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平成 26年３月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成 26年３月 27日（木）午後２時 40分～午後４時 10分 

 

２．場 所 市立公民館・中央地区公民館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 

   

４．事務局出席者 

教育長職務代理者 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  郷土文化室長         南  美恵子 

図書館長          森  正之  総務課参事        大西 謙次 

総務課参事        中野 忠一 

 

開会 午後２時 40分 

前回会議録について承認された。本会議録署名者に川岸委員長職務代理者を指名した。 

傍聴人 0名。 

 

報告第 10号 40型テレビの寄附について（八木南小学校） 

報告第 11号 デジタルカメラ等の寄附について（城内小学校） 

報告第 12号 防犯ブザーの寄附について（各小学校） 

○中野委員長 

  報告第 10号から報告第 12号までの３件については、書面での報告です。ご質問、ご意見等ご

ざいませんか。 

○門林学校管理課長 

  報告第 10号につきましては、2月 12日に財団法人永井熊七記念財団 様より、学校教育活動

推進に使用のためにと、40 型テレビ６台（50 万円相当）を八木南小学校にご寄附していただい

たものです。 

  報告第 11号につきましては、2月 26日に岸和田シニアライオンズクラブ 様より、学校教育

活動に使用のためにと、デジタルカメラ 6台、プロジェクター一式（5万円相当）を城内小学校
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にご寄附していただいたものです。 

○中野委員長 

  各学校での地上デジタル放送受信の対応はどのようになっていますか。 

○門林学校管理課長 

職員室及び校長室への対応については、平成 26 年度に予算確保することができました。普通

教室等への対応につきましては、多額の予算が必要となることから、効率的な対応について今後

検討してまいります。 

○寺田学校教育課長 

報告第 12号につきましては、3月 5日に岸和田中央ライオンズクラブ 様より、児童の安全確

保を図るためにと、小学校新 1年生を対象に防犯ブザー1,846個（614,718円相当）をご寄附し

ていただいたものです。 

 

報告第 13号 平成 25年度体力・運動能力、運動習慣等調査結果（岸和田市概要）について 

○中野委員長 

  報告第 13号 平成 25年度体力・運動能力、運動習慣等調査結果（岸和田市概要）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 

  調査につきましては、小学校は第 5学年、中学校は第 2学年を対象に、4月から 7月末までの

期間で実施されました。体力・運動能力については、体力合計点平均の比較をすると、すべての

対象で、全国平均より低い状況でした。小学校 5年生男子においては、大阪府平均よりわずかに

上回っており、小学校 5年女子においては、大阪府平均とほぼ同じでございました。中学校 2年

生においては男女とも大阪府平均とほとんど差がみられませんでした。運動習慣等については、 

 朝食の摂取に関して、毎日食べる割合が、すべての対象において全国及び大阪府を下回っていま

す。また、一日のテレビの視聴時間に関しては、すべての対象において全国及び大阪府を上回っ

ています。次に、学校の取組については、平成 20 年頃と比較して体力向上に関して教員の関心

度の項目で、中学校は高まっていますが、小学校においては、まだまだ取組が十分でないという

結果でした。それと関連して、児童・生徒の関心度も小学校、中学校ともに全国及び大阪府を下

回っている状況です。 

全体を考察してみますと、平成 20 年頃と比較すると、体力向上に関して、教員の関心や子供

たちの関心、学校の取組には課題も見られるため、今年度の調査結果を分析し、改善策を立て、

実践していくことが必要であると考えます。課題解消に向けた取組ですが、今年度は、保健体育

科の授業の充実を図るため、授業や学校のカリキュラムづくりへの指導・助言や実践事例の紹介、

研修会を行いました。研修会では、小中学校教員を対象に、集団行動やリズムダンスの指導方法

を研修し、大阪府の事業である「小学校体育授業サポート事業」や「トップアスリート小学校ふ

れあい事業」の活用を図りました。また、体力向上支援委員会を設置し、本市児童生徒の体力の

現状を分析し、必要な対策を議論するとともに、学校における体力づくりの取組を推進しました。
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来年度に関しても、同様の取組を推進するとともに、さらなる充実を目指します。 

○中野委員長 

  説明が終わりました。ご意見等ございませんか。 

○中野委員長 

  文部科学省では、体力については昭和 60 年頃がピークであり、低下が進んでいると指摘して

います。このような課題の解消に向けて、生活習慣の改善も含めた対策を事務局、学校、家庭が

ともに協力し合いながら、総合的・年次的な対策を講じていくことが必要であると考えます。ま

た、学校ごとの取組だけでなく、例えば、推進校を指定し先進的な取組を実践し、その成果を他

の学校に普及するなどの取り組み方もあるのではないかと考えます。 

○寺田学校教育課長 

  今回の調査結果をもとに、体力向上支援委員会から現状の分析及び対策を各校に要請しており

ます。また今後も、大阪府等の事業などを積極的に活用してまいりたいと考えています。 

○川岸委員長職務代理者 

  「トップアスリート小学校ふれあい事業」では、中央小学校において、セレッソ大阪の協力の

もと、サッカーの授業が行われました。子供たちに好評で魅力のある取組であったと思います。

今後もこのような取組を推進していただきたいと考えます。 

 

報告第 14号 岸和田市教育委員会表彰規則に基づく追加表彰について 

報告第 15号 平成 25年度青少年対策について 

○中野委員長 

  続きまして、報告第 14号及び 15号については、書面での報告です。ご質問、ご意見等ござい

ませんか。 

○寺田学校教育課長 

報告第 14 号は、岸和田市教育委員会表彰規則に基づき、文化の日祝典時以後に表彰の対象に

なった者を追加表彰したことについての報告でございます。個人の部で 11 部門の優秀成績者、

団体の部で 2団体を追加表彰いたしました。 

○佐藤涯学習課長 

  報告第 15号については、3月 6日の岸和田市青少年問題協議会で決定されました、平成 26年

度における青少年健全育成のための基本方針と、その具現、推進にむけた実施要領でございます。 

○中野委員長 

  基本方針の中でインターネット環境の整備が触れられています。愛知県の刈谷市では、携帯端

末などを使ったトラブルやいじめ、生活習慣の乱れを回避する措置として、全 21 校の小中学校

が保護者と連携し、午後 9時以降、スマートフォンや携帯電話を使わせない試みを 4月から始め

るということが注目を浴びています。本市においても、一歩踏み込んだ取組を行ってはどうかと

思いました。 

○佐藤生涯学習課長 
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  今年度の取組としましては、PTA協議会や青少年指導員協議会などで、保護者や指導者を対象

にスマートフォンの利用について研修会を行いました。今後も研修会で使われたテキスト等を活

用しながら注意喚起を図ってまいります。 

○谷口委員 

  関連して、大阪府青少年健全育成条例で、有害図書類等の販売などに関しても厳格化への改正

が行われているとのことですが、有害図書と指定される基準はどのようになっていますか。 

○植原生涯学習部長 

  条例の厳格化に関してですが、児童ポルノについて、従来の「性欲を興奮させまたは刺激するも

の」という、見る側からの概念ではなく、被写体である子どもたちにとって「虐待の記録」に当たる

かどうかなど、新たな概念でとらえ直されました。その上で、刑法の強制・準強制わいせつ罪にあた

るものや、１８歳未満の子どもに同意なく過激なポーズを強要して撮影した写真などを、規制の対象

とするとされています。また、有害図書の区分陳列を徹底するため、規制対象を個別の雑誌から販売

店舗に変更することとし、是正勧告に従わなければ、店舗名を公表できることも定められました。 

○中野委員長 

  それでは次に、議案の審議に移ります。 

 

議案第 12号 岸和田市立産業高等学校及び岸和田市立幼稚園の入学金等に関する条例施行規則の

一部改正について 

○中野委員長 

  議案第12号 岸和田市立産業高等学校及び岸和田市立幼稚園の入学金等に関する条例施行規則

の一部改正について、事務局から説明をお願いします。 

○直産業高校学務課長 

  本件は、岸和田市立産業高等学校及び岸和田市立幼稚園の入学金等に関する条例の一部改正を

受け、関連する条例施行規則の整備を図るものです。内容は、平成 26 年度より高等学校授業料

無償化制度が廃止され、支援金制度が始まることから、産業高等学校においても原則授業料の徴

収が行われるため、授業料の徴収及び減免について規定するものです。 

○中野委員長 

  特にご意見等が無いようですので、原案のとおり承認いたします。 

議案第 13号 岸和田市立産業高等学校学則の一部改正について 

○中野委員長 

  議案第 13 号 岸和田市立産業高等学校学則の一部改正について、事務局から説明をお願いし

ます。 

○直産業高校学務課長 

  本件も、議案第 12号と同様に、産業高等学校の授業料徴収に関連して、学則において授業料 

の額や納期、減免等に関する規程の整備を図るものです。 

○中野委員長 
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  今回の改正には、授業料滞納者に対する措置として、悪質な滞納者に対する出席停止や退学に

ついて規定されていますが、実際の運用については慎重に取り扱われることをお願いしておきま

す。 

○直産業高校学務課長 

  それぞれの家庭の事情を勘案し、慎重な運用に努めてまいります。 

○中野委員長 

  他にご意見等が無いようですので、原案のとおり承認いたします。 

 

議案第 14号 岸和田市立公民館及び青少年会館の設置、管理等に関する条例施行規則の一部改正

について 

○中野委員長 

  議案第 14号 岸和田市立公民館及び青少年会館の設置、管理等に関する条例施行規則の一部 

改正について、事務局から説明をお願いします。 

○佐藤生涯学習課長 

  本件は、今年度に施行された岸和田市暴力団排除条例及び同条例施行規則において、公の施設

における暴力団の排除及び情報提供に係る同意書の請求についての規定が掲げられたことを受

け、関連する規程の整備を図るものです。内容は、公民館等使用許可申請書の様式を改め、施設

の使用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の利益になるものではないことの誓約書と情報照会

に関する同意書を兼ね備えるものとしたことです。この改正は、平成 26年 4月 1日より施行い

たします。 

○中野委員長 

  説明が終わりました。ご質問、ご意見等ございませんか。 

○中野委員長 

  特に質疑等がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 15号 岸和田市総合体育館条例施行規則の一部改正について 

○中野委員長 

  議案第 15 号 岸和田市総合体育館条例施行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。 

○元廣スポーツ振興課長 

  本件は、岸和田市総合体育館条例の一部改正により、指定管理者の行う業務等が変更されたた

め、関連する規程の整備を図るものです。内容は、教育委員会が実施していたスポーツ教室が、

すべて指定管理者の自主事業として運営されること、また新たに利用料金制度が導入されること

により、施設利用申請書等の様式を改めるものなどでございます。この改正は、平成 26年 4月 1

日より施行いたします。 

○中野委員長 
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  特に質疑等がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 16号 岸和田市教育委員会表彰規則に基づく追加表彰について 

○中野委員長 

  議案第 16 号 岸和田市教育委員会表彰規則に基づく追加彰者について、事務局から説明をお

願いします。 

○元廣スポーツ振興課長 

  本件は、岸和田市教育委員会表彰規則に基づき、平成 25年度の被表彰者に、10名の追加をお

願いするものです。なお、被表彰者については、4月 12日に開催する岸和田市民体育大会総合開

会式において表彰する予定です。 

○中野委員長 

  特に質疑等がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 17号 岸和田市有形文化財の指定について 

○中野委員長 

  議案第 17号 岸和田市有形文化財の指定について、事務局から説明をお願いします。 

○南郷土文化室長 

  本件は、岸和田市文化財保護審議会から、宗教法人泉光寺が所有する「木造十二神将立像 12

躯」について、岸和田市指定有形文化財（彫刻）に指定することが適切であるとの答申がありま

したので、その指定について審議いただくものです。指定は平成 26年 5月 1日を予定しており

ます。 

○中野委員長 

  特に質疑等がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 18号 議案第 6号の廃案について 

○中野委員長 

  議案第 18号 議案第 6号の廃案について、事務局から説明をお願いします。 

○藤原総務課長 

  本件は、平成 26年 2月定例教育委員会会議において審議いただきました、岸和田市教育委員

会事務分掌規則の一部改正について廃案としたいものです。この一部改正は、教育委員会に「子

育て支援監」を設置することについての規程の整備を図るものでしたが、平成 26年第 1回定例

市議会において、子育て支援監については、具体的な事務分掌を定めたうえで、庁内において十

分な議論を行い設置されたいとの旨の付帯決議がありました。教育委員会としては、その内容を

真摯に受け止め、改めて市長部局と協議を行いたいため、議案第 6号を廃案としたいものです。 

   

○中野委員長 
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  十分な議論を行い、庁内及び議会への理解を得たうえで設置されることを望みます。 

他に質疑等がないようですので、原案のとおり承認します。 

○中野委員長 

予定されていた案件は以上です。他になにかございませんか。 

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いたします。 

 

 

閉会 午後４時 10分 

 

 

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 

 

 


