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平成 26年 11月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成 26年 11月 20日（木）午後２時 30分～午後３時 50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………………阪本 美奈子 

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○○○○○ 

総務課参事……………中野○忠一○○○○○総務課参事…………………山田○潤 

 

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。 

○中野委員長 

  開会に先立ち、前回の会議での懸案事項であった「岸和田市いじめ防止基本方針（案）」に

おける市長名の記載については、記載しないことで決定いたしましたので、ご報告します。 

  それではただ今から、11月定例教育委員会会議を開催します。 

 

報告第 65号 平成 27年度入園園児募集結果について 

○中野委員長 

  報告第 65号 平成 27年度入園園児募集結果について、事務局から説明をお願いします。 

○大西総務課長 

  10月 23日、24日に５歳児、10月 30日、31日に４歳児の募集を行いました。11月６日現在

の募集の状況ですが、５歳児は新規申込が 20人、継続が 483人の 503人、４歳児は受付数が

422人で合計 925人となっております。また、歳児別人口に対する入園率は、５歳児が 29％、

４歳児が 24％と、それぞれ前年度より率が低くなっています。入園率については年々下降して
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おり、近年最も率が高かった平成 14年度の 39.7％に対し、平成 27年度は 26.5％となってい

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。 

○川岸委員長職務代理者 

  子ども子育て制度の関係もあり、まだ悩んでいる保護者もいると思います。午後６時まで預

けることが可能になり、勤めている保護者にとっても預けやすくなりますので、これから増え

てくるのではないかと期待しています。 

○中野委員長 

  私の委員就任当時は、公立幼稚園、私立幼稚園、保育園にそれぞれ３分の１ずつ在園してい

る状況でしたが、現状 30％を割るまでになっています。幼小連携のいわゆる８年教育というの

が本市の特徴で、小１プロブレムの解消にも繋がっていると思うので、入園率が下がる原因が

思いあたりません。そのあたりの詳しい分析が必要だと考えます。 

○大西総務課長 

利用時間、利用金額、給食や送迎の有無など、どの部分を強く求めているのか、ニーズを分

析する必要があると考えています。 

   

報告第 66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 66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 

本リーフレットは、平成 26 年度全国学力・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、保護者啓発を行うため配布するものです。 

内容についてご説明いたします。まず表紙については、昨年度からの項目に新たに「ルール・

マナー」を追加いたしました。各項目においては、「１日２時間以上ゲームをする」「携帯電話

やスマホを持っていない」で数値が上昇し、全国との差が大きくなっています。一方、「家で

授業の復習を全くしない」「学校以外で読書を全くしない」では数値が減少しており、向上い

たしております。また、家庭におけるふれあいが子供の学ぶ力を育み、よりよく成長させる基

盤になることから「いいところをほめてあげて下さい！」の項目を強調いたしました。その他

にも、家庭での１日の計画表やチェック表に採点欄を追加しております。 

○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。 

  昨年と比べ色調が変わっていますが、ユニバーサルデザインについての配慮はなされていま

すか。 
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○寺田学校教育課長 

  昨年度は目に留まりやすいよう多くの色を使用しましたが、逆に見にくいのではないかとい

う反省のもと、色遣いはできるだけシンプルにし、文字を強調するなどの配慮を行いました。 

○川岸委員長職務代理者 

  チェック表に採点欄があることで、従来より関心を惹く作りになっていると思います。 

○中野委員長 

  採点の合計欄がないので追記し、コメントの吹き出しが合計欄から出ているようなデザイン

の方がわかりやすいのではないでしょうか。 

  あと表現で何点か気になる箇所があるのですが、まず表紙の“いつまでも元気で…”という

所は“いつも元気で…”の方がよいのではと思います。また、「生活リズムを整えましょう」

の“…年々高くなっています”は “…年々高くなり、問題が生じています”に、「いいところ

をほめてあげて下さい！」の“…学校での教科などの学習や学ぶことの意味や…”は “…学

校での教科などの学習を通して、学ぶことの意味や…”に変える方がよいのではと思います。 

○谷口委員 

  携帯電話・スマートフォンに係る文章については、“持っていない方が生活習慣が整ってい

る”等の内容が記載されている方がよいと考えます。 

○寺田学校教育課長 

  表記方法・内容等について、再度確認し修正いたします。 

○野口委員 

  リーフレットは、実際、子供の手からしか保護者に渡らないので、主旨が伝わりきれていな

いように感じます。懇談会等あらゆる機会を利用して、積極的に活用いただけるよう保護者へ

の働きかけをお願いします。 

 

報告第 67号 第 17回「いきいき市民のつどい」の開催について 

○中野委員長 

 報告第 67号 第 17回「いきいき市民のつどい」の開催について、事務局から説明をお願い

します。 

○大和生涯学習課長 

本件については、生涯学習に関する活動発表や生涯学習をテーマとした語り合いなどのイベ

ントを開催し、市民の生涯学習に対する関心を高め、参加者が生涯学習について考え、ふれあ

う機会を提供することで、本市の生涯学習活動を一層推進することを目的とするものです。１

月 24日（土）、午後 1時 30分から午後 4時まで、市立産業会館において「いつでも、どこで

も、だれとでも 支えあう生涯学習～子育てから終活まで～」を全体テーマとして、講師を招

いての基調講演・パネルディスカッションを実施します。 

○中野委員長 

  ご質問等ございませんか。ないようですので、次の案件に移ります。 
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報告第 68号 八陣の庭２月の記念イベントについて 

○中野委員長 

 報告第 68号 八陣の庭２月の記念イベントについて、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、八陣の庭が名勝指定されたことに対する記念事業２月のイベントで、来年

２月 13日（金）から 15日（日）の間、岸和田茶華道連合会にご協力いただき、八陣の庭を生

け花で飾ります。広報紙２月号、ホームページのほか、ポスター、チラシ等で周知を図ります。 

○中野委員長 

  ご質問等ございませんか。ないようですので、次の案件に移ります。 

 

報告第 69号 展示資料の寄附について 

○中野委員長 

 続いて、報告第 69号 展示資料の寄附について、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、10月８日に小寺同行仲代表 道古晴朗様から、郷土文化室展示・研究に使

用のため、小寺同行仲資料一式（伏鉦、撞木、木箱、敷布、会計帳簿類３冊）をご寄附いただ

いたものです。 

○中野委員長 

報告事項は以上ですが、ほかに連絡事項等ございませんか。 

ないようですので、続いて議案の審議に移ります。 

 

議案第 53号 補正予算について（継続費補正） 

○中野委員長 

それでは議案第 53号 補正予算（継続費補正）について、事務局から説明をお願いします。 

○古谷学校管理課長 

  学校施設の耐震化については計画に基づき年次的に進めているところであり、平成 26 年か

ら 27年度に中央小学校の耐震化工事を予定しています。ついては、平成 26年第４回定例市議

会において、継続費補正予算をお願いするものです。 

○中野委員長 

  特に意見がないようですので、原案のとおり承認します。次の議案に移ります。 

 

議案第 54号 平成 27年度 岸和田市立産業高等学校入学者選抜実施要項について 

議案第 55号 平成 27年度 岸和田市立産業高等学校全日制入学者選抜方法について 

○中野委員長 

議案第 54号 平成 27年度岸和田市立産業高等学校入学者選抜実施要項について、事務局か

ら説明をお願いします。 
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○山本産業高校学務課長 

  議案第 54号については、平成 27年度大阪府公立高等学校入学者選抜実施要項が定められた

ことに伴い、平成 27 年度岸和田市立産業高等学校全日制及び定時制の入学者選抜実施要項を

定めたいものでございます。応募資格、募集人員、通学区域、出願方法等については昨年と同

様で、全日制においては、出願期間は平成 27年２月 16日（月）、17日（火）、学力検査は２月

23 日（月）、合格者の発表は３月２日（月）に行い、定時制においては、出願期間を平成 27

年３月９日（月）、10日（火）、学力検査を３月 16日（月）、合格者の発表を３月 23日（月）

に実施したいと考えております。 

議案第 55号につきましては、平成 27年度の産業高校全日制入学者選抜に係る方法について

別紙のとおり定めたいものでございます。 

○中野委員長 

説明が終わりました。ご意見、ご質問等ございませんか。 

○中野委員長 

平成 28年度入試から大きく変わる旨の説明を受けていますが、平成 27年度については変更

点がないようですね。 

○山本産業高校学務課長 

日程以外、変更点はありません。 

○中野委員長 

ほかにご意見、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 56号 補正予算（事業費補正）について 

○中野委員長 

続いて、議案第 56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。 

○山本産業高校学務課長 

  本件は、台風 18号によって体育館屋上の防水シートが破損したことに伴い、２階アリーナ・

ステージ部分と１階剣道場が雨漏りによる影響を受け、クラブ活動、授業に支障が生じている

ため、補修工事を早急に行う必要があることから第 4回定例市議会において補正予算をお願い

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 57号 教職員人事について 

○中野委員長 

  議案第 57号は、人事案件につき非公開が適当と考えるがいかかですか。 
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（ 各委員の同意 ） 

○中野委員長 

非公開への賛同がありましたので、議案第 57号 教職員人事については、非公開とします。 

関係者以外は退席願います。 

（関係者以外退席後、教職員人事について審議され承認される。） 

 

○中野委員長 

  これをもちまして、11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 

 

 

 

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 

 

 


