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 平成２８年５月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２８年５月３０日（月）午後２時３０分～午後４時１５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 

 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、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、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５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。）  

５月１９日、２０日の両日に徳島県あわぎんホールで開催されました、

全国都市教育長協議会総会に出席いたしました。分科会では生涯学習分野

に参加し、生涯学習に関する取り組みについて活発な意見交換や情報交換

を行い、有意義な時間を持つことができました。 

    ５月２５日に開催された人権協会総会では、ソーシャルインクルージョ

ン（社会的包摂：社会的に弱い立場にある人々と共に支え合い生活してい

こうという考え方）が議題になり、教育の立場においても、支援教育や人

権教育に対する取り組みをより精力的に行っていく必要があることを確

認しました。 

   ５月２９日の下里人工芝球技場のオープニングイベントは、好天にも恵

まれ関係者及び来場者で約１０００人の参加があり、盛況のうちに終える

ことができました。今後は、球技場の効果的な利用の促進について、さま

ざまな取り組みや工夫を市をあげておこなっていきたいと考えておりま

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。） 

    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３８号「河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について」をご説明願います。 
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中谷子ども子育て課参事 

   本件につきましては、「建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部

を改正する政令（平成２８年政令第６号）」の施行に伴い、同法を引用す

る国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の設備基準に関し、

一部改正が行なわれたところでございます。 

   また、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」（平成 28 年厚生

労働省令第 22 号）が公布されたことに伴い、保育所等における保育士配

置要件の弾力化に関する事項について、同基準に附則が新設されました。 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は市町村が条例で定め

ることとなっており、今回の改正を受け、河内長野市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例について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。 

 

澤田委員 

   家庭的保育事業等とはどのような事業ですか。 

 

中谷子ども子育て課参事 

   大都市部の待機児童対策、児童人口減少地域の保育基盤維持など地域に

おける保育のニーズにきめ細やかに対応し、多様な事業主体が多様なスペ

ースを活用して、乳幼児の健やかな成長を支援する事業であり、保育を提

供するための要件を備えた、市町村長の認可を受けた事業者が行う保育事

業であります。具体的には、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問

型保育事業、事業所内保育事業の４事業のことです。現在、河内長野市内

には該当施設はありません。 
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  澤田委員 

   わかりました。 

 

和田教育長 

この件につきまして、他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３８号「河内長野市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める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３９号「河内長野市立図書館無線ＬＡＮの利用に関

する要綱の制定について」をご説明願います。 

 

森下図書館長 

  現代社会において情報収集にインターネットは欠かせないものとなっ

ていることから、国においては、図書館の地域における情報収集拠点とし

ての重要性に鑑み、「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成 24

年 12 月 19 日 文部科学省告示第 172 号）で、利用者が図書館資料とイン

ターネットを利用して情報を入手できる環境の整備を求めているところ

でございます。本市においても課題解決型図書館におけるインターネット

接続環境整備の一環として今回、図書館内に Wi-Fi（無線 LAN）スポット

を設置することから、実施にあたって利用者に運用の手順を明らかにする

ため本要綱を制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 

 

柴委員 

 無線ＬＡＮの利用が可能なのは図書館内のどのエリアですか。 
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森下図書館長 

 利用可能エリアとして、図書館の１階、２階及びエントランスでの利用

が可能であることを確認しております。 

 

柴委員 

 わかりました。 

 

嘉名委員 

 インターネット等による情報収集ツールの利用環境の整備として、無線

ＬＡＮのアクセスポイントの整備は非常に有用ですが、一方で有害サイト

へのアクセスなど不正な利用がおこなわれる可能性もあるように思うの

ですがいかがですか。これに対して、何か対策をされますか。 

 

森下図書館長 

 図書館のアクセスポイントを経由して、不正なデータ通信、有害サイト

やネットワークゲームサイトへのアクセスなど、要綱の禁止事項に抵触す

る不正なアクセスが試みられるおそれはありますが、フィルタリング機能

を導入することでアクセス先の制限をおこなうとともに、利用申し込み書

に基づいて利用許可を与えますので、万が一不正な利用があった場合には、

利用者を特定し、利用資格の停止や取り消しを行うことで不正な利用を防

止いたします。 

 

嘉名委員 

 わかりました。 

 

和田教育長 

この件につきまして、他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「河内長野市立図書館無線ＬＡ

Ｎの利用に関する要綱の制定について」を承認します。 

続きまして、議案第４０号「青少年の社会参画を推進するための教育施

策について（諮問）」をご説明願います。 
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  古谷地域教育推進課長 

本件は、選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられたことにより、これま

で以上に、青少年の国家・社会の形成者としての意識を醸成するとともに、

課題を多面的・多角的に考え、自分なりの考えを作っていく力を育むこと

等が重要となってきております。 

このような状況を踏まえ、本市として、青少年が主権者として、社会の

中で自立し、他者と連携、協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題

解決を社会の構成員の一員として主体的に担う力を発達段階に応じて身

に付けていくことが必要であると考えており、今後の本市における青少年

の社会参画の推進方策、そのあり方等について、河内長野市社会教育委員

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。 

 

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 

諮問から答申までのスケジュールはどうなっていますか。 

 

古谷地域教育推進課長 

６月３０日開催予定の社会教育委員会議において諮問を行う予定です。

８月頃に委員から意見聴取を行い、本年１２月末までに答申をいただく予

定です。 

 

嘉名委員 

わかりました。 

 

  澤田委員 

社会教育委員会議の委員はどのような方々ですか。 
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森井文化・スポーツ振興課長 

市文化連盟、青少年健全育成会、保護司会、市立小中学校校長会、高等

学校、大学などの各種団体の代表者１４名の委員で構成されています。 

 

  澤田委員 

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。 

（質問なし） 

   質問がないようですので、議案第４０号「青少年の社会参画を推進する

ための教育施策について（諮問）」を承認します。 

   続いて、各課からその他報告をお願いします。 

 

藤林教育総務課長 

 （別添資料により説明） 

 今後の学校のあり方の方向性検討にかかる実施要領案については、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） 

今後のスポーツ施設の管理運営のあり方については、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） 

平成２７年度河内長野市立図書館事業評価結果について 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。 

（質問なし。） 
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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５月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２８年６月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２８年６月３０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２８年４月２８日～平成２８年５月２９日）  別 紙 

 

４月 ２８日（木） 

 

 

５月  １日（日） 

５月  ２日（月） 

 

５月  ６日（金） 

 

 

５月   ７日（土） 

５月  ９日（月） 

 

５月 １１日（水） 

５月 １２日（木） 

５月 １３日（金） 

５月 １４日（土） 

５月 １５日（日） 

５月 １６日（月） 

５月 １７日（火） 

５月 １８日（水） 

５月 １８日（水） 

５月 １９日（木） 

５月 ２０日（金） 

５月 ２１日（土） 

５月 ２２日（日） 

５月 ２３日（月） 

 

 

５月 ２４日（火） 

 

地区中学校教育研究会長応接（教育長室） 

定例教育委員会に出席（行政委員会室） 

くすのき親睦会に出席（ラブリーホール） 

ヤングアメリカンズに出席（ラブリーホール） 

部長会に出席（３０１会議室） 

コンプライアンス推進会議に出席（３０１会議室） 

校長会に出席（給食センター） 

学校・主任児童委員連絡会に出席（８０２会議室） 

総合スポーツクラブ懇談会に出席 

書道展に出席（ラブリーホール） 

局内会議に出席（６０２会議室） 

都市教育委員連絡協議会役員会に出席（アウィーナ大阪） 

学校長・保護司会連絡会に出席（キックス） 

富田林合唱団応接（教育長室） 

高向保育園新築視察（高向保育園） 

開館８０周年記念展に出席（大阪市立美術館） 

河内長野市民まつりに出席（赤峯グラウンド） 

スポーツ振興会役員と協議 

懲戒処分（行政委員会室） 

教頭会に出席（５０１会議室） 

福祉教育常任委員協議会に出席（委員会室） 

全国都市教育長協議会総会に出席（徳島あわぎんホール） 

全国都市教育長協議会総会に出席（徳島あわぎんホール） 

加賀田健全育成会総会に出席（加賀田中） 

長野健全育成会総会に出席（キックス） 

長野中校区学校長評価育成面談に出席（行政委員会室） 

南花台中校区学校長評価育成面談に出席（行政委員会室）

南河内地区教頭会総会に出席（富田林市民会館） 

庁議に出席（庁議室） 

西中校区学校長評価育成面談に出席（行政委員会室） 
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５月 ２４日（火） 

５月 ２５日（水） 

 

５月 ２６日（木） 

 

５月 ２７日（金） 

 

 

 

５月 ２８日（土） 

５月 ２９日（日） 

千代田中校区学校長評価育成面談に出席（行政委員会室） 

人権協会総会に出席（８０２会議室） 

いじめ防止対策審議会に出席（行政委員会室） 

くろまろ塾学位授与式に出席（キックス） 

都市教育委員連絡協議会総会に出席（アウィーナ大阪） 

加賀田中校区学校長評価育成面談に出席（行政委員会室） 

美加の台中校区学校長評価育成面談に出席（行政委員会

室） 

民生児童委員総会に出席（ラブリーホール） 

市ＰＴＡ連絡協議会総会に出席（キックス） 

人工芝球技場オープニングイベントに出席（下里運動公

園） 

アートの森に出席（滝畑） 

  

 

 

 

 


