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  令和２年１月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  令和２年１月２４日（金）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、藤本委員 

 

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 

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２年１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 

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。 
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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藤本委員に

お願いします。 

 

澤田教育長職務代理者、藤本委員 

   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。 

１２月２６日から１月２３日までの間の活動、主なものを申し上げます。

まず１２月２６日木曜日は、教育委員会の表彰の審査会がございました。

また２６日と２７日金曜日の２日間に分けて、生涯学習施設を訪問して参

りました。 

１月６日月曜日は、新年式と新年の集いに参加いたしました。 

８日水曜日は、大阪府教育長に年始のご挨拶をして参りました。文化財

の活用の話などをお伺いしました。 

１０日金曜日は、大阪府都市教育長協議会に参加してまいりました。 

１２日日曜日は、消防の出初め式と、その後サニータウンのふれあい文

化祭に参加してまいりました。河内長野市ではいろいろな地域で文化活動

を行っていることを改めて認識しました。 

１３日月曜日は、成人のつどいがございました。その開式前にも、新成

人と市長のおしゃべり集会があり、そこで新成人の方々の将来のことなど、

話を聞かせていただきました。 

１６日木曜日は、箕面市で開催された学校ＩＣＴ活用フォーラムに参加

してまいりました。これは年末に国から話がでました、児童生徒に１人１

台のパソコンを整備していくという GIGA スクール事業の関連であり、
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箕面市はかなりパソコン整備が進んでいることから、文科省が主催となり

学校でのパソコンの活用状況などを実際に見せていただく機会でござい

ました。実際行っている内容は当市の学校が行っている内容とあまり変わ

らず、新たな活用というものはありませんでしたが、さすがに子どもたち

は活用と言いますか、使用することに慣れているという感じを受けました。 

１８日土曜日は、教育講演会がございました。今年は「自己肯定感を高

めるアプローチ。学校・家庭・地域にできること」をテーマに、梅花女子

大学の伊丹昌一先生をお迎えして、ご講演いただきました。先生は、いま

どきの子どもの状態をよく整理されていて、それに明確に、論理的に対応

する形というのを分かりやすく示していただきました。 

２０日月曜日は、福祉教育常任委員協議会に出席してまいりました。教

育委員会関係では、国際化・多文化共生ビジョンについての説明報告をさ

せていただいております。 

２１日火曜日は、図書館と市内企業のＴＯＮＥとのネーミングライツセ

レモニーがございました。広告収入により図書館の環境整備や図書の充実

に充てることができればと期待しております。その後、民生委員推薦会に

も参加してまいりました。 

２２日水曜日は、大阪府教職員人事対策連絡協議会に参加し、意見を述

べさせていただきました。 

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、情報提供をお願いいたします。 

 

松本教育長 

特に無いようですので、教育委員報告を終わります。 

 

（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１号「令和２年４月の人事異動について」の説明をお願いします。 

  

藤林教育総務課長 
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議案第１号「令和２年４月の人事異動について」ご説明いたします。 

教育委員会事務局職員および教職員にかかる定例の人事異動が、令和２

年４月に実施されることが予想されておりますが、本件につきましては、

市長部局との調整のうえで決定されていくこととなり、事前に教育委員会

に諮ることが困難な状況にありますことから、今回の人事異動に関する事

務につきましては、地方教育行政の組織および運営に関する法律第２５条

第１項の「教育委員会は教育委員会規則で定めるところにより、その権限

に属する事務の一部を教育長に委任し、また教育長をして臨時に代理させ

ることができる」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「委員会はその会議の議決に基づき、前条第１項各号にあげる事務に

つき、教育長をして臨時に代理させることがある」との規定により、教育

長をして臨時に代理させる旨、事前に議決を求めるものでございます。 

なお令和２年４月の人事異動の結果や内容につきましては、４月の定例

教育委員会議におきまして、ご報告するものでございます。 

説明につきましては以上でございます。ご審議のほどご承認賜りますよ

うよろしくお願いします。     

 

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。 

ご異議等がないようですので、議案第１号「令和２年４月の人事異動に

ついて」を承認といたします。 

引き続き、議案第２号「令和元年度河内長野市教育委員会表彰について」

の説明をお願いします。 

 

藤林教育総務課長 

議案第２号「令和元年度河内長野市教育委員会表彰について」ご説明い

たします。 

本件につきましては、令和元年度河内長野市教育委員会表彰の表彰対象

について、議決を求めるものでございます。 

今回の表彰につきましては、平成３０年１１月１日から令和元年１０月

３１日までの期間におきまして、功績のあった者を対象に公募および推薦
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をいただき、令和元年１２月２６日に開催いたしました教育委員会表彰審

査会の審議を経まして、表彰に値するとし、今回候補者として提案させて

いただいているものでございます。 

候補者につきまして、教育委員会表彰規定第３条第２号「河内長野市内

に在学、在住する幼稚園児、小学生、中学生もしくは高校生等、またこれ

らのもので構成される河内長野市内に所在する公私の団体であって、文化

またはスポーツ活動において特に優秀な成績をあげた者」につきましては、

１４件１５名。それと教育委員会表彰規定第４号第２号「河内長野市に在

住、在勤する者または河内長野市に所在する学校もしくは公私の団体であ

って、社会教育、体育、芸術との文化活動において特に優秀な成績をあげ

た者」につきましては２件２名として、合計１６件１７名が今回の対象と

なっております。なお、今回公募によるものはございません。 

詳細につきましては、議案書、議案説明資料のとおりです。 

なおご審議のうえ、議決をいただいた内容につきましては、教育委員会

表彰式を２月２０日木曜日午後４時３０分から市役所８０２会議室にて

予定しております。また市の広報誌３月号にて記事の掲載も予定しており

ます。説明につきましては以上でございます。よろしくご審議の上、ご承

認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

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。 

ご異議等がないようですので、議案第２号「令和元年度河内長野市教育

委員会表彰について」を承認といたします。 

引き続き、議案第３号「河内長野市立岩湧野外活動広場条例を廃止する

条例の施行期日を定める規則の制定について」の説明をお願いします。 

 

山崎文化・スポーツ振興課長 

それでは議案第３号「河内長野市立岩湧野外活動広場条例を廃止する条

例の施行期日を定める規則の制定について」ご説明いたします。 

本件につきましては、平成３１年３月市議会で議決された、河内長野市

立岩湧野外活動広場条例を廃止する条例の施行期日については、本条例の
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公布の日から１年を超えない範囲内において規則で定める旨を規定して

いることから、本規則において施行期日を定めるものでございます。 

岩湧野外活動広場の撤去工事が、令和２年１月３１日に完了することか

ら、施行期日を令和２年２月１日とするものでございます。説明は以上で

ございます。ご審議のうえ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。 

ご異議等がないようですので、議案第３号「河内長野市立岩湧野外活動

広場条例を廃止する条例の施行期日を定める規則の制定について」を承認

といたします。 

引き続き、議案第４号「河内長野市教育委員会後援名義等に関する規程

の一部改正について」の説明をお願いします。 

 

藤林教育総務課長 

議案第４号「河内長野市教育委員会後援名義等に関する規程の一部改正

について」ご説明いたします。 

本件につきましては、平成３１年３月に人権推進課が作成しました「性

的マイノリティに配慮した窓口対応の手引き」の主旨に基づきまして、本

規程の様式の中の性別欄について、法的に義務づけられたものか又は事務

の性質上必要であるかを改めて精査したところ、不要と判断できますので、

様式内の性別欄を廃止するとともに、併せて様式内の文言等の整理を行う

ものでございます。 

改正の概要ですが、様式第１号および様式第４号中の「男女」の記載欄

につきまして、削除するものです。それと、申請宛先の文言を修正したも

のでございます。 

施行予定日につきましては、令和２年２月１日でございます。説明につ

きましては以上でございます。よろしくご審議の上、ご承認いただきます

ようよろしくお願いいたします。 
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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。 

これ以外に、改正を要する例規は無いのでしょうか。 

 

藤林教育総務課長 

該当するものはありますが、現在各課で整理しており、順次改正を行っ

てまいります。 

 

嘉名委員 

学校現場では、何か指導をされていく予定はありますか。 

例えば、名前の呼び方を「さん」で統一するなど。 

 

生田教育指導課長 

学校現場では、１０年ほど前から対応してきております。 

子どもたちを呼ぶときは「さん」付けにしていたり、ロッカーの色分け

で男の子は青色、女の子は赤色というような固定概念の色で表示せず、黄

色などの固定概念の無い色で表示したりするなど、このような取り組みを

進めております。 

 

松本教育長 

それでは他にご異議等がないようですので、議案第４号「河内長野市教

育委員会後援名義等に関する規程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５号「河内長野市立市民運動場の駐車場利用に係る料

金の承認について」の説明をお願いします。 

 

山崎文化・スポーツ振興課長 

それでは議案第５号「河内長野市立市民運動場の駐車場利用に係る料金

の承認について」ご説明いたします。 

本件につきましては、河内長野ＳＳＫクリーン工房共同事業体より提出

されました、指定管理者の管理運営業務の利用料金設定の承認についてに
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基づき、大師総合運動場の駐車場の利用料金について、市立福祉センター

錦渓苑の利用者についても、同じく市の公共施設であること、従来から体

育館駐車場を利用していることの理由から、体育館施設利用者と同様の料

金で取り扱いをするため、河内長野市立市民運動場設置条例第８条の２第

３項の規定による承認を求めるものでございます。 

市民総合体育館、大師総合運動場の利用料金につきましては、先月の定

例教育委員会において、施設利用者は入庫後６０分無料、以降３０分ごと

に５０円、当日最大上限料金を５００円とし、障がい者手帳、あるいは精

神障がい者保健福祉手帳、療育手帳ををお持ちの施設利用者の方および介

助の方は、駐車場利用料金を当日分全額減免する旨のご報告をさせていた

だいたところでございます。 

市立福祉センター錦渓苑利用者につきましても、同様の取り扱いをする

ものでございます。説明は以上でございます。ご審議のうえご承認賜りま

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。 

ご異議等がないようですので、議案第５号「河内長野市立市民運動場の

駐車場利用に係る料金の承認について」を承認といたします。 

引き続き、議案第６号「河内長野市立市民総合体育館の駐車場利用に係

る料金の承認について」の説明をお願いします。 

 

山崎文化・スポーツ振興課長 

それでは議案第６号「河内長野市立市民総合体育館の駐車場利用に係る

料金の承認について」ご説明いたします。 

本件につきましては、議案第５号と同様でございます。 

市民総合体育館の条例が、市民運動場の条例とは違う条例で定められて

おりますことから、同様の案件となっております。説明は以上でございま

す。ご審議のうえ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 
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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。 

ご異議等がないようですので、議案第６号「河内長野市立市民総合体育

館の駐車場利用に係る料金の承認について」を承認といたします。 

 

（4）報告案件（要旨） 

報告第１号「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項および教育

長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づきまして、

平成３１年４月２５日付けで教育長が臨時で代理する議決を得た上で、

今回、市立学校給食センター、市立三日市幼稚園及び図書館で締結を実

施した旨の報告。 

協定の有効期間は、令和２年１月１日から令和２年１２月３１日まで。 

 

(5）その他報告（要旨） 

藤林教育総務課長 

「令和２年度予算要望の概要」及び「令和２年度主要事業の概要」につ

いて 

 （別添資料により説明） 

 

生田教育指導課長 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について 

 （別添資料により説明） 

 

森地域教育推進課長 

「成人のつどい」開催結果について 

 （別添資料により説明） 

 

有村図書館長 

１月１３日（月・祝）図書館ＨＰの停止について 

子どもの本や読み聞かせの講座について 

歴史講座「知られざる河内長野の歴史」の開催について 
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図書リサイクルフェア開催について 

図書館資料展示について 

 

 

閉 会 

松本教育長 

  以上で１月定例教育委員会を閉会します。 
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令和２年２月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  令和２年２月２０日（木） 午後２時００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１２月２６日～令和２年１月２３日）  別 紙 

 

１２月２６日（木） 

 

１２月２７日（金） 

１月６日（月） 

 

１月８日（水） 

１月１０日（金） 

１月１２日（日） 

 

１月１３日（月） 

 

１月１６日（木） 

１月１８日（土） 

１月２０日（月） 

１月２１日（火） 

 

１月２２日（水） 

 

 

 

 

教育委員会表彰審査会 

生涯学習施設訪問 

生涯学習施設訪問 

新年式 

新年のつどい 

大阪府教育長訪問（大阪府庁） 

大阪府都市教育長協議会（ｱｳｨｰﾅ） 

消防出初式（赤峰市民広場） 

サニータウンふれあい文化祭 

新成人と市長とのおしゃべり集会（ﾗﾌﾞﾘｰﾎｰﾙ） 

成人のつどい（ﾗﾌﾞﾘｰﾎｰﾙ） 

学校 ICT活用フォーラム（箕面市立箕面小学校） 

教育講演会（ｷｯｸｽ） 

福祉教育常任委員協議会 

図書館 TONEネーミングライツセレモニー(ｷｯｸｽ) 

民生委員推薦会 

大阪府教職員人事対策連絡協議会（大阪府公館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


