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平成21年１月定例教育委員会会議録 

 
１．日 時 平成21年１月29日（木）午後２時40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 毛利 高二  委員長職務代理者  坂田 忠義 

  委員  宮崎 慶次  委員 川岸 靖代  教育長 永本 定芳 

 

４．事務局出席者 

教育次長兼教育総務部長 西田  寛    生涯学習部長   池阪 雄宏 

学校教育部長      樋口 利彦   生涯学習課長   鍋谷 佐和子 

総務課長        柿本 邦彦   スポーツ振興課長 元廣 秀晴 

学校管理課長      児嶋 英幸   郷土文化室長   近藤 利由 

学校教育課長      小池 俊一   図書館長     松田 周光 

人権教育課長      山下 吉信   総務課参事    須賀 俊介 

産業高等学校事務長   宮崎 信男   総務課参事    金田 隆行     

 

開会 午後２時40分 

 

前回会議録について異議なく承認された。本会議録署名者に坂田委員長職務代理者を指名し

た。 

傍聴人なし。 

 
報告第１号 平成20年度岸和田市中学校冬季スポーツ大会について 

○ 毛利委員長 

報告第１号は、書面にて報告とします。 

 

報告第２号 平成21年度全国学力・学習状況調査について 

○ 毛利委員長 

報告第２号 平成 21年度全国学力・学習状況調査について、事務局から説明をお願いしま

す。 

○ 小池学校教育課長 
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  平成 21年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領について、前年度との主な変更点を

説明する。調査実施日は、平成21年４月21日です。 

 

報告第３号 「成人式」の結果について 

○ 毛利委員長 

報告第３号 「成人式」の結果について、事務局から説明をお願いします。 

○ 鍋谷生涯学習課長 

  「成人式」の結果について、日時・場所・新成人該当者・当日の参加者数・参加率・登壇者・

招待者・従事者等・アトラクション・祝電を報告する。 

 

報告第４号 市民公開講座「ワード・エクセル中級講座」の実施について 

○ 毛利委員長 

報告第４号は、書面にて報告とします。 

 

次に、案件に入ります。 

議案第１号 平成21年度 岸和田市立産業高等学校定時制 二次入学者選抜募集要項について 

○ 毛利委員長 

議案第１号 平成21年度岸和田市立産業高等学校定時制二次入学者選抜募集要項について、

事務局から説明をお願いします。 

○ 柿本総務課長 

  平成 21年度の産業高等学校定時制の二次入学者選抜に係る応募資格、募集人員及び出願方

法等を定めた要項を説明する。 

○ 毛利委員長 

説明が終わりました。質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○ 委員 

（・・・・・・） 

○ 毛利委員長 

質疑、意見等がないようですので、本件について、原案のとおり承認することにご異議ござ

いませんか。 

○ 委員 

異議なし。 

○ 毛利委員長 

ご異議がないようですので承認します。 

 

議案第２号 補正予算要求について（教育基金積立事業） 
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議案第３号 補正予算要求について（小学校給食事業） 

議案第４号 補正予算要求について（小学校就学援助事業） 

○ 毛利委員長 

議案第２号から議案第４号まで、事務局から一括して説明をお願いします。 

○ 柿本総務課長 

  議案第２号 補正予算要求 教育基金積立事業について説明します。 

平成20年６月23日、岸和田市ふるさと寄附条例が施行され、教育の振興に関する事業を使

途として指定された寄附金は、教育基金に積み立て、教育事業に活用することとなりました。

つきましては、条例施行日から平成20年12月までの実績と平成21年1月から3月までの見

込み額について、平成21年第１回定例市議会に歳入・歳出補正予算を要求するものです。          

  補正額は、歳入予算補正見積書にふるさと寄附金200千円、歳出予算補正見積書に教育基金

積立事業としてふるさと寄附金200千円を計上するものでございます。 

  続きまして議案第３号 補正予算要求 小学校給食事業について説明します。 

国の平成20年度補正予算（第２号）で計上された地域活性化・生活対策臨時交付金を活用

し、教育環境の充実を図るため、平成21年第１回定例市議会に歳入・歳出補正予算を要求す

るものです。 

補正額は、歳入予算補正見積書に地域活性化・生活対策臨時交付金68,551千円、歳出予算

補正見積書に小学校給食事業として68,551千円で、内訳は、食器具購入24校分44,894千円、

炊飯器設置工事16校分8,963千円、炊飯器購入16校分14,694千円を計上するものでござい

ます。 

なお、小学校給食事業68,551千円は、繰越明許費に計上しています。繰越の理由は、国の

平成20年度補正予算を活用して小学校給食環境の充実を図るため、平成21年度実施予定の単

年度事業について、平成20年度補正事業として前倒しする措置をとりましたが、事業実施期

間がないため、平成21年度に繰り越して実施するものです。 
 続きまして議案第４号 補正予算要求 小学校就学援助事業について説明します。 

学校教育法第 19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童の保

護者に対して支給する就学奨励費について、認定者数の増加により奨励費の支出が増加したた

め、不足する額を平成21年第１回定例市議会に歳入・歳出補正予算として要求するものです。 

  補正額は、歳入予算補正見積書に国の小学校就学奨励費補助金として 60千円、歳出予算補

正見積書に小学校就学援助事業として就学奨励費7,842千円を計上するものでございます。 

○ 毛利委員長 

説明が終わりました。質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○ 委員 

（・・・・・・） 

○ 毛利委員長 
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質疑、意見等がないようですので、議案第２号から議案第４号は、原案のとおり承認するこ

とにご異議ございませんか。 

○ 委員 

異議なし。 

○ 毛利委員長 

ご異議がないようですので承認します。 

 

議案第５号 補正予算要求について（耐震改修事業） 

○ 毛利委員長 

議案第５号 補正予算要求 耐震改修事業について、事務局から説明をお願いします。 

○ 児嶋学校管理課長 

 議案第５号 補正予算要求 耐震改修事業について説明します。 

岸和田市学校教育施設耐震化計画に基づき耐震化を進捗するにあたり、全国的に耐震化が図

られる中、平成20年10月16日に平成20年度補正予算が国会で成立し、学校施設の耐震化加

速の取組みを支援するために必要な予算が盛り込まれた事を受け、岸城中学校・光陽中学校・

新条小学校及び新条幼稚園における耐震補強工事を前倒し施行するため、平成 21年第１回定

例市議会に歳入・歳出補正予算を要求するものです。 

補正額は、歳出予算補正見積書に、小学校耐震改修事業として 94,582千円で、内訳は、新

条小学校校舎に 83,848千円、屋内運動場に 10,734千円、続いて中学校耐震改修事業として

192,607千円で、内訳は、岸城中学校校舎に52,607千円、光陽中学校校舎に140,000千円、続

いて幼稚園耐震改修事業として新条幼稚園園舎に5,416千円、歳入予算補正見積書につきまし

ては、小・中学校については２分の1を、幼稚園については３分の１を国庫補助金として計上

しています。 

なお、小学校耐震改修事業94,582千円、中学校耐震改修事業192,607千円、幼稚園耐震改

修事業5,416千円は繰越明許費に計上しています。繰越の理由は、国の平成20年度補正予算

を活用して学校教育施設の耐震化を促進するため、平成 21年度施工予定の単年度事業につい

て、平成 20年度補正事業として前倒しする措置をとりましたが、工事期間がないため、平成

21年度に繰り越して施工するものです。  

○ 毛利委員長 

説明が終わりました。質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○ 委員 

（・・・・・・） 

○ 毛利委員長 

質疑、意見等がないようですので、本件について、原案のとおり承認することにご異議ござ

いませんか。 
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○ 委員 

異議なし。 

○ 毛利委員長 

ご異議がないようですので承認します。 

 

議案第６号 補正予算要求について（学力向上推進校支援事業） 

○ 毛利委員長 

議案第６号 補正予算要求 学力向上推進校支援事業について、事務局から説明をお願いし

ます。 

○ 小池学校教育課長 

  議案第６号 補正予算要求 学力向上推進校支援事業について説明します。 

平成20年10月30日、大阪府教育委員会の学力向上推進校支援事業実施要項により希望の

あった４校（天神山小、大芝小、土生中、春木中）を推薦したところ、12月に４校の推進校が

決定しました。ついては、平成 21年第１回定例市議会に歳入・歳出補正予算を要求するもの

です。 

補正額は、歳入予算補正見積書に学力向上推進校支援事業費補助金480千円、歳出予算補正

見積書に学力向上推進校支援事業480千円を計上するものでございます。 

○ 毛利委員長 

説明が終わりました。質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○ 永本教育長 

こういった事業については、積極的にやっていくというのが本市の方針です。 

○ 毛利委員長 

ほかに質疑、意見等がないようですので、本件について、原案のとおり承認することにご異

議ございませんか。 

○ 委員 

異議なし。 

○ 毛利委員長 

ご異議がないようですので承認します。 

 

議案第７号 補正予算要求について（高等学校整備事業） 

○ 毛利委員長 

議案第７号 補正予算要求 高等学校整備事業について、事務局から説明をお願いします。 

○ 宮崎産業高等学校事務長 

  議案第７号 補正予算要求 高等学校整備事業について説明します。 

国の平成 20年度補正予算（第２号）で計上された地域活性化・生活対策臨時交付金を活用
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し、教育環境の充実を図るため、平成21年第１回定例市議会に歳入・歳出補正予算を要求す

るものです。 

補正額は、歳入予算補正見積書に地域活性化・生活対策臨時交付金 15,108千円、歳出予算

補正見積書に高等学校整備事業として産業高等学校給水管改修工事に 15,108千円を計上する

ものでございます。 

なお、高等学校整備事業 15,108千円は繰越明許費に計上しています。繰越の理由は、国の

平成20年度補正予算を活用して産業高等学校の教育環境の整備を図るため、平成21年度実施

予定の単年度事業について、平成 20年度補正事業として前倒しする措置をとりましたが、事

業実施期間がないため、平成21年度に繰り越して実施するものです。 

○ 毛利委員長 

説明が終わりました。質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○ 委員 

（・・・・・・） 

○ 毛利委員長 

質疑、意見等がないようですので、本件について、原案のとおり承認することにご異議ござ

いませんか。 

○ 委員 

異議なし。 

○ 毛利委員長 

ご異議がないようですので承認します。 

 

○ 毛利委員長 

次の議案第８号は、人事案件のため非公開が適当と考えます。よって、先に議案第９号を審

議いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

○ 委員 

異議なし。 

 

議案第９号 補正予算要求について（岸和田市奨学会補助事業） 

○ 毛利委員長 

それでは、議案第９号 補正予算要求 岸和田市奨学会補助事業について、事務局から説明

をお願いします。 

○ 柿本総務課長 

  議案第９号 補正予算要求 岸和田市奨学会補助事業について説明します。 

平成21年１月28日、財団法人永井熊七記念財団から岸和田市奨学会資金に充当のため、100

万円の寄付をいただきました。ついては、平成 21年第１回定例市議会に歳入・歳出補正予算
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を要求するものです。 

補正額は、歳入予算補正見積書に教育総務費々途指定寄附金1,000千円、歳出予算補正見積

書に岸和田市奨学会補助事業として基本財産1,000千円を計上するものでございます。 

○ 毛利委員長 

説明が終わりました。質疑、意見等がありましたら発言願います。 

○ 委員 

（・・・・・・） 

○ 毛利委員長 

質疑、意見等がないようですので、本件について、原案のとおり承認することにご異議ござ

いませんか。 

○ 委員 

異議なし。 

○ 毛利委員長 

ご異議がないようですので承認します。 

 

議案第８号 人事案件について 

○ 毛利委員長 

議案第８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。 

（ 審 議 ） 

 

閉会 午後３時55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 


