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 平成２８年１１月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２８年１１月２４日（木）午後２時３０分～午後３時５５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、尾上委員 

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、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、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 

 

６．会議要録 

 開 会 

  和田教育長 

   ただいまから、平成２８年１１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、尾上委員にお願いしま

す。 
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澤田教育長職務代理者、尾上委員 

   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月中旬から下旬にかけて、各学校区での催しが開催されました。保

護者、地域の方々並びに教職員の積極的な参加により、盛況のうちに開催

することができました。一方で、教職員の超過勤務時間の増加が大きな課

題となっており、教職員の健康管理の面からも、超過勤務時間の削減につ

いて引き続き検討を行っていかなければならないと考えています。 

   １０月２７日から２８日の２日間、奈良県橿原市で近畿都市教育長協議

会研究協議会が開催され、近畿各地から多数の参加がありました。来年の

秋の研究協議会は、当市を含む南河内地区が開催担当となっております。 

 １１月７日にＪＩＣＡ関西局長との面談を行いました。国際交流や国際

理解の推進のため、ＪＩＣＡの教材を活用してテレビ会議システムによる

海外の生徒との交流の促進、エッセイコンテストなどの実施による英語教

育の一層の推進について話し合いました。 

１１月２０日に開催されましたＪＣ主催の小学生ドッチボール大会をは

じめとする、学校外の組織が主体となった課外活動が盛んになってきてい

ます。子どもの体力低下が懸念されている中で、駅伝大会やロープジャン

プ大会などの体力向上につながるさまざまな催しが行われていて、運動能

力の向上につながっていることは非常に喜ばしいことです。 

 

澤田委員 

  １１月上旬に学校視察を行いました。児童数の減少によって必然的に学

級数も減っているのが気にかかりました。 

 

尾上委員 

 教育委員に就任し、委員という立場で学校視察をいたしました。教職員

の職務の大変さは想像以上でした。また、教頭先生が学校の裏方として、
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学校運営に重要な役割を担っていることを知ることができたことや、学校

現場での教職員の努力を肌で感じることができた今回の学校視察は、とて

も有意義でした。 

 

嘉名委員 

小規模特認校である天見小学校を視察させていただきました。小学校を

卒業後は、それぞれの住まいの中学校に通っておられると思いますが、ど

のように過ごしているのかが気になりましたので、機会があればご報告い

ただきたいと思います。 

 

森本教育指導課長 

  わかりました。 

 

和田教育長 

 教育長報告について、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、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５２号「平成２８年度河内長野市一般会計補正予算（案）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１２月市議会に提案予定の平成２８年度河内長野市

一般会計補正予算(案)のうち、教育事務に係る部分について、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき、市長より意見を求めら

れたものでございます。 

   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） 
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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 

 事業計画の中の、トイレの改修事業はどのような内容ですか。 

 

藤林教育総務課長 

 老朽改修とともに和便器から洋便器への改修を行います。トイレ１箇所に

つき和便器を１つ残し、残りを洋便器に改修します。 

 

澤田委員 

 利用者の中には、洋便器では用を足せない方もおられるように聞きますの

で、やはり和便器は必要なのですね。 

 

藤林教育総務課長 

 そのように考えております。 

 

和田教育長 

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５２号「平成２８年度河内長野市一般会

計補正予算（案）について」を承認します。 

続いて、議案第５３号「河内長野市保育の利用調整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 

本件は、内閣府より、特定教育・保育施設の利用に関し、保育士等の子ど

もを優先利用の対象とするよう通知があったことに伴い、本市においても、

市内特定教育・保育施設で勤務又は勤務内定している保育士等の子どもにつ

いては、優先的に施設の利用を決定することにより、保育士等の確保を図り、
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施設を利用できない子どもを減少させるため、優先利用項目を設けたもので

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５３号「河内長野市保育の利用調整要綱

の一部改正について」を承認します。 

続いて、議案第５４号「公の施設（河内長野市立市民運動場）の指定管理

者の候補者の選定について」をご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

本市の市立スポーツ施設に指定管理者制度を導入するという方針に基づ

き、河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の

規定により、指定管理者の候補者を選定し、市議会の議決を経て指定するた

めに、教育委員会会議の議決を求めるものでございます。 

対象となります施設は、河内長野市立大師総合運動場、河内長野市立下里

総合運動場、河内長野市立天野少年球技場、河内長野市立大師庭球場、河内

長野市立荘園庭球場の５施設でございます。 

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。 

 （質問なし） 

質問がないようですので、議案第５４号「公の施設（河内長野市立市民運
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動場）の指定管理者の候補者の選定について」を承認します。 

続いて、議案第５５号「公の施設（河内長野市立武道館）の指定管理者の

候補者の選定について」をご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

本市の市立スポーツ施設に指定管理者制度を導入するという方針に基づ

き、河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の

規定により、指定管理者の候補者を選定し、市議会の議決を経て指定するた

めに、教育委員会会議の議決を求めるものでございます。 

対象となります施設は、河内長野市立武道館の１施設でございます。 

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。 

 （質問なし） 

質問がないようですので、議案第５５号「公の施設（河内長野市立武道館）

の指定管理者の候補者の選定について」を承認します。 

続いて、議案第５６号「公の施設（河内長野市立市民総合体育館）の指定

管理者の候補者の選定について」をご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

本市の市立スポーツ施設に指定管理者制度を導入するという方針に基づ

き、河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の

規定により、指定管理者の候補者を選定し、市議会の議決を経て指定するた

めに、教育委員会会議の議決を求めるものでございます。 

対象となります施設は、河内長野市立市民総合体育館の１施設でございま

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。 
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（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。 

 （質問なし） 

質問がないようですので、議案第５６号「公の施設（河内長野市立市民総

合体育館）の指定管理者の候補者の選定について」を承認します。 

続いて、議案第５７号「公の施設（河内長野市赤峰市民広場）の指定管理

者の候補者の選定について」をご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

本市の市立スポーツ施設に指定管理者制度を導入するという方針に基づ

き、河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の

規定により、指定管理者の候補者を選定し、市議会の議決を経て指定するた

めに、教育委員会会議の議決を求めるものでございます。 

対象となります施設は、河内長野市赤峰市民広場の１施設でございます。 

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。 

 （質問なし） 

質問がないようですので、議案第５７号「公の施設（河内長野市赤峰市民

広場）の指定管理者の候補者の選定について」を承認します。 

続いて、議案第５８号「公の施設（河内長野市岩湧野外活動広場）の指定

管理者の候補者の選定について」をご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 
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本市の市立スポーツ施設に指定管理者制度を導入するという方針に基づ

き、河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の

規定により、指定管理者の候補者を選定し、市議会の議決を経て指定するた

めに、教育委員会会議の議決を求めるものでございます。 

対象となります施設は、河内長野市岩湧野外活動広場の１施設でございま

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。 

 （質問なし） 

質問がないようですので、議案第５８号「公の施設（河内長野市岩湧野外

活動広場）の指定管理者の候補者の選定について」を承認します。 

続いて、議案第５９号「公の施設（下里運動公園等）の指定管理者の候補

者の選定について」をご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

本市の市立スポーツ施設に指定管理者制度を導入するという方針に基づ

き、河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の

規定により、指定管理者の候補者を選定し、市議会の議決を経て指定するた

めに、教育委員会会議の議決を求めるものでございます。 

対象となります施設は、下里運動公園、河内長野市立寺ヶ池公園野球場、河

内長野市立寺ヶ池公園庭球場、河内長野市立寺ヶ池公園プールの４施設でご

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。 



9 

 

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５９号「公の施設（下里運動公園等）の

指定管理者の候補者の選定について」を承認します。 

続いて、報告第２８号「河内長野市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱

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 

 本件は、平成２８年４月１日付け、雇児発０４０１第３０号で「ひとり親

家庭等日常生活支援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母子家庭等日常

生活支援事業の内容に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２８号「河内長野市母子家庭等日常生活

支援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２９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」をご説明願います。 

 

亀井子ども子育て課長 

現行の２・３号認定に係る保育料表基準額表は、階層間の差が大きく、市

民税の所得割課税額の変更により、階層が一つ上がっただけでも保育料の上

がり幅が大きくなり保護者の負担が増えることから、保護者や議会などから
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細分化の要望があったところです。これを受けて、階層区分を 7階層から 16

階層に増やすことで、階層間の保育料の差を小さくし、市民税の所得割課税

額変更による保護者負担の軽減を図るものでございます。また、児童福祉法

が一部改正（平成 29 年 4 月 1 日施行）されたことにより所要の改正を行う

ものでございます。 

 詳細につきましては、議案書、議案説明資料及び別紙資料のとおりでござ

います。 

（議案書、議案説明資料、別紙資料により説明） 

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２９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。 

続いて、各課からその他報告をお願いします。 

 

森本教育指導課長 

（別紙資料により報告） 

河内長野市立学校園に属する職員に係る障がいを理由とする差別の解消

の推進に関する対応要領の策定については、別紙資料のとおりです。 

 

古谷地域教育推進課長 

（別紙資料により報告） 

 「ひとあしはやく！クリスマスキャンプ」の開催について ほかについて

は別紙資料のとおりです。 

 

森下図書館長 

（別紙資料により報告） 

 河内長野・富田林・大阪狭山３市図書館連携講座について ほかについて
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は別紙資料のとおりです。 

 

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１１月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２８年１２月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２８年１２月２７日（火） 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１０月２１日～平成２８年１１月２３日）  別 紙 

 

１０月 ２１日（金） 

 

１０月 ２２日（土） 

１０月 ２３日（日） 

 

１０月 ２４日（月） 

 

１０月 ２５日（火） 

 

１０月 ２６日（水） 

 

１０月 ２７日（木） 

 

１０月 ２８日（金） 

 

１０月 ２９日（土） 

１０月 ３０日（日） 

 

 

 

１０月 ３１日（月） 

 

１１月  １日（火） 

 

 

 

 

１１月  ２日（水） 

 

 

河内長野市生活安全推進協議会に出席（３０１会議室） 

１０月定例教育委員会に出席（行政委員会室） 

公民館活動展に出席（加賀田公民館） 

長野ほのぼのフェスタに出席（長野中） 

高野街道祭に出席 

校長会要望受理（教育長室） 

庁議に出席（庁議室） 

近畿市町村教育委員会連絡協議会に出席(粉河ふるさと

センター） 

府教委教育監応接（教育長室） 

目標管理面接（教育長室） 

近畿都市教育長協議会研究協議会に出席（橿原ロイヤル

ホテル） 

近畿都市教育長協議会研究協議会に出席（橿原ロイヤル

ホテル） 

平成２８年度職員採用面接試験に出席（３０１会議室） 

千代田バラエティフェスタに出席（千代田小） 

公民館活動展に出席（天野公民館） 

南花台ふれあいコンサートに出席（南花台中） 

平成２８年度職員採用面接試験に出席（３０１会議室） 

平成２８年度職員採用面接試験に出席（３０１会議室） 

政策懇談会に出席（庁議室） 

部長会に出席（３０１会議室） 

文化祭を視察（ラブリーホール） 

福祉教育委員協議会 

公益活動法人「ループラ」会長応接（教育長室） 

職員採用調整会議に出席（副市長室） 

学校視察（美加の台小、東中） 

公開保育に出席（三日市幼） 

文化祭を視察（ラブリーホール） 
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１１月  ３日（木） 

 

１１月   ４日（金） 

 

 

 

１１月  ５日（土) 

 

１１月  ６日（日) 

１１月  ７日（月) 

 

 

１１月  ８日（火） 

 

１１月  ９日（水) 

 

 

１１月 １１日（金) 

 

 

１１月 １２日（土) 

 

１１月 １３日（日) 

１１月 １４日（月) 

１１月 １５日（火) 

１１月 １６日（水) 

 

１１月 １７日（木) 

 

 

１１月 １８日（金) 

 

市長表彰に出席（キックス） 

文化祭を視察（ラブリーホール） 

校長会に出席（給食センター） 

庁議に出席（庁議室） 

公民館活動展に出席（天見公民館） 

千代田たそがれコンサートを視察（千代田駅前） 

ふれあい祭に出席（長野小） 

文化祭を視察（ラブリーホール） 

地域防災訓練に出席（赤峯グランド） 

ＪＩＣＡ関西局長応接（教育長室） 

モンゴル他４ヶ国音楽交流に出席（川上小） 

学校視察（楠小） 

庁議に出席（庁議室） 

府市町村教育委員会研修会に出席（アウィーナ大阪） 

市長政策レクに出席（庁議室） 

府教委教職員課参事応接（教育長室） 

ペルー等ＴＶ遠隔授業に出席（天見小） 

教頭会に出席（５０１会議室） 

市長政策レクに出席（庁議室） 

公民館活動展に出席（三日市公民館） 

戦没者追悼式に出席（ラブリーホール） 

市内保育園発表会に参加（ラブリーホール） 

青少年音楽フェスティバルに出席（キックス） 

議会特別委員会を傍聴 

学校視察（石仏小、高向小） 

学校視察（南花台小、西中、加賀田中） 

薬剤師による薬物乱用防止教室に参加（南花台中） 

福祉教育委員協議会 

南河内教育委員会研修会及び懇親会に出席（近つ飛鳥資

料館、富田林市民会館） 

市中学校なかよし卓球大会に出席（総合体育館） 

手芸作品展に出席（ラブリーホール） 
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１１月 １８日（金) 

 

１１月 １９日（土) 

 

 

１１月 ２０日（日) 

 

 

 

１１月 ２２日（火) 

 

 

 

府教委要望会に出席（アウィーナ大阪） 

都市協・府教委懇談会に出席（アウィーナ大阪） 

平和ポスターコンクール表彰式に出席（ノバティホー

ル） 

公民館活動展に出席（千代田公民館） 

ＯＮＥ ＬＯＶＥ フェスタに出席（市役所駐車場） 

イングリッシュフェスティバルに出席（清教学園） 

ＪＣ小学生ドッチボール大会に出席（総合体育館） 

市少年野球連盟４０周年式典に出席（ラブリーホール） 

庁議に出席（庁議室） 

くろまろ塾学位授与式に出席（キックス） 

ひょうたんじま文化祭講師応接（教育長室） 

 

  

 

 


