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 平成２８年２月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２８年２月２４日（水）午後７時～午後９時１０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、嘉名委員、岡本委員 

４．会議録署名委員 

  澤田教育長職務代理者、岡本委員 

５．事務局出席者 

 中尾教育推進部長、橋本生涯学習部長、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、森下図書館

長、亀井子ども子育て課長、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２８年２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、岡本委員にお願いし

ます。 
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澤田教育長職務代理者、岡本委員 

   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。）  

    ２月７日に子育て・孫育てフェスタに出席いたしました。このフェスタ

は３０団体ほどの社会教育団体が参加する大きなフェスタです。家庭での

教育に対する親の力を、地域が総ぐるみで支援していくことをスローガン

に、河内長野市親力推進協議会が組織され、この協議会の主催事業として

今回のフェスタが２回目の開催となりますが、非常にたくさんの親子が参

加されておりました。このような催しによる情報交換や保護者の交流など

を通じて、保護者の孤立化や児童虐待などの防止に役立てばと思っており

ます。 

 ２月１８日の南河内地区人事協議会では、府下全域において校長、教頭

など管理職の人材確保が困難になりつつあり、そのための人事方策が議題

となっておりました。 

２月２３日の学校運営協議会連絡会議では、市内１３小学校のコミュニ

ティスクールの代表者と校長とが、各地域でのコミュニティスクールの取

り組みに対する可能性や課題を探ることをテーマに、講師を招いて熟議を

行いました。 

 

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４号「平成２７年度河内長野市一般会計補正予算(案)について」
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ご説明願います。 

 

藤林教育総務課長、森本学校教育課長、森井文化・スポーツ振興課長 

  本件は、平成２８年３月市議会に提案予定の平成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、何かご質問などございませんか。 

   （質問なし） 

   議案第４号「平成２７年度河内長野市一般会計補正予算(案)について」

承認します。 

  続きまして、議案第５号「平成２８年度河内長野市一般会計予算(案)に

ついて」ご説明願います。 

 

各課長、館長 

  本件は、平成２８年３月市議会に提案予定の平成２８年度河内長野市一

般会計予算（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 
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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） 

   議案第５号「平成２８年度河内長野市一般会計予算(案)について」承認

します。 

続きまして、議案第６号「河内長野市放課後児童会条例の一部改正につ

いて」ご説明願います。 

 

  古谷青少年育成課長 

本件は、放課後児童会について、保護者等の需要を踏まえ、平日（月～

金曜日）夕方の開所時間を延長し、従来の開所時間（午後６時まで）に加

えて、午後７時まで利用する場合の保護者の負担金の額を規定するため、

本条例の改正を行うものでございます。具体的には、月曜日から金曜日ま

での午後６時から午後７時まで延長利用する場合の負担金の額を月額１，

０００円とするものでございます。 

なお、土曜日や夏休み等の学校の長期休業期間中については、開所時間

の前倒しを行いますが、これに要する経費については、事務の効率化によ

り賄うものとし、保護者に対し新たな負担を求めないものといたします。 

詳細につきましては、議案書、議案説明資料及び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、何かご質問などございませんか。 

   

嘉名委員 

   保育園などでは、午後７時までの延長保育がすでに行われているようで

すので、放課後児童会でも７時まで開所の延長が行われた場合、小学生と

保育園児を育てている保護者は子どもを迎えに行くのも一度で済むよう

になり、忙しい保護者にとってはありがたいことですね。 

延長時間分の利用者数について、今後の動向についてはどのように予測
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しておられますか。 

 

古谷青少年育成課長 

 延長時間分にかかる利用者数は、まだ未知数の部分があります。延長時

間分の利用希望者が増えてきた場合には、随時対応を考えていきたいと思

います。 

 

嘉名委員 

 わかりました。 

 

和田教育長 

   他にご質問はありませんか。 

   （質問なし） 

   議案第６号「河内長野市放課後児童会条例の一部改正について」を承認

します。 

   続きまして、議案第７号「河内長野市立岩湧野外活動広場条例の一部改

正について」ご説明願います。 

 

  森井文化・スポーツ振興課長 

   本件は、河内長野市立岩湧野外活動広場の管理運営業務を見直すにあた

り、利用者の実情に応じた効率的な施設運営を行うために、本条例を改正

するものでございます。具体的には、河内長野市立岩湧野外活動広場の開

場日を土曜日、日曜日、祝日と特定の平日にすることを定めるものでござ

います。 

詳細につきましては、議案書、議案説明資料及び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、何かご質問などございませんか。 
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岡本委員 

 活動広場の開場日を限定する主な理由として、利用者の減少をあげてお

られますが、減少の理由はどういったものなのでしょうか。 

 

橋本生涯学習部長 

 利用者のニーズの変化、特に活動広場のロケーションや周辺施設などの

条件が利用者のニーズに合わなくなってきたことや近隣市町村で同様の

施設が増加したことなどが、利用客の減少の理由のひとつであると考えま

す。 

 

岡本委員 

 わかりました。それから、活動広場の開場日を限定して、人件費の削減 

をはじめとする経営の合理化を図っていくことは理解できるところです    

が、今後の集客に対する取り組みについても検討していただきたいと思い

ます。 

 

橋本生涯学習部長 

 農林課が所管する隣接施設の、岩湧の森「四季彩館」との一体的な管理

や共同管理について、平成２８年度において２課で検討することになって

おり、その中で集客の方策についても検討していきたいと思います。 

 

岡本委員 

わかりました。 

 

和田教育長 

他にご質問などございませんか。 

（質問なし） 

   議案第７号「河内長野市立岩湧野外活動広場条例の一部改正について」

を承認します。 

   続きまして、報告第１号「河内長野市都市公園条例の一部改正について」

ご説明願います。 

    

  森井文化・スポーツ振興課長 
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 烏帽子形公園プールは、施設の老朽化が著しく、施設を継続使用するた

めには大規模改修が必要となりますが、国指定史跡（烏帽子形城址跡）の

指定区域に所在することから、大規模改修ができないため、廃止するもの

でございまして、これに伴い、当該条例の烏帽子形公園プールに関する事

項を削除するものでございます。 

詳細につきましては、議案書、議案説明資料及び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、何かご質問などございませんか。 

（質問なし） 

   報告第１号「河内長野市都市公園条例の一部改正について」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。 

 

小滝学校教育課参事 

（別添資料により説明） 

なかよし作品展 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） 

「クッキングキャンプ」の開催については、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） 

第１２回図書リサイクルフェア ほかについては、別添資料のとおりで

す。 

   

和田教育長 
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   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２月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２８年３月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２８年３月２５日（金） 午後２時３０分開催 

２．場 所 

  河内長野市役所６階 ６０２会議室  
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教育長報告（平成２８年１月２６日～平成２８年２月２３日）  別 紙 

 

１月 ２６日（火） 

１月 ２７日（水） 

 

１月 ２８日（木） 

 

 

１月 ２９日（金） 

 

 

１月 ３１日（日） 

２月  １日（月） 

２月  ２日（火） 

 

 

２月  ３日（水） 

 

２月  ４日（木） 

 

２月  ５日（金） 

 

２月  ６日（土） 

２月   ７日（日） 

 

２月   ８日（月） 

２月   ９日（火） 

 

２月 １０日（水） 

 

２月 １１日（木） 

 

庁議に出席（庁議室） 

臨時議会に出席 

府教委教職員課参事応接（教育長室） 

府都市教育委員会連絡協議会役員会に出席（アウィーナ大

阪） 

府都市教育委員会代表者研修会に出席（アウィーナ大阪） 

地区人事協議会に出席（府民センター） 

地区教育長協議会に出席（府民センター） 

解同富田林支部旗びらきに出席（富田林解放会館） 

ファミリーコンサートに出席（キックス） 

庁議に出席（庁議室） 

部長会に出席（３０１会議室） 

総合教育会議に出席（３０１会議室） 

くろまろ年賀状コンクール表彰式に出席（７０１会議室） 

議員全員協議会に出席 

庁議に出席（庁議室） 

局内会議に出席（５０１会議室） 

校長会役員会応接（教育長室） 

校長会に出席（給食センター） 

府都市教育長協議会役員会に出席（アウィーナ大阪） 

発達障害理解研究会に出席（キックス） 

第５９回大阪駅伝競走大会に出席（富田林市ＰＬ本庁内） 

子育て・孫育てフェスタに出席（キックス） 

課長級昇任面接（３０１会議室） 

庁議に出席（庁議室） 

歴史文化基本構想策定委員会に出席（行政委員会室） 

課長級昇任面接（３０１会議室） 

学校評価・育成システム開示面談に出席 

第２回小学生ロープジャンプ大会に出席（総合体育館） 

図書リサイクルフェアに出席（図書館） 
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２月 １２日（金） 

 

２月 １３日（土） 

２月 １４日（日） 

２月 １５日（月） 

 

 

２月 １６日（火） 

 

２月 １７日（水） 

 

２月 １８日（木） 

 

 

２月 １９日（金） 

 

 

２月 ２０日（土） 

２月 ２１日（日） 

 

２月 ２３日（火） 

 

係長級昇任面接（３０１会議室） 

高野山大学書道展に出席（ラブリーホール） 

市職員採用面接（３０１会議室） 

市職員採用面接（３０１会議室） 

教頭会に出席（７０１会議室） 

「先輩の授業に学ぼう」に出席（長野小） 

公私立保幼小研修会に出席（フォレスト三日市） 

学校評価・育成システム開示面談に出席 

府教委教職員課参事応接（教育長室） 

青少年指導員協議会と協議（キックス） 

なかよし作品展に出席（すばるホール） 

府教育長会議に出席（アウィーナ大阪） 

南河内地区人事協議会に出席（府民センター） 

南河内地区教育長協議会に出席（府民センター） 

福祉教育常任委員協議会に出席 

スポーツ振興会応接（教育長室） 

学校評価・育成システム開示面談に出席 

キッズアート展に出席（キックス） 

第６１回シティ・マラソン大会に出席（長野小） 

駅前子ども教室に出席（ノバティホール） 

庁議に出席（庁議室） 

市学校運営協議会連絡会議に出席（行政委員会室） 

  

 

 

 


