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平成 27年２月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成 27年２月 17日（火）午後２時 30分～午後４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○○○○○図書館長……………………森○○正之 

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。本会議録署名者に谷口委員を指名した。 

傍聴人 0名。 

○中野委員長 

  ただいまから、２月定例教育委員会会議を開催します。 

 

報告第８号 東葛城小学校への寄附について 

○中野委員長 

  報告第８号 東葛城小学校への寄附について、事務局から説明をお願いします。 

○古谷学校管理課長 

  本件については、平成 27年１月 22日に平成 40年度東葛城小学校卒業生有志 代表 宮口 

善幸様から、学校備品に使用のためシュレッダーをご寄附いただいたものです。 

○中野委員長 

  母校を思う気持ちでのご寄附、本当にありがたく感じます。 

  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９号 定時制聴講生（ワード基礎）募集について 

○中野委員長 

  次に、報告第９号 定時制聴講生（ワード基礎）募集について、事務局から説明をお願いし

ます。 

○山本産業高校学務課長 

  本件については、岸和田市立産業高等学校で実施いたします、平成 27 年度の定時制聴講生

の募集についてです。開催日時は４月 13 日から来年２月まで、募集科目はワード基礎で募集

人員は若干名でございます。3月 19日・20日に願書受付を行い、3月 24日に試験を実施し、4

月 2日に合格発表を行います。周知方法といたしましては、広報きしわだ３月号に掲載を予定

しております。 

○中野委員長 

  聴講料を徴収するということは、受講者は単位認定してもらえる訳ですね。例えば、通信教

育で学ぶ人が受講する場合、取得単位に充てることができるのですね。 

○山本産業高校学務課長 

  そのようになると思いますが、詳細については後日ご報告いたします。 

○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。 

 

報告第 10号 「いきいき市民のつどい」の結果について 

○中野委員長 

  報告第 10号 「いきいき市民のつどい」の結果について、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、1月 24日に市立産業会館で開催しました「いきいき市民のつどい」の結果

でございます。「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～」

という全体テーマのもと、パネルディスカッション及び基調講演が行われ、163名の参加者が

ありました。 

○川岸委員長職務代理者 

  アンケートに「若い人向けのテーマがいいと思う」という声がありますが、今回参加の年齢

層はどれくらいでしたか。 

○大和生涯学習課長 

  子育て層の方々も来場されていましたが、全体の中では一部という感じでした。 

○中野委員長 

  基調講演の後にパネルディスカッションが行われる場合が大半ですが、今回は逆になってい

ることで、パネリストの皆さんにとっては話しやすい構成になっていたと思います。 

  他に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 11号 岸和田城次期展示について 

○中野委員長 

  次に、報告第 11号 岸和田城次期展示について、事務局から説明をお願いします。 

○小堀郷土文化室長 

  本件については、３月 11日から７月 12日の間、岸和田城天守閣 2階展示室において、企画

展「没後七十七周年 近代考古学の父 濱田青陵」を開催するものです。日本考古学の父と言

われる濱田青陵氏の没後七十七周年の節目を記念し、その人物像を紹介することで、地域の偉

人の多彩な実像を浮かび上がらせ、考古学への興味関心を高めてもらう機会といたします。 

  昨年10月に甥の濱田邦夫様からご寄附いただいた史料を中心とする約35点の展示を予定し

ており、広報きしわだ３月号、ホームページ、ポスター、チラシ等で周知いたします。 

○中野委員長 

  濱田青陵賞授賞式・記念シンポジウムでは、他府県から多くの参加者が来場されていますの

で、本件に関しても全国的に周知できる方法を考えてみて下さい。 

○中野委員長 

報告事項は以上です。 

特にご質問等ございませんか。ないようですので、議案の審議に移ります。 

 

議案第６号 岸和田市立幼稚園保育料条例の制定について 

○中野委員長 

議案第６号 岸和田市立幼稚園保育料条例の制定について、事務局から説明をお願いします。 

○大西総務課長 

  本件は、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、岸和田市立幼稚園の保育料について必要

な事項を定めるべく、新たに条例を制定するものです。 

概要についてご説明いたします。保育料を保育課が新たに制定する「岸和田市特定教育・保

育等に係る利用者負担額に関する条例」において規定する利用者負担の額としたほか、月の途

中で入退園した場合について規定いたしました。また、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定めるものといたしました。そのほか、この条例の制定に伴い、従来の「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」を「岸和田市立産業高等学校の入

学金等に関する条例」に改名するとともに、所要の規定の整備を図るため条例の一部改正を行

いました。 

また、本市の保育料（案）を別紙にてお渡ししていますが、現状政令が定まっていないため

正式な金額は３月に決定することになります。決定次第、規則にて平成 27 年度における保育

料を規定することとなりますが、平成 28 年度以降については、私立幼稚園の動向・５歳無償

化の動き等を見据え検討してまいります。 

○中野委員長 

  説明が終わりました。何かご質問等ございませんか。 



 4 

 

 

○中野委員長 

  主たる内容は、産業高等学校に係る部分と幼稚園に係る部分を分けるということですね。 

○大西総務課長 

その通りです。 

○野口委員 

  新制度に移行する市内私立幼稚園はありますか。 

○大西総務課長  

  市内に３園ありますが、移行する園はありません。従いまして、保育料についても現状どお

り独自で設定することになります。 

○中野委員長 

  他に意見がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第７号 訴えの提起について 

○中野委員長 

続いて議案第７号 訴えの提起について、事務局から説明をお願いします。 

○古谷学校管理課長 

  本件については、八木南小学校用地として所有管理している土地（現状、道路状空地）に違

法駐車している車両の所有者に対し、撤去を促す通知文書を送付しましたが返戻となり、現在

の住所も判明しないため、その所有者に対し撤去を求める訴訟を提起するものです。 

○中野委員長 

  放置しているということですか。 

○古谷学校管理課長 

  昨年の４月に連絡を受けておりますので、放置された状態です。 

○中野委員長 

他に意見がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第８号 補正予算について（事業費補正・繰越明許費） 

○中野委員長 

議案第８号 補正予算（事業費補正・繰越明許費）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 

  まず１点目の高等学校市民公開講座事業につきましては、国の財政支援〔地域住民生活等緊

急支援のための交付金（地方創生先行型）〕を活用し実施するための予算補正と平成 27年度へ

の予算繰越について、２点目の高等学校整備事業につきましては、平成 26 年度内に完了予定

の体育館床の改修工事が、卒業式を実施するため完了が不可能になったため、支払残額を平成

27年度へ繰り越すことについて、第１回定例市議会に審議をお願いするものです。 
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○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。 

特に意見がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第９号 補正予算について（事業費補正・繰越明許費） 

○中野委員長 

議案第９号 補正予算（事業費補正・繰越明許費）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 

  本件については、学校教育における各種支援を行う心理カウンセラーを配置する事業の一部、

及び英語科・外国語活動における児童生徒のコミュニケーション能力の向上と指導の充実を図

るＡＬＴを派遣する事業の一部を、国の財政支援〔地域住民生活等緊急支援のための交付金（地

方創生先行型）〕を活用し実施するため、予算の補正と平成 27年度への予算繰越について、平

成 27年第 1回定例市議会において審議をお願いするものです。 

○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。 

  内容について、もう少し具体に説明願えますか。 

○寺田学校教育課長 

ＡＬＴにつきましては、来年度から人数を４名から６名に増員いたしますが、内２名分につ

いて交付金を活用するものです。同様に、心理カウンセラーについては、児童生徒支援事業に

おける１名分を交付金の対象とするものです。 

○中野委員長 

他に意見がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 10号 補正予算について（事業費補正・繰越明許費） 

○中野委員長 

議案第 10 号 補正予算（事業費補正・繰越明許費）について、事務局から説明をお願いし

ます。 

○阪本人権教育課長 

  来年度から 22 名に増員する特別支援教育支援員の内７名分に係る費用について、国の財政

支援〔地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）〕を活用し事業を実施する

ため、予算の補正と平成 27年度への予算繰越について、平成 27年第 1回定例市議会において

審議をお願いするものです。 
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○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。 

  特に意見がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 11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 11 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。 

○直スポーツ振興課長 

  本件につきましては、岸和田市総合体育館条例の一部改正に伴い、旧附属食堂が「多目的室」

として規定されたことから、当該使用に係る申請期間等の規定の整備を図るものです。改正の

概要といたしましては、別表（第３条関係）２及び岸和田市総合体育館専用使用許可申請書の

使用区分欄に「多目的室」を加えました。 

○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。 

  特に意見がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 12号 岸和田市立運動広場等の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

○中野委員長 

続いて、議案第 12 号 岸和田市立運動広場及び管理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。 

○直スポーツ振興課長 

  本件については、10月祭礼地区内にある運動広場（久米田公園・葛城・八木）、テニスコー

ト（葛城）について、祭礼当日の交通事情等を勘案し、９月祭礼地区と同様に、体育の日の前

日及び前々日を休場日と定めるよう、規則の一部を改正するものです。 

○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。 

  どのような理由で改正するのですか。 

○直スポーツ振興課長 

  祭礼当日は交通規制があるため、利用者にとっては使用開始時間に間に合わない、また職員

にとっても、何か問題が生じた場合に速やかに現地へ行けない等々の問題があることが改正の

理由です。 

○中野委員長 

他に意見がないようですので、原案のとおり承認します。 
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議案第 13号 岸和田市文化財保護審議会委員の委嘱について 

○中野委員長 

議案第 13 号 岸和田市文化財保護審議会委員の委嘱について、事務局から説明をお願いし

ます。 

○小堀郷土文化室長 

  岸和田市文化財保護審議会委員の任期満了に伴い、新たに委嘱するものです。委嘱する９名

の内、小藤政子様、中井均様については新たに委員をお願いしています。また女性委員が３名

になることから、委員の女性比率が３割を超えるという目標も達成いたします。 

○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。 

特に意見がないようですので、原案のとおり承認します。 

 

議案第 14号 補正予算について（事業費補正） 

○中野委員長 

  議案第 14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。 

○森図書館長 

  本件は１月 16 日に岸和田城址保存会会長 佐々木敏昭 様から子供向け郷土史料（岸和田

城）作成費に充当のため 30万円をご寄附を頂きましたので、平成 27年度第１回定例市議会に

おいて予算補正をお願いするものです。 

○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。 

  特に意見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 平成 27年度教育方針（案）について 

○中野委員長 

議案第 15号 平成 27年度教育方針（案）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、教育基本法の趣旨にのっとり、平成 27 年度教育方針を策定し、教育の振興に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るものです。 

それでは、変更点等についてご説明いたします。“目次”については、ページ数に変更があ

ります。１ページ“はじめに”の冒頭部分において、「いじめや体罰、子供の安全に関わる事

件が相次ぎ、地域の教育力の低下や価値観の変化などの問題に対応するために、教育の果たす

役割は多様化している」ことを記載いたしました。２ページ“教育方針の体系”では重点項目

の中に新たに「いじめ防止の充実」「国際教育の充実」を追加いたしました。３ページについ

て変更はございません。 

まずここまでのところで、ご意見等頂戴したくよろしくお願いいたします。 
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○中野委員長 

  内容に入る前に、今後策定される大綱と教育方針との関係について、市教委の考えをお聞か

せ下さい。 

○樋口教育長 

  大綱については、国の教育振興基本計画における基本的な方針を参考に定めるものとされて

います。大綱の策定にあたり、本市でも教育振興基本計画を策定する必要がありますが、本市

の教育方針は、時代に応じた単年度の重点方針を中心としつつ、３～５年先を見越した内容も

含んだ形で作成してまいりましたので、基本的な部分については変えることなく策定できると

考えています。 

○中野委員長 

  それでは３ページまでで、ご質問、ご意見等ございませんか。 

  まず“目次”ですが、「ともに育ちあう生涯学習の人づくり」は昨年「ともに育ちあう人づ

くり」に変更しましたので訂正ください。また「信頼される学校の創造」に関しては「信頼さ

れる学校の確立」等の方が適切なのではと思います。 

  次に１ページ“はじめに”ですが、２行目の「大きな変化を遂げています」を「急速に大き

く変化しています」に、３行目「教育現場でも」を「教育現場において」に、４行目「価値観

の変化」を「価値観の多様化」に、５行目の「多様化しています」を「一層重要になっていま

す」に変更してはいかがかと思います。 

  続いて２ページ“教育方針の体系”ですが、「(4)いじめ防止の充実」は「(4)いじめ防止対

策の充実」の方が適切ではないかと思います。 

  以上、気になった箇所についてあげさせていただきましたので、検討ください。 

他に何かご意見等ございませんか。特にないようですので、続いて４ページ以降の説明をお

願いします。 

○寺田学校教育課長 

  ４ページ“１ 学ぶ力の育成”から担当課毎にご説明いたします。 

“（１）基礎的・基本的な学力の定着の育成”の部分では、③に「学習支援アドバイザーの活

用」を加え、④から「英語教育の充実」を削除し、６ページ“（５）国際教育の充実”へ移し

ました。“（２）活用する力の育成”部分では、優先順に番号を並び替えたため、昨年③の「読

書活動の充実（小学校に図書館コーディネーターを配置）」を①に、②に新たに「理科教育の

充実（実験器具等備品の充実・実験補助員の配置）」を加え、昨年の⑤「総合的な学習の時間・

特別活動等の充実」を削除しました。 

○阪本人権教育課長 

   “（３）特別支援教育の充実”に関しては、昨年度と同様に進めてまいりたいと思います。 

○山本産業高校学務課長 

  “（４）産業教育の充実”に関しては、地域自身がグローバル化していることから、文言の

修正を行い、「将来的に地域社会を支えるグローカル人材の育成を目指して」と記載しました。 
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○寺田学校教育課長 

次に“２ 豊かな心の育成”の冒頭囲み部分におきましては、「いじめ防止、国際教育」を

追記しました。 

○阪本人権教育課長 

“（１）人権教育の充実”では、④に研修の具体例として「虐待防止・男女共生等」を加筆

しました。 

○寺田学校教育課長 

“（２）道徳教育の充実”では、②の文章中に「の充実及び」を挿入し、「わたしたちの道徳」

を加えました。また④に「豊かな人間性を育む取組み推進事業」を加えました。“（３）生徒

指導の充実”では、いじめに関わる部分を（４）で記載するため削除し、項目を優先順に並べ

替えた上、⑤「スクールカウンセラー・岸和田市教育相談室・適応指導教室等と連携した教育

相談体制の充実」、⑦「非行防止教室や薬物乱用防止教室、情報モラル教育の実施など今日的

な課題に対する対応」を加筆しました。 “（４）いじめ防止の充実” 及び“（５）国際教育の

充実”については、新たに重点項目として加えました。 

○阪本人権教育課長 

  “（６）キャリア教育の充実”では、③文中の「生徒の相談」を「生徒への相談」に修正し

ました。 

○寺田学校教育課長 

  続いて６ページ“３ 健やかな体の育成”でございます。 

○大西総務課長 

  “（１）健康教育の充実”では、②「中学校給食の円滑な実施に向けた給食内容等の検討」

を「中学校給食の円滑な実施に向けた運営体制等の整備」に変更しました。 

○寺田学校教育課長 

  “（２）体力づくりの推進”では、①「全国体力・運動能力、運動習慣等調査の数値向上の

推進」を新たに加えました。 

  続きまして７ページ“４ 信頼される学校の創造”でございます。“（２）教職員の指導力

の向上”において⑤「ミドルリーダーの育成の充実」を新たに加えました。“（３）地域に開

かれた学校づくり”では④に「出前講座・世代間交流」を追記しました。 

○大西総務課長 

“（４）幼児教育の充実”につきましては、岸和田市子ども・子育て支援計画が策定された

ことに伴いまして、①「アフタースクール（市立幼稚園一時預かり）事業の拡充」、②「市立

幼稚園における３年保育の段階的実施に向けた体制の整備」を新たに加えました。 

○古谷学校管理課長 

続いて“（５）教育環境の充実”では、⑤「小中学校及び幼稚園空調整備に向けての調査研

究」を新たに加えました。 
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○寺田学校教育課長 

  一旦、ここまでの所でご意見等をいただきたく、よろしくお願いいたします。 

○谷口委員 

  ７ページ“（２）教職員の指導力の向上”の所で、「ミドルリーダーの育成の充実」が新たに

加わったのは、どういう理由ですか。 

○寺田学校教育課長 

  中堅層（30～40代）の教職員数が少ないという現状のもと、若手職員を育てていくためには

ミドルリーダーの育成が不可欠であり、研修等も増やしていくことから、新たに追加したもの

です。 

○谷口委員 

  重点的に取組むための予算を組んでいるのですか。 

○寺田学校教育課長 

  予算上、特別な取組みはありませんが、従来から実施している教職員研修の中で充実させて

まいりたいと考えています。 

○野口委員 

  ６ページ“（４）いじめ防止の充実”に関して「対策」を加えるというご意見がありました

が、府では「いじめの防止」という表現をとっています。いじめ対策というと、手立てのよう

に感じてしまうので、「いじめの防止」で如何かと思います。 

○中野委員長 

  ４ページ“（２）活用する力の育成”から「総合的な学習の時間・特別活動等の充実」が削

除された意味合いについて説明願います。 

○寺田学校教育課長 

  一定の効果があったと考えると共に、今回優先的項目として「読書活動の充実」「理科教育

の充実」をあげたことから削除したものです。 

○中野委員長 

  特別活動は学校教育の中でも大きなウエイトを占めるものですので、削除していいものか疑

問に感じます。 

  ５ページ “（３）生徒指導の充実”部分ですが、①中で暴力行為が不登校や携帯・ネットト

ラブル等と同列に扱われています。大阪府は暴力行為において全国ワースト１であり、本市で

も数値が高いので、項目として独立させた方がよいのではと思います。また、７ページ“（２）

体力づくりの推進”の①では、中長期的な取組みを具体的に記載いただきたいと感じています。 

○中野委員長 

  他に何かありませんか。ないようですので、続いて説明をお願いします。 

○大和生涯学習課長 

  ８ページ“（１）学習機会の拡充と学習情報の提供”では、②「公民館・青少年会館クラブ、

子育てサークル等の活動支援」に含まれるということで「学級、自主学習グループ等の活動支
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援」を削除しました。“（２）連携と参画による地域づくり”では、①「きしわだ市民カレッ

ジの開設」を削除し、新たに「学び舎プログラムの実施」を加えました。また“（３）青少年

健全育成の推進”では、③の文中「青少年対策事業の充実」を「子供の安全確保事業の充実」

に変更し、“（４）市民の人権意識の向上”では、「また、男女共同参画推進条例の基本理念に

基づいた生涯学習を推進する」と追記しました。 

○森図書館長 

  10ページ“（３）読書活動の推進”では、前文全てを削除し、新たに「誰もが読書に親しめ

る環境づくりに努める。特に子供たちには第２次岸和田市子ども読書活動推進計画に基づき、

発達段階に応じて読書に親しむことができるよう、関係機関と連携しその環境整備を進める」

といたしました。“（４）図書館の充実”では、前文中「施設、設備、体制等の改善を図る」

を削除し、「誰もが気軽に利用できる施設の運営と整備に努める」に改めると共に、①「資料

及び郷土資料の整理、補修、データ化の推進」、②「本館及び５か所の分館、自動車文庫の連

携によるサービスの推進」を削除しました。 

○大和生涯学習課長 

 10ページ“３ 地域が輝くまちづくり”の冒頭囲み部分におきましては、「若者から高齢者、

障がい者」を削除しました。 

“（１）生涯学習推進体制の整備”につきましては、新たに①「生涯学習計画の推進基本方

針の作成」、②「生涯学習推進研修会の開催」を記載しました。“（３）学習のための情報提供”

では、前文から「生涯学習部だけでなく」を削除すると共に、③を「各種講座の周知と研修会

等の充実」に変更しました。 

○直スポーツ振興課長 

11 ページ“４ 生涯スポーツの推進”の冒頭囲み部分におきましては、「幼児から高齢者ま

での」を削除しました。“（１）スポーツ活動の推進”につきましては、前文「スポーツ事業

を展開し」を「スポーツ事業を推進し」に変更するとともに、「また、スポーツ活動による青

少年の健全育成に努める」を加筆しました。“（２）スポーツ環境の整備”につきましては、

前文「スポーツができる環境を整える」を「スポーツができる環境の整備を促進する」に変更

するとともに、④「スポーツ指導者・リーダーの育成、確保」を削除いたしました。 

○小堀郷土文化室長 

12 ページ“４ 郷土の再発見”の冒頭囲み部分において、「理解を深め」を「理解や関心を

深め」に変更しました。“（１）文化財の保護と郷土資料の活用”につきましては、②を「市

史史料の刊行等および郷土資料の展示」に改め、③「市内文化財を活用した普及行事の開催（歴

史や文化財に関する講座の開催）」を新たに加えたうえ、優先順に項目の並び替えを行いまし

た。“（２）身近な自然の保護と啓発”についても、優先順に項目の並び替えを行いました。 

○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。 
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○中野委員長 

  子供の供が漢字表記であったり、かな表記であったりしますが、これは統一した方がよいの

ではないですか。 

○寺田学校教育課長 

  一般的な文章中で使用する分については漢字で記載し、固有名詞（事業名、団体名等）につ

いては、そのまま（漢字のものは漢字、かなのものはかな）記載しています。 

○中野委員長 

  生涯学習部に関しては、どこにも国際理解についての記載がありません。是非とも取入れて

いただきたいと思いますので、検討ください。 

○中野委員長 

  他にご意見等ございませんか。文言等についての修正はありますが、内容については特にご

異議がないようですので承認いたします。 

 

議案第 16号 平成 27年度教育費当初予算（案）について 

○中野委員長 

議案第 16号 平成 27年度教育費当初予算（案）について、事務局より説明をお願いします。 

○各担当課 

平成 27年度の教育費予算（案）について主なものを説明 

○中野委員長 

説明が終わりました。何かご質問等ございませんか。 

○野口委員 

 大規模改造事業において、要求では便所改修工事の対象が小学校では４校（東葛城・八木北・

太田・天神山小）になっていたところ２校に、中学校では２校（野村・春木）が１校になって

いますが、どの学校ですか。 

○古谷学校管理課長 

  小学校は太田小学校と後１校を、中学校は春木中学校を予定しています。 

○中野委員長 

  教職員研修・育成事業において、教育フォーラムの開催が認められたということで非常に喜

んでおります。是非成功させていただくようお願いします。科学技術教育センター運営事業で

は、おもしろサイエンスショー開催が認められず残念に思います。 

○谷口委員 

子ども安全対策事業については、予算額が減少しています。見守りボランティアとして参加

いただいている方々には本当に頑張っていただき、頭が下がる思いですので、もっと財政当局

にＰＲしてください。 
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○古谷学校管理課長 

  今回予算額が減少しているのは、毎年余剰額が出ていたため、実情に合わせた要求をしたこ

とによるものです。 

○中野委員長 

公民館・青少年会館整備事業の予算額がゼロになっていますが、各館において雨漏り等が生

じた場合、どのように対応するのですか。 

○大和生涯学習課長 

公民館・青少年会館管理事業の修繕費で対応することになります。 

○中野委員長 

自然資料館普及・展示事業において自然資料館20周年企画展が認められていないのですが、

開催自体なくなるのですか。 

○小堀郷土室長 

全市的に周年事業は実施されない状況でありますが、日本財団による支援（支援率 100％）

を活用し開催できないか検討中です。 

○中野委員長 

水泳教室事業においては、かねてから要望している４年生の水泳教室分は含まれていますね。 

○直スポーツ振興課長 

その予定です。 

○中野委員長 

教育委員としての強い意見ですので、必ず実現してください。 

○中野委員長 

他にありませんか。特にないようですので、本件は原案のとおり承認いたします。 

予定されていた案件は以上です。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 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 

 

 


