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平成 26年４月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成 26年４月 22日（火）午後３時 40分～午後５時 30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 

  委員  野口 和江  教育長 樋口 利彦 

 

４．事務局出席者 

教育総務部長…………西川○照彦○○○○○学校教育部長………………須賀○俊介 

生涯学習部長…………藤原○芳治○○○○○学校管理課長………………古谷○利雄 

総務課長………………大西○謙次○○○○○産業高校学務課長…………山本○徹雄 

学校教育課長…………寺田○博○○○○○○人権教育課長………………笠川○智香 

生涯学習課長…………大和○昇○○○○○○理事兼スポーツ振興課長…直○○清司 

郷土文化室長…………小堀○頼子○○○○○図書館長……………………森○○正之 

総務課参事……………山田○潤○○○○○○総務課参事…………………中野○忠一 

  学校管理課参事………山本○隆彦○○○○○郷土文化室参事……………山中○吾朗 

 

開会 午後３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。 

○中野委員長 

  ただいまから、4月定例教育委員会会議を開催します。 

  それでは、年度当初の会議であるため、会議に先だちまして、それぞれ自己紹介をお願いしま

す。 

（教育委員及び事務局職員の自己紹介が行われた） 

 

報告第 16号 平成 26年度教育委員会事務局の異動について 

○中野委員長 

  報告第 16 号につきまして、既に自己紹介いただいていますが、ご質問ご意見等ございません

か。特にないようですので次の案件に移ります。 

 

 



 2 

 

 

報告第 17号 岸和田市教育委員会点検・評価について 

○中野委員長 

  報告第 17号 岸和田市教育委員会点検・評価について、事務局から説明をお願いします。 

○大西総務課長 

点検評価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 27 条に基づき、教育

委員会が、毎年その権限に属する事務についての管理及び執行状況について点検評価を行い、報

告書を作成し、議会に報告し、市民に公表するものです。 

評価項目に関しまして、「教育環境の充実（幼稚園園庭の芝生化推進継続）」は事業完了に伴い

削除し、施設整備面で動きのある「中学校給食センター整備」を新たに追加してございます。ま

た「スポーツ環境の整備（学校体育施設開放の促進）」に関しても項目から削除いたしました。

全体として、平成 26年度に実施する点検評価項目数は 22項目で、昨年に比べ 1項目の減となっ

ております。 

点検評価のスケジュールについては、６月に第１回目の委員会を開催し、７月上旬に教育関係

施設の訪問、７月下旬に第２回委員会を開催する予定です。評価委員のご意見をいただきながら、

点検･評価報告書（案）を作成し、８月の定例教育委員会でご審議いただき、９月の第２回定例

市議会の文教民生常任委員会で報告する予定としております。その後、市のホームページに掲載

し公表してまいります。 

追加事項として、評価委員の公募について報告いたします。従来、評価委員会は要綱にて実施

してまいりましたが、平成 25 年度の条例改正に伴い岸和田市の附属機関としての位置づけがな

されました。附属機関の委員は、原則、公募による委員を入れなければならないと定められてい

るため、平成 26 年６月から新たに任命する評価委員４名のうち１名は市民からの公募委員とな

ります。 

 現在、今月 25 日を締め切りとし公募を行っておりますが、後日、選考審査会において応募書

類の選考を行い選定してまいります。 

○中野委員長 

  説明が終わりました。なにかご質問等ございませんか。 

○大西総務課長 

  評価項目について２点補足をさせていただきます。 

  「中学校給食センター整備」については、教育方針の体系に基づき項目名を「健康教育の充実

（中学校給食センター整備）」としたうえ、項目番号を整理いたします。 

  また、図書館の項目について修正があると聞いておりますので、担当課から説明いたします。 

○森図書館長 

  「図書館の充実（文庫資料の目録化等）」の項目に関して、「図書館の充実（図書館分館２館の

新設）」に訂正いたしたく、ご了承お願いいたします。 
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○中野委員長 

  点検・評価については、毎年貴重なご意見をいただいていますが、学力向上支援事業や体力の

取組みの推進に関しては、依然として課題となっています。これについては、喫緊の課題であり、

評価委員のご意見を待つだけでなく、従来と異なる視点で総合的な取り組みが必要ではないかと

思います。学力向上について言えば、非常に優れた取り組みを実施している学校もあるので、例

えば「教育フォーラム」といった形で、担当課だけでなく３部（教育総務部、学校教育部、生涯

学習部）で総合的に取り組んでいただき、学校関係者だけに留まらず広く情報発信していただき

たいと思います。これは昨年度にもお話ししたことであり、是非実現いただきたいと思っていま

す。体力向上についても、総合的な取り組みのもと、今後５年くらいのプランをたて継続的に実

施いただくことで成果が上がるのではと思います。 

次に幼稚園園庭の芝生化については、平成24年度で事業が終了したことは承知していますが、

その後のメンテナンスをどのように考えているのか、総務課と学校管理から出されている中学校

給食に関する項目はどのような関係にあるのか、それぞれお聞かせ下さい。 

また、学校体育施設開放の促進について、市内 36 校で開放が完了したものの、開放運営協議

会で今後も十分話し合うことが大切であるとされているため、継続して項目にあげてもよいので

はと思いますが、担当課の見解をお聞かせください。 

○寺田学校教育課長 

  ご指摘いただきました点につきまして、現在、教育フォーラムに類似する取り組みとして、毎

年 12 月に「学力向上実践交流会」を浪切ホールで開催し、学力向上に関わる先進的な取り組み

の実践方法を紹介しております。また、平成 25 年度からは学校関係者だけでなく、岸和田市Ｐ

ＴＡ協議会の役員の皆さんにも参加いただいています。今後は参加者の門戸を広げるとともに、

内容等について検討を加えてまいりたいと考えています。 

  また体力づくりの推進につきましては、全国平均に近づけることを目標に、体力向上推進委員

会を活用するとともに、中・長期的プランの作成も今年度検討してまいります。 

○中野委員長 

  続きまして学校管理課からお願いします。 

○古谷学校管理課長 

  芝生のメンテナンスについては現在委託しており、継続してまいりたいと考えています。 

○中野委員長 

続いて、中学校給食の関連での説明をお願いします。 

○大西総務課長 

中学校給食につきましては、平成 28 年度の２学期頃からの開始を想定しているため、それに

向けての体制づくりを進める必要があります。現状、センターの建設については設計に入ってい

ますので、学校管理課と調整を図りながら、委託業者の選定方法やセンター方式に係る給食の配

送方法、学校の受入れ態勢の整備等々ソフト面での検討を行ってまいります。点検評価をいただ

きながら、問題や課題を洗い出し、安全安心な給食の実施に向けた取り組みを進めてまいりたい
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と考えております。 

○古谷学校管理課長 

建設に伴う設計委託は平成 24 年度に完了しており、今年度は設計完了を予定しています。平

成 28年３月の竣工を目指し進行管理を進めてまいります。 

 ○中野委員長 

最後にスポーツ振興課お願いします。 

○直スポーツ振興課長 

  学校体育施設開放の促進については、前回の評価委員会でも「地域に密着したよい取り組みで

ある」との評価をいただいていること、開放運営協議会との協議は引き続き行っていくこと等か

ら、今回は項目から削除いたしました。 

 

報告第 18号 岸和田市教育委員会後援名義使用許可状況について（平成 25年度申請受付分） 

○中野委員長 

  報告第 18号については、書面での報告です。ご意見等ございませんか。 

○中野委員長 

  後援名義の使用許可については、政治的中立性や世間一般で賛否が分かれる部分に関して、適

切な対応がなされていると思います。 

 

報告第 19号 産業高等学校進路状況について（平成 25年度卒業生） 

○中野委員長 

報告第 19号 産業高等学校進路状況（平成 25年度卒業生）について、事務局から説明をお願

いします。 

○山本産業高校学務課長 

  平成 25 年度卒業生の進路状況ですが、全日制課程の卒業生 276 名のうち、就職者が 106 名

（38.4％）、進学者が 161名（58.3％）、その他が 9名（3.3％）となっています。特に就職者数

はここ数年来で最も多い人数となりました。 

定時制課程については、卒業生 30名のうち、就職者が 5名（16.7％）、進学者 12名（40.0％）、

その他が 13名（43.3％）となっています。 

○中野委員長 

  説明が終わりました。なにかご質問等ございませんか。 

○中野委員長 

  まず、卒業生の人数が年々増加しており、学校への定着率が上昇していることは喜ばしいこと

と思っています。 

次に全日制課程の就職状況について、昨年に引き続き公務員への就職者がありますが、まだま

だ人数を増やす余地もあると思いますので、学校として公務員対策に力を注いでください。 

進学者についてですが、デザインシステム科の大学進学率が他科に比べて少なくなっています。
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学部自体開設している大学が少ないことが一因であるとは思いますが、指導の在り方にも工夫が

必要であると考えます。 

最後に定時制についてですが、昨年は数々の賞を受賞するなど大きな実績をあげました。また、

資格取得者数も相当数あり、この調子で引き続きご努力いただきたいと思います。 

○谷口委員 

  昨今の状況で、就職・進学したにも関わらず、1年以内に離職・退学するケースが増えている

と聞いていますが、学校では実態を把握していますか。またそのような場合、どんな対策をとっ

ていますか。 

○山本産業高校学務課長 

  ただ今お答えできませんが、学校へ戻ってからあらためて報告いたします。 

 

報告第 20号 平成 26年度支援学級、通級指導教室設置校について 

○中野委員長 

報告第 20号 平成 26年度支援学級、通級指導教室設置校について、事務局から説明をお願い

します。 

○笠川人権教育課長 

支援学級の設置につきましては、小学校では、昨年度同様 24 校全校において設置することが

でき、76学級の設置で昨年より 4学級の増加です。在籍児童数は 355名で昨年より 4名減少して

います。中学校では、昨年に引き続き 11校において 32学級の設置、在籍生徒数は 143名で昨年

より 4名増えています。 

また、通級指導教室につきましては、小学校で 5校（大宮、太田、旭、城東、八木北）5教室、

中学校で１校（久米田）1教室の設置で、児童数につきましては、小学校で 55名、中学校では 4

名となっています。 

○中野委員長 

  説明が終わりました。なにかご質問等ございませんか。 

○中野委員長 

  今年度も支援学級指導員の増員について予算措置されたことは、喜ばしいことだと思っていま

す。よりきめ細やかな指導をお願いします。 

  昨年度から、言語障がいを発達障がいととらえ、近隣の学校の通級指導教室へ通学するように

なりましたが、言葉の指導は高い専門性が必要となります。そのため先生方には引き続き研修を

重ね、レベルアップを図っていただきたくお願いします。 

 

報告第 21号 平成 26年度 公民館・青少年会館等館長について 

○中野委員長 

  報告第 21号については、書面での報告です。ご意見等ございませんか。 

  特にないようですので次の案件に移ります。 
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報告第 22号 岸和田城天守閣の展示について 

報告第 23号 岸和田城庭園（八陣の庭）の名勝指定にかかる意見具申について 

 

○中野委員長 

  報告第 22号 岸和田城天守閣の展示について、事務局から説明をお願いします。 

○小堀郷土文化室長 

  本件は、5月 21日から 9月 28日まで、岸和田城天守閣 2階展示室において、企画展「収蔵資

料展－甲冑と古文書・古書蹟－」を開催するものです。 

内容は、歴代岸和田藩主や藩士ゆかりの具足を中心に甲冑資料約 20 点とこれまで展示機会が

少なかった郷土史関係の古文書・古書蹟類約 10点を展示するものです。 

○中野委員長 

  なにかご質問等ございませんか。 

  では、報告第 23 号 岸和田城庭園（八陣の庭）の名勝指定にかかる意見具申について、事務

局から説明をお願いします。 

○小堀郷土文化室長 

  本件については、昨年 10 月に大阪府教育委員会から名勝指定にかかる意見具申の勧めがあっ

たことから、庁内で意見調整を図り、本年 1月に文部科学大臣へ意見具申したものです。 

名勝に指定されることによって、保存・管理にかかる経費が国庫補助の対象になることをはじ

め、認知度が向上されることで、市民の郷土に関する興味関心の高まりや本市をＰＲするあらた

な魅力としての位置づけが期待されます。 

5月に国の文化審議会へ諮問されますが、指定後は保存管理計画を策定のうえ、開放された名

勝として活用できるよう整備を行ってまいる予定です。 

○中野委員長 

  説明が終わりました。なにかご質問等ございませんか。 

  保護と活用の両面を取り入れた保存計画となるよう工夫をお願いします。 

○中野委員長 

  報告は以上です。他に何かありませんか。 

  それでは、議案の審議に移ります。 

 

議案第 20号 平成 26年度教科等指導員・研究員の委嘱について 

○中野委員長 

議案第 20号 平成 26年度教科等指導員・研究員の委嘱について、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、豊かな教育活動の創造を図るとともに本市の教育の振興を図るため、教科等の指導員

及び研究員を委嘱するものです。音楽、家庭、特別支援教育、健康教育、食育の 5つの教科につ
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いてそれぞれ 1名の指導員を、また、理科、外国語活動、情報教育、特別支援教育の 4つの教科

について計 9名の研究員を委嘱するものです。 

○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 

  情報教育、英語への指導員の委嘱が必要であると従前から申し上げていますが、配置が困難で

ある理由として条件整備が遅れているのではないかと考えます。なるべく早期に条件整備を行っ

ていただき指導員を配置できるよう努力下さい。 

今年度は新たに外国語活動の研究員を配置されていますが、「使える英語プロジェクト」の成

果を学校現場に反映させていくことも重要であると考えます。具体的な反映の方法についてどの

ようにお考えですか。 

○寺田学校教育課長 

  研究員を中心に、各校での外国語活動の取り組みについて情報を共有し、進んだ取り組みにつ

いては外国語活動担当者会議等で活用してまいりたいと考えています。 

また各小学校に派遣している外国語活動補助員について、基本的には 5・6 年生が中心となっ

ていますが、他の学年にも広げてまいりたいと思っています。 

○中野委員長 

  それと同時に、教員の指導力の向上にも努めてください。 

○中野委員長 

  他にご意見等ございませんか。ないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 21号 岸和田市立小学校教科用図書の採択のための教科用図書選定委員会の設置について 

○中野委員長 

  議案第 21 号 岸和田市立小学校教科用図書の採択のための教科用図書選定委員会の設置につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

○寺田学校教育課長 

平成 27年度から平成 30年度までの 4年間で使用予定の小学校教科用図書の調査及び研究を行

い、選定するための教科用図書選定委員会を設置するもので、学校長、教諭、事務局、保護者の

代表で構成しております。 

今後は 5月中に委嘱を行い、7月の選定委員会での選定を予定しています。 

○中野委員長 

何かご意見ございませんか。ないようですので本件について、原案のとおり承認いたします。 

 

議案第 22号 平成 26年度岸和田市適正就学指導委員の委嘱について 

○中野委員長 

  議案第 22号 平成 26年度岸和田市適正就学指導委員の委嘱について、事務局から説明をお願
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いします。 

○笠川人権教育課長 

  本件は、岸和田市立小・中学校に在籍する児童・生徒、または小学校入学予定者のうち、個々

の特性に応じた教育を必要とする児童等の適正な就学指導・支援を行うとともに、特別支援教育

の振興と充実を図るため、岸和田市附属機関条例及び岸和田市適正就学指導等に関する委員会規

則に基づき、平成 26年度の岸和田市適正就学指導委員を委嘱するものです。 

今後の予定といたしましては、5月 15日に委嘱式を行い、準備会、指導会議と順に開催してま

いります。 

○中野委員長 

説明が終わりました。何かご意見等ございませんか。特にないようですので、原案のとおり承

認します。 

 

議案第 23号 平成 26・27年度のスポーツ推進委員の委嘱について 

○中野委員長 

次に、議案第 23号 平成 26・27年度のスポーツ推進委員の委嘱について、事務局の説明をお

願いします。 

○直スポーツ振興課長 

  本件は、スポーツ基本法第 32条の規定に基づき、地域での生涯スポーツ推進のため、平成 26

年度・27年度のスポーツ推進委員を委嘱するものです。また、委員相互の緊密な連絡協調をもっ

て活動の活性化を図るため、スポーツ推進委員協議会を発足しております。 

委員は、各小学校区から推薦をいただいた 48名と教育委員会よりの推薦者８名を加えた 56名

を予定しております。 

○中野委員長 

説明がおわりました。何かご意見等ございませんか。 

○中野委員長 

委員の方について、校区からと教育委員会からの推薦者がありますが、どのような観点で推薦

されていますか。 

○直スポーツ振興課長 

基本的には各校区長へ依頼のうえ推薦いただいています。ただ各校区において「人出が不足す

る」「経験者が少ない」等のお話もあるため、各校区 2 名の方を教育委員会から推薦させていた

だいております。 

○中野委員長 

ほかにご意見等ございませんか。ないようですので本件について、原案のとおり承認します。 
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議案第 24号 補正予算について（事業費補正） 

○中野委員長 

  議案第 24号 補正予算（事業費補正）について、事務局から説明をお願いします。 

○大西総務課長 

  平成 26年 2月 27日付けで、岸和田コスモスライオンズクラブ様より「図書購入費に充てて頂

きたい」との趣旨で 10万円のご寄附を頂きました。時期的に 3月議会に提案することができな

かったことから、今回6月の第2回定例市議会において歳入歳出予算補正をお願いするものです。 

  なお、当該年度で補正する場合は「寄附金」の区分になるのですが、年度を超えておりますの

で区分が「繰越金」となっています。 

○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。特にないようですので、原案のとおり承認し

ます。 

 

議案第 25号 教職員人事について 

○中野委員長 

  次の議案第 25 号は人事案件でございますので、非公開とさせていただきますがよろしいでし

ょうか。 

○中野委員長 

  非公開への賛同がございましたので、そのようにさせていただきます。関係者以外は退席願い

ます。 

（教職員人事について審議され、承認された） 

○中野委員長 

  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 5時 30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 


