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平成28年５月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成28年５月25日（水）午後２時30分～午後４時 

 

２．場 所 職員会館２階 大会議室 

 

３．出席者 

  委員長 谷口  馨  委員長職務代理者 野口 和江  委員 中野 俊勝 

  委員 河野 さおり   教育長 樋口 利彦 

 

４．事務局出席者 

教育総務部長 小山○藤夫／学校教育部長 須賀○俊介／生涯学習部長 濵上○剛志 

総務課長 大西○謙次／学校給食課 山本 隆彦／学校管理課長 山本○千尋 

産業高校学務課長 古谷○利雄／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 西尾 征樹／スポーツ振興課長 薮 嘉正／郷土文化室長  小堀○頼子 

図書館長 玉井○良治／総務課参事 倉垣○裕行 

 

  

開会 午後２時30分 

前回会議録について承認された。本会議録署名者に河野委員を指名した。 

傍聴人０名 

○谷口委員長 

  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35353535号号号号    学校園学校園学校園学校園へのへのへのへの図書図書図書図書ののの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    

○谷口委員長 

  報告第35号 学校園への図書の寄附について、事務局から説明をお願いします。 

○大西総務課長 

  報告第35号につきましては、学校園への図書の寄附についてです。 

  以前、昭和50年度から平成23年度まで耳鼻科の専門校医を務めていただきました中井耳鼻咽

喉科医院長 中井様が出版しました「みみ・はな・のどのおはなし」の図書を学校保健充実のた

め、幼稚園から産業高校にということで、４月26日に62冊（換算額100,440円）いただきまし

た。既に各学校へ配布しております。 

○中野委員 

  少し難しい感じがしますが、子供たちが正しい知識を持つことで、病気の早期発見、早期治療
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につながると思います。また、子供自身の健康の自己管理につながっていくので良いのかと思い

ました。 

○大西総務課長 

  子供には難しいかもしれませんが、各学校におられる養護教諭の先生方に読んでいただいて、

役立ててほしいという医院長の思いです。 

○中野委員 

  とても有り難いことです。 

    

報告第報告第報告第報告第36363636号号号号    市立産業高等学校市立産業高等学校市立産業高等学校市立産業高等学校    国際交流事業国際交流事業国際交流事業国際交流事業についてについてについてについて    

○谷口委員長 

  報告第36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。 

○古谷産業高校学務課長 

報告第36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す。 

  平成 21 年に姉妹校締結しました韓国 漢江メディア高等学校との交流で、本日、出発してお

ります。訪問は、教諭３名、生徒 10 名、行政１名で、昨年度より生徒２名増員しており、生徒

の内訳は、全日制８名、定時制２名の10名を派遣させていただいています。 

  内容は、漢江メディア高等学校のホスト家庭におけるホームステイや授業の交流、ホスト学生

とのフィールドワークを予定していまして、５月28日(土)に帰国の予定です。 

○野口委員長職務代理者 

  全校生徒への報告などは計画されていますか。 

○古谷産業高校学務課長 

  研修ということで予定しております。 

○中野委員 

  いつも思うのですが、将来を担う若者の国際交流は非常に大きな意味のあるものだと思います。

教員について、５月15日に開かれたＧ７の教育相会議が10年ぶりに開かれましたが、倉敷宣言

の中のひとつに“教員のグローバル化支援”が盛り込まれています。そういう点でも意義がある

と思っています。 

  漢江メディアハイスクールのＷｅｂページがありますが、ハングル文字なので日本語訳を付け

てほしいと言ったことがありますが、漢江メディアハイスクールを日本語で紹介する資料を付け

ていただいて分かりやすいと思います。 

  「学校の教育目標」で“校長の経営観”が出ていて、校長の経営に対する取り組む姿勢が明確

に表されて良く分かると思います。“校木”が「ケヤ」となっていますが、「ケヤキ」ではないで

しょうか。校木や校花は、校章に対応しているように感じています。 

  「学校の現況」で、比較的新しい学校であることが分かりました。“学生現況”で、１クラス

の定員が25名で、少人数だなと思いました。“教職員の現況”については、産業高校と同じくら

いの教職員数なのかと思います。 
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○古谷産業高校学務課長 

  全日制60名強で、生徒数に対する割合は、今分かりません。 

○中野委員 

  “学校施設現況”で、敷地・建物の中に『オウルマダン』という表記があって、あまり聞きな

れない言葉ですが、多目的の広場や建物のことなのかという感じがしました。最後のページに『オ

ウルマダン』が体育館・食堂となっていますので、多目的の建物やイベントを行う広場のことな

のかという感じはしています。 

○古谷産業高校学務課長 

  『オウルマダン』（別館）となっていますので、体育館と食堂がある建物なのかと思います。 

○中野委員 

  「学科案内」で、放送技術学科、産業デザイン学科と写真映像学科の３つの学科があります。

それぞれの学科の機材は、日進月歩で、最新の機材を揃えるのにかなりの予算がかかりますので、

学校の予算規模はどうなのかと気になりました。機材が時代遅れになって使えなくなったが、更

新もしてもらえないという経験がありましたので気になりました。 

  「重点作業」で、“日本の姉妹校と交流活動を行う”を挙げてもらってうれしいことだと思い

ました。 

○谷口委員長 

  調べてもらって、解れば教えてもらえればと思います。 

○野口委員長職務代理者 

  国際交流という点で岸和田の中学生が、以前、中国上海の中学校と交流していて途絶えました

が、今、中学生が国際交流する場はないのでしょうか。産業高校も大事ですが、市として中学生

の国際交流する機会が大事だと思いますので、模索していただければと思います。 

○谷口委員長 

  訪問されています方が、見聞を広めて無事に帰ってくることを願いたいと思います。 

 

報告第報告第報告第報告第37373737号号号号    産業高校市民公開講座産業高校市民公開講座産業高校市民公開講座産業高校市民公開講座「「「「パソコンパソコンパソコンパソコン講座講座講座講座・ワード・ワード・ワード・ワード入門入門入門入門」」」」のののの実施実施実施実施についてについてについてについて 

○谷口委員長 

  報告第 37 号 産業高校市民公開講座「パソコン講座・ワード入門」の実施について、事務局

から説明をお願いします。 

○古谷産業高校学務課長 

報告第 37 号につきましては、産業高校市民公開講座「パソコン講座・ワード入門」の実施に

ついてです。 

  対象者は、例年と同様、マウスの操作と簡単な文書入力ができる学生を除く市内在住・在勤者

です。産業高校で、６月17日から全６回、午後６時から午後７時30分まで行います。定員は20

名で、実習費2,500円、講師は産業高校教諭にお願いしています。６月８日必着で往復はがきに

よる申込みで、周知は「広報きしわだ」６月号に掲載いたします。もう少し早く掲載したかった
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のですが、締め切りに間に合わなかったので、来年度はもう少し早く掲載できるように気をつけ

ます。 

○河野委員 

  以前から実施しているのでしょうか。 

○古谷産業高校学務課長 

実施しています。 

○河野委員 

  申込み者数はどれくらいですか。 

○古谷産業高校学務課長 

昨年が14名で、平成26年は申込者28名で抽選いたしました。 

○中野委員 

  産業高校の人材や機材を活かして地域貢献に努めてもらうことは、とても良いことだと思いま

す。関連してですが、産業高校と学校教育課の方で検討いただければと思う内容があります。先

日、文部科学省が小学校でのプログラミング教育の必修化を、2020年度からの新学習指導要領か

ら盛り込む方向であるという発表がありました。中学校、高校はこれに続くということですが、

さしあたって情報科の先生あるいは情報科の生徒が長期休業期間などを利用して、小学生へのプ

ログラミングの出張講座や交流講座などを実施してもらって、小学生の技術の向上、産業高校へ

の理解を深めてもらう。さらに教えることで情報科の生徒の学習意欲も高くなるかと考えられる

ので、実施に向けて検討いただければと思います。 

○谷口委員長 

  今回、周知の期間が短いのですが、たくさんの方が応募していただければ良いかと思います。 

 

報告第報告第報告第報告第38383838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    

○谷口委員長 

報告第 38 号 岸和田フレンドシップコンサートの開催について、事務局から説明をお願いし

ます。 

○西尾生涯学習課長 

  報告第38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、協調性や連帯感をもち、視野を広め、将来にわたって音楽に接するすばらしさ

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。６月 19 日（日）に浪切ホールで開催いたします。今回、吹奏楽の出演団体に５年ぶりに

中学校の吹奏楽部が参加していただくことになっています。春木中学校・山直中学校合奏団とな

っていますが、合同合奏部と名称が変わっております。プログラムは、12時開場、12時30分開

演で16時10分終演となっています。なお、今回で38回目となります。 
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○中野委員 

  以前は、フレンドシップコンサートと呼んでいましたが、昨年から岸和田フレンドシップコン

サートとなって、より身近になったように思います。出演者にとっては、大きな舞台で良い経験

になると思います。多くの人が音楽に触れる機会が多くなり、非常に良い取り組みだと思います

ので、成功を願っています。 

○谷口委員長 

  38回ということで歴史のある催しですので、成功を祈っております。    

    

報告第報告第報告第報告第39393939号号号号    平成平成平成平成28282828年度年度年度年度    初心者水泳教室初心者水泳教室初心者水泳教室初心者水泳教室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40404040号号号号    平成平成平成平成28282828年度年度年度年度    初心者水泳教室初心者水泳教室初心者水泳教室初心者水泳教室のののの指導者募集指導者募集指導者募集指導者募集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41414141号号号号    平成平成平成平成28282828年度年度年度年度    市民市民市民市民プールのプールのプールのプールの開設開設開設開設についてについてについてについて    

○谷口委員長 

報告第39号 平成28年度 初心者水泳教室の開催について、報告第40号 平成28年度 初心

者水泳教室の指導者募集について及び報告第 41 号 平成 28 年度 市民プールの開設について、

続けて事務局から説明をお願いします。 

○薮スポーツ振興課長 

  報告第39号につきましては、平成28年度 初心者水泳教室の開催についてです。 

  水泳の苦手な小学生１年生から４年生を対象に、泳ぎ方の基本と泳ぐ楽しさを学ぶ「初心者水

泳教室」を開催します。桜台・八木北・浜プールについては８月１日から９日まで、朝陽・太田・

山直北プールにつきましては、８月17日から25日まで予定しています。時間は学年によって分

けています。午前９時から９時50分までを３・４年生、午前10時から10時50分までを２年生、

午前11時から11時50分までを１年生を対象としています。定員は、各プール１・２年生60名、

３・４年生 70 名としています。受講料は、傷害保険料込みで 3,500 円を予定しています。申込

方法については、往復はがきでの申し込みを考えており、広報きしわだ６月号に掲載予定です。

クロールで25メートル泳げることを目標に指導を予定しています。 

報告第40号につきましては、平成28年度 初心者水泳教室の指導者募集についてです。 

報告第39号で報告させていただきました初心者水泳教室の指導者を子供が好きな18歳以上で、

水泳を指導できる又は水泳が得意で水泳指導に関心のある人を募集します。募集人数は若干名、

謝礼は１時間につき2,300円になります。募集は、例年、来ていただいている方以外を補充する

形で若干名の募集を行います。実施プール１カ所につき８名、６プールで延べ 48 名程度を確保

したいと考えています。 

報告第41号につきましては、平成28年度 市民プールの開設についてです。 

広く市民、特に青少年の心身の向上を図るため、市内 12 カ所のプールを市民プール運営計画

に基づき開設いたします。中央公園については、所管課が水とみどり課、指定管理者が公園緑化

協会、ミズノグループが運営します。一般開放は、７月10日から８月31日で月曜日から土曜日

が12時から17時、日曜日及び祝日は10時から17時で広報きしわだ６月号に掲載する予定です。
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プールによって開放日時が変わってきますので、運営計画で確認していただきたいと思います。

開放に伴い、監視員を募集しています。広報きしわだ５月号に掲載し、５月20日締切でしたが、

採用人数 80 名に満たなかったのでホームページに掲載し、５月 26 日まで募集延長しています。

今日現在で 94 名の応募があり、５月 29 日に面接を行い採用・不採用を決めていきます。なお、

12プールの管理者を集め、５月26日に会議を開催し、指導していきたいと考えています。また、

アルバイトの監視員及び管理者に対して、６月12日の13時から救命救急講習会・業務内容説明

会を実施する予定です。 

○中野委員 

報告第 39 号の初心者水泳教室について、４年生の参加が昨年から実現いたしました。３年生

と４年生の異年齢児童が同じ時間にプールに入るという初めての取組みでした。非常に心配もし

ましたし、担当の方でお気付きの点もあったと思います。今年度、気付かれた点について、改め

て検証していただき、事故のないようにお願いしたいと思います。 

○谷口委員長 

傷害保険の補償料はどれくらいになりますか。 

○薮スポーツ振興課長 

  保険会社と契約していて、死亡事故で500万円です。一般開放につきましては、傷害保険には

入っていませんので、プール監視員には、各プールの最深部の深さ、身長、点検要領、巡回方法、

時間等についてのマニュアルを説明した上で実施する予定です。 

○中野委員 

報告第 40 号の初心者水泳教室の指導者募集については、本市体育協会に加盟している水泳連

盟のベテランの方が約20名、指導にあたっていると聞いていました。 

○薮スポーツ振興課長 

以前から続いてお願いしている方もいますし、その方以外にも昨年は大阪体育大学の学生に来

ていただいていましたが、この時期、学生も試験等もあり、全面的な協力がどうなのかと思い、

調整しているところで、どれくらいの方にご協力いただけるか分かりません。水泳連盟にはご協

力いただくということで進めています。 

○中野委員 

初心者水泳教室の指導者について全然触れていませんが、来月、報告があると思いますが、水

練学校の場合には、指導講師についての項目が挙がっています。どういう方が指導にあたるのか、

参加者に分かるように挙げてもらう方が良いのではないでしょうか。 

○薮スポーツ振興課長 

国家資格等の基準があるのかどうか担当者に確認しましたが、そのような試験等はなく本人の

経歴等になりますので、表示の仕方が難しい面があります。スポーツインストラクターは、民間

団体の認可になると思いますので、適切かどうかも判断が付きにくく苦慮しているところです。

国家資格等で国からの認定があれば表示できますが、そのような基準がありませんので判断がつ

きにくいと思っています。 
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○中野委員 

良いか悪いかでなく、どのような方にお願いしたのかを示すことで、初心者水泳教室に参加す

る保護者の理解が得られやすいと思います。 

○薮スポーツ振興課長 

保護者の理解を得るためには、こういう方が適切だという判断をしなければなりません。その

判断基準をどのような基準をもって判断をするのかが、一番大切だと思います。そのことが、保

護者に対しての安心基準になるのではと考えています。 

○中野委員 

検討してもらえたらと思います。 

○薮スポーツ振興課長 

そこも含めまして、指導者についてはどういう方が、どういう形で指導に当たっているのかは、

委員のおっしゃる通り確認すべきと思います。その中でどういう基準で、指導者にふさわしいの

かも含めまして検討すべき課題だと思います。 

○谷口委員長 

  いろいろと難しい面もあるかと思いますが、情報公開のこともありますので、知らせてもらえ

たらと思います。 

○野口委員長職務代理者 

  初心者水泳教室の対象が、低学年と中学年の児童ですが、通室について、基本は保護者の責任

においてということですか。また、保護者の責任において、児童一人で行かせることもあるとい

うことですか。 

○薮スポーツ振興課長 

そうです。保護者の判断にお任せします。 

○野口委員長職務代理者 

傷害保険は、通室途上でも適用されますか。 

○薮スポーツ振興課長 

基本的には通室途上までは入っていないと思います。 

○野口委員長職務代理者 

子供たちにとっては、水練学校につなぐ大事な教室だと思いますので、是非、参加してほしい

と思いますが、通室途上の安全面が気になるところです。 

○中野委員 

報告第 41 号市民プールの開設についてですが、５年前位に泉南市で事故がありました。泉南

市では業者に全て委託していましたが、本市では市直営でスポーツ振興課職員、プール管理者及

びプール監視員が業務にあたってくれています。市職員とプール監視員の間にいるプール管理者

が、特に重要な立場にあると思います。プール管理者は、嘱託でどのような方がなられるのかを

教えてもらいたい。 
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○薮スポーツ振興課長 

プール管理者につきましては、例年、運営に携わっていただいている方にお願いしています。

12プールで経験のある方で運営させていただいています。基本的に本市では市直営で行っていま

すのが、泉南市では指定管理等による委託で運営し、安全マニュアルに載っていない監視員の不

足等によって不幸な事故が起きたと思われます。 

平成 19 年度に国土交通省からプールの安全指針が出されました。それを全ての管理者及び監

視員に配布し、熟読するよう指導しているところです。常時、プール監視については、排水口や

吸い込み口についてのチェックを、開場前、二時間ごと、最後に目視や点検するように指示を出

しています。監視員等については、監視台から見渡せるところにいるよう、巡視についても巡視

経路等について、プールごとにマニュアル化した物を配布し、マニュアル通りにしてもらうよう

指導しています。市職員につきましては、全てのプールに配置できる人員はいませんので、一定、

プール管理者にお願いしているのが現状です。その中で、漏れなく監視できるように文章化をし

て、確認するよう進めています。 

○中野委員 

業務体系としましては、市職員が巡回するということですか。 

○薮スポーツ振興課長 

通常業務もありますので、休日には１名が出勤をして連絡を受けられる体制をとっています。

また、非常時には連絡体制表を作成していますので、連絡をもらうとともに、警察署や消防署へ

の連絡等のマニュアルもあり、連絡手順、救命方法等について全ての管理者及び監視員に指導し

ています。今、考えられる万一のことをマニュアル等で指導しているところです。 

○中野委員 

事故のないようにお願いします。 

○谷口委員長 

  出来るだけ市民の方に市営プールを活用いただいて、安全におこなうようお願いします。 

  予定していました報告は以上です。他に何かありませんか。 

○玉井図書館長 

  本市の第２次子ども読書活動推進計画に基づき、平成 27 年度に図書館の取組みについての報

告をさせていただく報告会を開催いたします。一般市民の方や議員にも配布しております。今年

は、小学校及び中学校の学校図書館コーディネーター１名ずつ来ていただき、学校図書館コーデ

ィネーターとしてどのような活動をしているのかなどの事例報告を予定しております。 

○谷口委員長 

  他に何かありませんか。 

  ないようですので、議案の審議に移ります。 
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議案第議案第議案第議案第24242424号号号号    岸和田市教育委員会評価委員会委員岸和田市教育委員会評価委員会委員岸和田市教育委員会評価委員会委員岸和田市教育委員会評価委員会委員のののの委嘱委嘱委嘱委嘱についてについてについてについて    

○谷口委員長 

議案第 24 号 岸和田市教育委員会評価委員会委員の委嘱について、事務局から説明をお願い

します。 

○大西総務課長 

  議案第24号につきましては、岸和田市教育委員会評価委員会委員の委嘱についてです。 

現在行っています主要事業の点検・評価につきましては、法に則り、学識経験を有する方々の

知見活用を図るということで、４名の委員の方々の意見を聞きながら、点検・評価を進めていま

す。４名の委員が平成28年３月31日をもって任期が満了しましたので、新たに委員を選任する

ことになりました。４名の内１名を４月に市民公募をおこない、応募者２名がありましたが、審

査委員会において審査した結果、いずれも基準点に達しなかったため不採用となりました。そこ

で協議の結果、４名の委員案をお示しするとともに、６月９日（木）の第１回評価委員会開催の

前に委嘱を行う予定としていますので、審議をお願いいたします。 

○谷口委員長 

応募者２名の方は、不採用になった理由を了解されていますか。 

○大西総務課長 

結果を通知することになっていますので、“基準点に満たなかったため、不採用”と通知させ

ていただいております。 

○中野委員 

本市教育委員会も実施事業について点検・評価をしてもらう大切な作業ですので、委員会案ど

おり４名にお願いしたいと思います。 

公募について、今回も前回も応募があったが採用はなかったのですが、合格者が出た場合には、

４名の方の中から入れ替える方は、専門領域の関係で決定されるのでしょうか。 

○大西総務課長 

できるだけ幅広く知見活用したいので、いろいろな分野から委員を募りたいと思っています。

委員の任期が切れて選任することになりますが、まず公募の方から決めて、その方がどういう分

野の方か把握したうえで、他の３名をお願いしていきます。 

○中野委員 

専門領域を考慮してということですね。 

○大西総務課長 

そうです。 

○谷口委員長 

  他に何かご意見ございませんか。ないようですので原案のとおり承認します。 

    

    

    



 10 

 

 

議案第議案第議案第議案第25252525号号号号    補正予算補正予算補正予算補正予算についてについてについてについて（（（（事業費補正事業費補正事業費補正事業費補正））））    

○谷口委員長 

  議案第25号 補正予算について（事業費補正）、事務局から説明をお願いします。 

○大西総務課長 

  議案第25号につきましては、補正予算について（事業費補正）です。 

  平成 28 年５月 13 日に岸和田市奨学会資金に充当のため、（財）永井熊七記念財団様から 100

万円の寄附をいただきましたので、６月の定例市議会において事業費補正をお願いするものです。

財団様及び個人様から前回までのご寄附の合計額は、2,700万円となっております。 

○谷口委員長 

  感謝の言葉しかありません。 

○中野委員 

本市奨学会の委員長を長年務めていただいています。また、学校への寄附もいただいています。

本当に感謝申し上げます。 

○谷口委員長 

  他に何かご意見ございませんか。ないようですので原案のとおり承認します。 

 

議案第議案第議案第議案第26262626号号号号    補正予算補正予算補正予算補正予算についてについてについてについて（（（（事業費補正事業費補正事業費補正事業費補正））））    

○谷口委員長 

議案第26号 補正予算について（事業費補正）、事務局から説明をお願いします。 

○小堀郷土文化室長 

  議案第26号につきましては、補正予算について（事業費補正）です。 

  平成 28 年４月 26日に学習グループ「みち」様から 30万円の寄附をいただきました。昨年度

も 40 万円の寄附をいただきました。昨年と同様、市内の文化財説明板の製作委託費に充ててほ

しいという要望をいただいています。今年もその方向で６月の定例市議会で審議いただくもので

す。 

○中野委員 

今年２月、下池田遺跡、久米田古墳群の説明板を設置しました。更に説明板を設置することが

できるので、文化財の市民への周知には非常に役に立つと思いますので、非常に有り難いです。 

○小堀郷土文化室長 

  ３月の定例教育委員会会議で、久米田公園の説明板の汚れについてご指摘をいただきました。

すぐに関係課と連絡を取り、現在、きれいなままの状態を保てているということですので、報告

させていただきます。 

○谷口委員長 

  他に何かご意見ございませんか。ないようですので原案のとおり承認します。 
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議案第議案第議案第議案第22227777号号号号    教職員人事教職員人事教職員人事教職員人事についてについてについてについて    

○谷口委員長 

  議案第 27 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。 

 

○谷口委員長 

  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。） 

 

○谷口委員長 

  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４時 

 

 

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 


