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 平成２８年９月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２８年９月２８日（水）午後２時～午後５時４５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 

４．欠席委員 

  岡本委員 

５．会議録署名委員 

  澤田教育長職務代理者、嘉名委員 

６．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、小滝教育指導課参事、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 

 

７．会議要録 

 開 会 

  和田教育長 

   ただいまから、平成２８年９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 
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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。 

 

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。）  

   ８月３１日に地区教育長協議会視察研修として、京都凌風学園の小中一

貫教育についての現地視察を行いました。同校は施設一体型の小中一貫教

育校として第１から第３までのステージ制で、それぞれ４－３－２年制を

採用しております。校舎内はそれぞれのステージごとで各階層に明確に分

かれているところが特徴的でした。また、低～中層域の学力の児童生徒に

対しての学力向上に主眼を置いて取り組んでいることが印象的でした。今

後の河内長野市の小中一貫教育を考えていく上において、非常に参考とな

る学校の運営形態であると思いました。 

   ９月１日から市議会本会議が始まり、初日に教育委員の任期満了及び辞

任に伴う、後任委員の任命同意をいただいたところです。嘉名光市委員が

１０月１日から平成３１年９月３０日までの３年の任期で再任されました。

また、柴委員の任期満了並びに岡本委員の辞任に伴い、藤本眞裕委員と尾

上伸枝委員が選任されました。藤本委員の任期は、１０月１日から平成３

２年９月３０日までの４年間、尾上委員の任期は、１０月１日から平成３

０年９月３０日までの２年間です。 

   ９月１２日には市議会本会議での代表質問、１３日には同じく個人質問

がありました。質問及び答弁内容つきましては、先に送付しております「質

問通告と答弁の要旨について（教育委員会関係）」のとおりでございます。 

  （中尾子ども未来部部長、橋本生涯学習部部長、西田子ども未来部理事よ

り、それぞれ概要を説明。） 

   続いて、９月２３日の決算常任委員会での常任委員からの質問や要望 

の要旨を各課長から報告していただきます。 
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森本教育指導課長 

 教育指導課の事業に関しましては、（1）登下校時のＩＣタグの導入推進

について（2）現在、小学１～２年生は現在３５人学級であるが、３年生に

なった時に４０人学級となる学級数がどれくらいあるか、また３年生以上

でも３５人学級の取り組みはできないか（3）ＬＧＢＴ（性的少数者の総称）

への取り組み状況について（4）大学奨学金の返済補助について（5）教員

の労働時間について（6）教科書の副読本について（7）職業体験について

（8）クラブ活動について（9）コミュニティスクールの現状（10）教職員

に対する研修の現状について（11）プログラミング教育の状況（12）教育

立市宣言後の教育の成果について（13）図書館司書の現状について（14）

ＩＣＴ機器活用による教員の負担軽減の実態について質問がありました。 

  

大久保教育指導課参事 

 給食センターの事業に関しましては、（1）中学校における学校給食の喫

食率が低い原因をどう分析しているか（2）現在の給食センターの能力で中

学校給食も完全実施する場合、児童生徒の推計からみて平成何年度に実施

可能かとの質問がありました。 

要望事項といたしましては、給食のアレルギー対応について他市の対応

状況を積極的に学んでもらいたいという意見がございました。 

（1）つきましては、給食時に冷めてしまっていることや食べ始められる

までに時間がかかることなどが、喫食率が低い原因であると分析している

旨、（2）につきましては、過去に小学生用として最大７千名分の給食を作

っていた実績から見ますと、平成３２年度に小中学生合わせて７，０００

名を下回ることが予測されていることから、その時点において全員給食の

可能性がある旨を答弁いたしました。ただし、この場合には付帯施設等の

拡充などを行う必要性があることも併せて答弁いたしました。 

  

 亀井子ども子育て課長 

 子ども子育て課の事業に関しましては、（1）認定こども園の現在の状況

について（2）児童虐待の通報があった場合の対応について（3）一時保護

の実態及び警察との連絡体制について（4）保育所への小規模改善費用補助

金交付率の変更の理由について、またこれに関連する要望として、民間の
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保育所の老朽化が進んでおり、修繕費など保育所運営に必要な費用のさら

なる援助を行ってほしい（5）延長保育の時間延長について（6）保育所で

のサービス残業が常態化しているという投書の真偽について（7）ひとり親

家庭に対する児童扶養手当の支給内訳について（8）地域型保育給付事業の

状況についての質問並びに要望がありました。 

特に、（6）につきましては、実態を調査し後日回答する旨を答弁いたし

ました。 

 

 中谷子ども子育て課参事 

 あいっくの事業に関しましては、（1）わくわく広場の利用者の状況と内

訳について（2）一時預かり登録者の年齢別利用状況、利用料、担当保育士

数について（3）あいっくの費用弁償についての３件の質問並びに「つどい

の広場」の委託については委託先の検証を確実に行ってもらいたいとの要

望が１件ありました。 

（1）につきましては、市外利用者が４４．６％となっているため、市外利

用者への有料化について提案がありました。（2）につきましては、人件費

削減のために事業の民間委託への検討についてご意見をいただき、市にお

いても、あいっくが運営する諸事業のアウトソーシングについて検討中で

ある旨を、（3）につきましては、通勤手当としての支出である旨をそれぞ

れ答弁いたしました。 

   

藤林教育総務課長 

 教育総務課の事業に関しましては、（1）大規模改造事業（耐震事業）の

進捗について（2）小中学校のエアコン設置について（3）学校トイレの洋

式化について（4）就学援助費の早期支給の検討について（5）学校の校庭

の芝生化の状況についてのご質問がありました。 

（1）につきましては、校舎の耐震化は平成２７年度で完了しましたが、

体育館及び校舎の非構造部材の耐震化が平成３０年度で完了予定である旨

を、（2）につきましては、財源のこともあり、現在の段階では庁内調整が

整っていない旨を、（3）につきましては、基本的な考え方として、トイレ

１カ所ごとに１便器のみを和式とし、残りを洋式化する計画である旨を、

（4）につきましては、他市の早期支給の事例を調査しさらに検討を行って
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いきたい旨を、（5）につきましては、現在小学校３校で実施をしており、

適正に管理されている旨をそれぞれ答弁いたしました。 

 

古谷地域教育推進課長 

地域教育推進課の事業に関しましては、（1）府内の放課後児童会の民営

化と同様、本市の放課後児童会についても民営化を推進してほしい。（2）

放課後児童会のない天見小学校に通学している児童会への入会を希望する

児童で、住まいに一番近い三日市放課後児童会への通所に際し、駅から児

童会までの送迎をサポートする手立てを講じてほしい。（3）ひきこもり相

談のＰＲを積極的に行い、相談者数の増加に努めてほしい。以上３件の要

望がありました。 

 

井上ふるさと文化財課長 

ふるさと文化財の事業に関しましては、高向にある「ふるさと歴史学習

館」の愛称が「くろまろ館」となっているが、何の建物かがわかりにくい

ので、例えば「くろまろ歴史学習館」や「くろまろ歴史資料館」など建物

の目的がイメージしやすい名称にすべきであるとのご意見が１件ありまし

た。 

 

 森井文化・スポーツ振興課長 

文化・スポーツ振興課の事業に関しましては、（1）キックスの駐車場の

混雑緩和対策について（2）総合体育館の空調設備の導入について（3）下

里人工芝球技場の芝の張り替え費用の確保について（4）くろまろ塾の講座

カリキュラムに、現代的な課題や家庭教育に関する課題をテーマとした講

座をくわえてほしい（5）放課後子ども教室講師の養成のためのくろまろ塾

の活用の進捗についての５件の質問がありました。また、シティマラソン

を地域経済の活性化につながるような催しとなるよう努めてもらいたいと

の要望が１件ありました。 

（1）につきましては、駐車スペースの確保の必要性は開館当初からの課

題として認識していること、また課題解決のための一手段としては、近隣

の駐車場用地の取得の必要性も考えられるため、今後、公共施設の再配置

計画の観点から庁内協議を行っていきたい旨を、（2）につきましては、空
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調施設設置工事に多大な費用がかかるうえ、体育館を始めとするスポーツ

施設の老朽化対策、耐震化対策など解決すべき課題もあり、厳しい財政事

情の中では対応が困難である旨を、ただし、体育館に熱中症対策としてス

ポットクーラーを４台設置し、利用者からご好評をいただいている旨を、

（3）につきましては、人工芝の張り替え費用のみならず、文化・スポーツ

の振興全般にかかる基金を創設し、ふるさと納税を含め広く寄附を募る制

度を構築したい旨を、（4）につきましては、今後くろまろ塾のカリキュラ

ム編成の際に検討する旨を、（5）につきましては、塾生がくろまろ塾で学

んだ成果をボランティアとしてさまざまな分野で地域に還元することを大

きな目標のひとつとしておりますことから、ご質問のあった放課後子ども

教室のボランティア講師の養成も含めまして、庁内関係各課と実施に向け

た調整を進めていく旨をそれぞれ答弁いたしました。  

ご要望のあった、シティマラソンの件につきましては、より経済効果が

高まるよう新たなマラソンコースの検討などを行う旨を答弁いたしました。 

  

和田教育長 

 教育長報告並びに市議会での答弁報告について、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４７号「河内長野市学校教育のあり方検討委員会の庶務を担当す

る部署を定める規程の制定について」をご説明願います。 

 

藤林教育総務課長 

  本件は、「河内長野市学校教育のあり方検討委員会」の設置条例の制定に

あたり、当該条例第６条において「委員会の庶務は、別に定める部署にお

いて処理する。」と規定されていることから、当該委員会の庶務を教育総務

課が担当する旨を本規程において規定するものでございます。 
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  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 

検討委員会の今後のスケジュールについてご説明願います。 

 

 藤林教育総務課長 

１０月の定例教育委員会において、検討委員会に対する諮問内容について

の承認をいただいた上で、１１月に検討委員会への諮問並びに第１回目の検

討委員会を開催する予定です。その後、平成２９年８月の答申までに５回程

度、検討委員会を開催する予定です。 

 

 澤田委員 

  わかりました。 

 

和田教育長 

  ほか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４７号「河内長野市学校教育のあり方検

討委員会の庶務を担当する部署を定める規程の制定について」を承認します。 

  

続いて、報告第２４号「南花台西小学校跡地施設の目的外使用許可に関す

る規則の廃止について」をご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

 本件は、旧南花台西小学校跡地施設についての活用方法が決定したことに 

伴い、教育財産から普通財産への移管が行われたことにより、南花台西小学 

校跡地施設の目的外利用許可に関する規則が不要となったため、廃止するも 
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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２４号「南花台西小学校跡地施設の目的 

外使用許可に関する規則の廃止について」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。 

 

小滝教育指導課長 

（別添資料により説明） 

いじめ防止対策審議会の開催 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） 

 「読書日記」の配布について 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、森井文化・

スポーツ振興課長、井上ふるさと文化財課長、古谷地域教育推進課長、森下

図書館長 

 （別冊資料により説明） 

 平成２７年度河内長野市の教育の現状（河内長野市教育委員会活動の自己 

点検評価報告書）の作成に関して、各重点目標に対する自己点検評価内容に 

ついて担当課長より説明。 
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澤田委員 

 自己評価がＢ評価となっている事業については、その理由や改善方策等の 

説明を明確に表記してもらいたい。 

 

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。） 

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９月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２８年１０月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２８年１０月２１日（金） 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８月１９日～平成２８年９月２７日）  別 紙 

 

８月 １９日（金） 

８月 ２２日（月） 

 

 

 

８月 ２３日（火） 

 

 

８月 ２４日（水） 

８月 ２５日（木） 

 

 

 

８月 ２６日（金） 

 

 

 

８月 ２９日（月） 

 

８月 ３１日（水） 

 

９月  １日（木） 

９月  ２日（金） 

 

９月   ３日（土） 

９月  ５日（月） 

 

 

９月  ７日（水） 

９月   ８日（木） 

定例教育委員会に出席（行政委員会室） 

福祉教育委員会に出席 

大阪千代田保育園・ちずる保育園を視察 

奥河内子ども写生大会表彰式に出席 

近畿教育長協議会役員会に出席（アウィーナ大阪） 

庁議に出席（庁議室） 

日本時事通信社応接（教育長室） 

ウエイトリフティング全日本優勝表敬訪問（教育長室） 

楠会に出席（長野荘） 

地区中学校総合体育大会開会式に出席（羽曳野コロセア

ム） 

社会教育委員会議に出席（行政委員会室） 

地区支援教育研究会会長応接（教育長室） 

長野スポーツ振興会役員と協議 

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） 

府教育長ＯＢ懇談会に出席（アウィーナ大阪） 

大典保育園・天宗保育園を視察 

全国秋の交通安全全大会に出席（８０２会議室） 

地区教育長協議会視察研修に出席（京都凌風学園草津宿陣

屋） 

市議会本会議 

部長会に出席（３０１会議室） 

府教委教育推進室参事応接（教育長室） 

いきいき長野福祉大会に出席（ラブリーホール） 

市校長会に出席（給食センター） 

長野ガス環境賞受賞報告応接（教育長室） 

局内会議に出席（６０１会議室） 

ファミリーサポート交流会に出席（あいっく） 

答弁調整会議に出席 
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９月  ９日（金） 

 

 

９月 １０日（土） 

９月 １１日（日） 

９月 １２日（月） 

９月 １３日（火） 

９月 １４日（水） 

９月 １５日（木） 

 

９月 １６日（金） 

 

９月 １７日（土） 

 

９月 ２０日（火） 

９月 ２１日（水） 

９月 ２３日（金） 

９月 ２４日（土） 

９月 ２５日（日） 

９月 ２６日（月） 

９月 ２７日（火） 

 

教頭会に出席 

長小肢体不自由児保護者応接（教育長室） 

書道展に出席（堺文化ギャラリー） 

美加の台学園祭に出席（美加の台小） 

世界民族音楽祭に出席（ラブリーホール） 

市議会本会議 

市議会本会議 

藤井寺市教委教育監応接（教育長室） 

福祉教育常任委員会 

富田林市長と懇談（富田林市） 

藤井拓郎選手リオ五輪報告会に出席（市長室） 

予算常任委員会 

ことばきらめき祭に出席（キックス） 

おしお幼稚園運動会に出席（南花台中） 

決算常任委員会 

決算常任委員会 

決算常任委員会 

地区青少年指導員連絡協議会に出席（みのでホール） 

加賀田神社本殿祭に出席（加賀田神社） 

庁議に出席（庁議室） 

福祉教育常任委員会 

市議会本会議最終日 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


