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 平成２８年４月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２８年４月２８日（金）午後２時３０分～午後４時３５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、嘉名委員 

５．事務局出席者 

 中尾子ども未来部長、橋本生涯学習部長、西田子ども未来部理事、井上ふ

るさと文化財課長、森井文化・スポーツ振興課長、森本教育指導課長、小滝

教育指導課参事、大久保教育指導課参事、古谷地域教育推進課長、森下図書

館長、亀井子ども子育て課長、中谷子ども子育て課参事、藤林教育総務課長、

大谷教育総務課長補佐、山崎教育総務課主幹兼庶務係長 

 

６．会議要録 

 開 会 

  和田教育長 

   ただいまから、平成２８年４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、嘉名委員にお願いしま

す。 
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澤田教育長職務代理者、嘉名委員 

   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。）  

     

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。） 

    質問がないようですので、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３７号「河内長野市いじめ防止等基本方針（案）の策定について

（諮問）」ご説明願います。 

 

森本教育指導課長 

  本件は、いじめ防止対策推進法第１２条の規定や、国の「いじめの防止

等のための基本的な方針」の内容をふまえ、これまで本市教育委員会が示

してきた事項を改めて確認・徹底するとともに、市教育委員会・学校内で

の組織的な対応や家庭・地域・関係機関との連携等一層の取り組みの強化

を図るため、いじめ防止等のための対策の基本的な方針を策定するにあた

り、河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会に対し意見を求めるもので

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。 
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  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 

今後の審議会のスケジュールはどのようになっていますか。 

 

森本教育指導課長 

第１回審議会を５月２５日に開催予定です。この会議において、委嘱状

の交付と同時に基本方針の素案を示し、９月頃開催予定の第２回審議会に

おいて基本方針案を策定した後、人権推進課とも協議の上、３回目の審議

会を経て本年度末までに当委員会に答申案の報告をさせていただく予定

です。 

 

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） 

質問がないようですので、議案第８号「議案第３７号河内長野市いじめ

防止等基本方針（案）の策定について（諮問）」承認します。 

  続きまして、報告第８号「平成２８年３月３１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 

  本件は、平成２８年３月３１日付け人事異動について、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項の規定により教育長に代理させる旨を、平成

２８年１月定例教育委員会会議において議決を得て実施したところでご

ざいますが、その結果について報告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） 
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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） 

   質問がないようですので、報告第８号「平成２８年３月３１日付け人事

異動について」了承します。 

続きまして、報告第９号「平成２８年４月１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 

本件は、平成２８年４月１日付け人事異動について、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項の規定により教育長に代理させる旨を、平成２

８年１月定例教育委員会会議において議決を得て実施したところでござ

いますが、その結果について報告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） 

   質問がないようですので、報告第９号「平成２８年４月１日付け人事異

動について」を了承します。 

   続きまして、報告第１０号「平成２７年度末・２８年度当初教職員人事

異動について」ご説明願います。 

 

  森本教育指導課長 

   本件は、平成２７年度末・２８年度当初教職員人事異動について、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
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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

る旨を、平成２８年１月定例教育委員会会議において議決を得て実施した

ところでございますが、その結果について報告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） 

   質問がないようですので、報告第１０号「平成２７年度末・２８年度当

初教職員人事異動について」を了承します。 

   続きまして、報告第１１号「平成２８年度河内長野市学校給食会事業計

画及び予算について」ご説明願います。 

 

  大久保教育指導課参事 

   本件は、学校給食事業を行っている河内長野市学校給食会の平成２８年 

 度の事業計画及び予算について報告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） 

質問がないようですので、報告第１１号「平成２８年度河内長野市学校 

給食会事業計画及び予算について」を了承します。 

続きまして、報告第１２号「平成２８年度公益財団法人河内長野市文化 

振興財団の事業計画並びに予算の報告について」ご説明願います。 
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森井文化・スポーツ振興課長 

 本件は、平成２８年度公益財団法人河内長野市文化振興財団の事業計画 

並びに予算について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、 

平成２８年６月市議会に報告するため、本定例教育委員会議に報告するも 

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） 

質問がないようですので、報告第１２号「平成２８年度公益財団法人河 

内長野市文化振興財団の事業計画並びに予算の報告について」を了承しま

  す。 

続きまして、報告第１３号「組織機構改革に伴う関係規則の整備に関

する規則の制定について」ご説明願います。 

 

  藤林教育総務課長 

 本件は、平成２８年４月１日付けの組織機構改革に伴い、市の子育て支

援策と教育施策の総合的・一体的な推進を図り、子どもの成長や発達の流

れに即して、就学前から連続的、系統的に施策を展開すること等が可能と

なるよう、子ども子育て課の事務の一部が、市長より教育委員会に委任さ

れるとともに、子育てに関する福祉事務についても補助執行することとな

ったことに伴い、関係規則の改正をおこな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、ご了承賜りますようよろしくお願い致します。 
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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） 

質問がないようですので、報告第１３号「組織機構改革に伴う関係規則

の整備に関する規則の制定について」を了承します。 

続きまして、報告第１４号「河内長野市子ども・子育て支援法施行細

則等に基づく処分に係る教示の標準を定める規則の制定について」ご説明

願います。 

 

亀井子ども子育て課長 

本件は、行政不服審査法の改正（平成２８年４月１日施行）により、子

ども・子育て支援法施行細則、河内長野市立幼稚園保育料徴収条例施行規

則及び河内長野市立保育所保育料徴収規則の各様式中の教示文について

改正が必要となったため、本規則を制定し対応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） 

質問がないようですので、報告第１４号「河内長野市子ども・子育て支

援法施行細則等に基づく処分に係る教示の標準を定める規則の制定につ

いて」を了承します。 

続きまして、報告第１５号「河内長野市子ども・子育て支援法施行細

則の一部改正について」ご説明願います。 

 

亀井子ども子育て課長 

本件は、子ども・子育て支援法施行規則の一部が改正され、保育料につ 

いて、年収約 360万円未満相当の世帯に属する子どもの数え方（年齢条件

の撤廃）等が変更となること。また、ひとり親家庭等に対し、一部軽減措
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置が講じられることなどの制度改正が行われることから、本市の保育料に

ついても当該制度改正に対応するため所要の改正を行うものでございま

す。 

また、行政不服審査法の改正（平成２８年４月１日施行）により様式中

の教示文の改正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） 

質問がないようですので、報告第１５号「河内長野市子ども・子育て支

援法施行細則の一部改正について」を了承します。 

続きまして、報告第１６号「河内長野市ひとり親家庭高等学校卒業程度

認定試験合格支援事業実施要綱の制定について」ご説明願います。 

  

亀井子ども子育て課長 

本件は、ひとり親家庭の自立や生活の安定を図るため、これまで、ひと

り親家庭の親に対する就業相談や自立支援プログラムの策定、資格取得を

支援するための給付金の支給等を行ってまいりましたが、ひとり親家庭の

親の中には、高等学校を卒業していないことから希望する就業ができない

ことや安定した就業が難しいなどの支障が生じております。このため、中

途退学を含む高等学校を卒業していないひとり親家庭の親が、高等学校を

卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認

定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座

の受講費用の軽減を図り、ひとり親家庭の親の学び直しを支援し、自立支

援プログラム策定事業を組み合わせること等により、より良い条件で就業

や転職につなげ、ひとり親家庭の自立及び生活の安定に資することを目的

に、ひとり親家庭の親に給付金を支給す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。 
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（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、何かご質問などございませんか。 

 

柴委員 

 給付金の支給者数は、１年間で何名程度を想定しているのでしょうか。 

 

亀井子ども子育て課長 

 この給付金制度は、当市として初めての試みですので、利用者への制度

内容の浸透はしばらく時間がかかるかもわかりませんが、年間で１０名程

度への支給を予定しております。 

 

柴委員 

 対象者への制度の周知は、どの様な方法を考えておられますか。 

 

亀井子ども子育て課長 

 相談窓口でのご案内が主になると思います。そのほか広報紙や市のホー

ムページなどで周知していく予定です。 

 

柴委員 

 わかりました。 

 

和田教育長 

ほかに質問はありませんか。 

（質問なし） 

質問がないようですので、報告第１６号「河内長野市ひとり親家庭高等

学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の制定について」を了承しま

す。 

続きまして、報告第１７号「河内長野市高等職業訓練促進給付金等事業

実施要綱の一部改正について」ご説明願います。 
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  亀井子ども子育て課長 

   本件は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）及び行政不服審査 

法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第６９

号）の改正が行われたことに伴い、本要綱に定める決定通知に記載してい

る教示文の改正を行うものでございます。 

また、ひとり親家庭の経済的な自立を支援するため、平成２８年度から、

ひとり親家庭自立支援事業の対象者を拡充することに伴う所要の改正を

行うものでございます。 

さらに、母子家庭の母又は父子家庭の父について、扶養している児童を

１８歳未満としている規定を母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定して

いる児童の定義（２０歳未満の者）に改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、何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、報告第１７号「河内長野市高等職業訓練促進

給付金等事業実施要綱の一部改正について」を了承します。 

続きまして、報告第１８号「河内長野市民間保育所小規模改善費補助金

交付要綱の一部改正について」ご説明願います。 

 

亀井子ども子育て課長 

  本件は、補助金等の適正化の観点から本補助金について見直しを実施し

ました結果、本補助金については、廃止すべきではないものの、補助率に

ついては河内長野市補助金交付基準に基づき３分の２から２分の１に改

める方向となり、財政課と協議を行ったものでございます。また、民間保

育所園長会議でも理解を得られたことから所要の改正を行うものでござ

います。 

詳細につきましては、議案書、議案説明資料のとおりでございます。 
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（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、何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、報告第１８号「河内長野市民間保育所小規模

改善費補助金交付要綱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。 

 

藤林教育総務課長 

 （別添資料により説明） 

  平成２８年４月の機構改革に伴う教育委員会組織機構については、その

他報告書のとおりです。 

 

小滝学校教育課参事 

（別添資料により説明） 

入園式、小・中学校入学式について ほかについては、その他報告書の 

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） 

下里運動公園のオープンについては、その他報告書のとおりです。 

 

森下図書館長 

 （別添資料により説明） 

「河内長野 子どもと本の連絡会」の文部科学大臣表彰について ほかに

ついては、その他報告書のとおりです。 

   

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。 
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（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４月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２８年５月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２８年５月３０日（月） 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２８年３月２５日～平成２８年４月２７日）  別 紙 

 

３月 ２５日（金） 

３月 ２８日（月） 

 

３月 ２９日（火） 

 

 

３月 ３０日（水） 

３月 ３１日（木） 

 

 

 

 

４月  １日（金） 

 

 

 

 

 

４月  ３日（日） 

 

４月  ４日（月） 

 

 

 

 

４月  ５日（火） 

 

４月  ６日（水） 

 

 

定例教育委員会に出席（６０２会議室） 

市議会本会議に出席 

地区小学校長会会長応接（教育長室） 

府教委教職員課応接（教育長室） 

庁議に出席（庁議室） 

予算委員会に出席（委員会室） 

市議会本会議に出席 

教職員着任式に出席（別館第１会議室） 

学校管理職辞令交付式に出席（別館第１会議室） 

教職員退職辞令交付式に出席（別館第１会議室） 

市管理職退職辞令の確認 

関係部署連絡会議に出席（庁議室） 

広域異動着任式に出席（８０１会議室） 

辞令交付式に出席（教育長室） 

新採職員辞令交付式に出席（８０１会議室） 

部長会に出席 

局内会議に出席 

事務局全体会議に出席 

岩湧山山焼きに出席（岩湧山） 

市子ども会総会に出席（キックス） 

大阪府教育庁挨拶（府教委別館・咲洲庁舎） 

富田林子ども家庭センター挨拶（富田林） 

富田林サポートセンター挨拶（富田林） 

河内長野警察挨拶 

私立幼稚園連絡協議会長応接（教育長室） 

市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席（アウィーナ

大阪） 

春の交通安全キャンペーンに出席（千代田駅） 

小学校入学式に出席（千代田小） 

中学校入学式に出席（美加の台中） 
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４月   ７日（木） 

 

 

 

 

４月   ８日（金） 

 

 

４月 １０日（日） 

 

 

 

４月 １１日（月） 

 

４月 １２日（火） 

４月 １３日（水） 

４月 １４日（木） 

 

４月 １５日（金） 

 

 

４月 １７日（日） 

４月 １８日（月） 

 

 

 

４月 １９日（火） 

 

４月 ２１日（木） 

４月 ２２日（金） 

４月 ２３日（土） 

４月 ２５日（月） 

府教委学校再編課長応接（教育長室） 

府教委教職員課応接（教育長室） 

地区中校長会応接（教育長室） 

長野小中校長会応接（教育長室） 

長野小中教頭会応接（教育長室） 

庁議に出席（庁議室） 

市ライオンズクラブ５０周年式典に出席（スイスホテル） 

地区部課長会会長応接（教育長室） 

青少年指導員委嘱（キックス） 

青少年指導員協議会総会に出席（キックス） 

市民スポーツ大会総合開会式に出席（市民総合体育館） 

スポーツ推進委員委嘱状伝達式に出席（３０１会議室） 

地区青色パトロールに同乗 

校長会に出席（８０２会議室） 

校長会に出席（８０２会議室） 

公民館長会議に出席（行政委員会室） 

南河内地区中学校校長会に出席（富田林市民会館） 

地区小校長会会長応接（教育長室） 

教頭会に出席（５０１会議室） 

大阪府都市教育長協議会役員会・総会・懇談会に出席（ア

ウィーナ大阪） 

故野口氏お別れ会に出席（大阪シティプラザ） 

南河内地区人事協議会・教育長協議会に出席（府民センタ

ー） 

地区教育研究会会長応接（教育長室） 

地区教育長協議会歓送迎会に出席（滝谷不動） 

障害児童父母の会総会に出席（あかみね） 

三師会へ挨拶 

近畿都市教育長協議会に出席（橿原ロイヤルホテル） 

近畿都市教育長協議会に出席（橿原ロイヤルホテル） 

秋山信子展に出席（ラブリーホール） 

市防災対策会議に出席（６０２会議室） 
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４月 ２５日（月） 

４月 ２６日（火） 

４月 ２７日（水） 

地区小中教頭会会長応接（教育長室） 

庁議に出席（庁議室） 

市人権・市教研総会に出席（長小） 

三者懇談会に出席（長野荘） 

  

 

 

 


