
 1 

 

 

平成 25年 10月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成 25年 10月 24日（火）午後２時40分～午後３時 50分 

 

２．場 所 岸和田市立公民館３階 講座室４ 

 

３．出席者 

  委員長 中野 俊勝  委員長職務代理者 川岸 靖代  委員 谷口  馨 

  教育長 永本 定芳 

 

４．事務局出席者 

教育総務部長      板東 正人   学校教育部長       小池 俊一 

生涯学習部長      植原 和彦   理事兼学校管理課長    門林 啓之介 

総務課長        藤原 芳治   産業高校学務課長     直 清司 

学校教育課長      寺田  博    人権教育課長      篠本 治久 

生涯学習課長      佐藤  正      スポーツ振興課長     元廣 秀晴 

図書館長          森  正之   総務課参事        大西 謙次 

 

開会 午後２時 40分 

前回会議録について承認された。本会議録署名者に谷口委員を指名した。 

傍聴人 0名。 

 

報告第 56号 保護者向けリーフレット「岸和田の子どもたちに確かな学力を」について 

○中野委員長 

報告第 56号 保護者向けリーフレット「岸和田の子どもたちに確かな学力を」について、 

事務局から説明をお願いします。 

○寺田学校教育課長 

本件は、平成 25年 4月 24日に実施しました、全国学力・学習状況調査のうち、児童生徒へ 

のアンケート（生活習慣や学習環境に関する調査）の結果について、各家庭で大切にしてほし

いことをまとめ、保護者啓発を行い、本年度の結果を踏まえての改善についてのポイントを明

確にし、生活習慣の改善を図るものです。リーフレットの内容については、まず保護者に手に

取ってもらい、家庭での話し合いに結びつけていただきたいという目的で、だんじりをモチー

フに表紙を一新しました。中開きの部分につきましては、学力の向上に特に必要な３つのポイ

ント「生活リズムを整える」「家庭学習の習慣をつける」「豊かな心を育てる」に係る具体的な
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要素に関するデータを取りまとめています。裏表紙には、昨年度まで表紙にありました学習環

境や生活習慣に関するチェック項目を掲載しております。中身を読み、内容を理解していただ

いたうえで、家庭での様子を子どもたちと一緒に振り返り、話し合っていただきたいという思

いです。リーフレットの配布につきましては、11月下旬に市内幼稚園・小学校・中学校で全員

に配布する予定です。 

○川岸委員長職務代理者 

  リーフレットの構成が一新され、より関心をひくものになったと感じました。保護者だけで

なく子供達にも見ていただけると思います。 

○永本教育長 

  表紙にだんじりのモチーフを使っていることについての意図を教えてください。 

○寺田学校教育課長 

  岸和田市の伝統行事であるだんじりは、色々な人々の支援と協力、そしてそれぞれの気持ち   

 が結びついて走ることができます。学力も、保護者・学校・地域等の支援と協力、そして子供

の学習意欲・基本的な生活習慣があって初めて向上していくものと考え、だんじりを走らせて

ことに重なるものがあると思っています。 

○中野委員長 

  表紙の文言と中開きの内容の文言の整合性、語句の整理が若干必要であると思います。 

（文言等について意見交換が行われた） 

○寺田学校教育課長 

  文言の整理・整合性について再度、確認し修正いたします。 

○中野委員長 

  リーフレットは、カラー印刷されていますが、この色づかいは色覚に障がいがある方への配

慮はなされているのでしょうか。 

○篠本人権教育課長 

  このリーフレットで使用されている色づかいは、特に問題ないものと考えております。 

 

報告第 57号 平成 25年度「人権週間」（12月４日～10日）に関わる行事の実施について 

○中野委員長 

報告第 57号 平成 25年度「人権週間（12月 4日～10日）に関わる行事の実施について、 

事務局から説明をお願いします。 

○篠本人権教育課長 

人権週間に関わる行事については、12月 7日に岸和田市立文化会館（マドカホール）で、「人

権を考える市民の集い」を実施します。内容は、人権を守る作品（標語・ポスター）の入選者

の表彰と講演会（講師：河野義行 氏（松本サリン事件の第一通報者）演題「報道と人権」）

です。12月 6日から 8日までは、文化会館１階展示場において「人権を守る作品展」を実施し
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ます。また、今年度の作品から標語１点、ポスター６点を印刷したクリアホルダーを市立学校

園の幼児、児童、生徒及び教職員に配布します。例年、作品展につきましては、春木・東岸和

田・山直市民センターで巡回作品展を実施していますが、今年度は、桜台市民センター・八木

市民センターが新たに開設されますので、両館においても巡回作品展を実施したいと考えてい

ます。12月 3日、4日には岸和田駅前、久米田駅前、ラパーク、トークタウンにおいて啓発物

品を配布など「街頭啓発活動」を実施します。 

 

報告第 58号 教育キャンプ運営事業について 

報告第 59号 「成人式」の開催について 

○中野委員長 

報告第 58号及び報告第 59号については、書面での報告です。ご質問等ございませんか。 

○佐藤生涯学習課長 

報告第58号は、7月20日から8月31日までに実施された教育キャンプの実施状況の報告で、

いよやかの郷キャンプ場では、11団体・672名の利用がありました。 

報告第 59号は成人式の開催の報告で、今年度の成人式は、平成 26年 1月 13日に、岸和田

市立総合体育館で行います。今年度の対象者は 2,118（10月１日現在）で、昨年度に比べ 111

名の減少となっています。 

 

報告第 60号 青年の家、常盤青少年会館の休館について 

○中野委員長 

報告第 60号 青年の家、常盤青少年会館の休館について、事務局から説明をお願いします。 

○佐藤生涯学習課長 

 青年の家、常盤青少年会館については、新たに開館される八木地区公民館及び常盤地区公民

館への移転作業のため、11月 1日から 11月 17日まで休館するものです。 

 

報告第 61号 第 33回市民スポーツカーニバルの開催について 

報告第 62号 特別展「となりの大阪湾」の開催について 

報告第 63号 きしわだ自然資料館の臨時休館について 

○中野委員長 

報告第 61号から報告第 63号までの 3件については、書面での報告です。ご質問等ございま

せんか。 

○元廣スポーツ振興課長 

  第 33回市民スポーツカーニバルについては、11月 3日午前 9時より、中央公園スポーツ広   

 場において実施いたします。 

○植原生涯学習部長 
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  報告第 62号については、自然資料館での特別展開催の報告です。12月 1日から 3月 2日ま  

 で、きしわだ自然資料館１階多目的ホールにおいて、特別展「となりの大阪湾」を開催します。

今回の企画は、大阪湾を地域住民に身近な海として親しんでもらうため、大阪湾の自然を中心

とした展示等を行います。 

  報告第 63号は、この特別展の開催準備のため、11月 29日及び 30日を臨時休館とする報告

です。 

 

報告第 64号 自動車文庫の一部廃止について 

○中野委員長 

報告第 64号 自動車文庫の一部廃止について、事務局から説明をお願いします。 

○森図書館長 

  平成25年11月に開設される岸和田市立八木市民センター内に八木図書館が設置されること

から、八木図書館に隣接又は徒歩 10 分程度にあり、利用者が大幅に減少すると見込まれる自

動車文庫 4ステーションの廃止に関する報告です。廃止するステーションは、緑ヶ丘町、池尻

町、新小松里町、紅葉ケ丘町の４ステーションで、市民への周知を図りながら 12 月末までに

順次廃止してまいります。市民への周知につきましては、広報紙、図書館だより、町会回覧板、

利用者向けちらしにより行う予定です。 

○中野委員長 

報告事項は以上です。次に議案に移ります。 

 

議案第 51号 平成 25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 

○中野委員長 

議案第 51号 平成 25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、事務局か

ら説明をお願いします。 

○藤原総務課長 

  本件は、岸和田市教育委員会表彰規則に該当する者で、本市の教育の振興に寄与された者、

功績のあった者に表彰状並びに感謝状を贈呈することについて、被表彰者の決定を審議してい

ただくものです。今年度の表彰状贈呈者は、団体が 11団体、個人が 58名で、感謝状贈呈者は、

個人 77名となっております。なお、表彰式は 11月 3日の文化の日に、岸和田市立文化会館（マ

ドカホール）にて予定しております。 

○中野委員長 

説明が終りました。ご意見、ご質問等ございませんか。 

  学校教育部門で、教育に関する研究論文の成績が優秀で表彰される方の中で、今年度は、学

校の先生方だけではなく、学校校務員・学校事務の方が含まれており、このことは学校の活性

化に繋がる素晴らしい活躍であると思いました。 
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○永本教育長   

  社会体育部門では、障害者スポーツ大会で優秀な成績をおさめられた方々も表彰の対象とい

たしました。 

○中野委員長 

  他にないようですので、原案のとおり承認いたします。 

  

議案第 52号 補正予算について（総務課 事業費補正） 

○中野委員長 

議案第 52号 補正予算（総務課 事業費補正）について、事務局から説明をお願いします。 

○藤原総務課長 

  本件は、7月 26日に財団法人永井熊七記念財団 理事長 永井一夫 様より、岸和田市奨学

会の奨学資金に充当のためにと 100万円のご寄附を頂きましたので、12月の第 4回定例市議会

において、歳入・歳出補正予算をお願いするものです。 

○中野委員長 

説明が終りました。ご質問等ございませんか。 

特にないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 53号 補正予算について（総務課 債務負担行為補正） 

○中野委員長 

議案第 53 号 補正予算（総務課 債務負担行為補正）について、事務局から説明をお願い

します。 

○藤原総務課長 

  現在小学校 7校で学校給食調理等業務の民間委託を実施しておりますが、今年度末で、城北

小学校・光明小学校・東光小学校の 3校において委託契約期間が満了することに加え、今年度

末に給食調理員の退職があることから、新たに 1校の民間委託を実施したいため、来年度から

の委託業者を選定する必要があります。学校給食調理等業務の民間委託業者を選定する場合、

給食機器の引き継ぎ、調理・洗浄作業の指導等、様々な準備が不可欠であり、十分な準備期間

を確保する必要があることから、平成26年2月末までに委託契約を締結する必要があるため、

第 4回定例市議会において、債務負担行為補正をお願いするものです。 

○中野委員長 

説明が終りました。ご質問等ございませんか。 

○中野委員長 

  学校給食に関して、今後の消費税引き上げに伴い食材の値上げ等が考えられますが、給食費

への影響はどのように考えておられますか。 

○藤原総務課長 
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  給食費については。消費税引き上げに伴う食材への影響、中学校給食に関する給食費の設定

など課題があるため、検討委員会を立ち上げ来年度に調査研究を図ってまいります。 

○中野委員長 

他にないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 54号 補正予算について（図書館 事業費補正） 

○中野委員長 

議案第 54号 補正予算（図書館 事業費補正）について、事務局から説明をお願いします。 

○森図書館長 

本件は、9月 11日に匿名希望の方から 30万円を、また 10月 16日に財団法人永井熊七記念

財団 理事長 永井一夫 様より 50 万円を、それぞれ図書購入に充当のためにとご寄附を頂

きましたので、12月の第 4回定例市議会において、歳入・歳出補正予算をお願いするものです。 

○中野委員長 

説明が終りました。ご質問等ございませんか。 

特にないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 55号 岸和田市立図書館規則の一部改正について 

○中野委員長 

議案第55号 岸和田市立図書館規則の一部改正について、事務局から説明をお願いします。 

○森図書館長 

  岸和田市立図書館規則第 3条で図書館の休館日を定めていますが、11月に新たに開設される

八木図書館及び桜台図書館について、地域において祭礼が行われる体育の日の前日及び前々日

を休館とする図書館に追加したいため、一部改正を行うものです。この改正は、平成 25年 11

月 18日から施行いたします。 

○中野委員長 

説明が終りました。ご質問等ございませんか。 

特にないようですので、原案のとおり承認します。 

  本日、予定していた案件は以上ですが、その他なにかございませんか。 

他にないようですので、これをもちまして、10月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 

閉会 午後３時 50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 

 

 


