
1 

 

 平成２７年１０月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２７年１０月２８日（水）午後２時３０分～午後４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 

  和田教育長、澤田教育長職務代理者、柴委員、阪谷委員、嘉名委員 

４．会議録署名委員 

  澤田教育長職務代理者、柴委員 

５．事務局出席者 

 中尾教育推進部長、西田教育推進部理事、橋本生涯学習部長、井上ふる

さと交流課長、森井文化・スポーツ振興課長、森下図書館長、森本学校教

育課長、小滝学校教育課参事、大久保学校教育課参事、古谷青少年育成課

長、藤林教育総務課長、大谷教育総務課長補佐 

 

６．会議要録 

 開 会 

  和田教育長 

   ただいまから、平成２７年１０月定例教育委員会を開会します。 

 

（1）前回会議録の承認 

   和田教育長 

   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。 

   （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。 

 

（2）署名委員の指名 

和田教育長 

今回の会議録の署名は、澤田教育長職務代理者、柴委員にお願いしま

す。 
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澤田教育長職務代理者、柴委員 

   わかりました。 

 

（3）教育長報告  

 和田教育長 

   教育長報告に移ります。 

（別紙 教育長報告のとおり。）  

    １０月１７日に三日市幼稚園、１８日に市内各小学校で行われた運動

会に出席をいたしました。全国で問題となっていた組み立て体操の怪我

の防止については、校長会で指導を行ってきたこともあり、運動会当日

は怪我もなく無事に終了いたしました。今後も引き続き、怪我防止に対

する注意喚起や安全管理のありかたについて指導を行っていきたいと

考えております。 

   ２１日に行われた通級教室合同ＳＳＴ（ソーシャル・スキル・トレー

ニング）を視察いたしました。これは市内４校の合同訓練として、主と

して、障害を持つ児童の社会生活のための技能訓練を行うものですが、

参加者が熱心に取り組まれていたのが印象的でした。 

   ２５日のほのぼのフェスタも多くの人でにぎわっていました。近年は

ＰＴＡや地域住民のみならず、教員の参加も多くなってきており、この

ような催しを通じて地域のコミュニティ活動がさらに活発化していっ

てくれることを期待しております。 

 

和田教育長 

   教育長報告について、ご質問などございませんか。 

     （質問なし。） 

    ないようですので、これで教育長報告を終わります。 

 

（4）議事（要旨） 

和田教育長 

 それでは、本日の案件に入ります。 

 議案第３１号「河内長野市の教育の現状について」ご説明願います。 
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藤林教育総務課長 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定に基づき、効

果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たしてい

くため、平成２６年度の教育委員会事務の管理・執行について点検・評価

を行い、その結果を「河内長野市の教育の現状」として取りまとめたため、

教育委員会議に議決を求めるものでございます。 

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ござ

います。 

（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。 

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。 

嘉名委員 

 自己点検評価の結果がＡであった事業については、翌年度はさらにステ

ップアップした目標設定を行うなどをして、さらなる高い目標にチャレン

ジをするような試みを行ってはどうかなと思います。 

 また、評価がＣであった事業に対しての改善への取り組みや、改善結果

を報告していただければと思います。 

 

藤林教育総務課長 

 わかりました。検討いたします。 

 

柴委員 

 評価がＣであった事業に対する改善施策も、すぐに改善結果につながる

事業ばかりではないと思います。単年度の改善成果はさほど大きくなくて

も、５年、１０年後には大きな成果につながる事業もあると思うので、地

道な改善施策が継続的に行われることが重要だと思います。 

 

和田教育長 

この件につきまして、ほかにご質問などございませんか。 

  （質問なし） 

   質問がないようですので、議案第３１号「河内長野市の教育の現状に

ついて」を承認します。 
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   続きまして、議案第３２号「河内長野市歴史文化基本構想の策定につ

いて」ご説明願います。 

 

井上ふるさと交流課長 

 本市の文化財の保護と活用のマスタープランとして河内長野市歴史

文化基本構想を策定するものでございます。 

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ござ

います。 

（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。 

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。 

和田教育長 

この件につきまして、ご質問などございませんか。 

  （質問なし） 

   質問がないようですので、議案第３２号「河内長野市歴史文化基本構

想の策定について」を承認します。 

   続いて、議案第３３号「公の施設（河内長野市立文化会館及び市立市

民交流センター２館一体）の指定管理者の選定について」ご説明願いま

す。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

 河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条

の規定により、指定管理者の候補者を選定し、市議会の議決を経て指定す

るために、教育委員会会議の議決を求めるものでございます。 

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。 

柴委員 

 以前と比べて、ラブリーホールやキックスの案内表示やエントランスの

デコレーションなどにさまざまな工夫がみられ、管理者のやる気が垣間見
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えて好感が持てます。 

 

和田教育長 

この件につきまして、ほかにご質問などございませんか。 

（質問なし） 

 質問がないようですので、議案第３３号「公の施設（河内長野市立文

化会館及び市立市民交流センター２館一体）の指定管理者の選定につい

て」を承認します。 

続いて、議案第３４号「公の施設（下里運動公園）の指定管理者の選

定について」ご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

 河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条

の規定により、指定管理者の候補者を選定し、市議会の議決を経て指定す

るために、教育委員会会議の議決を求めるものでございます。 

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。 

和田教育長 

この件につきまして、ご質問などございませんか。 

（質問なし） 

   質問がないようですので、議案第３４号「公の施設（下里運動公園）

の指定管理者の選定について」承認します。 

続きまして、報告第２７号「平成２７年９月３０日付け人事異動につ

いて」ご説明願います。 

 

藤林教育総務課長 

教育委員会事務局職員より、急遽、平成２７年９月３０日付けにて依

願退職を希望する旨の申し出があったため、やむをえず、教育長に対す

る事務委任等に関する規則第３条第２項の規定に基づき、教育長が同規

則第２条第４号の規定を臨時に代理したのでこれを報告するものでご
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ざいます。 

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、ご了承賜りますようよろしくお願い致します。 

和田教育長 

この件につきまして、ご質問などございませんか。 

（質問なし） 

 質問がないようですので、報告第２７号「平成２７年９月３０日付け

人事異動について」を了承します。 

続いて、各課からその他報告をお願いいたします。 

 

森本学校教育課長 

（別添資料により説明） 

平成２７年度全国学力・学習状況調査結果分析報告については、別添

資料のとおりです。 

 

藤林教育総務課長 

 （別添資料により説明） 

河内長野市教育大綱（素案）については別添資料のとおりです。 

   

森井文化・スポーツ振興課長 

（別添資料により説明） 

 くろまろ塾学位授与式・特別講演会の開催について ほかについては、

別添資料のとおりです。 

 

森下図書館長 

（別添資料により説明） 

 児童ポルノ禁止法の所持制限開始に伴う所蔵資料の点検の実施 ほか

については、別添資料のとおりです。 
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藤林教育総務課長、森本学校教育課長、古谷青少年育成課長、井上ふるさ

と交流課長、森井文化・スポーツ振興課長、森下図書館長 

  （別添資料「主要事業執行状況 第２四半期」により説明） 

  

和田教育長 

   この件につきまして、何かご質問などございませんか。 

（質問なし。） 

以上で本日の案件は終了しました。 

 

閉 会 

和田教育長 

  以上で１０月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２７年１１月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２７年１１月２４日（火） 午後２時３０分開催 

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（平成２７年９月２９日～平成２７年１０月２７日）  別 紙 

 

９月 ２９日（火） 

９月 ３０日（水） 

 

 

 

10月  １日（木） 

10月  ２日（金） 

10月  ４日（日） 

 

10月  ５日（月） 

 

 

 

10月  ６日（火） 

 

10月  ７日（水） 

 

10月   ８日（木） 

 

 

10月  ９日（金） 

10月 １０日（土） 

10月 １１日（日） 

10月 １２日（月） 

10月 １３日（火） 

 

 

10月 １４日（水） 

10月 １５日（木） 

 

庁議に出席（庁議室） 

辞令交付（教育長室） 

政策検討会議に出席（３０１会議室） 

総合教育会議に出席（行政委員会室） 

長野中サッカー部全国大会出場報告応接（教育長室） 

大阪府都市教育長協議会定例会に出席（アウィーナ大阪） 

関係部署会議に出席（庁議室） 

運動会に出席（聖徳園） 

公民館まつりに出席（南花台公民館） 

学校視察（美加の台中、美加の台） 

市長表彰審査会に出席（庁議室） 

部長会に出席（３０１会議室） 

日野獅子舞保存会応接（教育長室） 

絵本の広場を視察（美加の台中） 

小中一貫文化祭に出席（西中学校区） 

局内会議に出席（７０１会議室） 

懲戒審査会に出席（庁議室） 

校長会に出席（給食センター） 

市総合計画策定会議に出席（３０１会議室） 

文化振興財団実践報告に出席（行政委員会室） 

学校視察（川上小、天見小、三日市小） 

日野獅子舞を観覧（みのでホール） 

加賀田フェスティバルに出席（加賀田中） 

教育行政トップリーダーセミナー（兵教大） 

庁議に出席（庁議室） 

近畿市町村教育委員会連絡協議会研究大会に出席（京都テ

レサ） 

学校視察（石仏小、高向小、加賀田中） 

学校視察（楠小、千代田小、南花台小） 

放課後子ども教室を視察（三日市小） 
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10月 １５日（木） 

10月 １６日（金） 

 

10月 １７日（土） 

10月 １８日（日） 

10月 ２０日（火） 

 

10月 ２１日（水） 

 

10月 ２２日（木） 

10月 ２３日（金） 

 

 

 

 

10月 ２５日（日） 

 

 

 

10月 ２６日（月） 

 

 

 

10月 ２７日（火） 

 

 

社会教育委員フォーラムに出席 

学校視察（長野小、東中） 

歴史文化基本構想委員会に出席（行政委員会室） 

運動会に出席（三日市幼稚園） 

運動会に出席（千代田小、長野小、高向小、天見小） 

府教委小中教育室長応接（教育長室） 

フロンティアスクール委嘱校公開授業を視察（西中） 

生活安全推進協議会に出席（３０１会議室） 

通級教室合同ＳＳＴ視察（長野小） 

部長級目標設定面談（教育長室） 

学校視察（西中） 

放課後子ども教室を視察（天野小） 

議会全員協議会に出席 

市ＰＴＡ連絡協議会応接（市長室） 

公民館まつりに出席（加賀田公民館） 

ほのぼのフェスタに出席（長野中） 

バラエティフェスタに出席（楠小） 

高野街道まつりに出席（三日市） 

ふれあいコンサートに出席（南花台中） 

庁議に出席（庁議室） 

学校視察（小山田小） 

校長会要望応接（教育長室） 

教職大学院協議に出席 

庁議に出席（庁議室） 

臨時府教育長会議に出席（府庁別館） 

  

 

 


