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  平成３１年２月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成３１年２月２０日（水）午後１時３０分～午後４時００分 

 

２．場 所 

  河内長野市役所７階 行政委員会室 

 

３．出席委員 

  澤田教育長職務代理者、嘉名委員、藤本委員、尾上委員 

 

４．会議録署名委員 

  澤田教育長職務代理者、藤本委員 

 

５．事務局出席者 

 原田子ども未来部長、橋本生涯学習部長、中田子ども未来部理事、安田子

ども未来部理事、藤林教育総務課長、坂本教育指導課長、生田教育指導課参

事、阪本子ども子育て課長、山本子ども子育て課参事、森井文化・スポーツ

振興課長、伊藤ふるさと文化財課長、古谷地域教育推進課長、有村図書館長、

森下図書館参事、山崎教育総務課課長補佐、武本教育総務課庶務係長 

 

６．会議要録 

 開 会 

  澤田教育長職務代理者 

出席委員定数に達しておりますので平成３１年２月定例教育委員会を

開会いたします。 

 

（1）前回会議録の承認 

   澤田教育長職務代理者 

前回会議録について、何かご異議、ご質問などございませんか。 

    （異議、質問なし。） 

   それでは、異議はありませんので前回会議録を承認します。 
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（2）署名委員の指名 

澤田教育長職務代理者 

今回の会議録の署名は、私のほかに藤本委員にお願いします。 

 

藤本委員 

   わかりました。 

 

（3）教育委員報告 

澤田教育長職務代理者 

次に教育委員報告に移ります。前回から今回までの間で委員さんの活動

について、報告をお願いします。 

まず、尾上委員に参加いただきました、平成３０年度大阪府都市教育委

員会研修会について報告をお願いします。 

 

尾上委員 

大阪府都市教育委員会研修会が、１月３１日に開催され参加させていた

だきました。学校の働き方改革・これからの学校づくりという講演で講師

は鳴門教育大学の理事をされている佐古秀一先生でした。 

佐古先生の講演の中で、教員の勤務時間や勤務実態について、様々な比

較を用いて詳しく教えていただいたのですが、その中でも特に印象的なと

ころは、教員の残業時間についてでした。昭和４１年と平成１８年を比較

していて、昭和４１年の教員の残業時間は８時間、平成１８年は３４時間

に増加しています。増加した大きな原因としては、生徒指導や授業の準備、

保護者対応、部活動などがあげられていました。 

また、教員は民間とは違う働き方となり、長時間労働になります。世界

と比較しても、長時間労働になっているとのことでした。 

長時間労働の影響とし、教員の心身への疾患やさらには過労死に繋がる

こととなります。疲労が溜まっていくと授業準備等、様々な点で問題が起

こり教育の質が低下することが考えられます。 

そういったことから、教員の志望者も減少しており、教員が魅力的な職

業でなくなってきていて、人材の確保が難しい状況になってきているとの
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ことでした。 

また、賃金に関しては、１９７１年に「公立の義務教育諸学校等の教育

職員の給与等に関する特別措置法」が制定されまして、教員に対し時間外

手当を支給しない代わりに月給の４％を支給することとなりました。 

つまり、いくら残業しても給与の４％上乗せに留まるというものでした。

この４％というのは、１９６６年の統計で残業が月平均８時間だったこと

によるもので、それが半世紀以上続いていて、働き方改革が進まないこと

に繋がっているのではないかということでした。 

教員は児童生徒のためということで長時間労働となり、自分自身を犠牲

にしているところもあり、そうしたところも働き方改革が進まない要因に

なっていると思いました。 

働き方改革をどのように進めるかということですが、学校業務や仕事の

進め方の見直しについては、これまでも一般的によく言われていますが、

佐古先生は、現状の教育水準を保たせるには人を増やさなければならない

ということでした。ただし、財源がないので財務省が了承しない限りは人

を増やせないということでした。 

教育の質が低下すると、児童生徒にしわ寄せが行くので、教育関係者だ

けで改革を進めるのではなく、国全体で取り組みを進める必要が有るとの

ことでした。非常に良い講演でした。 

 

澤田教育長職務代理者 

  ありがとうございました。１９６６年の残業量と今とでは、相当違う

ので、当時の基準で制定した４％というのは、議論の余地が十分あると

思いますが、財政状況を考えると非常に厳しい状況です。 

そういった状況のなかで、働き方改革を進めていかなければならないと

いうことです。 

次に、市民マラソン大会の開会式に藤本委員が参加してくださいました。

こちらについて、報告をお願いします。 

 

藤本委員 

開会式に参加させていただきました。今回が６４回目ということでした。

近隣でも同じ日程でマラソン大会があるので、１８００名もよく集まった
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と思いました。 

見ていると、お母さんと子どもが一緒に柔軟体操をしていたり、おじい

ちゃんおばあちゃんと孫さんが一緒にゆっくり走っていたり、ランナーを

応援する家族の姿があったりというとても微笑ましい光景を目にするこ

とができました。 

河内長野シティーマラソンをとおして、家族の絆が深まっていたり、家

族との貴重な思い出がつくれたことだと思います。 

そういったところを見ると毎年楽しみで走っておられる方がおられる

ということを感じました。寒い時期でしたが、お天気も良く、私自身走っ

たような嬉しい気分になりました。 

 

澤田教育長職務代理者 

ありがとうございました。 

伝統あるマラソン大会ですが、収支が成り立つためには２３００人くら

いの参加が必要とのことでした。本市としては非常に厳しい財政状況にあ

りますから、今後どうするのかということが大きな課題です。 

しかし参加された方はみんな楽しんでおられました。ありがとうござい

ました。 

次に、２月１８日に私と藤本委員と尾上委員で、美加の台中学校区の人

権研究授業を視察してきました。簡単に感想を申し上げますと、学習スタ

ンダードを中学校区で共有するという取り組みがあると思うのですが、こ

の研究授業にあたって、スタンダード作りが確立していたということがあ

りました。 

授業を見せていただきますと４年生、５年生、６年生が同じ教材を使用

する授業だったのですが、ソーシャルスキルトレーニングを通して、自分

と周りの友達の違いを知る、そして人との違いを認め合うことの大切さを

知るという目的の授業でした。身近な教材を使いながら上手くやっておら

れたと思いました。 

授業では、子供たちは積極的に参加していますが、これを生かして日常

での学校生活の中で、これをどう生かしていくのかということが大きな課

題ではないかと思います。 

また、支援学級の担当の先生から、この授業が障がい者理解に繋がって
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欲しいという話があり、良いテーマでの人権研究授業だったと感じました。 

嘉名委員お願いします。 

 

嘉名委員 

河内長野シティーマラソンのスタート地点が中村池公園だったのです

が、教育委員会の方が一生懸命準備しているところを見ることができ勉強

になりました。 

お手伝いをされた職員のみなさんご苦労様でした。 

 

澤田教育長職務代理者 

 ありがとうございました。 

報道でもありますが、児童生徒が携帯電話を小中学校へ持ち込むことに

ついて、河内長野市教育委員会と大阪府教育委員会の話し合いがこれから

行われていくと思うのですが、学校に携帯電話を持ち込まないのが原則で

すが、持ち込むことを認めていくという方向です。 

国も見直しを考えていくということのようです。河内長野市教育委員会

としては、これをどのように受け止めて、対応していくのか話し合いをし

た方が良いと思います。 

また、いじめに関し大津市でのいじめによる自殺事件について判決が出

ました。初めて加害者である子供たちの刑事責任と賠償責任を問うという

内容が出ています。 

いじめ防止等基本方針の見直しの案件があり関連がありますので、紹介

しました。 

ありがとうございました。 

   

（4）議事（要旨） 

澤田教育長職務代理者 

それでは、本日の案件に入ります。 

議案第５号「河内長野市立岩湧野外活動広場条例の廃止について」ご説

明をお願います。 

   

森井文化スポーツ振興課長 
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議案第５号「河内長野市立岩湧野外活動広場条例の廃止について」ご説

明をさせていただきます。 

岩湧野外活動広場につきましては、その用地を土地所有者である宗教法

人岩湧寺から賃借し、平成３年の施設開設以来、２７年間にわたり運営し

てきましたが、施設の老朽化や利用者数が減少したため、平成３０年度は

その運営を休止したところです。 

今後、本市の社会教育事業を実施するにあたり、現下の厳しい財政状況

の中では、施設の改修に費用を投じることが困難であること、また、利用

者数の増加が見込めないことから、当該施設を廃止するため、河内長野市

立岩湧野外活動広場条例を廃止する旨、事前に議決を求めるものです。 

詳細につきましては、議案書、議案説明資料のとおりでございます。 

（議案書、議案説明資料により説明） 

説明は以上でございます。ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願

い致します。 

 

澤田教育長職務代理者 

ただいまの説明につきまして、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

キャンプ場の利用者数が減少している原因は何が考えられますか。 

 

森井文化スポーツ振興課長 

平成３年にキャンプ場がオープンした時は、予約が取れない状況だった

のですが、次第にオートキャンプが主流になりまして、教育的なキャンプ

というよりレジャーキャンプが盛んになり、そういった中で施設も老朽化

し、キャンプ場の需要が減ってきたと考えられます。 

 

嘉名委員 

キャンプ場への道沿いに駐車場が連なっていますが、これはどうなるの

ですか。 

 

  森井文化スポーツ振興課長 

キャンプ場の駐車場ではなく、岩湧の森への来場者のための駐車場にな

りますので、そのまま駐車場として残ります。 
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澤田教育長職務代理者 

キャンプ場は河内長野市の土地ですか。 

 

森井文化スポーツ振興課長 

岩湧寺からお借りしている土地となっています。 

 

澤田教育長職務代理者 

他に質問はありませんか。質問がないようですので、議案第５号「河内

長野市立岩湧野外活動広場条例の廃止について」を承認といたします。 

次に議案第６号「平成３１年度河内長野市一般会計予算（案）について」

ご説明をお願います。 

 

藤林教育総務課長 

本件につきましては、平成３１年３月市議会に提案予定の平成３１年度

河内長野市一般会計予算（案）のうち、教育事務に係る部分について、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき、市長より意見

を求められたものについて、教育委員会の議決を求めるものです。 

詳細につきましては、議案書、議案説明資料のとおりです。 

（議案書、議案説明資料により説明） 

説明は以上でございます。ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願

い致します。 

 

澤田教育長職務代理者 

ただいまの説明につきまして、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

学校運営協議会の委員報酬が減額されていますが、単価を減らしたのか、

人数を減らしたのかどちらですか。 

 

坂本教育指導課長 

単価を減らしたのではなく、各小学校で委嘱される委員数の変更や委員

報酬辞退者の精査、会議への欠席の状況等を勘案し減額しています。 
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嘉名委員 

ふるさと納税について確認したいのですが、事業を指定してふるさと納

税されると、予算化されるまでどのような手続きになるのですか。 

 

藤林教育総務課長 

ふるさと納税に関しましては、基金に積み立てられることになっていま

す。使う場合は、基金を取り崩して予算化することになります。 

 

嘉名委員 

ふるさと納税を事業費に充当する場合、基金を取り崩して予算化するの

ですね。 

 

森井文化スポーツ振興課長 

市民総合体育館のトイレの洋式化につきましては、基金を取り崩して財

源の確保を目指しています。 

 

澤田教育長職務代理者 

他に質問がないようですので議案第６号「平成３１年度河内長野市一般

会計予算（案）について」を承認とします。 

次に議案第７号「平成３０年度河内長野市一般会計補正予算（案）につ

いて」ご説明をお願います。 

 

  藤林教育総務課長 

本件につきましては、平成３１年３月市議会に提案予定の平成３０年度

河内長野市一般会計補正予算（案）のうち、教育事務に係る部分について、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき、市長より意

見を求められたものについて、教育委員会の議決を求めるものです。 

詳細につきましては、議案書、議案説明資料のとおりです。 

（議案書、議案説明資料により説明） 

説明は以上でございます。ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願

い致します。 
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澤田教育長職務代理者 

ただいまの説明につきまして、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 

嘉名委員 

最近の教育委員会の工事は、落札されていますか。 

 

藤林教育総務課長 

教育総務課で発注した工事については、落札されています。 

 

嘉名委員 

教育施設の工事は、期間が限定されますので、受注されにくいのかと思

ったのですが。 

 

藤林教育総務課長 

小学校の空調設備の工事につきましては、全国的な動きもありまして、

メーカーや施工業者に業務が集中してきますので、そのあたりを十分注意

しながら進めるよう国から通知文書がきています。 

市の全体業務の中で調整していく必要があると考えているところです。 

 

澤田教育長職務代理者 

他に質問がないようですので議案第７号「平成３０年度河内長野市一般

会計補正予算（案）について」を承認とします。 

次に報告案件にうつります。 

報告第６号「労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結について」ご

説明をお願います。 

 

  藤林教育総務課長 

本件につきましては、本事業所（子ども・子育て総合センターあいっく、

子育て支援センターちよだだい、地域教育推進課）における、労働基準法

第３６条に基づく労使協定の締結について、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第２５条第１項及び教育長に対する事務委任等に関する規

則第３条第１項の規定に基づき、平成３０年１１月２１日付けで教育長が
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臨時で代理する議決を得て、今回実施した旨報告するものです。 

詳細につきましては、議案書、議案説明資料、別冊資料のとおりです。 

（議案書、議案説明資料、別冊資料により説明） 

説明は以上でございます。よろしくお願い致します。 

 

  澤田教育長職務代理者 

ただいまの説明につきまして、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

質問がないようですので報告第６号「労働基準法第３６条に基づく労使

協定の締結について」を終わります。 

次に報告第７号「河内長野市いじめ防止等基本方針の見直しについて

（答申）」ご説明をお願います。 

 

  坂本教育指導課長 

本件につきましては、河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会及びい

じめ問題再調査委員会設置条例第４条及び河内長野市立学校いじめ防止

等対策審議会規則第３条に基づき、平成３１年２月６日付けで「河内長野

市立学校いじめ防止等対策審議会」に対し諮問した「河内長野市いじめ防

止等基本方針の見直しについて（諮問）」について、答申があったので報

告するものです。 

詳細につきましては、議案書、議案説明資料のとおりです。 

（議案書、議案説明資料により説明） 

説明は以上でございます。よろしくお願い致します。 

 

  澤田教育長職務代理者 

ただいまの説明につきまして、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

質問がないようですので報告第７号「河内長野市いじめ防止等基本方針

の見直しについて（答申）」を終わります。 

 

(5）その他報告（要旨） 

 藤林教育総務課長 

  後援名義について 

   （別添資料により説明） 
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坂本教育指導課長 

 平成 30年度学校給食献立コンテスト表彰について 

  （別添資料により説明） 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

 河内長野市立岩湧野外活動広場の今後の管理運営について 

（別添資料により説明） 

 

 

伊藤ふるさと文化財課長 

旧三日市交番展示関連イベント（３月号広報掲載） 

  （別添資料により説明） 

 

森下図書館参事 

生活に役立つ図書館講座①（２月号広報掲載）、生活に役立つ図書館講

座②（２月号広報掲載）、図書館資料展 

（別添資料により説明） 

 

閉 会 

澤田教育長職務代理者 

  以上で２月定例教育委員会を閉会します。 
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平成３１年３月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成３１年３月２７日（水） 午後２時３０分開催 

  ※開始時間については、審議案件の件数により変更あり。 

 

２．場 所 

  河内長野市役所７階 行政委員会室  

 

  


