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  令和２年８月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  令和２年８月２７日（木）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、嘉名委員 

 

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、山崎教育総務課長、生田教育指導課長、大谷教育指導課参事、篠

﨑教育指導課参事（欠席）、二井文化・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８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 

７月の会議録について、何かご異議、ご質問などございませんか。 
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特にご異議等がありませんでしたので、７月の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嘉名委員に

お願いします。 

 

澤田教育長職務代理者、嘉名委員 

   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。 

７月３０日から８月２６日までの間の活動、主なものを申し上げます。 

まず７月３１日金曜日は、新型コロナウイルス対策本部会議に出席しま

した。また大阪府都市教育長協議会夏期研修会に出席しました。 

８月３日月曜日は、庁議に出席しました。 

４日火曜日は、市部長会に出席しました。また、奨学生選考委員会に出

席しました。 

５日水曜日は、局内会議に出席しました。また、大阪千代田短期大学学

長に応接しました。 

７日金曜日は、政策検討会議及び総合計画策定委員会に出席しました。 

９日日曜日は、こどもえいご村を視察しました。 

１２日水曜日は、大阪府教育庁参事に応接しました。 

１４日金曜日は、映画塾を視察しました。 

１７日月曜日は、福祉教育常任委員協議会に出席しました。 

２０日木曜日は、大阪府都市教育委員会連絡協議会役員会に出席しまし

た。 

２１日金曜日は、大阪府都市教育長協議会夏期研修会及び役員会、定例

会に出席しました。 
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２５日火曜日は、庁議に出席しました。また、河内長野市生活安全推進

協議会に出席しました。 

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２９号「令和２年１０月の人事異動について」の説明をお願いし

ます。 

  

山崎教育総務課長 

議案第２９号「令和２年１０月の人事異動について」ご説明いたします。 

本件につきましては、教育委員会事務局職員にかかる令和２年１０月の

人事異動につきまして、市長部局との調整の上で決定されていくこととな

ります。事前に教育委員会会議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、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項に規定する「教育委員会は教育委員会

規則に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、または教育長をして臨時に代理させることができる」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項に規定する「委員会はその会

議の議決に基づき、前条第１項各号にもとづき、教育長をして臨時に代理

させることがある」によりまして、教育長に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１０月の人事異動の結果や

内容につきましては、１０月の定例教育委員会においてご報告するもので

ございます。説明は以上でございます。ご審議の上ご承認賜りますようよ

ろしくお願い申し上げします。 
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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。 

ご異議等がないようですので、議案第２９号「令和２年１０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３０号「河内長野市学校給食のあり方検討委員会設置

条例の制定について」の説明をお願いします。 

 

大谷教育指導課参事 

それでは、議案第３０号「河内長野市学校給食のあり方検討委員会設置

条例の制定について」ご説明いたします。 

本件につきましては、近年の社会環境の変化による共働き世帯の増加に

よりまして、中学校での全員給食の実施要望が高まっておりますこと、一

方で、本市学校給食センターの老朽化が進んでいることから、現在の学校

給食がおかれている現状や、市の教育方針を踏まえた目指すべき学校給食

のあり方を検討するための審議を行う附属機関を設置し意見を求めるた

め、本条例を制定するものでございます。 

検討委員会におきましては、教育委員会からの諮問に応じまして、市立

小中学校の学校給食の提供の範囲と調理方法、学校給食にもとづく食育の

あり方や内容に関すること、給食の実施に対する学校の体制などについて、

調査や審議および提言を行うものでございます。 

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。 

議決の前に、この案件に関する福祉教育常任委員協議会の説明資料を先

に説明して、内容把握していただいてから議決に入りたいと思います。 

内容の説明をお願いします。 
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大谷教育指導課参事 

（その他報告資料の福祉教育常任委員協議会説明資料を基に説明） 

 

松本教育長 

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。 

ご質問、ご異議等がないようですので、議案第３０号「河内長野市学校

給食のあり方検討委員会設置条例の制定について」を承認といたします。 

引き続き、議案第３１号「令和２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。 

 

山崎教育総務課長 

それでは、議案第３１号「令和２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２年９月市議会に提案されました、令和２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いて、

地方教育行政の組織および運営に関する法律第２９条にもとづき、市長よ

り意見を求められたものです。 

今回ご報告いたします補正予算の関係課といたしましては、教育総務課、

教育指導課、文化財保護課、地域教育推進課となっておりますので、補正

予算の詳細につきましては、各課から順次ご説明申し上げます。 

まず教育総務課でございます。款１０教育費、項１教育総務費、目１教

育委員会費につきまして、２９万８千円の減額補正でございますが、こち

らは従前より教育長の給料につきまして、１０％の減額となっておりまし

たが、新型コロナウイルス感染症にともなう各種対策事業の財源の一部に

あてることを目的とした、令和２年７月からの５％の減額の上乗せを、引

き続き令和２年１２月まで実施することとし、１５％減額を継続するもの

でございます。減額補正の詳細は、記載の給料、職員手当、共済費といっ

た記載のとおりでございます。次に款１０教育費、項２小学校費、目３小

学校建設費１２１０万円の増額補正でございますが、こちらは新型コロナ

ウイルス感染症の流行によりまして、学校ではこれまで以上に手洗いの指

導をおこなっておるところでございます。そういったところから、大規模
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な学校では手洗い場の不足が顕著となってきており、長野小学校、千代田

小学校、小山田小学校、三日市小学校の手洗い場の整備を実施するもので

ございます。内訳といたしましては、設計にかかる委託料が１１０万円と

工事費用が１１００万円となってございます。次に款１０教育費、項３中

学校費、目３中学校建設費の６６０万の増額補正でございますが、こちら

につきましては、小学校と同様に中学校でも手洗い場の不足がでてきてお

るところがございますので、千代田中学校の手洗い場の増設工事を実施す

るものでございます。内訳といたしましては、設計の委託料が６０万円と

工事費が６００万円となっております。１ページの中段に２繰越明許費と

ございます。こちらにつきましてはいずれも小学校・中学校の工事請負費

を記載しております。今年度に設計を行いまして、来年度実際には夏休み

中に工事を行う予定でございますので、繰越明許費に工事請負費を計上し

ておるというところでございます。教育総務課からは以上でございます。 

 

生田教育指導課長 

では続きまして教育指導課から説明いたします。 

款１０教育費、項６保健体育費、目３学校給食費というところで、補正

額が７万４０００円計上してございます。これは先ほど議案第３０号で承

認いただきました学校給食のあり方検討委員会の委員報酬を計上させて

いただいております。教育指導課からは以上でございます。 

 

伊藤文化財保護課長 

それでは文化財保護課にかかる補正予算についてご説明いたします。 

文化財保護課の補正予算につきましては、女人高野の日本遺産が文化庁

に認定されましたことから、計上させていただくものでございます。 

歴史遺産活用事業で、款１０教育費、項５社会教育費、目３文化財保護

費、節１９負担分補助ということで、１０万４０００円を計上させていた

だいております。これは、女人高野日本遺産事業におきまして、文化庁か

ら補助金の交付を受けますが、対象にならないケースやそれ以外の自己負

担分、３５％ほどを計上しているところでございます。 

つづきまして女人高野日本遺産協議会貸付金ということで、こちらが、
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文化庁から補助金が交付されますが、交付時期が事業完了後の来年の３月

を過ぎてからということになります。事業を実施するための事業費を市が

一時的に貸し付けるもので、９９万円の予算計上させていただいておりま

す。一時的な貸付であることから、歳入につきましては貸付金の償還金と

して９９万円を計上しています。これは文化庁からの補助金の交付があっ

た時点で市に償還されるという流れになります。財源につきましては、ふ

るさとづくり基金の繰入金となっております。 

女人高野の主な事業としましては、今年度女人高野との寺と女性との関

わり、そういったことの調査研究や講演会の実施、該当する４つの自治体

でそれぞれ普及啓発ということでの講演会。あと日本遺産認定されたとい

うことで、チラシの作成や横断幕あるいはのぼりを作成するなど、このよ

うな事業を実施していくものでございます。以上が文化財保護課からの補

正予算です。 

 

森地域教育推進課長 

つづきまして、地域教育推進課よりご説明いたします。 

教育費、社会教育費、放課後児童会費です。放課後児童会費２１４１万

９０００円の補正予算を計上しております。具体的な内容につきまして、

消耗品費は放課後児童会に配付する予定の例えば、消毒に使う手袋であり

ますとか、キッチンペーパー、ごみ袋に使っている分でありますとか、手

洗い用のハンドソープ、消毒用のアルコール、児童用のマスク等、コロナ

ウイルス感染症の予防対策の消耗品として１１４３万６０００円を計上

しております。修繕料につきましては、手洗い場の修繕に１５８万４００

０円を計上しております。備品購入費につきましては、感染症対策につい

て緊急に必要となる業務用備品として１９８万円を計上しております。児

童用の机は、各一部の児童会につきましては、普段は学校の机を使ってお

りますが、そうすると部屋のスペースが狭くなることがありますので、放

課後児童会用の机を用意しまして、それによってスペースを確保し密をさ

けるという対応に使う予定でございます。なお財源につきましては、    

府支出金の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金１５００万円を活

用する予定でございます。次に償還金につきましては、令和元年度におき
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まして、国より交付を受けた放課後児童会の運営事業にかかる交付金の精

算にともなう返還金となります。当該交付金につきましては、子ども子育

て支援交付金の中の放課後児童健全育成事業にかかる交付金として、総事

業費の概算算定によります交付申請を受けて、交付金が国から先に交付さ

れ、本事業にかかる決算額が確定した後に翌年度において精算される形と

なっております。なお、令和元年度では６８４１万４０００円の交付を受

けましたが、精算額は６１９９万５０００円となり、差額となります６４

１万９０００円が超過となりましたので、これを国に返金するための予算

でございます。説明は以上となります。ご審議の上ご承認たまわりますよ

うよろしくお願い申します。 

 

松本教育長 

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。 

ご質問、ご異議等がないようですので、議案第３１号「令和２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。 

次に報告案件に移ります。 

 

（5）報告案件（要旨） 

・報告第２４号「労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結について」 

市立小中学校及び子ども教育支援センター川谷会館における、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、令和２年４月２８日付けで教育

長が臨時で代理する議決を得た上で、今回実施した旨報告し承認を得た

もの。 

 

・報告第２５号「令和元年度河内長野市学校給食会の事業及び決算の報告

について」 

令和元年度河内長野市学校給食会の事業及び決算について、学校給食

会から提出があったため、本定例教育委員会議に報告したもの。 
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(6）その他報告（要旨） 

山崎教育総務課長・生田教育指導課長・二井文化・スポーツ振興課長 

河内長野市学校のあり方の方針に基づく実施計画について 

 （別添資料により説明） 

 

山崎教育総務課長 

ＧＩＧＡスクール構想における学習者用端末の導入について 

 （別添資料により説明） 

 

大谷教育指導課参事 

学校給食の現状と課題について 

 （別添資料により説明） 

 

伊藤文化財保護課長 

金剛寺多宝塔がピンク色にライトアップ 

ふるさと歴史学習館 臨時休館のお知らせ 

滝畑ふるさと文化財の森センター 実食イベント 

第1回 茅刈り後継者養成講座 

 

有村図書館長 

電子書籍の提供を始めます 

図書消毒機の設置について 

図書館ホームページが一時停止 

図書館 資料展示について 

 

閉 会 

松本教育長 

  以上で８月定例教育委員会を閉会します。 
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令和２年９月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  令和２年９月２９日（火） 午後１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２年７月３０日～令和２年８月２６日）  別 紙 

 

７月３１日（金） 

 

８月３日（月） 

８月４日（火） 

 

８月５日（水） 

 

８月７日（金） 

８月９日（日） 

８月１２日（水） 

８月１４日（金） 

８月１７日（月） 

８月２０日（木） 

８月２１日（金） 

 

８月２５日（火） 

 

 

 

新型コロナウイルス対策本部会議 

大阪府都市教育長協議会夏期研修会（ｱｳｨｰﾅ大阪） 

庁議 

市部長会 

奨学生選考委員会 

局内会議 

大阪千代田短期大学学長 応接 

政策検討会議及び総合計画策定委員会 

こどもえいご村 視察（あいっく） 

大阪府教育庁参事 応接 

映画塾 視察 

福祉教育常任委員協議会  

大阪府都市教育委員会連絡協議会役員会（ｱｳｨｰﾅ大阪） 

大阪府都市教育長協議会夏期研修会及び役員会、定例会（ｱ

ｳｨｰﾅ大阪） 

庁議 

河内長野市生活安全推進協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

令和２年８月定例教育委員会会議 

 

 

 

 

 

議  案  書 



 

 

 

令和２年８月定例教育委員会会議提出議案目次  

（議決案件） 

議案第２９号   令和２年１０月の人事異動について 

（説明担当 教育総務課・・・・・p.１） 

議案第３０号   河内長野市学校給食のあり方検討委員会設置条例の

制定について 

（説明担当 教育指導課・・・・・p.２） 

議案第３１号   令和２年度河内長野市一般会計補正予算（案）につ

いて 

（説明担当 教育総務課、教育指導課、文化財保護課、 

地域教育推進課・・・・・p.６） 

 

（報告案件） 

報告第２４号   労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結につい

て 

（説明担当 教育総務課・・・・p.７） 

報告第２５号   令和元年度河内長野市学校給食会の事業及び決算の

報告について 

（説明担当 教育指導課・・・・p.８） 

 

 



 

 

 

議案第２９号 

 

令和２年１０月の人事異動について 

 

教育委員会事務局職員に係る令和２年１０月の人事異動については、

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項の規定により教育長に代理

させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 令和２年８月２７日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

１ 



 

 

 

議案第３０号 

 

河内長野市学校給食のあり方検討委員会設置条例の制定につ

いて 

 

河内長野市学校給食のあり方検討委員会設置条例の制定については、

次のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 令和２年８月２７日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

２ 



 

 

 

議案第３８号 

河内長野市学校給食のあり方検討委員会設置条例の制定につ

いて 

河内長野市学校給食のあり方検討委員会設置条例を次のように定める。 

  令和２年  月  日提出 

河内長野市長 島田 智明  

 

 

 

 

河内長野市条例第  号 

河内長野市学校給食のあり方検討委員会設置条例 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の

規定に基づき、河内長野市立小学校及び中学校設置条例（昭和５６年

河内長野市条例第１号）に規定する小学校及び中学校の学校給食のあ

り方を検討するため、河内長野市学校給食のあり方検討委員会（以下

「委員会」という。）を河内長野市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）の附属機関として設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食のあり方に関する

事項について調査及び審議を行い、その結果を教育委員会に答申する

ものとする。 

３ 



 

 

 

 （組織及び任期） 

第３条 委員会は、委員９名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 学校関係者 

(3) ＰＴＡの関係者 

(4) 市民 

３ 前項第４号に掲げる者は、公募するものとする。 

４ 委員の任期は、諮問についての調査、審議及び答申が終了するまでと

する。 

 （会長及び副会長） 

第４条 委員会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は委

員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

４ 



 

 

 

第６条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項

は、会長が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （会議の招集に係る特例） 

２ この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の会議

の招集は、第５条第１項の規定にかかわらず、教育長が行う。 

 

５ 



 

 

 

議案第３１号 

 

令和２年度河内長野市一般会計補正予算（案）について 

 

 令和２年度河内長野市一般会計補正予算（案）について、別冊１のとお

り承認する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 令和２年８月２７日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

６ 



 

 

 

報告第２４号 

 

労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結について 

 

教育委員会事務局職員に係る労働基準法第３６条に基づく労使協定の

締結について、別冊２のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年８月２７日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

７ 



 

 

 

報告第２５号 

 

令和元年度河内長野市学校給食会の事業及び決算の報告につ

いて 

 

令和元年度河内長野市学校給食会の事業及び決算について、別冊３の

とおり報告する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 令和２年８月２７日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

８ 
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