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 平成２８年１０月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２８年１０月２１日（金）午後２時３０分～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、嘉名委員、藤本委員、尾上委員 

４．会議録署名委員 

  澤田教育長職務代理者、藤本委員 

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、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 

 

６．会議要録 

 開 会 

  和田教育長 

   ただいまから、平成２８年１０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、藤本委員にお願いしま

す。 
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澤田教育長職務代理者、藤本委員 

   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。）  

   １０月５日に五條市で行われた体育館の竣工式典に出席致しました。地

元産のスギ材やヒノキ材をふんだんに使用した立派な施設でした。この施

設が地元産の資材活用の起爆剤になるようにとの五條市の思いが反映され

大変印象に残りました。 

 １０月中に、市内小中学校の運動会・体育大会が開催され、大きな事故

もなく無事終了いたしました。ご父兄・地域の関係者をはじめ、教育委員

の皆様方にもご出席いただき、盛況のうちに開催することができました。 

  １０月９日に開催された加賀田フェスティバルも今年で２４回目を迎え、

地域の大切な催しとして定着したように思います。当日はあいにくの雨模

様でしたが、参加された皆さんの熱意で無事に開催することができました。 

  １０月２０日に市ＰＴＡ母親部会からの要請で講演を行いました。教育

委員会の活動として、親力の推進や地域支援に取り組んできた結果、地域

が主体性を持って子どもを育むという土壌は醸成されてきたように思いま

すが、次のステップとして、家庭での親の主体的な教育の推進について踏

み込んでいきたいとの思いで講演を行いました。 

  

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。 

      

 藤本委員 

 教育委員の立場として、初めて運動会を見させていただきました。雨で

グラウンドに水が浮きコンディションが危ぶまれましたが、教職員やＰＴ

Ａをはじめ生徒全員が懸命に排水作業を行い、運動会が無事に開催できた

ことで学校の団結力を見ることができ、大変感動いたしました。 
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和田教育長 

 ほかに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４８号「河内長野市教育委員会事務決裁規則の一部改正について」

をご説明願います。 

 

藤林教育総務課長 

 本件は、平成２８年４月１日付けで河内長野市教育委員会事務決裁規則

の改正の際に、図書館に関する事項について欠缺
けんけつ

が生じたため、追加する

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。 

  （質問なし） 

質問がないようですので、議案第４８号「河内長野市教育委員会事務決裁

規則の一部改正について」を承認します。 

続いて、議案第４９号「河内長野市図書館条例施行規則の一部改正につい

て」をご説明願います。 

 

 森下図書館長 

本件は、本規則に規定されている取扱と窓口での取扱に齟齬が生じてきた

ことから、内容を整理し明確に規定するため、本規則の一部改正を行うもの

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。 

（質問なし） 

質問がないようですので、議案第４９号「河内長野市図書館条例施行規則

の一部改正について」を承認します。 

続いて、議案第５０号「河内長野市の教育の現状について」をご説明願い

ます。 

 

藤林教育総務課長 

本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づ

き、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たし

ていくため、平成２７年度の教育委員会事務の管理・執行について点検・評

価を行い、その結果を「河内長野市の教育の現状」として別冊のとおり取り

まとめたため、教育委員会議に議決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 

「教育の現状」の自己点検評価と「決算成果報告書」の評価とはリンクし

ているとの理解でよろしいのですね。 
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藤林教育総務課長 

決算成果報告書における評価を「教育の現状」でもリンクして記載してお

ります。 

 

嘉名委員 

わかりました。 

 

 澤田委員 

継続性に重点を置いた業務成果であり、業務内容や成果に対しても評価で

きる。この成果を今後どのようにＰＲしていくかを検討してはどうかと思い

ます。 

 

藤林教育総務課長 

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５０号「河内長野市の教育の現状につい

て」を承認します。 

続いて、議案第５１号「河内長野市学校教育のあり方の諮問について」を

ご説明願います。 

 

藤林教育総務課長 

   本市では、「ふるさとのつながりによる豊かな学び～輝く人づくりのため

に～」を河内長野市教育大綱の基本理念とし、「学校を地域の学びの核とし

た教育総合コミュニティの構築」を目指しているところです。 

そのためには、次世代を担う子どもたちのために充実した学校教育の実現

と良好な教育環境を確保していくことが重要と考えております。 

 しかしながら、本市においては、児童・生徒が減少しており、とりわけ市

街地周辺部ではそれが顕著となってきております。これに伴い学校の小規模

化も進み、今後、学校の教育活動にもさまざまな影響を及ぼすことが懸念さ

れている一方で、地域コミュニティの核として、学校が担う役割は多様化し
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ております。 

そこで、学校が小規模化する中、これまで教育委員会で取り組み進めてき

た、小中一貫教育や学校運営協議会制度などを踏まえ、地域の特性に応じた、

子どもたちにとってよりよい学校教育のあり方と方策について、今後の本市

における基本的な考え方を検討させるために、「学校教育のあり方検討委員

会」を設置し諮問するものでございます。 

別冊資料にも記載しておりますように、平成２８年度現在において適正規

模とされる１校あたり１２学級数を下回る学校数が小学校６校、中学校４校

となっておりますが、今後市内小中学校における児童生徒数の減少や地域差

の拡大が進むことが予想されており、推計値といたしまして平成３２年度で

小学校７校、中学校４校、平成３７年度では小学校９校、中学校４校にのぼ

るとの予想がされております。 

このような状況の中で、本市の地域的特性や教育の方向性を踏まえ、子ど

もたちにとってより良い学校教育環境についてどう確保していくべきかを、

この検討委員会に諮問し審議いただくものでございます。 

学校教育のあり方検討委員会の委員構成は、学識経験者２名、小中学校長

代表２名、ＰＴＡ代表２名、学校運営協議会代表１名、公募による市民１名

の計８名を予定しております。 

本年１１月に第１回検討委員会の開催の予定で、この会議において本件諮

問を行う予定でございます。 

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。 

嘉名委員 

  私は現在、神戸市のまちづくりの検討会（都市空間のあり方検討会）に参

画しておりまして、そのなかで、小学校区を中心にしたまちづくりを考えて

きました。ところで、神戸市においても少子化や学級数の減少によって学校

の統廃合が行われており、平成２７年４月には小学校は３３校を対象に１３

校に再編しています。 

 神戸市はご存じのとおり旧市街地、ニュータウン、農村地域とさまざまな
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地域性を有する都市であるため、小中学校の統廃合を検討する際にはその特

性に応じた学校のあり方の方向性を決めていった経過がございます。 

 このように、大都市と呼ばれる神戸市にあっても、まちづくりから見た学

校施設のあり方を考える場合においては、地域の特性に応じた柔軟な方針の

決定が必要であるとの考えで取り組んでおりますので、河内長野市において

も参考にしていただければと思います。 

 

中尾子ども未来部長 

今回の河内長野市の学校教育のあり方検討委員会への諮問につきまして

は、河内長野市内で学び育ちゆく児童生徒の目線に立ち、今後の学校教育が

どうあることが、子どもたちにとってより良い方向なのかを検討していただ

くことがメインテーマでございます。 

もちろん、それらを検討していく中では少子化に伴う学校の統廃合、小中

一貫教育や施設の一体化、他の公共施設との複合化などについても、ご意見

をいただくことになってくるとは思いますが、あくまで将来の学校教育のあ

り方の検討を主体にしておりますので、今回の検討委員会では、学校施設整

備については個々の学校についての具体な方向性ではなく、教育委員会とし

て統廃合や施設一体化、複合化にとりかかるべき時期の考え方についてご検

討いただこうと考えております。 

 嘉名委員から神戸市の事例のご紹介にもありましたとおり、河内長野市も

都市部、都市周辺部、山間地域とさまざまな地形特性を有する市ですので、 

地形的特性や通学路及び距離、また地域的なつながりにも十分に配慮した方

向性の検討を留意してまいりたいと考えております。 

 

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５１号「河内長野市学校教育のあり方の

諮問について」を承認します。 

続いて、報告第２５号「平成２８年９月３０日付け人事異動について」を

ご説明願います。 
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藤林教育総務課長 

 本件の平成２８年９月３０日付け人事異動については、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

８月定例教育委員会会議において議決を得て実施しましたが、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２５号「平成２８年９月３０日付け人事

異動について」を了承します。 

続いて、報告第２６号「平成２８年１０月１日付け人事異動について」を

ご説明願います。 

 

藤林教育総務課長 

 本件の平成２８年１０月１日付け人事異動については、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

８月定例教育委員会会議において議決を得て実施しましたが、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） 
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質問がないようですので、報告第２６号「平成２８年１０月１日付け人事

異動について」を了承します。 

続いて、報告第２７号「河内長野市いじめ防止等基本方針(案)の答申につ

いて」をご説明願います。 

 

森本教育指導課長 

本件は、河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会及びいじめ問題再調査

委員会設置条例第４条及び河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会規則

第３条に基づき、平成２８年５月２５日付けで「河内長野市立学校いじめ防

止等対策審議会」に対し諮問した「河内長野市いじめ防止等基本方針(案)」

について、答申がありましたので報告するものです。 

 この答申を受けて今後、市長部局とさらに調整し、市としての基本方針を

策定していく予定でございます。 

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。 

 

嘉名委員 

基本方針の重大事態の判定はどこが行うのですか。 

 

森本教育指導課長 

学校からの報告を受けて、教育委員会が判断することになります。 

 

嘉名委員 

わかりました。 

 

和田教育長 
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この件につきまして、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、報告第２７号「河内長野市いじめ防止等基本方

針(案)の答申について」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、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、中谷子ども子育て課参事、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 

（別添資料により報告） 

本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第３項の規定

に基づき、平成２８年度の主要事業報告（２四半期 ７月～９月実績）とし

て事業の執行状況を報告するものです。 

 詳細につきましては、別添資料のとおりです。 

 

森本教育指導課長 

 （別添資料により報告） 

平成２８年度全国学力・学習状況調査結果概況については別添資料のとお

りです。 

 

井上ふるさと文化財課長 

（別添資料により報告） 

  河内長野市・大阪大谷大学連携協定締結記念講座「五感で感じる奥河内の

中世世界」について ほかについては別添資料のとおりです。 

 

古谷地域教育推進課長 

（別添資料により報告） 

 「第２５回青少年音楽フェスティバル」の開催について ほかについては

別添資料のとおりです。 
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森下図書館長 

（別添資料により報告） 

 図書館・子ども子育て総合センター「あいっく」連携事業について ほか

については別添資料のとおりです。 

 

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１０月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２８年１１月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２８年１１月２４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９月２８日～平成２８年１０月２０日）  別 紙 

 

９月 ２８日（水） 

 

９月 ２９日（木） 

 

 

９月 ３０日（金） 

 

１０月   １日（土） 

 

 

１０月   ２日（日） 

 

 

１０月   ３日（月） 

 

 

１０月  ４日（火） 

 

１０月  ５日（水) 

 

１０月  ６日（木) 

 

 

 

１０月  ７日（金) 

１０月  ９日（日) 

 

１０月 １１日（火) 

 

 

庁議に出席（庁議室） 

９月定例教育委員会に出席（行政委員会室） 

保護司会応接 

防災会議に出席（３０１会議室） 

国民保護会議に出席（３０１会議室） 

公民館活動展を視察（南花台公民館） 

異動者・退職者辞令交付（教育長室） 

体育大会に出席（市内４中学校） 

文化祭を視察（暁光高校） 

文楽を観覧（ラブリーホール） 

運動会に出席（富田林支援小中学校） 

運動会に出席（聖徳園）  

親子クッキング大会に出席（長野ガス） 

市ＰＴＡ連絡協議会要望（市長応接室） 

文化財保護審議会に出席（行政委員会室） 

学校視察（加賀田小） 

体育大会に出席（美加の台中） 

市長表彰審査会に出席（庁議室） 

五條市シダーアリーナ竣工式典に出席（五條市） 

局内会議に出席（庁議室） 

校長会に出席（給食センター） 

府都市教育長協議会役員会・定例会に出席（アウイーナ

大阪） 

都市教育長送別会に出席（近鉄） 

学校視察（千代田小） 

加賀田フェスティバルに出席（加賀田中） 

長野地車パレードに出席（長野駅） 

庁議に出席（庁議室） 

スポーツ施設指定管理審査プレゼンに出席（８０２会議

室） 
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１０月 １２日（水) 

１０月 １３日（木) 

 

 

１０月 １４日（金) 

 

 

 

１０月 １５日（土) 

 

１０月 １６日（日) 

 

 

１０月 １７日（月) 

１０月 １８日（火) 

１０月 １９日（水) 

 

１０月 ２０日（木) 

 

教頭会に出席(５０１会議室) 

学校視察(三日市小) 

子育て発達支援センター視察（ＭＵＭ）  

学校視察(天野小) 

親力推進協議会代表応接(教育長室) 

レスリング全国大会優勝者表敬訪問（市長室） 

インドネシア高校ウェルカムパーティーに出席（キック

ス） 

運動会に出席(三日市幼稚園) 

運動会に出席(千代田保育園) 

運動会に出席(三日市小・川上小・加賀田小・美加の台

小・千代田小)  

インドネシア国際交流会に出席(キックス)  

学校視察(南花台中、美加の台中、千代田中) 

職員提案審査会に出席（庁議室） 

学校視察(長野小、小山田小、長野中) 

サニータウン自治会長応接（教育長室） 

市ＰＴＡ母親部会で講演(キックス) 

  

 

  


