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 平成２８年７月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２８年７月２８日（木）午後２時３０分～午後４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、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、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７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。）  

  ７月３日に下里人工芝グラウンドで開催された、第１回ラグビーフェス

タには、市内外から多数の参加があり、盛況のうちに開催されました。７   

月の完全オープン以降、日曜平日を問わず利用をしていただいているとい 

うことで、今後も様々な催しを計画して一層の利用を推進していきたいと 

思っております。 

 ７月１６日の長野健全育成会キャンプには、滝畑キャンプ場に７０名近 

くの子どもたちが参加し、楽しい時間を過ごしていました。また、スタッ 

フも７０名ほどが参加してくださいましたが、教師と地域のボランティア 

が半数ずつおり、教師と地域が手を取り合って子どもを育んでいることを 

肌で感じました。 

 ７月２５日と２７日の２日間、市内の保育園と放課後児童会の視察を行 

いました。保育園ごとの取り組みや課題について生の声を聞き、また幼児 

期、時に小学校入学前の５歳児の教育が、小学校へのスムーズなつながり 

に重要な役割を果たしていることを改めて認識しました。 

 

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。） 

    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４１号「河内長野市奨学金給付条例施行規則の一部改正につい

て」をご説明願います。 
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森本教育指導課長 

  本件は、奨学生選定及び奨学金給付停止（減額）は行政庁の処分その他 

 公権力の行使に当たることから、行政不服審査法第８２条第１項及び行政 

事件訴訟法第４６条第１項に基づく教示を行う必要があるため、処分に関 

する様式の追加・改正をするものでございます。また、奨学金給付申請の 

様式第１号について在籍学校長の推薦欄があったことについて、条例、規 

則には推薦を必要とする記載はなく、高校等からの問い合わせも多いため、 

在籍証明に変更し、併せて奨学生資格の調査同意の文章追加及び様式を改 

正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いたします。 

 

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、議案第４１号「河内長野市奨学金給付条例施行 

規則の一部改正について」を承認します。 

 続いて、議案第４２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改正について」をご説明願います。 

 

森本教育指導課長 

   学校教育法の改正で義務教育学校が新たな学校の種類として規定されたこ 

とにより、「小学校」の範囲を追加規定する必要が生じたこと並びに参照条文 

の番号誤りがあることがわかったため修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、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

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） 

  質問がないようですので、議案第４２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改正について」を承認し 

ます。 

   

 藤林教育総務課長 

  平成２８年７月２０日付け、岡本委員から平成２８年９月３０日をもって 

 河内長野市教育委員会委員を辞したい旨の願い出がありました。辞職につき 

ましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１０条の規定に基づ 

き、教育委員会の同意が必要となるため、河内長野市教育委員会会議規則第 

４条第３項に基づき追加提案として付議してよろしいでしょうか。 

 

和田教育長 

 ただいま、事務局から案件の追加の提案がありましたが、追加案件として 

認めてよろしいでしょうか。 

 （委員異議なし） 

 異議なしとの声がありましたので、追加案件として認めます。 

 なお、本件は岡本委員の一身上に関する案件ですので、地方教育行政の組 

織及び運営に関する法律第１４条第６項の規定により、ご自身に関する議決 

には参与できませんので、採決にあたり岡本委員に一時ご退席をお願いして 

よろしいでしょうか。また、人事案件のため、併せて教育委員、部長、理事、 

教育総務課長及び会議録記録者を除いた事務局職員の一時退席を命じてよろ 

しいでしょうか。 

 （委員異議なし） 

 （岡本委員及び事務局職員退室） 

 

和田教育長 

 議案第４３号「河内長野市教育委員会委員の辞職同意について（追加案件）」 

をご説明願います。 

 

藤林教育総務課長 
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  平成２８年７月２０日、岡本正志委員から平成２８年９月３０日をもって 

辞職したい旨の願いが提出されたため、地方教育行政の組織及び運営に関す 

る法律第１０条の規定に基づき、同意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。 

 

和田教育長 

この件につきまして、辞職の願い出の同意について採決を行います。岡本 

委員の辞職願について、同意される委員の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

  採決の結果、議案第４３号「河内長野市教育委員会委員の辞職同意につい

て（追加案件）」を承認します。 

 

 （岡本委員及び事務局職員入室） 

 

和田教育長 

  岡本委員から願い出のありました、辞職につきましては、採決の結果、平

成２８年９月３０日付けで辞職することに同意いたします。 

 

岡本委員 

  わかりました。 

 

 和田教育長 

  続いて、報告第２０号「河内長野市自立支援教育訓練給付金事業実施要

綱の一部改正について」をご説明願います。 

 

亀井子ども子育て課長 

  平成２８年３月３１日付けで「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立 

支援給付金事業の実施について」（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知） 

が改正されたことに伴い、本要綱に規定している自立支援教育訓練給付金

の支給内容等の改正が必要となったことから、その他所要の改正と併せて
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本要綱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。 

 

澤田委員 

 当市の母子・父子家庭は何名程度いますか。 

 

亀井子ども子育て課長 

   １８歳未満の子ども並びに２０歳未満の障がいを持つ子どもを養育して 

  いる母子家庭・父子家庭、あわせておよそ１，０００名おられます。 

 

  澤田委員 

   わかりました。 

 

  嘉名委員 

   自立支援教育訓練給付金の交付対象となる講座はどのようなものですか。 

 

  亀井子ども子育て課長 

   支給対象となるのは、介護初任者職員、簿記、パソコン、医療事務、介 

護福祉士などの講座です。 

 

  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、報告第２０号「河内長野市自立支援教育訓練
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給付金事業実施要綱の一部改正について」を了承します。 

   続いて、報告第２１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」をご説明願います。 

 

亀井子ども子育て課長 

   平成２８年３月３１日付けで「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自 

立支援給付金事業の実施について」（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知）が改正されたことに伴い、本要綱に規定している高等職業訓練促進給

付金等の支給内容等の改正が必要となったことから、その他所要の改正と

併せて本要綱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２１号「河内長野市自立支援教育訓練 

給付金事業実施要綱の一部改正について」を了承します。 

 続いて、報告第２２号「平成２７年度公益財団法人河内長野市文化振興 

財団の事業並びに決算の報告について」をご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

 平成２７年度公益財団法人河内長野市文化振興財団の事業並びに決算に 

ついては、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、平成２８年 

９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、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。 
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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。 

 

柴委員 

他市の文化会館の利用状況を聞きますと、年間平均１００公演程度で、

貸館事業が年間事業の大半を占めているそうですが、ラブリーホールでは 

年間５００もの公演を開催していることは、文化振興にも大きな貢献をし 

ていると言えますので、大変好感が持てます。今後も精力的な事業の取り 

組みを期待します。 

 

和田教育長 

  他に質問はございませんか。 

（質問なし） 

質問がないようですので、報告第２２号「平成２７年度公益財団法人河 

  内長野市文化振興財団の事業並びに決算の報告について」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） 

    今後の学校教育のあり方の検討については、その他報告書のとおりです。 

 

  嘉名委員 

   従来の都市づくりにおいては、都市計画や開発計画に学校の規模や校区 

  を整備・調整してきましたが、近年は「成長管理型の都市づくり」として、 

学校の適正な規模を維持できるように、都市計画や開発計画をコントロー

ルしていくような手法が注目されております。当市の今後の学校教育のあ

り方を検討する場合も、都市づくりとの整合性をどう取り合っていくのか

が重要であると思います。 

 

森本教育指導課長 

 （別添資料により説明） 

 公私立保幼小連絡会について ほかについては、その他報告書のとおり 

です。 
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古谷地域教育推進課長 

 （別添資料により説明） 

 ジュニアキャンプの開催について ほかについては、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） 

高校生ボランティアの募集について ほかについては、その他報告書の

とおりです。 

   

藤林教育総務課長、森本教育指導課長、大久保教育指導課参事、亀井子ど 

も子育て課長、井上ふるさと文化財課長、森井文化・スポーツ振興課長、 

古谷地域教育推進課長、森下図書館長 

 （別添資料により説明） 

 平成２８年度主要事業事務（第１四半期 ４月～６月）報告については、 

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） 

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７月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２８年８月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２８年８月１９日（金） 午後２時開催 

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６月３０日～平成２８年７月２７日）  別 紙 

 

６月 ３０日（木） 

 

７月  １日（金） 

 

７月  ２日（土） 

７月   ３日（日） 

 

７月  ４日（月） 

 

７月  ５日（火） 

 

 

７月  ６日（水） 

７月  ７日（木） 

 

 

７月   ８日（金） 

 

 

 

 

７月  ９日（土） 

７月 １１日（月） 

 

 

 

７月 １３日（水） 

 

７月 １４日（木） 

 

社会教育委員会議に出席（行政委員会室） 

定例教育委員会に出席（行政委員会室） 

府都市教育長協議会役員会定例会に出席（アウィーナ大

阪） 

習作展を観覧（ラブリーホール） 

市子連スポーツフェスタに出席（赤峯グラウンド） 

第１回ラグビーフェスタに出席（下里グラウンド） 

市内文化遺産活用会議に出席（教育長室） 

大兵馬俑展開会式に出席（国立国際美術館） 

府教委教育振興室長応接（教育長室） 

大阪芸術大学との連携会議に出席（大阪市中央区） 

法務局連絡会に出席（大阪市中央区） 

校長会に出席（給食センター） 

局内会議に出席（５０１会議室） 

地区部課長会会長応接（教育長室） 

府教委教職員課参事応接（教育長室） 

石仏小学校視察 

市民プール視察（寺が池プール） 

南河内地区人事協議会に出席（府民センター） 

南河内地区市町村教育長連絡協議会に出席（府民センタ

ー） 

社会を明るくする運動市民大会に出席（キックス） 

教頭会に出席（５０１会議室） 

小学校連合児童会に出席（あやたホール） 

臨時部長会に出席（３０１会議室） 

関西サイクルスポーツセンターとの会議に出席 

カーメル中高生表敬訪問に出席（８０２会議室） 

府教委小中学校課長応接（教育長室） 

都市教育長協議会役員・小中学校長役員合同懇談会に出席

（アウィーナ大阪） 
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７月 １５日（金） 

７月 １６日（土） 

７月 １７日（日） 

７月 １９日（火） 

７月 ２０日（水） 

 

７月 ２１日（木） 

 

 

７月 ２２日（金） 

 

７月 ２３日（土） 

 

 

７月 ２４日（日） 

 

 

７月 ２５日（月） 

 

 

７月 ２７日（水） 

 

 

 

夏の夕べに出席（千代田台保育所） 

長野健全育成会キャンプに出席（ふるさとの森） 

駅前子ども教室に出席（あいっく他） 

府中学校道徳研究会役員応接（教育長室） 

民生児童委員推薦会に出席（行政委員会室） 

健全育成会に出席（千代田中） 

東中学校駅前キャンペーンに出席（三日市地区） 

地区中体連会長応接（教育長室） 

庁議に出席（庁議室） 

府都市教育長協議会夏季研修会・役員会・定例会に出席（ア

ウィーナ大阪） 

長野地車協議会夏まつりに出席（野作第１公園） 

美加の台祭に出席（美加の台小） 

加賀田納涼映画祭に出席（石仏小） 

奥河内子ども写生大会に出席 

文化連盟こども体験教室に出席（キックス） 

市音楽フェスティバルに出席（ラブリーホール） 

奨学金選考委員会に出席 

保育園・放課後児童会を視察（南嶺保育園、美加の台保育

園、観心寺保育園、美加の台児童会） 

庁議に出席（庁議室） 

保育園・放課後児童会を視察（汐の宮保育園、柳風台保育

園、長野保育園、千代田児童会） 

  

 

 

   

 


