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  令和元年１１月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  令和元年１１月２０日（水）午前１０時００分～午前１１時３０分 

 

２．場 所 

  河内長野市役所７階 行政委員会室 

 

３．出席委員 

  松本教育長、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 

  松本教育長、澤田教育長職務代理者、尾上委員 

 

５．事務局出席者 

 宮阪教育推進部長、小川生涯学習部長、中田教育推進部理事、安田教育推

進部理事、井上生涯学習部理事、藤林教育総務課長、生田教育指導課長、大

谷教育指導課参事、山崎文化・スポーツ振興課長、伊藤文化財保護課長、森

地域教育推進課長、有村図書館長、武本教育総務課長補佐、帯屋教育総務課

庶務係長 

 

６．会議要録 

 開 会 

  松本教育長 

本日も議決案件が２件ございます。ただいまより教育委員会会議を開催

することといたします。 

それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、令和元年１１月定

例教育委員会会議を開会いたします。 

 

（1）前回会議録の承認 

   松本教育長 
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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。 

特に意見がありませんでしたので、前回会議録を承認することといたし 

ます。  

 

（2）署名委員の指名 

松本教育長 

今回の会議録の署名は、私のほかに澤田教育長職務代理者と尾上委員に

お願いします。 

 

澤田教育長職務代理者、尾上委員 

   了解しました。 

 

（3）教育長報告 

松本教育長 

次に教育長報告にうつります。 

前回の教育委員会会議以降、１１月１９日までの教育長報告いたします。

まず、１０月２４日、近畿都市教育長協議会研究協議会が、滋賀県長浜市

で開催され参加してきました。講演会は京都産業大学のタンパク質動態研

究所所長京大名誉教授の永田和宏先生が、「知の体力と問う力」を演題に

講演をいただきました。また、「人生１００年時代を豊かに生きる教育の

創造」というテーマで京都府綾部市、それから大阪府の高石市、奈良県の

大和郡山市の教育長から事例報告がありました。 

最初の永田先生のご講演で、特に印象的でありましたのは、「自分の仕

事と同じように人の仕事を面白がれるか。」それから、「いくつかの可能性

があれば、もっと面白い可能性を選ぶ。」「皆が右を向いたら、一度は左を

向いてみる。」「自分のいる場所だけが世界だと思わないこと。」「私が会っ

た優れた科学者は例外なく面白かった。」こういうふうなことをおっしゃ

っておられました。教育行政をすすめるうえで、何かにヒントになるので

はないかと感じました。 

また、各教育長の報告では、環境、空調設備、トイレの洋式化、給食、

外国語教育、ICT、それから小中一貫、社会教育関係で放課後や土日の子
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どもの体験、居場所づくりの活動等、報告がありました。これは本市では

すでに取り組んでいることばかりでありましたが、ただ参考にしたいと思

いましたのは、図書館であります。高石市は図書館を指定管理にしていま

す。それから教員のスキルアップで、アンガーマネージメントの手法を取

り入れた児童生徒理解の資質向上の研修に、力を入れておられる。当市に

おいても非常に有効ではないかと、参考になるのではないかと思いました。 

つづいて２５日に市文化祭の開会式があり、ラブリー、キックスでの文

化祭の展示等、見学してまいりました。それから２６日、２７日、次の週

の１日、２日、３日も文化祭で、各団体で催し物や展示をされており、そ

の状況も見てまいりました。またこの日は、天野山公民館まつりがあり、

こちらも見学してきました。 

２７日は、長野中学校でほのぼのフェスタがあり、それから千代田小学

校でバラエティフェスタ。南花台中学校では健全育成会の主催事業である

ふれあいコンサートがあり、またこの日はぐるっとまちじゅう博物館であ

りますとか、高野街道まつりもありました。 

２８日は、西中学校、加賀田中学校の学校訪問がありました。午後から

は庁議に参加しました。 

３１日は大阪府都市教育長協議会の秋季研修が摂津市で行われまして、

大手空調企業の工場見学をさせていただきました。こちらの企業の社会貢

献として、敷地内に小学生などを招いて植物や昆虫の観察をする場として

提供したり、体育館を貸し出したり、子どもたちに定期的に剣道を指導し

たりしているそうです。また学校教育もサポートしており、コーチの方が

出向いて指導されているという報告がありました。 

１１月１日は天見公民館まつりと、金剛寺の特別公開で国宝になった日

月山水図を見てまいりました。 

５日は市校長会に出席してきました。また午後からは南河内地区教育委

員会研修会が松原市でありました。委員の先生方もご参加いただきました。

世界遺産を活用した地元における教育の可能性を演題に、京都府立大学の

副学長の宗田好史先生の講演を聞きました。ただ世界遺産のことであるこ

とから、本市の日本遺産の活用などの参考になるのではと期待していまし

たが、なかなか参考は難しい内容でありました。その後、生涯学習の拠点
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としている松原テラスを見学しました。指定管理にはスポーツ会社が入っ

ていました。それから新しく建てられている図書館も見ました。こちらも

指定管理でスタートするようです。 

６日は歴史文化基本構想等策定委員会からの答申を受けました。また１

８時からは、いじめ防止対策審議会も開催されています。 

７日は午前に東中学校、美加の台中学校に訪問してまいりました。それ

から１５時から大阪教育大学と連携協定の締結をいたしました。これまで

大阪教育大学とは学校との個人的なつながりで、先生をお呼びして研修等

を実施してもらっていましたが、今後は教育委員会を通じて、制度的に連

携し、双方で協定を活用していくという仕組みを構築しました。 

活用としては、大阪教育大学側は、当市の一般の公立学校を研究の場に

できるということがあり、当市としては大阪教育大学が進める先進的な取

組み、例えばＳＰＳという学校安全の仕組みをいち早く取り入れることが

できる、というふうなことが思い浮かびます。 

８日は午前中は三日市公民館、三日市幼稚園、三日市小学校を訪問して

まいりました。また４時からは、高野山大学と教育に関することで協力し

ていく方向性の話し合いを行いました。 

１０日は「親子のよい歯コンクール」それから「よい歯の標語のコンク

ール」の授賞式に参加してまいりました。 

１１日は南花台中学校、天見小学校を訪問してまいりました。 

１２日は市主催のくろまろ塾学位授賞式に参加してきました。 

１３日は市教頭会に出席しました。つづいて、庁議、文化財保護審議会

に出席しました。 

１４日は千代田中学校を訪問してまいりました。 

１５日は観心寺、延命寺で川上小学校の児童による子ども文化財解説を

聞きに行ってきました。驚いたのは、昔は読み原稿をみて解説してました

が、今はすべて覚えて解説していました。さらに紙芝居にして、クイズも

出すなどして、工夫を加えていました。子どもたちにはかなりふるさと意

識が醸成されているのではないかと思いました。 

１７日は青少年の音楽フェスティバルと千代田公民館まつりに参加い

たしました。 
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学校訪問では、どこの学校も、我々が思っている以上にはるかに授業に

前向きに、落ち着いて取り組んでいる気がしました。それから、各団体の

活動ではどの団体も熱心で、レベルの高さも感じました。高齢者のいきが

いとなっており、健康やよきコミュニティの空気、そうようなものがこの

まま広がっていく感じがいたしました。 

以上、教育長報告を終わります。何かご質問はございませんか。 

つづいて、各委員から報告事項、情報提供ございましたらお願いいたし

ます。 

 

藤本委員 

私は１０月２８日に大阪府市町村教育委員会研修会に参加してまいり

ました。テーマは「スクールロイヤーからみた学校教育の現状と課題」で、

弁護士の峯本 耕治氏が講演されていました。 

いろいろ興味深いことがあり、そもそもスクールロイヤーという制度は、

大阪府では２０１３年ごろから開始していますが、その後文科省が配置計

画を発表したのは２０１９年の９月で、そのきっかけとなったのがその年

の７月に千葉県野田市で小学校６年生の子が自殺し、市教委が調査のため

に、第三者委員会を設置したことだそうです。 

峯本先生は、大阪府のロイヤーとして活躍されていて、様々な実際にあ

ったケースを発表されていました。印象的なこととして、教育の安全とい

うものは毎年毎年同じことでもいいので、それを継続してすることが必要

であるということ。 

また、授業などで危険が予知されるようなことがあったら、必ず「こう

いう危険が予想されることがあるので、気を付けるように」と意識付けが

必要であるということ。昔だと、授業で武道をしていて、子どもが怪我を

してもクレームがなかった時代がありましたが、今は「この時はこのよう

なリスクがある」ということを必ず保護者に説明しておく必要がある。説

明がないと保護者からの訴訟などもあり得ると。 

やはりいじめというのもありますし、そういう学校の中の安全というも

のを法律の面からお話しされたので興味深く勉強させていただきました。

以上です。 
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松本教育長 

ありがとうございます。他にございませんか。 

 

澤田教育長職務代理者 

私は、１１月５日に、南河内地区市町村教育委員会研修会に参加いたし

ました。その前に南河内の市町村教育委員会研修会の発足の経緯につきま

して皆さん方にも知っていただきたいと思います。 

大阪は豊中から泉南まで７つのブロックに分かれており、当市はその中

の南河内ブロックですが、他のブロックは大規模な市を有しているブロッ

クが多くなっています。しかし南河内ブロックは小規模な市が集まってお

りまた町村も含んでいます。このため南河内ブロックでは１市だけでは他

の教育に対抗することは難しい、そのため南河内で１つに組んで、他に対

抗していこうとしました。大阪市や堺市に対抗するためにはそれしか方法

がないということで発足されたわけです。 

小規模な市や町村が集まっているので、例えば教員の人事も管理職人事

も南河内人事協で考えようとする取り組みをはじめました。あるいは教育

研究会というものは、各市単体だけではできないので南河内１つになって、

小中とも研究会をつくろうではないかというようなことで発足した。それ

から、各市の教育行政の情報交換をするために、部課長会というものが発

足した。 

そのような目的で始まったのが、南河内市町村教育委員会研究会なので

す。その趣旨でこの研修会が継続しているのだけれども、どうも趣旨がず

れてきているのか、意味を持ってできているのかという感じを受けました。

もう少し発足当時のことを考えながら、南河内地区の市町村の情報交換を

きっちりやっていけるような形をつくりあげてもらいたい。これは今おら

れる、それぞれの教育長さんへの要望でもあります。 

 

松本教育長 

ありがとうございます。当市に順番が回ってきた際には、中身のあるも

のにしていきたいと思います。他にございませんか。 
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嘉名委員 

先週、千代田中学校に教育長と訪問しました。 

母校でしたので訪問が楽しみでしたが、私の時代とは違いすごくおとな

しい、静かな学校になっていることにまず驚きました。ちょうど全校集会

の時にお邪魔したのでその様子を見せてもらいましたが、生徒が自ら学校

の運営を熱心にやっていこう、みんなで変えていこうとすごく頑張ってい

ることがあらためて分かりました。それがまたうまく作用しているのかと

思いました。 

一方で課題というのは、他の学校も一緒かもしれませんが、不登校やネ

グレクトとか、学校の現場でなかなか解決できないような問題が根をはっ

ており、深刻化しているという問題もあらためて感じました。 

あとはいろいろな家庭環境の中で大変な子がいまして、学校にご飯を食

べにくることが重要であるというケースをお聞きして、そうしますとやは

り温かい給食が非常に重要だという話になり、考えさせられました。以上

です。 

 

松本教育長 

ありがとうございます。他にございませんか。 

 

尾上委員 

私も学校訪問のことを報告させていただきます。今年は小学校３校に行

ってまいりました。初日は川上小学校、美加の台小学校で、両方似た雰囲

気の学校で、授業も滞りなく行われていますし、学校内の清掃も行き届い

ていました。校長とお話しした際に、両校長とも同じことを話されていま

したが、職員会議が機能されていないということでありました。どういう

ことかと申しますと、人に頼りすぎて、その目的もわからないままで引き

継ぎがうまくなされずに、要領よくなんとなく進んで流れていく傾向にあ

ると話されていて、これは今言われている働き方改革の影響で、仕事をコ

ンパクトにうまくまとめるなどが原因かもしれません。 

これから学校環境もいろいろ変化していくと思いますが、その時に目的
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もわからないまま、先ほど澤田委員もおっしゃられた、目的とずれてしま

い、惰性でやっていくという感じになる前に、校長がそれに気づいて良か

ったのではないかと思いました。 

あと、１１月８日に三日市小学校に行ってきましたが、美加の台小学校

や川上小学校とは対称的に、割と活発で、授業でも先生が言ったことにパ

ッと反応したりするのでわかりやすいですし、誰かが発表するとなったら

全員が静かになって、人の意見をきっちり聞いて、適切にできていると思

いました。事前の情報で少しネガティブなイメージをもって訪問しました

が、全くそんなことはなく、学校では一度悪いイメージがついてしまうと、

それを払拭するのがなかなか難しいのかと思いました。この学校のもっと

良い部分が市民に伝わればと思いました。以上です。 

 

松本教育長 

ありがとうございます。学校では行事を決めると、元々の趣旨があって

活動することになりますが、徐々に枠組みだけ決めて、それを開催するこ

とが目的となってしまい、その元々の意味合いというのが薄れてきている

ということが度々どこでもあるので、やはりもう一度原点にかえって、「何

をしなければいけない」とか「どのような意味をもたせなければならない」

という課題意識もって取り組まないといけないと思います。ありがとうご

ざいました。 

それでは教育委員の報告を終わります。 

 

（4）議事（要旨） 

松本教育長 

それでは、本日の案件に入ります。 

議案第１１号「河内長野市立図書館条例施行規則の一部改正について」

の説明をお願いします。 

  

有村図書館長 

議案第１１号「河内長野市立図書館条例施行規則の一部改正について」

ご説明いたします。 
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改正の概要ですが、利用者登録の抹消、予約またはリクエスト資料数の

上限、貸し出し停止とする延滞期間、貸し出し停止の解除および利用者カ

ード再発行の規定について、今回の改正にてそれぞれ明記するものです。 

また映像資料については、近年団体への貸し出しが可能な資料が増えて

きており、現在１０点所蔵もございます。このため団体への視聴覚資料の

貸し出しについては、映像資料も可能とするものです。あわせて様式第１

号利用者登録申込書については、性的マイノリティに配慮した窓口対応等

の手引きが、平成３１年３月に人権推進課で作成されておりまして、この

趣旨にもとづき性別欄を廃止するほか、様式第６号資料複写申込書の注記

を著作権向上の表記ということで、漢数字に合わせる等の文言の整理を行

い、所要の改正を行うものでございます。 

改正の内容としましては、１点目は第１１条関係で、利用者登録の抹消

の要件につきましては、有効期間満了後に更新せず３年を経過したとき、

または第８条貸し出しの対象者に規定する要件を満たさなくなったとき、

または利用者本人から返納の申し出があったとき、またはそのほか館長が

特に必要と認める時とするものです。２点目は第１３条関係で、予約また

はリクエスト資料数につきまして３０点以内、視聴覚資料の予約はそのう

ち４点以内とするものです。今まで予約、リクエストの上限については、

規定がないままで運用しておりましたが、多数の予約等をされる一部の利

用者もおられまして、人数でいいますと約２０人の方が３０冊超える申し

出をされており、中には３００冊を超える申し出などもありますので、公

平性、業務の効率性の観点から上限を定めるものでございます。３点目は

第１４条関係で、こちらも今まで貸し出しを停止できる延滞期間を９０日

として運用しておりましたが、長期延滞抑止のため、６０日を超えて資料

を延滞した場合、当該貸し出し資料をすべて返却または賠償するまでの間、

当該利用者については貸し出しを停止するものです。４点目は第１６条関

係で、利用者カードの再交付につきまして、第９条利用者カードの申し込

みの規定を準用するものです。５点目は様式第１号中、男女欄を削除し、

様式第９号中の様式名を河内長野市立図書館寄託資料受託書に改めるも

のでございます。 

施行予定日としましては、令和元年１２月２９日を予定しており、図書
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館の閉館日、公民館図書室も休館ということで、カウンターでの貸出業務

等がなく、システム変更に影響が少ない日を施行日とするものでございま

す。利用者の周知といたしましては、先に１０月２６日に河内長野市図書

館協議会にて、概要の説明をいたしましたところ、特にご意見等いただい

ておりません。公布後におきましては、１２月上旬から利用者の方には、

ホームページや館内の掲示、図書館内の掲示、チラシの配布等によりまし

て、周知に努めてまいります。 

説明は以上になります。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

     

松本教育長 

ただいまの説明につきまして、ご異議等ありましたらお願いいたします。 

先ほど説明の中で、予約が３００点を超える方もいらっしゃるというの

は、少し数が多すぎます。 

 

有村図書館長 

３０冊を超える方の割合は、全体の０．５％ぐらいであり、２０人ぐら

いになりますので、ほとんどの方は３０冊まででおさまっているというこ

とになります。これは１０月２５日のデータですが、２８２５人の人が予

約等お申し出ありましたが、そのうち３０冊を超える方は２０人ぐらいで

すので、今後個別に相談していきたいと考えております。 

 

松本教育長 

それから、貸し出しを停止できる延滞期間を９０日から６０日に変える

理由の説明をお願いします。 

 

有村図書館長 

市の監査からの指摘もあり、６０日にすることで長期延滞者の抑止対策

を強化するということでございます。 

 

松本教育長 
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近隣の図書館ではどのようなものでしょうか。 

 

有村図書館長 

近隣の図書館はだいたい同じようなものですけれども、９０日のとこも

あれば、６０日のところもありますし、現在広域利用ができるということ

もあり１５日で停止等と厳しく定めているところもあります。 

 

松本教育長 

近隣と比較しても妥当な改正であるという認識でよいですか。 

 

有村図書館長 

そうなります。 

 

松本教育長 

では他に、ご異議等ございませんでしょうか。 

ご異議等がないようですので、議案第１１号「河内長野市立図書館条例

施行規則の一部改正について」を承認といたします。引き続き、議案第１

２号「令和元年度河内長野市一般会計補正予算案について」の説明をお願

いします。 

 

藤林教育総務課長 

それでは議案第１２号「令和元年度河内長野市一般会計補正予算案につ

いて」ご説明いたします。 

本件につきましては、令和元年１２月の議会に提案が予定されておりま

す、令和元年度河内長野市一般会計補正予算案のうち、教育事務にかかる

部分につきまして、地方教育行政の組織および運営に関する法律第２９条

の規定にもとづき、市長より意見を求められているものでございます。今

回の補正予算につきましては、教育総務課、教育指導課、文化・スポーツ

振興課の３課に関わる補正予算となっております。内容につきましては、

各課から順次説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 

まず教育総務課でございますが、石仏小学校の災害復旧工事に関わる事
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業費の財源の補正予算でございます。当初、平成２９年度事業でございま

した本災害復旧事業につきましては、災害復旧工事の途中に再度の災害を

受けたことによりまして年度内の事業完了が見込めなくなったことから、

国との協議により当初の国庫補助事業をいったん取り下げて、一般財源で

本年度に繰り越しという処理を行っておりました。そして本年度の５月に、

新規に国庫補助事業の交付申請を行いまして、新たな事業として国から交

付決定をいただいております。今回それに伴いまして、財源の内訳を一般

財源から国庫および起債に変更するという補正内容でございます。別冊資

料の中の国庫支出金、国庫負担金の欄の災害復旧費国庫負担金の部分でご

ざいます。 

国庫の補正額といたしましては５９５３万２０００円です。それとあわ

せまして、地方債の補正で２４１０万円の追加を行っているものでござい

ます。 

 

生田教育指導課長 

続きまして、教育指導課関連を説明いたします。 

今回の補正予算については、ふるさと納税による寄付金の増加に伴い、

奨学基金と、子ども教育支援振興基金の積立金を増額する補正になります。

奨学基金積立金で２８０万円、子ども教育支援振興基金積立金で９４０万

円、合計で１２２０万円増額して積み立てる補正になります。 

 

山崎文化・スポーツ振興課長 

続きまして、文化・スポーツ振興課関連を説明いたします。 

当課におきましても、ふるさと納税の増加に伴う補正であり、内容は教

育指導課と同様でございます。 

歳出につきましては、文化・スポーツ及び国際交流等推進基金の積立金

で、補正前の額が１億９７２４万３０００円に今回８０万円を増額補正し

まして、１億９８０４万３０００円でございます。 

説明は以上でございます。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 
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松本教育長 

ただいまの説明につきまして、ご異議等ありましたらお願いいたします。 

これ以上に寄付額が増えますと再度補正する予定ですか。 

 

山崎文化・スポーツ振興課長 

政策企画課の見込みによりますと、今回の補正額で収まるのではないか

ということです。 

 

松本教育長 

では他に、ご異議等ございませんでしょうか。 

ご異議等がないようですので、議案第１２号「令和元年度河内長野市一

般会計補正予算案について」を承認といたします。 

次にその他報告案件にうつります。 

 

（4）報告案件（要旨） 

なし。 

 

(5）その他報告（要旨） 

山崎文化・スポーツ振興課長 

河内長野市国際化・多文化共生ビジョン策定までのスケジュールについ

て 

 （別添資料により説明） 

 

伊藤文化財保護課長 

日本遺産普及啓発事業 柚子みそづくり体験  

日本遺産普及啓発事業 関連講演会「中世に出逢えるまち河内長野」 

旧三日市交番第３期常設展「三日市宿と府内の宿場町」  

 

森地域教育推進課長 

放課後児童会運営審議会の開催について 

市こ連クリスマスイベントの開催について 
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クリスマスキャンプの実施について  

駅前こども教室の開催について  

   

有村図書館長 

英語のおはなし会 １１月号広報掲載 

図書館 資料展示について 

 

 

閉 会 

松本教育長 

  以上で１１月定例教育委員会を閉会します。 



15 

 

 

令和元年１２月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  令和元年１２月２５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  
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教育長報告（令和元年１０月２２日～令和元年１１月１９日）  別 紙 

 

１０月２４日（木） 

１０月２５日（金） 

 

１０月２７日（日） 

 

 

 

 

１０月２８日（月） 

 

１０月２９日（火） 

１０月３１日（木） 

１１月１日（金） 

 

 

１１月３日（日） 

１１月５日（火） 

 

 

１１月６日（水） 

 

 

１１月７日（木） 

 

１１月８日（金） 

 

１１月１０日（日） 

 

１１月１１日（月） 

近畿都市教育長協議会研究協議会（ﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾂ長浜） 

天野公民館まつり 

市文化祭開会式 

長野中学校ほのぼのフェスタ 

千代田中学校バラエティフェスタ 

高野街道まつり 

ぐるっとまちじゅう博物館 

南花台ふれあいコンサート 

学校訪問（西中学校、加賀田中学校） 

庁議 

校長会要望書受領 

都市教育長協議会秋季研修会（摂津市役所） 

天見公民館まつり 

市文化祭（ラブリーホール） 

金剛寺 

河内長野市市民表彰式 

市校長会(給食センター) 

部長会 

南河内地区教育委員会研修会（松原市） 

局内会議 

歴史文化基本構想等策定委員会 

いじめ防止対策審議会 

学校訪問（東中学校、美加の台中学校） 

大阪教育大学との協定調印式 （大教大柏原キャンパス） 

三日市公民館まつり 

学校訪問（三日市幼稚園、三日市小学校） 

よい歯の標語 親子のよい歯コンクール表彰式（三日市市

民ホール） 

学校訪問（南花台中学校、天見小学校） 
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１１月１２日（火） 

１１月１３日（水） 

 

１１月１４日（木） 

１１月１５日（金） 

１１月１７日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

バイオマス発電企業との面談 

くろまろ塾学位授与式（キックス） 

市教頭会 

庁議 

学校訪問（千代田中学校） 

川上小学校 文化財解説（観心寺・延命寺） 

商工祭 

青少年音楽フェスティバル（キックス） 

千代田公民館まつり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


