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令和３年１月定例教育委員会会議録 

 

１．日 時 令和３年１月 28日（木）午後２時 35分～午後３時 25分 

 

２．場 所 市立公民館３階 講座室４ 

 

３．出席者 

  教育長 大下 達哉  教育長職務代理者 植原 和彦  委 員 谷口  馨 

  委 員 野口 和江 

 

４．事務局出席者 

教育総務部長 藤浪 秀樹／学校教育部長 和泉 全史／生涯学習部長 牟田 親也 

総務課長 髙井○哲也／学校適正配置推進課長 池内 正彰 

学校給食課長 井出 英明／学校管理課主幹 寺埜 朗／産業高校学務課長 樋口 泰城

学校教育課長 倉垣○裕行／人権教育課長 八幡 泰輔／生涯学習課長 寺本 隆二 

スポーツ振興課長 庄司 彰義／郷土文化課長  西村 久美子／図書館長 橋本 純 

こども園推進課長 津田 伸一／総務課参事 松本○秀規／総務課参事 井上 慎二 

 

 

開会 午後２時 35分 

前回会議録について承認された。本会議録署名者に植原教育長職務代理者を指名した。 

傍聴人０名。 

 

○大下教育長 

  ただいまから、１月定例教育委員会会議を開催します。 

   

報告第１号 市内教育・保育施設への寄贈について 

○大下教育長 

  報告第１号について、説明をお願いします。 

○髙井総務課長 

報告第１号につきましては、市内教育・保育施設への寄贈についてです。 

 寄贈品名は、非接触体温計113台です。大70台と小43台で換算金額は、不明とさせていただい

ています。 

寄贈目的は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策への支援のためということで、岸和田東

ロータリークラブ会長の上林様から頂戴いたしました。 

寄贈年月日は令和３年１月５日で、この日に贈呈式を行いました。 

 岸和田市立以外の施設の分も一括して市にご寄贈をいただきましたので、教育施設は教育総

務課、保育施設は子育て施設課から各施設に配付しました。 
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○大下教育長 

  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。 

○野口委員 

  たくさんいただいて、とても有難いことだと思います。今実際に検温は各学校園では、登校

時にボランティアの方などが行っているのでしょうか。 

○髙井総務課長 

  学校の先生が登校時に行っているのが主だと思います。 

○野口委員 

  以前にスクールサポートスタッフのお話をお聞きしましたが、その方々ではないのですか。 

○髙井総務課長 

  スクールサポートスタッフにどのような業務を担ってもらうかは学校の判断になってきま

す。検温や健康カードの確認、消毒作業など行ってもらっています。 

○大下教育長 

  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 東光幼稚園及び太田幼稚園からの転園について 

○大下教育長 

  報告第２号について、説明をお願いします。 

○髙井総務課長 

報告第２号につきましては、東光幼稚園及び太田幼稚園からの転園についてです。 

 「岸和田市立幼稚園及び保育所再編個別計画【前期計画】（案）」では、令和４年度末には、

東光、太田各園は閉園の計画となっています。 

東光、太田各園では４歳児と５歳児の受入れとなりますので、令和３年度の入園児は令和４

年度末までに卒園することができます。一方で、令和４年度の入園児の募集から市内全域で市

立幼稚園で園区制を廃止することとしていますので、東光、太田各園では、令和４年度に４歳

児で入園する園児が減少又は全体的に少ない在園児数になることが予想されます。 

そこで、東光、太田幼稚園に限り、ご希望される方については令和３年度、この４月から他

の市立幼稚園に通園できるように希望を聞いていきます。 

この内容につきましては、市長や議会の各会派にもお話させてもらい、皆さんから了承いた

だいている内容になります。 

先日太田幼稚園で入園説明会がありましたので、その中で令和３年度の募集は終わっている

のですが、希望される方は他の園で受け入れをさせていただくということをお伝えしています。

またその後在園児の保護者の方にもその旨お伝えさせていただきました。 

全員の方に転園を希望されるかどうかの希望届を提出していただいて対応させていただこう

と考えています。 

東光幼稚園につきましては２月12日が入園説明会ですので、そこで説明させていただいて、

別日に在園児の保護者に説明をさせていただきます。 

旭幼稚園は市立認定こども園に関係する幼稚園になりますので、旭幼稚園の在園児につきま

しても再編の個別計画があることを説明させていただこうと考えています。 
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○大下教育長 

  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。 

○野口委員 

太田幼稚園での転園希望の現状の報告は受けていますか。 

○井上総務課参事 

  令和３年度の４歳児については現状皆さん太田幼稚園に入園される予定と聞いています。 

  ですので、来年度４歳児が大幅に減り小規模化が進むという事は避けられています。 

○大下教育長 

  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 令和２年度 岸和田市中学校総合体育大会（冬季）の結果について 

○大下教育長 

  報告第３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３号につきましては、令和２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。 

駅伝競走は令和２年 12月 26日、サッカーは 12月 26日と 27日に例年と同じように実施さ

れました。 

駅伝については特に新記録等は出ていません。けがやコロナについても心配はされましたが、

特に何もなく無事に終わったとの報告を受けています。 

○大下教育長 

  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。 

○野口委員 

駅伝は何度か見せていただきました。今回男子 13チーム、女子 12チームの中で全区間選手

が揃ったのは何チームでしょうか。 

○倉垣学校教育課長 

去年は人数が足りなかったチームがありましたが、今年度につきましては全チームとも揃っ

ています。 

○大下教育長 

  出場する選手以外の観客等は基本的には無しという対応だったのでしょうか。 

○倉垣学校教育課長 

サッカーはそうですが、駅伝は会場が中央公園ですので規制ができないということはありま

した。 

○大下教育長 

  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。 
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報告第４号 市立公民館分館の臨時休館について 

報告第５号 春木図書館の臨時休館について 

○大下教育長 

  報告第４号について、説明をお願いします。 

○寺本生涯学習課長 

報告第４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。 

市立公民館分館が属するラパーク岸和田関連施設が、電気設備法定点検を一斉実施するため、

令和３年２月 17日水曜日臨時休館します。 

  周知方法としましては、令和３年１月５日付で告示を行いました。また、広報きしわだ２月

号、岸和田市のホームページ、館内掲示により周知を図っていきます。 

○大下教育長 

  関連しますので報告第５号も続けて報告をお願いします。 

○橋本図書館長 

報告第５号につきましては、春木図書館の臨時休館についてです。 

先ほどの生涯学習課の報告第４号と全く同じ趣旨ですが、ラパーク岸和田の電気設備点検の

ため、春木図書館を令和３年２月 17日に臨時休館します。 

  周知方法としましては、令和３年１月５日付で告示を行ったほか、広報きしわだ２月号への

掲載等、生涯学習課と歩調を合わせて周知を行ってまいります。 

○大下教育長 

  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。 

  施設側とあらかじめ調整が可能であれば公民館や図書館が休館している月曜日に電気設備

の点検を実施してもらえるように引き続き申し入れてください。 

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 第 28回ＫＩＸ泉州国際マラソンについて 

○大下教育長 

  報告第６号について、説明をお願いします。 

○庄司スポーツ振興課長 

報告第６号につきましては、第 28回ＫＩＸ泉州国際マラソンについてです。 

今回は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、競技大会ではなく、参加者がそれぞれの時

間、コース、ペースで完走を目指す「オンライン方式」での実施となります。 

種目は、フルマラソンとハーフマラソンで定員は二つ合わせて3,000人です。エントリーは、

１月８日から１月29日まで、エントリーしますと開催期間にＧＰＳアプリをダウンロードし、

２月８日から２月 21 日の間で、各自の都合のよい時間、コースで走っていただくということ

で、一気に 42㎞走ってもいいですし、何回かに分けて走るということもできます。 

参加費はそれぞれ、フルマラソン 3,000円とハーフマラソン 1,500円となっています。 

○大下教育長 

  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。 

  大阪国際女子マラソンも周回コースになって、いろいろと議論になっているようです。 
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○庄司スポーツ振興課長 

  オンラインは今回が初めてということで、3,000 人集まるのかと事前に言われましたが、エ

ントリーは明日までですが、昨日現在で約 2,800人の方がエントリーされています。 

○大下教育長 

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７号 展示資料の寄贈について 

○大下教育長 

  報告第７号について、説明をお願いします。 

○西村郷土文化課長 

報告第７号につきましては、展示資料の寄贈についてです。 

 寄贈品名は 瀧原家資料一式です。別紙のとおり瀧原家に関する62点の資料目録と写真を掲

載させていただいています。 

寄贈目的は、郷土文化課展示及び岸和田市史研究資料に使用のためです。寄贈者は、兵庫県

尼崎市の井上衛様です。寄贈年月日は、令和２年12月１日です。 

少し資料について説明させていただきます。まず瀧原家についてですが江戸時代の岸和田藩

士ということです。資料の目録番号15「先祖伝記」によりますと、紀州和歌山藩瀧原家の次男

として生まれた文右衛門が、泉州靏原村、現在の泉佐野市へ養子に行き、結婚した後、生まれ

た子ども文治郎を武士にしたいと思い、寛延３（1750）年に15才になった文治郎を岸和田藩の

久野家で勤めさせ、その後、岸和田藩士となったことが記されています。 

本市に残っている天保13（1842）年以後の藩士録には、瀧原惣太夫・瀧原惣五郎・瀧原友楠

等の名前が見られますので、寄贈資料に記されている名前と一致しております。 

 また、資料12の「麻着用の上登城につき書状」では、御用について「髷を結って麻を上下着

用し15日の五つ半時に登城すること」等の旨も記されています。 

他、写真資料を見ていただくと、１ページ目は登録書もある榎並屋という堺市の鍛冶屋で作

られたとされている菅打ち式鉄砲です。２ページ目に丸に違い矢の家紋入りの陣笠、下の写真

の左側は年頭のあいさつのため藩主へ出仕した者たちの名前が記されている「年頭御礼帳」、右

下は家系図が記されている「家系略記」、３ページ目上写真の上３通は先ほど説明させていただ

いた登城する時の服装や時間が記された「登城につき書状」、その下真ん中は先ほど説明させて

いただいた瀧原家の「先祖伝記」、下写真の左上は田地・作物の証書や証券が記されている「地

検買取帳」、その下は葬式の諸事について記された「家賃証」です。 

今、分かっているものを紹介しましたが、まだまだ未解明な部分がありますので、資料等を

調査・研究し内容等を明らかにしたうえで収蔵資料調書を作成し、展示企画展を開催できれば

と考えています。 

瀧原家との関係ですが、井上氏の母方祖父母家が、元岸和田藩士の瀧原家だそうです。 

○大下教育長 

  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。 

  資料の整理や展示は 100周年に間に合いそうですか。 
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○西村郷土文化課長 

  再来年の 100周年に間に合うように来年度努力します。 

○野口委員 

  以前に資料にカビが生えたということがありました。展示する場合は広いところで展示され

ますが、それらを保管する時は大変だと思うのですが、どのようにされるのですか。 

○西村郷土文化課長 

  カビの問題以降は、マニュアル等を作成し、温湿度の管理をしっかりとし、それについての

器具なども置き、棚も設置し重ならないように等工夫をして収蔵しています。 

○野口委員 

  たくさんあるように思うのですが、これらを収めるスペースも大丈夫ですか。 

○西村郷土文化課長 

  スペースも重要ですので、収蔵の際には他の資料にも注意して置くようにします。 

○大下教育長 

  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８号 「岸和田市立小・中学校適正規模及び適正配置実施計画（第１期）（案）」の地域説

明会延期について 

報告第９号 「公民館等の再編基本方針」市民説明会の延期について 

報告第 10号 「社会体育施設再編基本方針」の市民説明会延期について 

報告第 11号 「岸和田市立幼稚園及び保育所再編方針【改訂】」、「岸和田市立幼稚園及び保育所

再編個別計画（案）」市民説明会の延期について 

○大下教育長 

  報告第８号について、説明をお願いします。 

○池内学校適正配置推進課長 

報告第８号につきましては、「岸和田市立小・中学校適正規模及び適正配置実施計画（第１

期）（案）」の地域説明会延期についてです。 

 後ほど報告のあります第９号から第11号も市民説明会の延期についてになります。広報きし

わだ１月号でこの４課の市民説明会について掲載していました。同じ時期に市民説明会を開催

しますので個々に開催する、しないとなりますと市民の方々に混乱を招くということで関係課

で協議を行い、歩調を合わせようということになりました。 

そのうち第８号では学校適正配置推進課分について説明します。次の開催日程については今

のところ未定です。延期が決まりました後、まず全小中学校の校長に連絡をしました。もとも

と市民説明会の案内を学校を通じて児童生徒の保護者の方にチラシをお配りしていました。今

回延期になりましたので、同じく児童生徒の保護者の方に延期になった旨を書いたチラシをお

配りしました。 

この内容につきまして、学校長に説明を行った後、議会にも説明をしました。議会の反応と

しましては、概ね今回の新型コロナウイルス感染症の拡大の状況を見ればやむを得ないという

ご意見でした。それと昨年の令和２年第４回定例市議会で議会報告させていただいた後に、各

関係の連合町会長と町会長に説明させていただいていましたが、時間がありませんでしたので
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電話で延期になる旨説明させていただきました。今年に入って１月20日に連合町会長の会議が

ありましたので、その場でもその旨を説明させていただきました。後はホームページにもすぐ

に掲載しました。その後一部の地域の方からご意見として、今、小中学校の対象校であるとか

関係校の児童生徒にチラシをお配りさせていただきましたが、今後小学校に通学する就学前児

童についても、そういった情報提供が必要ではないかということで、ホームページや広報でも

お知らせしていますが、次回開催する時には関係する対象校区の就学前児童、公立私立問わず

チラシをお配りさせていただきたいと考えています。 

○大下教育長 

  報告第８号乃至第 11 号については同趣旨の内容ですので、それぞれ特段の追加事項があれ

ば報告してください。 

  では、報告第９号、寺本生涯学習課長いかがでしょうか。 

○寺本生涯学習課長 

  特にございません。市内６か所での説明会の予定でした。同じように既に市のホームページ

と館内の掲示により周知を図っています。 

池内学校適正配置推進課長から報告のありました、１月 20 日の校区連合町会長会議にも出

席しまして、延期の旨を報告させていただきました。 

○大下教育長 

  報告第 10号、庄司スポーツ振興課長いかがでしょうか。 

○庄司スポーツ振興課長 

  同じ内容になります。他には事前に来られると連絡のあったスポーツ団体や障がい者団体に

は延期になる旨を直接連絡させていただきました。 

○大下教育長 

  報告第 11号、津田こども園推進課長はいかがでしょうか。 

○津田こども園推進課長 

  先ほどの池内学校適正配置推進課長からの報告の内容とほぼ同様の対応をさせていただき

ました。 

○大下教育長 

  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。 

  １月 17 日のこども園推進課の説明会を皮切りに予定をしておりましたが、今まで中止した

ことによって、広報が十分に行きわたらない等の理由で、市民から行ったのに開催していない

といった苦情はありませんでしたか。 

（一同 該当なし） 

○大下教育長 

  コロナの今後の感染状況に大きく左右されますが、今のところ再開の目途についてはどう考

えていますか。 

○池内学校適正配置推進課長 

４課で協議をしており、年度が替わってしまいますが、出来ましたら４月の中旬位から説明

に入れたらと内部では考えています。しかし、緊急事態宣言がどうなるかということもありま

すので、状況を見ながら判断していきたいと考えています。 
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○大下教育長 

  年度を跨ぐことは本来避けたいが、一旦延期した以上は改めて周知する必要があって、広報

の発行から一定の時間をあける必要があるので、どうしても年度が替わって４月にならざるを

得ないということですね。 

○池内学校適正配置推進課長 

  その通りです。 

○植原教育長職務代理者 

  説明会の延期によって、計画のずれが出る可能性はあるのですか。 

○池内学校適正配置推進課長 

  学校適正配置推進課では、当初順調にいけば令和９年４月の開校を想定していましたが、建

設の工期や基本設計の期間、そういった諸々の期間を勘案しまして、説明会が３カ月ずれるこ

とによって本来は３カ月遅れることになるのですが、一定程度短縮できないか引き続き検討し

ていきたいと考えています。 

  令和９年４月が３ケ月ずれて年度途中から学校が開校というのは難しいと思いますので、そ

のあたりは十分に考えたいと思います。 

○谷口委員 

  ウェブでの開催の検討はしていないのですか。 

○池内学校適正配置推進課長 

  検討はしたのですが、地域の方々と顔をあわせて議論をさせていただきたいというのがあり

ます。またウェブの場合、参加者の方に対応できるシステムがあるかどうかということもあり

ますので、今のところは通常どおり説明会をさせてもらいたいと思っています。 

○大下教育長 

  民間の認定こども園誘致を図るところについてのスケジュールとの関係はどうですか。 

○津田こども園推進課長 

  今回、純増となります新設園２園を前期計画で提示していますが、その分については待機児

童解消のための再編となっていますので進めてまいります。閉園を伴う再編施設、東光幼稚園

及び旭幼稚園、太田幼稚園、旭保育所につきましては、説明会の実施時期によって若干のずれ

こみがあるかも分かりませんが、当初の予定どおり進めていきたいと考えています。 

○大下教育長 

  民間の単独園については、議会の予算議決もいただいているので、予定どおり進めるという

ことですね。 

○大下教育長 

  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。 

報告は以上ですが、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。 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

議案第１号 補正予算について（事業費補正） 

○大下教育長 

議案第１号について、説明をお願いします。 
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○髙井総務課長 

  議案第１号につきましては、補正予算について（事業費補正）です。 

２件のご寄附を頂きました。ついては、令和３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。 

  一件目は、令和２年 12月２日に岸和田市在住の松本明夫様から、500千円を教育振興に充当

のためということでいただいています。 

  二件目は、４年目になるのですが、令和２年 12月 24日に匿名の方から 100千円を中央小学

校の消耗品費、医薬材料費等に充当のためということでいただいています。 

  合計の 600千円を指定寄附金で歳入に受けて、歳出につきましては、教育基金に積み立てる

という流れになっています。二件目の中央小学校の消耗品費等への充当につきましては、令和

３年度の当初予算にこの 100千円を反映させています。 

○大下教育長 

  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。 

○野口委員 

  二件目のご寄附は４年目とのことですが、今後の予定は聞いていますか。 

○髙井総務課長 

  聞いていません。 

○大下教育長 

  ほかにいかがでしょうか。ないようですので、原案のとおり承認することとします。 

  以上で全ての案件が終了しましたが、他に何かございませんか。 

ないようですので、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 25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 


