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平成27年５月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成27年5月20日（水）午後2時30分～午後3時20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…………松阪○正登     学校管理課長………………古谷○利雄 

産業高校学務課長……山本○徹雄     産業高校教頭（全日制） 汐﨑○可寿美 

学校教育課長…………松村○愼治     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……………………玉井○良治 

総務課参事……………髙井○哲也○○○○○総務課参事…………………中野○忠一 

     

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、5月定例教育委員会会議を開催します。 

  

報告第報告第報告第報告第27272727号号号号    各小学校各小学校各小学校各小学校へのへのへのへの寄附寄附寄附寄附についてについてについてについて    

○中野委員長 

  報告第27号 各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 

  報告第 27 号につきましては、各小学校への寄附についてでございます。ソーラーセンサーラ

イトを各校１基、計24基（換算額96,000円）を防犯用の目的で岸和田防犯協議会様より、平成

27年5月7日にご寄附をいただきました。 

○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 

  この器具の設置で防犯機能が高まるので、ありがたいことです。 

○川岸委員長職務代理者 

  どこへ設置されるのですか。 

○古谷学校管理課長 

  ソーラータイプで一度充電していただき、子どもが帰る時に暗いところを照らしてあげられる

ようなところへ設置していただければと思います。 

○谷口委員 

  侵入されたことはありますか。 

○古谷学校管理課長 

  そういうことはありません。 

 

報告第報告第報告第報告第22228888号号号号    市立産業高等学校国際交流市立産業高等学校国際交流市立産業高等学校国際交流市立産業高等学校国際交流事業事業事業事業についてについてについてについて    

○中野委員長 

  報告第28号 市立産業高等学校国際交流事業について、事務局から説明をお願いします。 

○山本産業高校学務課長 

  報告第 28 号につきましては、市立産業高等学校国際交流事業についてでございます。目的は

平成 21 年度に姉妹校締結した大韓民国漢江メディア高等学校との交流で、今年は漢江メディア

高等学校から産業高校に来られます。構成メンバーは、先生が3名、生徒が8名及び行政から1

名の合計12名です。日程は、5月27日（水）から5月30日（土）の3泊4日でございます。交

流内容につきましては、初日に市長を表敬訪問しまして、本校の生徒の家庭へホームステイ、2

日目には本校での授業交流、4日目、5日目にはフィールドワークになります。 

○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。 

○川岸委員長職務代理者 

  部活動体験で、茶華道部とありますので実現できればと思います。 

○汐﨑産業高校教頭 

  茶華道部7名、吹奏楽1名がクラブ活動を一緒に行います。 

○中野委員長 

  将来を担う若者が交流することに非常に意味があることだと思います。産業高校のＷｅｂペー

ジに漢江メディア高等学校のホームページにリンクしているのですが、学校の概要が分からない

ので、例えば学科、カリキュラム、生徒数、教員数、進学状況などの学校概要が分かるような資

料、また市長への表敬訪問もありますので、そういう資料を事前に届けていただければ理解も深

まると思います。 

○汐﨑産業高校教頭 

  漢江メディア高等学校が日本語のパンフレットを作っていただいたことがあります。学校紹介
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などデータの内容が変わっていなければ使っても良いのかと思います。 

    

報告第報告第報告第報告第29292929号号号号    市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座「「「「アーチェリーアーチェリーアーチェリーアーチェリー教室教室教室教室」」」」についてについてについてについて    

○中野委員長 

  報告第29号 市民公開講座「アーチェリー教室」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 

  報告第 29 号につきましては、市民公開講座「アーチェリー教室」についてでございます。対

象者は、岸和田市在住の小学校6年生から中学校3年生です。日程は、6月初めから11月までの

土曜日の午前9時から12時までの12回を予定しています。場所は、産業高校で行います。定員

は 10 名で、申し込み多数の場合は抽選を行います。実習費としまして、教材費や保険代などで

6,000円になります。講師は、学校の先生3名です。申し込みは、往復はがきで5月15日必着で

行いました。周知につきましては、「広報きしわだ」の5月号に掲載いたしました。 

○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。 

○中野委員長 

  応募状況はどうなっていますか。 

○山本産業高校学務課長 

  7件の申し込みがありました。内訳は、小学校6年生が3名、中学校1年生が2名、中学校2

年生が2名の計7名です。3名の空きがありますので、先生にも伝えて出来れば10名でしたいと

思っています。 

○中野委員長 

  上手に育ててもらってリピーターに、また高校進学につながるように願いたい。 

 

報告第報告第報告第報告第30303030号号号号    平成平成平成平成22226666年度年度年度年度岸和田市立中学校卒業生岸和田市立中学校卒業生岸和田市立中学校卒業生岸和田市立中学校卒業生のののの進路状況進路状況進路状況進路状況についてについてについてについて    

○中野委員長 

  報告第30号 平成26年度岸和田市立中学校卒業生の進路状況について、事務局より説明をお

願いします。 

○阪本人権教育課長  

  報告第30号につきましては、平成26年度岸和田市立中学校卒業生の進路状況についてでござ

います。平成 26 年度卒業生の進路状況の概要ですが、高等学校等に進学した者は 1,915 名

（97.0％）、就職した者は14名（0.7％）、専修学校等に進学した者は44名（2.2％）で、うち10

名（0.5％）は、高等学校へ進学した中にも含まれています。その他の者は 12 名（0.6％）で合

計1,975名となっています。 

○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。 
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○野口委員 

  進路未定者が5名いますが、卒業後もフォローをしていますか。 

○阪本人権教育課長  

  引き続き進路状況等を提供していくことを中学校から聞いています。 

○野口委員 

  中学校も新学期を迎えて忙しいと思いますが、ていねいに見ていただければと思います。 

○中野委員長 

  進学先も多彩になって、年々、普通科志向が強くなっていると思います。そういう意味では、

産業高校の特色づくりに一層取り組んでいく必要があると思います。普通科志向が、さらに進ん

でいくのかどうか状況が分かれば教えていただきたい。 

○阪本人権教育課長  

 全日制の普通科に進学したのは、1,826名のうち1,313名になります。総合学科が117名、商

業に関する学科が162名、農業に関する学科が4名、工業に関する学科が109名です。結果を見

ても普通科に進学している子どもが多いです。 

○中野委員長 

  中学校の進路指導は、極めて難しいと思いますが、きめ細やかなご指導お願いしたいと思いま

す。 

 

報告第報告第報告第報告第31313131号号号号    岸和田岸和田岸和田岸和田フレンドシップコンサートのフレンドシップコンサートのフレンドシップコンサートのフレンドシップコンサートの開催開催開催開催についてについてについてについて    

○中野委員長 

  報告第 31 号 岸和田フレンドシップコンサートの開催について、事務局より説明をお願いし

ます。 

○大和生涯学習課長 

  報告第31号につきましては、岸和田フレンドシップコンサートの開催についてでございます。

市内の学校や青少年による吹奏楽・合唱グループの参加者及び指導者が、音楽を通して相互協力

する中から、協調性や連帯感を持ち、視野を広め、将来にわたって音楽に接する素晴らしさを体

験するとともに、広く市民に公開して青少年文化の振興と啓発に資することを目的としています。 

今年度は 6 月 21 日（日）に岸和田市立浪切ホールの大ホールにおいて開催します。主催は、

岸和田市教育委員会、岸和田フレンドシップコンサート実行委員会です。出演団体は、合唱団 5

団体と吹奏楽7団体の計12団体です。プログラムは、11時開場、11時30分開演、教育長挨拶、

16 時終演となります。入場料は無料で、周知につきましては、「広報きしわだ」6 月号に掲載、

ホームページ、ポスター、ちらしにて周知予定でございます。昭和 54 年に国際児童年を記念し

て始まったコンサートで、今回で 37 回目を迎えます。また、本年度より「岸和田フレンドシッ

プコンサート」に改称しております。 

○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。 
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○中野委員長 

  大きなステージで合唱や吹奏楽をする機会はあまりないと思いますので、貴重な経験になると

思います。すばらしい合奏や吹奏楽に触れることで、スキルアップにもつながると思います。 

 

報告第報告第報告第報告第32323232号号号号    平成平成平成平成22226666年度岸和田市年度岸和田市年度岸和田市年度岸和田市ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ役員役員役員役員にににに対対対対するするするする感謝状感謝状感謝状感謝状のののの贈呈贈呈贈呈贈呈についてについてについてについて    

○中野委員長 

  報告第32号 平成26年度岸和田市ＰＴＡ役員に対する感謝状の贈呈について、事務局から説

明をお願いします。 

○大和生涯学習課長 

  報告第32号につきましては、平成26年度岸和田市ＰＴＡ役員に対する感謝状の贈呈について

でございます。岸和田市教育委員会表彰規則第8条に基づき感謝状の贈呈でございます。岸和田

市ＰＴＡ協議会役員の方々が対象でございます。岸和田市ＰＴＡ協議会総会が 5 月 22 日にグラ

ンドホールでございます。その懇親会で感謝状の贈呈を行う予定手ございます。 

○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。 

○中野委員長 

役員の方々には、ご尽力いただき感謝申し上げます。 

 

報告第報告第報告第報告第33333333号号号号    企画展企画展企画展企画展『『『『二十歳二十歳二十歳二十歳のののの自然資料館自然資料館自然資料館自然資料館』』』』のののの開催開催開催開催についてについてについてについて    

報告第報告第報告第報告第34343434号号号号    自然資料館開自然資料館開自然資料館開自然資料館開館館館館20202020 周年記念周年記念周年記念周年記念『『『『自然資料館自然資料館自然資料館自然資料館・・・・二十歳二十歳二十歳二十歳のののの感謝祭感謝祭感謝祭感謝祭』』』』のののの開催開催開催開催についてについてについてについて    

報告第報告第報告第報告第35353535号号号号    自然資料館自然資料館自然資料館自然資料館のののの無料開放無料開放無料開放無料開放についてについてについてについて    

○中野委員長 

  報告第33号 企画展『二十歳の自然資料館』の開催について、報告第34号 自然資料館開館

20周年記念『自然資料館・二十歳の感謝祭』の開催について、及び報告第35号 自然資料館の

無料開放について、自然資料館開館 20 周年に関連しての内容ですので、あわせて事務局から説

明をお願いします。 

○小堀郷土文化室長 

  報告第 33 号につきましては、企画展『二十歳の自然資料館』の開催についてでございます。

自然資料館が、本年 6月 1日に開館20周年を迎えることを記念する行事を市民の皆さまと開催

したいということで、企画展『二十歳の自然資料館』を実施するものです。会期は、6月2日（火）

から7月 5日（日）を予定しております。開館 20周年を記念してということで、館のこれまで

の歩み、活動成果、研究成果を主に展示する中で、時代の移り変わりを皆様にお伝えできればと

いう企画内容になっております。詳細については、４つの項目“自然資料館開館以前”、“自然資

料館開館から現在まで”、“おもなコレクション”、“20 年の活動成果”に分かれております。20

年の中で蓄積してきたものを今回展示する形になります。周知につきましては、「広報きしわだ」

6月号、ホームページに掲載いたします。 



 6 

 

 

報告第34号につきましては、自然資料館開館20周年記念『自然資料館・二十歳の感謝祭』の

開催についてでございます。1 日を二十歳の感謝祭として記念の行事を主として行う日として設

定しております。ミニ実習の8種類を館全体で各ブースに分かれて、専門の指導の方についても

らって、市民に楽しんでもらう日にしたい。6月7日（日）の午後1時30分から4時30分まで

です。本来、6 月 1 日が開館記念日ですが、月曜日で休館日になりますので、6月 7 日を設定し

ました。内容は、ミニ実習で大人から子どもまで楽しんでいただけるような8つのワークショッ

プ用意しております。そのひとつに“石すくい”がございます。鉱物を紙コップで好きなだけす

くっていただき、200円で持って帰ってもらいます。“石すくい”のみ費用がかかりますが、他は

無料の催しになっております。こちらも「広報きしわだ」6 月号、ホームページに掲載しＰＲ予

定です。 

報告第35号につきましては、自然資料館の無料開放についてでございます。6月7日を全館無

料でご利用いただき、楽しんでいただきたい主旨でございます。きしわだ自然資料館条例第8号

及びきしわだ自然資料館条例施行規則第5条第4号の規程を適用します。元々、中学生以下は無

料で有料は大人だけなので、平均で約6,000円の免除となります。 

○中野委員長 

  まず、報告第33号につきまして、何かご意見・ご質問等ございませんか。 

○中野委員長 

  報告第34号につきまして、何かご意見・ご質問等ございませんか。 

○谷口委員 

  チリメンモンスターがよくテレビで出た時に人気があったが、今も人気があるのですか。 

○小堀郷土文化室長 

  一大ブランドになっていて、市内だけでなく市外からも出講依頼がきています。自然友の会の

方々にもご協力いただきまして、分担しながら広めている状況です。 

○中野委員長 

  商品として入手することがとても難しいと聞いています。 

○小堀郷土文化室長 

  最近はより分けられていて消費者が手に入りにくくなっています。 

○野口委員 

  学校園への配布などは考えていますか。 

○小堀郷土文化室長 

  今から頑張ってしたいと思います。 

○中野委員長 

  報告第35号につきまして、何かご意見・ご質問等ございませんか。 

○中野委員長 

  報告は以上ですが、他に何かありますか。 
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○小堀郷土文化室長 

  先月の教育委員会議のときに能面の諮問についてご質問がありました。補足で説明させていた

だきたいと思います。「能面の員数が８の訳」と「能面の裏面に貼られた紙札の意味」の 2 点の

質問がありました。 

「能面の員数が８の訳」につきましては、能面自体が8面で、能面に関係するものが附で面袋

であったり、能面に関わるものとして一式に纏められていますので、指定される場合、能面の員

数の8となります。 

「能面の裏面に貼られた紙札」につきましては、雨乞いの神事の際に神前に御面を飾り置いて

いたと古文書に記載がありまして、御面が神格化されていたことが分かります。御面には神が仮

託されていたと推測され、神社に関わる名前が貼られています。紙札がはがれているものもあり

ますが、現時点では後に新しい事実が分かったときに参考になるかもしれないということで、紙

札をそのままの状態で保存しておくことになりました。 

○中野委員長 

  ありがとうございました。他に何かありますか。 

○髙井総務課参事 

  報告の追加をお願いします。内容は、人事案件についてでございます。 

○中野委員長 

  只今、報告のありました追加は、人事案件につき非公開が適当と考えますがいかがですか。 

○中野委員長 

  非公開への賛同がありましたが、まだ議案の審議がございますので、全ての議案の審議が終了

後、事務局より報告を受けたいと思います。 

○中野委員長 

  他に何かありますか。特にご意見等ないようですので、議案の審議に移ります。 

    

 

議案第議案第議案第議案第39393939号号号号    補正予算補正予算補正予算補正予算にににについてついてついてついて（（（（事業費補正事業費補正事業費補正事業費補正））））    

○中野委員長 

  議案第39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。 

○髙井総務課参事 

  議案第39号につきましては、補正予算（事業費補正）についてでございます。平成27年5

月8日付で、100万円を岸和田市奨学会資金に使ってくださいとご寄附をいただきました。 

また、平成27年 5月25日に、100万円を幼児教育振興のため、ご寄附をいただく予定であ

ります。 

6月の第2回定例市議会で、歳入へ“寄附金200万円を指定寄付金”として、歳出へ“岸和

田市奨学会への補助金100万円”、“教育基金への積み立て100万円”の補正予算をしたいと思

っております。 
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○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 

   いつもご寄附いただきありがたいことで感謝いたします。 

   岸和田市奨学会が一昨年に一般財団法人になり、それを機に教育委員が役員から外れました。

その際、貸与であれば返却に困る方もいるので、給付型にしようと提案があったと思います。

その結論がどうなったのか、最近の奨学会の様子が分かりませんので、事業計画があれば、そ

れを見ることで動向が分かりますので、教育委員へもそういう情報をいただければと思います。 

○中野委員長 

   他に何かありますか。特にないようですので、原案のとおり承認します。 

 

 

報告報告報告報告第第第第33336666号号号号    人事案件人事案件人事案件人事案件にににについてついてついてついて    

○中野委員長 

  先ほど賛同いただきました、報告第 36 号 人事案件については、非公開とします。関係者以

外は退席願います。 

 

（人事案件について報告） 

 

○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3時20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 


