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 平成２７年１１月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２７年１１月２４日（火）午後２時３０分～午後４時４０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、阪谷委員 

５．事務局出席者 

 中尾教育推進部長、西田教育推進部理事、井上ふるさと交流課長、森井

文化・スポーツ振興課長、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１１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、阪谷委員にお願いし

ます。 

 



2 

 

澤田教育長職務代理者、阪谷委員 

   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。）  

    １１月３日に金剛寺が天見小学校の子ども達を招待し、重要文化財の日

月山水図を特別拝観しました。保護者も含め５０数名が参加し、貴重な文

化財を肌で感じるよい機会となりました。９日に開催されました南河内市

町村教育委員研修会には教育委員のみなさんのご参加を始め、職員のみな

さんのご協力により、盛大に開催することができました。厚くお礼を申し

上げます。１４日に開催された美加の台小中一貫学園祭は、中学生が小学

生をエスコートしながら各催しを見て回るなど、これまでの地区のフェス

タとは違った新しい試みが随所に見られました。また、同じ日に開催され

た長小のふれあい祭りは、学校運営協議会の主催事業として、ＰＴＡをは

じめとする保護者等が計画から実施までを主体的に行う事業です。このよ

うな地域活動が活発になることで、地域の結びつきがより深まることを期

待しております。１８日までで、市内小中学校の学校視察が一巡しました。

各学校とも安定した学校経営が行われている印象を受けました。同時に教

師と児童・生徒間に良い人間関係が構築されていると感じました。 

 

澤田委員 

 より良い学校経営のためには、教員の創意工夫が非常に重要であると思

います。今後も学校の健全な運営について期待しております。 

 

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） 
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和田教育長 

 それでは、本日の案件に入ります。 

  議案第３５号「河内長野市奨学基金条例の一部を改正する条例につい 

て」ご説明願います。 

 

森本学校教育課長 

 今回の改正は、今まで積み立てられた奨学基金に加え、ふるさと応援寄

附金制度により寄附され、積み立てられた基金及び基金運用から生ずる収

益を一般会計歳入歳出予算へ計上し、奨学金の資金とするための処分規定

を追加するものでございます。 

   改正の要点といたしましては、基金の運用から生ずる収益を一般会計歳 

  入歳出予算に計上し、奨学金の資金に充て、又は基金に繰り入れるものと

し、奨学基金は、奨学金の資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を

処分することができることとするものです。 

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、ほかにご質問などございませんか。 

  （質問なし） 

   議案第３５号「河内長野市奨学基金条例の一部を改正する条例につい

て」を承認します。 

   続きまして、議案第３６号「河内長野市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」ご説

明願います。 

 

古谷青少年育成課長 

  国家戦略特別区域法の改正により、新たに「国家戦略特別区域限定保育 

士」が創設されたことに伴い、本市放課後児童支援員の資格要件に「国家 

戦略特別区域限定保育士」を加えるため、本条例の改正を行うものでござ
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います。 

改正の概要といたしましては、大阪府が実施する国家戦略特別区域限定保 

育士の試験に合格し、資格取得後３年間は国家戦略特別区である大阪府内、 

４年目以降は全国で保育士と同様の業務に携わることのできる「国家戦略特 

別区域限定保育士」について、本市放課後児童支援員の資格要件として加え 

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。 

 

柴委員 

 当該資格取得後３年間は、大阪府内でしか保育士の業務に携われないが、 

４年目以降はその資格でもって、全国どこででも保育士として就業できる 

という理解でよろしいのですね。 

 

古谷青少年育成課長 

 そのとおりです。 

 

澤田委員 

 通常の保育士資格試験とはどこが異なるのですか。 

 

中尾教育推進部長 

  慢性的な保育士不足を解消するための施策として、国家戦略特別区域法 

 の改正により、新たに「国家戦略特別区域限定保育士」が創設されたもの 

ですが、通常年１回行われている保育士資格試験とは別に、国家戦略特別 

区域限定保育士としての資格試験が行われると聞いております。 

 

 澤田委員 

  なるほど。この制度によって、保育士としての資格取得の機会が増える 
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ということですね。 

 

嘉名委員 

 国家戦略特別区域限定保育士制度は関西圏では大阪府のみが行っている 

制度です。国家戦略特別区として認可されている事業として全国的に多い 

のは、外国人医師の医療行為の許可や、病院の病床数の規制撤廃、さらに 

最近テレビで取りざたされている民泊の認可などです。 

 

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３６号「河内長野市放課後児童健全育 

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に 

ついて」を承認します。 

 続いて、議案第３７号「河内長野市国際交流基金条例の一部を改正する 

条例について」ご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

  改正の理由といたしましては、今まで積み立てられた国際交流基金に加 

え、ふるさと応援寄附金制度により寄附され、積み立てられた基金につい 

て、国際交流の推進を図る資金とするための処分規定を追加するものでご 

ざいます。改正の要点といたしましては、国際交流基金は国際交流の推進 

を図る資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができ 

ることと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、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３７号「河内長野市国際交流基金条例 
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の一部を改正する条例について」を承認します。 

続いて、議案第３８号「河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会規則 

  の制定について」ご説明願います。 

 

森本学校教育課長 

 市立小中学校におけるいじめの未然防止、いじめの早期発見、いじめへ

の対処及びいじめの再発防止等の取り組みを推進するための「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」の

制定にあたり、同条例に規定する「河内長野市立学校いじめ防止等対策審

議会」の運営について必要な事項を定めるものでございます。 

   規則の主な内容は、河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会の所掌事 

務の規定、会議を非公開とすることができる場合の規定、市立学校以外の 

学校へ必要に応じて適切な措置の協力要請が行える規定の制定です。 

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。 

 

嘉名委員 

 市立学校以外の学校への適切な措置の協力要請とは、どのような場合が 

考えられますか。 

 

森本学校教育課長 

 例えば、いじめの被害者あるいは加害者に、市立学校の児童・生徒以外 

の者が含まれている場合は、その児童・生徒が通っている学校へ調査や適 

切な措置の協力要請を行うことなどが考えられます。 

 

嘉名委員 

 わかりました。 

 

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。 
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（質問なし） 

質問がないようですので、議案第３８号「河内長野市立学校いじめ防止 

 等対策審議会規則の制定について」を承認します。 

 続きまして、議案第３９号「河内長野市立学校の府費負担教職員の勤務 

時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について」ご説明 

願います。 

 

森本学校教育課長 

   学校を取り巻く状況が急激に変化する中、教育活動のさらなる充実を図 

るためには、教職員が時間的・精神的に落ち着いた環境のもと、児童生徒 

としっかり向き合うことが重要と考えられており、その取組みの一環とし 

て、早出遅出勤務の承認に係る対象範囲を拡大するため、市立学校の府費 

負担教職員の勤務時間の適正化をはかるものとして、河内長野市立学校の 

府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則を一部改正するも 

のでございます。改正の要点といたしましては、府費負担教職員の早出遅 

出勤務の承認に係る対象範囲について、これまで小学校就学前の子の保育 

所等への送迎のみ規定していたものを、放課後児童会への送迎、要介護者 

の介護へと広げ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 

 教員の時間外勤務はどのような状況ですか。 

 

森本学校教育課長 

 平成２７年度の時間外勤務（休日を除く）の１日当たりの平均時間は小 

学校が約２．２時間、中学校で約２．４時間となっており、前年度に比較 

して微増となっております。 

 

和田教育長 
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 学校のＩＣＴ環境の整備など、教職員の負担軽減のためのシステム導入 

なども行っておりますが、実際にはこのようなシステムの導入によっても 

目に見えた時間外勤務の縮減というところにまでは、なかなかつながって

いないのが実情なのだと思います。 

 時間外勤務の実態は、教育現場の大きな課題であると認識しながら、今 

後も一丸となって知恵を絞りながら、勤務時間の軽減や削減について模索 

していきたいと思います。 

 

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３９号「河内長野市立学校の府費負担 

  教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則につ 

  いて」を承認します。 

   続きまして、議案４０号「平成２７年度一般会計補正予算（案）につい 

て」ご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

 平成２７年度１２月定例市議会に上程予定の平成２７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、なにか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４０号「平成２７年度一般会計補正予算 

（案）について」承認します。 

続きまして、報告第２８号「組織機構改革に伴う関係条例の整備に関す 
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  る条例の制定について」ご説明願います。 

 

藤林教育総務課長 

今般、第５次総合計画が策定され、平成２８年度から総合計画の示す将 

来都市像の実現に向けて取組みを進めていくにあたり、限りある資源で最 

良の行政サービスを提供できる行財政運営をめざすための組織機構改革  

を行うことに伴い、関係条例の整備を行うものでございます。 

詳細につきましては、議案書、議案説明資料、別添資料のとおりです。 

（議案書、議案説明資料、別添資料により説明） 

説明は以上でございます。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２８号「組織機構改革に伴う関係条例 

の整備に関する条例の制定について」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。 

 

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）のパブリックコメントの実施ついては別添資 

料のとおりです。 

 

小滝学校教育課参事 

（別添資料により説明） 

第２回保幼小連絡協議会ほかについては、別添資料のとおりです。 

 

古谷青少年育成課長 

 （別添資料により説明） 

「クリスマス村キャンプ」の開催ほかについては別添資料のとおりです。 

   

井上ふるさと交流課長 
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（別添資料により説明） 

 歴史文化基本構想普及啓発シンポジウムほかについては、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） 

 河内長野市第２期文化振興計画については、別添資料のとおりです。 

 

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１１月定例教育委員会を閉会します。 



11 

 

平成２７年１２月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２７年１２月２４日（木） 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１０月２８日～平成２７年１１月２３日）  別 紙 

 

10月 ２８日（水） 

 

10月 ２９日（木） 

10月 ３０日（金） 

10月 ３１日（土） 

11月  １日（日） 

 

 

11月  ２日（月） 

 

 

 

11月  ３日（火） 

 

 

11月  ４日（水） 

 

 

 

11月  ７日（土） 

 

11月   ８日（日） 

 

11月  ９日（月） 

 

 

11月 １０日（火） 

11月 １２日（木） 

 

 

庁議に出席（庁議室） 

政策検討会議に出席（３０１会議室） 

近畿都市教育長協議会研修協議会に出席（京都府宮津市） 

近畿都市教育長協議会研修協議会に出席（京都府宮津市） 

文化祭 書法篆刻展等を視察（ラブリーホール） 

市防災訓練に出席（赤峯グラウンド） 

ぐるぐるマルシェに出席（あいっく） 

文化祭 美術展等を視察（キックス、ラブリーホール） 

部長会議に出席（３０１会議室） 

局内会議に出席（７０１会議室） 

庁議に出席（庁議室） 

青少年指導員協議会会長応接（教育長室） 

市民表彰式典に出席（キックス） 

文化祭 日舞等を視察（ラブリーホール） 

重要文化財特別公開を拝観（金剛寺） 

学校視察を実施（天野小） 

人権施策推進会議に出席（３０１会議室） 

学校視察を実施（加賀田小） 

府教委高校教育課応接（教育長室） 

公民館活動展に出席（天見公民館） 

文化祭 水墨画展等を視察（ラブリーホール） 

市民健康の日イベントに出席（総合体育館） 

フィリピン民族舞踏に出席（ラブリーホール） 

学校視察を実施（三日市幼稚園） 

南河内市町村教育委員研修会に出席（金剛寺） 

南河内地区教育委員懇談会に出席（長野荘） 

大阪府都市教育長協議会秋季研修会に出席（岸和田市） 

教頭会に出席（７０１会議室） 

富田林市教育長応接（教育長室） 

文科省教育委員会研修会に出席（奈良市） 
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11月 １３日（金） 

 

 

 

11月 １４日（土） 

 

11月 １５日（日） 

 

 

11月 １６日（月） 

 

11月 １７日（火） 

 

11月 １８日（水） 

 

11月 １９日（木） 

11月 ２０日（金） 

 

11月 ２１日（土） 

 

学校視察を実施（長野中） 

かすみ荘設立２０周年式典に出席（ノバティホール） 

南河内地区教育長協議会打ち合わせ（太子町教育委員会） 

公民館活動展に出席（三日市公民館） 

美加の台小中一貫学園祭に出席（美加の台中） 

長小ふれあい祭りに出席（長小） 

奥河内Ｏｎｅ＆Ｌｏｖｅフェスタに出席（くろまろの郷） 

駅前子ども教室に出席（あいっく） 

青少年音楽フェスティバルに出席（キックス） 

福祉教育常任委員協議会に出席 

臨時地区教育長協議会に出席（行政委員会室） 

府教委教職員課参事応接（教育長室） 

府教委高校教育課長応接（教育長室） 

学校視察を実施（千代田中、南花台中） 

身体障がい者福祉会より献本贈呈式（教育長室） 

市総合計画等レク（庁議室） 

市中学校なかよし卓球大会に出席（総合体育館） 

大阪府都市教育長協議会に出席（アウィーナ大阪） 

障がい児支援施策市町村説明会に出席（マッセ大阪） 

 

 

  

 

 


