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 平成２９年２月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２９年２月２１日（火）午後６時３０分～午後７時３０分 

  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、藤林教

育総務課長、森本教育指導課長、小滝教育指導課参事、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、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、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２９年２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。）  

  １月３１日と２月７日の両日に市フロンティア研修事業に出席をしまし

た。これまでの授業の出来不出来やひいては児童生徒の学力については、

担任教師の力量によるところが大きかったのですが、最近は学校全体の組

織的な取り組みや分析データの活用などによって、全体的に授業の質がレ

ベルアップしていると感じました。 

    ２月７日に天野小１３０周年記念式典に出席しました。天野小学校は市

内でも歴史のある最も古い小学校のひとつであり、近代教育が芽生えた明

治５年頃、天野山金剛寺の塔頭のひとつで行われていた教育が、現在の天

野小学校の母体であるということでした。 

    ２月９日及び１４日に学校長面談を行いました。評価は５段階評価で行

っており、評価結果は昇給にも反映させております。 

    ２月１１日に総合体育館で行われた小学生ロープジャンプ大会に出席致

しました。近年の児童生徒の体力低下が懸念される中で、体力向上への取

り組みとして「投げる・走る・跳ぶ」いうテーマについて、河内長野青年

会議所、河内長野市スポーツ推進委員会、河内長野市総合スポーツ振興会

がそれぞれ取り組んでくれています。河内長野総合スポーツ振興会は「跳

ぶ」をテーマにしたロープジャンプ大会を主催し、この大会にはたくさん

の参加者があり盛況でした。 

    こうしたスポーツをテーマにした大会への参加をきっかけにして、児童

生徒の体力向上につながっていくことを期待します。 

 

和田教育長 

  教育長報告について、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、これで教育長報告を終わります。 
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（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４号「平成２９年度河内長野市一般会計予算（案）について」ご

説明願います。 

 

藤林教育総務課長 

 本件は、平成２９年３月市議会に提案予定の平成２９年度河内長野市一

般会計予算（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に基づき、市長より意見を求められたものでご

ざいまして、当該予算（案）について教育委員会の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、別冊予算書（案）及び別

冊予算説明資料のとおりでございます。 

（議案書、議案説明資料、別冊予算書（案）、別冊予算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 

  各部長、理事から平成２９年度の予算編成において、特にご報告いただ

く点があればお願いします。 

 

西田子ども未来部理事 

  当市の財政状況が、年を追うごとに逼迫する中、平成２９年度予算の編

成につきましても、財政当局と様々な交渉を行いました。 

  「教育は人なり。」と言われるように、教育には人手いわゆる人件費がか

かります。その人件費のうち、特に教育の専門的な分野や学校管理の職員

にかかる人件費の削減が求められており、教育委員会事務局として、人件

費の削減については非常に苦労をしたところです。 

  人件費の削減が、教育全般の低下につながらないかを懸念しているとこ

ろですし、そのような事態にならないよう、創意工夫をしていきたいと考

えております。 
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 橋本生涯学習部長 

  生涯学習部においては、生涯学習施設の維持・運営に対する管理形態の

見直しが大きな課題となっております。施設の維持・管理については、直

営、指定管理、委託といった形態がありますが、いずれにしても財源確保

と同時に費用の削減を図ることが求められており、今後の文化及びスポー

ツ振興への取り組みについて、抜本的な見直しを行う必要があると考えて

おります。 

 

中尾子ども未来部長 

  市の財政状況が厳しい状況であることは、職員の共通認識として共有し、

予算削減について努力を行ってきましたが、財政当局とのヒアリングを通

じて、財政状況が一層逼迫してきていることを改めて認識したところです。  

 積み残した課題が多くあることもあり、来年度はさらに厳しい予算削減を

求められることが予想されます。 

  

 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４号「平成２９年度河内長野市一般会

計予算（案）について」を承認します。 

 続いて、議案第５号「河内長野市立学校の府費負担職員の勤務時間、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 

 大阪府条例（職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例）及び準則（何々

市[町村]立学校の府費負担職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則）の

改正に基づき、河内長野市立学校の府費負担職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する規則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。 
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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。 

     （質問なし。） 

 質問がないようですので、議案第５号「河内長野市立学校の府費負担職

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。 

 続いて、議案第６号「河内長野市立小学校教科用図書選定委員会及び河

内長野市立中学校教科用図書選定委員会規程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 

  本件につきましては、本委員会には、｢必要な調査研究を行うため調査員

を置くことができる｣と規定されており、その候補対象の範囲を広げること

で、当該教科について優れた専門的知識を有する人材を充当することを可

能に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。 

 

澤田委員 

 調査員の候補対象者が「教諭」から「教員」に改められたことにより、例

えば臨時教員が調査員の候補者になることもありうるということですか。 

 

森本教育指導課長 

 そうです。 

 

澤田委員 

 わかりました。 

 

和田教育長 

  この件につきまして、他にご質問などございませんか。 
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     （質問なし。） 

  質問がないようですので、議案第６号「河内長野市立小学校教科用図書

選定委員会及び河内長野市立中学校教科用図書選定委員会規程の一部改正

について」を承認します。 

  続いて、議案第７号「河内長野市保育の利用等に関する規則の一部改正

について」ご説明願います。 

 

 亀井子ども子育て課長 

  本件につきましては、平成２８年８月３１日付け雇児発０８３１第５号

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長より、保育所入所不承諾通知書の名称

を保育所入所保留通知書に変更するよう通知があったことに伴い、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７号「河内長野市保育の利用等に関す

る規則の一部改正について」を承認します。 

  続いて、報告第２号「河内長野市立天見小学校在籍児童に対する河内長

野市放課後児童会通会費補助要綱の制定について」ご説明願います。 

 

 古谷地域教育推進課長 

  本件の市立天見小学校では、利用者数、利用可能施設等の理由から現在、

放課後児童会が開設しておりません。このことから、天見小学校に在籍す

る児童のうち、天見地区（天見、岩瀬、流谷、清水の一部）に居住する児

童が、放課後児童会を利用するにあたっては、他の小学校区の放課後児童

会を利用するほかなく、また、他の小学校区への通会にあたっては、天見

小学校、もしくは自宅から、公共の交通機関(バス、電車等)を利用して通

会する必要が生じるため、通会する児童の通会費を補助することで、保護
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者の経費負担の軽減を図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いたします。 

 

藤本委員 

 天見小学校に通う児童の、放課後児童会への通会希望はどのような状況で

すか。 

 

古谷地域教育推進課長 

 現在のところ岩瀬地区に居住する２名から、本年４月からの通会希望を聞

いており、三日市小放課後児童会への通会をする予定です。 

 この２名に対する通会費補助額としては、一人当たり年額４，２６０円を

試算しております。 

 

藤本委員 

 わかりました。 

 

和田教育長 

  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、報告第２号「河内長野市立天見小学校在籍児

童に対する河内長野市放課後児童会通会費補助要綱の制定について」を了

承いたします。 

  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 

（別紙資料、別冊資料により報告） 

 平成２８年度主要事業事務報告第３四半期（１０月～１２月実績）につ

きましては、別紙資料及び別冊資料のとおりです。 
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森下図書館長 

（別紙資料により報告） 

 第１３回図書リサイクルフェアについて ほかにつきましては、別紙資料

のとおりです。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

（別紙資料により報告） 

 第６２回河内長野シティマラソン大会の実施報告については別紙資料の

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２月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２９年３月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２９年３月２４日（金） 午前９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２９年１月２５日～平成２９年２月２０日）  別 紙 

 

１月 ２５日（水） 

 

 

１月 ２６日（木） 

１月 ２７日（金） 

 

 

１月 ３１日（火） 

２月  １日（水） 

 

２月  ２日（木） 

２月  ３日（金） 

  

２月  ４日（土） 

 

２月  ５日（日） 

２月  ６日（月） 

２月  ７日（火） 

 

 

２月  ８日（水） 

２月  ９日（木） 

 

 

 

２月 １０日（金） 

  

２月 １１日（土） 

  

 

市長との意見交換会に出席（行政委員会室） 

定例教育委員会に出席（行政委員会室） 

庁議に出席（庁議室） 

目標管理面談（教育長室） 

私学幼稚園協議会応接（教育長室） 

南河内地区市町村教育長協議会に出席（府民センター） 

富田林支部旗びらきに出席（解放会館） 

市フロンティア研修授業に出席（長野小） 

ノアノール取材 

わかば基金選考会に出席（ノバティホール） 

府教委教職員課参事応接（教育長室） 

市職員昇任面接（301会議室） 

都市教育長協議会役員会に出席（アウィーナ大阪） 

観光写真展に出席（キックス） 

市職員昇任面接（301会議室） 

南大阪駅伝大会に出席（富田林市ＰＬ教団） 

市職員昇任面接（301会議室） 

天野小１３０周年記念式典に出席（天野小学校） 

文科省委嘱発表に出席（加賀田小） 

庁議に出席（庁議室） 

近畿都市教育長協議会役員会に出席（アウィーナ大阪） 

局内会議に出席（行政委員会室） 

学校長評価面談（教育長室） 

市職員昇任面接（301会議室） 

公民館活動展に出席（高向公民館） 

市職員昇任面接（301会議室） 

福祉教育委員協議会 

小学生ロープジャンプ大会に出席（総合体育館） 

エピーク幼稚園作品展に出席（エピーク幼稚園） 

図書リサイクルフェアに出席（図書館） 
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２月 １１日（土） 

２月 １３日（月） 

２月 １４日（火） 

 

２月 １５日（水） 

２月 １６日（木） 

 

２月 １７日（金） 

２月 １８日（土) 

２月 １９日（日) 

２月 ２０日（月) 

市職員昇任面接（301会議室） 

市職員昇任面接（301会議室） 

学校長評価面談（教育長室） 

年賀ハガキコンクール表彰式に出席（302会議室） 

市職員昇任面接（301会議室） 

なかよし作品展に出席（すばるホール） 

南河内地区教育長協議会に出席（府民センター） 

市職員昇任面接（301会議室） 

キッズアート展に出席 

河内長野市シティマラソンに出席（長野小） 

府市町村教育長会議に出席（アウィーナ大阪） 

 

  

 

 

 


