、コロナ禍ということで２年空いていますので慎重な実施を考えたものです。 

○野口委員 

友達同士で、抽選に受かった子と落ちた子となってしまうと、少し可哀想かなと思いました。 

水連学校は、当時は子ども達によく利用を勧めていました。普段は認めていませんが、校区

外へ自転車で行くことについても注意していくようにと指導をしていました。毎年続いていれ

ば先生方の声がけも続けられたのでしょうが、２年空いていますので、安全確保についてしっ

かりと指導していただかなければならないと思います。宜しくお願いします。 
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○松本学校教育課長 

例年、野田プール周辺には指導主事が見守りで朝立つようにしており、青パトもまわっても

らっています。それでも事故があったというのが時折ありますので、気を付けたいと思います。 

○大下教育長 

他にいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第 44号 令和３年度 岸和田市立中学校卒業生の進路状況について 

○大下教育長 

報告第 44号について、説明をお願いします。 

○松本学校教育課長 

報告第44号につきましては、令和３年度岸和田市立中学校卒業生の進路状況についてです。 

昨年度の中学校卒業生の進路状況の報告です。概要としまして、高等学校等に進学した者

1,638名（98.7%）、進学及び就職した者０名（０％）、就職した者６名（0.4%）、専修学校等に進

学した者22名（1.3%）、その他６名（0.4%）、合計1,660名（100％）となっております。ちなみ

に「専修学校に進学した者」のうち12名（0.8％）は高等学校の卒業資格をとることができる専

修学校に進学していることから、「高等学校等に進学した者」にも計上しております。 

詳細は別紙のとおりです。 

○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。 

○植原教育長職務代理者 

委員会として、その他の方の状況は把握されていますか。 

○松本学校教育課長 

はい、把握しています。中学校の時に不登校があり、関係機関と協議も重ね、最終進学を選

択しなかったケースなどが含まれています。 

○和田委員 

どこの高校へ進学したとかいう統計はないのでしょうか。 

○松本学校教育課長 

はい、公表をしていません。 

○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 45号 令和３年度市立中学校支援学級在籍生徒の進路状況について 

○大下教育長 

報告第 45号について、説明をお願いします。 

○八幡人権教育課長 

報告第 45 号につきましては、令和３年度市立中学校支援学級在籍生徒の進路状況について

です。 

令和３年度に支援学級に在籍した中学校３年生の生徒80名の進路状況を記載しています。 

進学した者については、全日制課程が39名、定時制課程が１名、通信制課程が22名、支援学
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校が13名、その他が５名となっております。なお、支援学校の内訳としましては、佐野支援学

校、すながわ高等支援学校、たまがわ高等支援学校、聴覚支援学校となっています。 

○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。 

○野口委員 

  全日制課程に行かれた方で、一般で行かれた方、障害者枠を選択して行かれた方の内訳が分

かれば教えてください。また、支援学級に在籍していたお子さんは個別支援が必要な方であっ

たと思いますが、通信制となれば自学が基本で、集団生活としてはスクーリング等になってい

くかと思いますが、発達への配慮はどんな風に保障していけるのかなというのを委員会で把握

されておられるのであれば教えてください。 

○八幡人権教育課長 

  全日制で公立へ進んだ子どもは 23 名います。貝塚高校の自立支援コースに進学した者は今

年度はおりませんでした。 

通信制については、学校により様々にされていると思いますが、学習面で、例えばある学校

ではスタンダードコースや基礎的なことを学び直すなどされていると聞いております。また、

積極的に家庭訪問を行っている通信制の学校もあり、メールでのやりとりだけですませてしま

うというのは少なくなってきているようです。 

○松本学校教育課長 

自由に学校に登校できるというのもあり、その生徒にあったカリキュラムを作っていけると

いうことも聞きます。 

○大下教育長 

送り出す側として、進学先の情報を収集していただくようお願いします。 

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。 

 

報告第 46号 「岸和田ゆかりコレクション展」の展示について 

○大下教育長 

報告第 46号について、説明をお願いします。 

○橋本図書館長 

報告第 46号につきましては、「岸和田ゆかりコレクション展」の展示についてです。 

現在、図書館本館２階にて絵葉書等の展示を６月１日から行っているところです。図書館で

は、岸和田の歴史的資料などをインターネットでご覧いただけるようにする、デジタルアーカ

イブの開設を令和３年度末に開設し、４月の定例教育委員会議でご報告したところです。今回

は、その一部を実物でもご覧いただけるようにしたものです。 

歴史的な資料の実物を展示することで岸和田の歴史を感じていただくとともに、デジタルを

ご覧になって興味を持っていただいた方には実物を、実物を見て興味を持っていただいた方に

はデジタルを、相互に知っていただく機会になればと考えています。 

展示資料は、牛滝山や久米田寺、岸和田の旧市街を取り上げた絵葉書、明治中期から昭和初

期のものを約300点、また「岸和田要鑑」といいまして、市制施行ごとに発行している記念誌の

初期、大正13年に刊行されたものです。 
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周知については、市のホームページに掲載しています。 

○植原教育長職務代理者 

図書館で実際に見てきましたが、身ごたえのある良い展示でした。 

○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。 

それでは、議案の審議に移ります。 

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

議案第 24号 補正予算について（事業費補正） 

○大下教育長 

議案第 24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 24号につきましては、補正予算について（事業費補正）についてです。 

総合体育館ですが、災害時の避難場所にも指定されており、停電時に館の維持管理に必要な

電源を確保したり、自動で誘導灯や非常灯を制御するための設備が経年劣化で故障したため、

修繕するための補正予算を要求するものです。 

要求金額は 5,253千円です。当初予算で 750万円の予算がありますが、これは移動観覧席の

修理や空調設備の修理に必要なため、今回補正予算要求するものです。 

○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。 

今現在、停電が起きた場合の緊急対応はどうなりますか。 

○庄司スポーツ振興課長 

外付けの機械から、電源が確保できるようになっています。 

○植原教育長職務代理者 

指定管理者側で修繕されるものもあると思いますが、今回は市で対応ということですか。 

○庄司スポーツ振興課長 

はい、今回は市で予算措置し対応するものになります。 

○牟田生涯学習部長 

総合体育館は平成８年建設で 25年経過しています。様々な箇所で修繕が必要な状況です。 

○谷口委員 

  大規模災害が起こった際にも、緊急避難場所となる場所なのでしょうか。 

○庄司スポーツ振興課長 

はい、そうです。 

○谷口委員 

  対応が急がれる案件ということですね。 

○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。 

以上で、公開の案件は終了しました。 
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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 25号 令和５年度 岸和田市立産業高等学校入学者選抜方針について 

議案第 26 号 令和５年度 岸和田市立産業高等学校入学者選抜における学力検査問題の選択、

配点比率及びアドミッションポリシーについて 

 

（非公開議案２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 


