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平成 31年１月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 平成 31年１月 17日（木）午後２時 30分～午後２時 55分 

 

２．場 所 市立公民館３階 講座室４ 

 

３．出席者 

  教育長 樋口 利彦  教育長職務代理者 野口 和江  委 員 谷口  馨 

  委 員 河野 さおり  委 員 植原 和彦 

 

４．事務局出席者 

教育総務部長 藤原○淳／学校教育部長 谷○桂輔／生涯学習部長 濵上○剛志 

総務課長 山田 潤／学校給食課長 山本 隆彦／産業高校学務課長 小林○大樹 

学校教育課長 倉垣○裕行／人権教育課長 長岡○英晃／生涯学習課長 西尾 征樹 

スポーツ振興課長 津田 伸一／郷土文化室長  西川 正宏／図書館長 溝端 多賀子 

総務課参事 髙井○哲也 

  

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教育長職務代理者を指名した。 

傍聴人０名 

○樋口教育長 

ただいまから、平成 30年度１月の定例教育委員会会議を開催します。 

 

報告第１号 八木小学校及び八木幼稚園への寄附について 

○樋口教育長 

  報告第１号について、説明をお願いします。 

○藤原教育総務部長 

報告第１号につきましては、八木小学校及び八木幼稚園への寄附についてです。 

八木小学校・幼稚園の教育活動に使用してもらうため、八木小学校へデジタル温湿度計を２台、

スクールタイマー４を３台、八木幼稚園へデジタル温湿度計を１台、換算額にしまして20,000円

の物品を平成30年11月30日に岸和田市大町四丁目の大町東町会様よりご寄附いただきました。 

○樋口教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○河野委員 

スクールタイマーは、どんな時に使うものですか。 
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○藤原教育総務部長 

機能としましては、ストップウォッチ、アラーム、時計やタイマーでリピート機能も付いてい

ます。例えば、５分で問題を解くときにタイマーを５分に設定し、ボタンを押すと時間を刻みま

す。リピート機能は、もう一度５分で使用する場合にボタンひとつで繰り返しできるものです。

スクールタイマーを黒板にマグネットで付けることが可能で、先生が子供たちに問題を解いても

らうなどの時間を設定したりして授業で使います。 

○河野委員 

他でも使っている学校はあるのですか。スクールタイマーは初めて使うものですか。 

○谷学校教育部長 

スクールタイマーの名称は様々ですが、学校現場では先ほど説明のあったように計算練習に使

っています。 

○河野委員 

そういうものを授業参観で見たことがあります。 

○谷学校教育部長 

そういう類のものです。授業中に子供たちが、今までは３分でできたのがそれよりも早くでき

たなど、子供たちの励みになったりしますので、学校現場では使う機会があると捉えています。 

○樋口教育長 

ほかにいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第２号 平成 30年度岸和田市中学校総合体育大会（冬季）の結果について 

○樋口教育長 

  報告第２号について、説明をお願いします。 

○倉垣学校教育課長 

報告第２号につきましては、平成 30 年度岸和田市中学校総合体育大会（冬季）の結果につい

てです。 

  種目については、例年と同様に駅伝競走とサッカーです。駅伝競走につきましては、12月26日

（水）の午前中に中央公園周回コースで実施されました。サッカーにつきましては、12月25日（火）

及び26日（水）に北中学校と桜台中学校を会場として行われました。成績結果について、駅伝競

走の男子の区間ですが、今年度から従来よりも１周分短くなりました。これまでの一番速い記録

は平成16年の58分台の記録がありましたが、それに近い記録が出ているので好記録かと思いまし

たが、実は今年度からコースが１周分短くなっているということでした。子供たちの実態を踏ま

えますと、長い距離を走れる選手が少なくなってきていることもあって、そういう部分を鑑みて

コース設定を変更したと聞いております。よって、男子の記録は今年度から新たな記録というこ

とになっています。女子につきましては、平成23年の33分台の記録が歴代１位の記録です。今回

は、その記録に及びませんでした。 
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○樋口教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○野口教育長職務代理者 

女子の駅伝競走を見学させていただきました。かなり寒い中でしたが、選手のみなさんの気持

ちも高まって、よく力を発揮しておられたと思います。歴代の記録を抜くまでには至りませんで

したが、参加されていた選手のみなさんは真剣に頑張っておられたと思います。ただ、女子の駅

伝競走で、学校によっては全区間の選手が揃わずに区間参加に終わった学校も何校かありました。

その学校の先生も頑張っておられましたが、少し残念だなと思いました。そのような中で、自分

たちのモチベーションを上げていくのは、なかなか大変なことだろうと思いました。部員数の減

少というのは、いろいろな課題を持っていると感じました。 

○樋口教育長 

陸上部自体、設置されているのが少なく感じました。女子では５区間ありますが、３区までは

出場していて４区から出場の人数が減っていました。 

○倉垣学校教育課長 

オープン参加ということで参加していると聞いています。５人、６人が集まらない学校があり

ますが、走らせてあげたい選手をオープン参加ということで一緒に出ています。 

○樋口教育長 

ほかにいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第３号 市立公民館分館の臨時休館について 

○樋口教育長 

報告第３号について、説明をお願いします。 

○西尾生涯学習課長 

  報告第３号につきましては、市立公民館分館の臨時休館についてです。 

毎年のことですが、電気設備法定点検の一斉実施のため市立公民館分館を臨時休館します。休

館日は、平成 31年２月 20日（水）です。周知は、１月 17日付け告示、広報きしわだ２月号及

び市ホームページで行う予定です。 

○樋口教育長 

説明が終わりました。毎年この時期に実施されますよね。 

○西尾生涯学習課長 

はい。そうです。 

○樋口教育長 

  本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。ないようですので、報告とし

て承りました。 
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報告第４号 土地の寄附について 

○樋口教育長 

報告第４号について、説明をお願いします。 

○津田スポーツ振興課長 

  報告第４号につきましては、土地の寄附についてです。 

  その土地の所在は岸和田市大町４丁目 177番１、地積 24.0㎡、換算額 1,420,000円です。換

算額につきましては、神社地で非課税となっていて評価額がないため、路線価から換算していま

す。寄附目的は、八木運動広場用地として使用のためですが、境界部分にはフェンスとブロック

塀があり、グラウンドとして一体利用となると整備費がかかりますので、今は駐車場として使用

しています。11月 27日に岸和田市大町３丁目の留河 績（いさお）様からご寄附いただきまし

た。 

○樋口教育長 

説明が終わりました。本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第５号 第 26回ＫＩＸ泉州国際マラソンの開催について 

○樋口教育長 

報告第５号について、説明をお願いします。 

○津田スポーツ振興課長 

  報告第５号につきましては、第 26回ＫＩＸ泉州国際マラソンの開催についてです。 

  関西国際空港の地元９市４町による広域行政の推進及び泉州地域の活性化・国際化を目的とし

て、マラソン大会を開催し、泉州地域のスポーツ並びに文化の振興を図るものです。２月 17 日

（日）午前 10 時 30 分に堺市浜寺公園をスタートします。昨年と変わった部分につきましては、

競技種目がフルマラソンと 10㎞マラソンがありましたが、10㎞マラソンに代わる種目としてハ

ーフマラソンを実施いたします。ハーフマラソンにつきましては、ゴール会場が岸和田城門前を

予定しており、二の丸公園では市内の物販店や飲食店などに出店いただいて、ランナーやその関

係者に市のＰＲをする絶好の機会ということで、当日楽しんでいただければと思っています。 

○樋口教育長 

説明が終わりました。ハーフマラソンが未公認ということですが、距離は何㎞になるのですか。 

○津田スポーツ振興課長 

  フルマラソンのちょうど半分の 21.0975㎞になります。 

○樋口教育長 

本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

○野口教育長職務代理者 

  エントリー数は去年と比べるとどうなっていますか。 
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○津田スポーツ振興課長 

  フルマラソンにつきましては定員が 5,000人ですが、当日の欠席を見込んで 5,700人としてい

ます。例年、抽選を行っています。 

○野口教育長職務代理者 

  応募はもっとたくさんあるのですか。 

○津田スポーツ振興課長 

  あります。ハーフマラソンにつきましては、10㎞マラソンは 300人程度でしたが、今回は大幅

に参加者数が増えましたので、この部分については成功だったと思います。 

○野口教育長職務代理者 

  “海外”というのは、みなさん招待選手ですか。 

○津田スポーツ振興課長 

  招待選手や営業も含めて、合計 132名の海外の選手に参加していただきます。昨年は市町別で

参加者を出していましたが、今年から組織が変わりましてそこまでの業務が追いついていません

ので、後日、結果が出てから岸和田市民の参加者数を報告させていただきたいと思います。 

○河野委員 

  主催が去年と変わったのですか。 

○津田スポーツ振興課長 

  そうです。今年から一般社団法人ＫＩＸ泉州ツーリズムビューローという組織ができまして、

そこが主催となりました。今までは、泉州マラソン実行委員会ということで、各市町から職員が

派遣されてひとつの組織を作っていました。 

○野口教育長職務代理者 

  何年か前に「今年は岸和田市が担当です」という話しを聞きましたが、今後はそういうことが

なくなるということですか。 

○津田スポーツ振興課長 

  そうです。それはなくなります。今年の組織の理事長は堺市長になっています。職員につきま

しては、堺市と岸和田市の職員各１名ずつ計２名が出向という形で行っていますが、他の職員は

直接組織が募集して雇用しています。 

○樋口教育長 

ハーフマラソンは岸和田城門前がゴールになりますので、安全面に賑わいもプラスしていただ

くことが、なお一層よいのではないかと思ったところです。成功したらうれしいと思います。 

ほかにいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第６号 春木図書館の臨時休館について 

○樋口教育長 

報告第６号について、説明をお願いします。 

 



 6 

 

 

○溝端図書館長 

  報告第６号につきましては、春木図書館の臨時休館についてです。 

  報告第３号の市立公民館分館の臨時休館と同じく、ラパーク岸和田の中にあります春木市民セ

ンター内の春木図書館が、電気設備法定点検を一斉実施するため、２月 20 日（水）臨時休館し

ます。周知は、１月 17 日付け告示、広報きしわだ２月号、図書館だより２月号、市ホームペー

ジ及び館内掲示により行います。 

○樋口教育長 

説明が終わりました。先ほどの市立公民館分館と同様の措置です。 

本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

ないようですので、報告として承りました。 

 

報告第７号 岸和田市指定文化財五風荘のネーミングライツ導入に対する意見書にかかる広告収

入事業審査委員会の対応について 

○樋口教育長 

報告第７号について、説明をお願いします。 

○西川郷土文化室長 

  報告第７号につきましては、岸和田市指定文化財五風荘のネーミングライツ導入に対する意見

書にかかる広告収入事業審査委員会の対応についてです。 

  先月 12月の定例教育委員会会議で報告させていただいた経過報告になります。 

経緯としましては、市指定文化財五風荘についてネーミングライツの導入が検討されていたた

め、平成 30年 12月 11日付にて、広告収入事業審査委員会に対して、教育委員会より意見書を

提出させていただきました。 

意見書の概要は、教育委員会としては様々な観点から、文化財のネーミングライツは認めるこ

とができない旨を記載させていただきました。 

広告収入事業審査委員会の対応ですが、平成 31年 1月 15日（火）委員会が開催されまして、

次の３つの事項が決定されました。 

一点目ですが、新指定管理者である岸和田グランドホールは、指定管理者募集要項に記載され

ていたネーミングライツの優先権利がありますが、現時点においては、ネーミングライツを実施

しない意向を持っています。 

二点目ですが、新指定管理者がネーミングライツを実施しない場合、他の企業に対する公募が

可能であるが、教育委員会から意見書が提出されていること及び市民や施設利用者への影響（指

定管理者と愛称の命名権者が異なると、市民等に混乱が生じる可能性がある）を考慮して、今回

は新たな公募を実施しないということになっています。 

三点目ですが、岸和田グランドホールが 10 年間の指定期間内において、ネーミングライツの

意向を示した場合は、事前に広告収入事業審査委員会において審議するということになっていま

す。 
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○樋口教育長 

説明が終わりました。広告収入事業審査委員会において、３つの事項が決定されたという報告

です。 

本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

  三点目のような変化があれば、報告か連絡があるということですか。 

○西川郷土文化室長 

  三点目では、広告収入事業審査委員会において審議する中の選択肢として、教育委員会との協

議や説明が行われるものと理解しています。 

○樋口教育長 

ほかにいかがでしょうか。ないようですので、報告として承りました。 

 

○樋口教育長 

報告は以上ですが、ほかに報告はないでしょうか。 

ないようですので、議案の審議に移ります。 

 

議案第１号 補正予算について（事業費補正） 

○樋口教育長 

議案第１号について、説明をお願いします。 

○山田総務課長 

  報告第１号につきましては、補正予算（事業費補正）についてです。 

  ２人の方からご寄附をいただいております。 

１人目は、岸和田市南上町１丁目在住の松本 明夫様から教育振興に充当のため、12 月７日

（金）と 12月 13日（木）に合わせて 50万円のご寄附をいただいております。２人目は、堺市

東区在住の匿名希望の方から中央小学校の平成 31年度消耗品費等に充当のため、12月 21日（金）

に 10万円のご寄附をいただいております。 

ついては、教育基金へ積み立てるため、平成 31 年第１回定例市議会に歳入・歳出補正予算を

審議いただくものです。 

○樋口教育長 

説明が終わりました。次から次にご寄附をいただいた方の報告がありますが、本当に有難いこ

とだと思っています。 

本件について、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

ないようですので、原案のとおり承認することとします。 

 

○樋口教育長 

  以上で、本日の定例教育委員会会議を閉会します。 
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閉会 午後２時 55分 

 

 

本会議録に相違ないことを認め署名する。 

 

 

 

教育長 

 

 

 

署名委員 


