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 平成２９年３月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２９年３月２４日（金）午前９時３０分～午後０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、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、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、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、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２９年３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。 
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（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。 

 

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。）  

   ２月２２日に開催した総合教育会議では、市長と教育委員会のそれぞれの

立場から、教育についての意見交換ができたことは非常に有意義であったと

思います。今後も教育に関する様々なテーマについて、意見交換を行いたい

と思います。内閣総理大臣が開催する教育再生実行会議による第９次提言で

は、「全ての子ども達の可能性を伸ばし可能性を開花させる教育への転換」

を目指し、そのための多様な個性が長所として肯定され生かされる教育の実

現のために、発達障害などの障害のある子どもや不登校等の子どもへの教育、

家庭の経済状況に左右されない教育機会の保証などとともに、学力差に応じ

たきめ細かい教育や特に優れた能力をさらに伸ばす教育、リーダーシップ教

育の重要性も提言の中に盛り込まれました。これらは、市長の教育に対する

考え方にあい通じる部分があるようにも思っております。 

   ３月２日には青年会議所５０周年で講演を行いました。戦後教育のなかで、

個よりも公（社会）、伝統・文化よりも文明に重点が置かれたことにより、

さまざまな弊害や歪みが生じてきていることから、個や伝統・文化を見つめ

なおすことの重要性について講演を致しました。 

 

  尾上委員 

   西中学校と小山田小学校の卒業式に出席させていただきました。式のおご

そかな雰囲気の中にも、地域のあたたかさを実感でき、とても感動的な卒業

式でした。 
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  澤田委員 

   私が出席した東中と加賀田小学校の卒業式も立派な卒業式でした。とりわ

け、加賀田小学校の卒業生には、男女ともに羽織袴姿の子どもが多かったの

が印象的でした。 

 

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。 

 

（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８号「河内長野市放課後児童会条例施行規則の一部改正について」

ご説明願います。 

 

古谷地域教育推進課長 

本件の放課後児童会は、学校が終わって帰宅する時間に保護者が仕事で留

守にしている家庭の子どもたちに、適切な遊びや生活の場を提供し、健全な

育成を図る事業でございます。 

近年の家庭の状況や保護者の就労形態等の多様化に伴い、本市においても

対象学年の段階的な拡大や時間延長などの対応を行って参りましたが、今般、

保護者の需要等を踏まえ年始の開設日を早めることにより、安全で安心な児

童の居場所の確保の充実に努めるものでございます。 

  また、組織機構改革よる部課名の変更に伴い、必要な手続きを行うもので

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 
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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８号「河内長野市放課後児童会条例施行

規則の一部改正について」を承認します。 

  続いて、議案第９号「平成２９年度河内長野市教育推進プランについて」

をご説明願います。 

 

藤林教育総務課長 

  本件は、平成２８年４月に策定いたしました「河内長野市教育大綱」に定

める、教育の「理念」や「めざす姿」の実現に向け、さらなる教育の振興を

図るため、平成２９年度における重点施策などを示す「平成２９年度河内長

野市教育推進プラン」を策定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いたします。 

 

嘉名委員 

 重点目標７の、ふるさと歴史学習館「くろまろ館」から「くろまろ館」の

ネーミングを外して、ふるさと歴史学習館のみにした理由は何ですか。 

 

井上ふるさと文化財課長 

近接する「くろまろの郷」が、みちの駅に認定される見込みであり、「く

ろまろ」を冠した施設が近くにあることで、利用者に無用の混乱を生じさせ

ないよう配慮致しました、また、「くろまろ館」という名前では、何の施設

かわかりにくいというご指摘もありましたので、「ふるさと歴史学習館」と

することで、よりわかりやすくすることにしました。 

 

 嘉名委員 

 わかりました。 
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藤本委員 

 重点目標８で、「中学校卒業時に英検３級程度の英語力を身に付けさせる

よう取り組む。」とありますが、実際に英語検定を受けさせるのですか。 

 

森本教育指導課長 

 実際に英語検定を受けるとなると受験費用がかかりますので、そこまでは

考えておりません。英検３級程度の英語力が身に付いているかは、キャンド

ゥリストという教材で確認しております。なお、英語検定の受験について、

個人負担で実施している学校は市内に数校あります。 

 

藤本委員 

 わかりました。 

 

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９号「平成２９年度河内長野市教育推進

プランについて」を承認します。 

  続いて、議案第１０号「平成２９年度河内長野市立学校園に対する指導・

助言事項について」をご説明願います。 

 

小滝教育指導課参事 

  本件につきましては、平成２９年度における教育委員会において実施する

施策の中から、重点的に取り組む事業を「河内長野市教育推進プラン」、特

に学校園への指導等に関することを「河内長野市立学校園に対する指導・助

言事項」として策定しているところでございます。 

  平成２９年度についても、教育立市実現に向け、さらなる教育の振興を図

り、学校教育を充実させるため「平成２９年度河内長野市立学校園に対する

指導・助言事項」について策定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１０号「平成２９年度河内長野市立学校

園に対する指導・助言事項について」を承認します。 

  続いて、議案第１１号「河内長野市立文化会館の平成２９年度における休

館日の指定について」ご説明願います。 

 

 森井文化・スポーツ振興課長 

  本件につきましては、公益財団法人河内長野市文化振興財団より提出され

た「河内長野市立文化会館の平成２９年度休館日に関する承認依頼につい

て」に基づき、河内長野市立文化会館の平成２９年度における休館日につい

て、教育委員会の承認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。 

  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１１号「河内長野市立文化会館の平成２

９年度における休館日の指定について」を承認します。 

  続いて、議案第１２号「河内長野市立市民運動場の利用料金について」を

ご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

  本件につきましては、河内長野ＳＳＫクリーン工房共同事業体より提出さ

れた「指定管理者の管理運営業務の利用料金設定の承認願いについて」に基

づき、スポーツ施設等の料金の額の設定について教育委員会の承認を求める
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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１２号「河内長野市立市民運動場の利用

料金について」を承認します。 

  続いて、議案第１３号「河内長野市立武道館の利用料金について」をご説

明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

  本件につきましては、河内長野ＳＳＫクリーン工房共同事業体より提出さ

れた「指定管理者の管理運営業務の利用料金設定の承認願いについて」に基

づき、スポーツ施設等の料金の額の設定について教育委員会の承認を求める

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。 

  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１３号「河内長野市立武道館の利用料金

について」を承認します。 

  続いて、議案第１４号「河内長野市立市民総合体育館の利用料金について」

をご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

  本件につきましては、河内長野ＳＳＫクリーン工房共同事業体より提出さ
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れた「指定管理者の管理運営業務の利用料金設定の承認願いについて」に基

づき、スポーツ施設等の料金の額の設定について教育委員会の承認を求める

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。 

  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１４号「河内長野市立市民総合体育館の

利用料金について」を承認します。 

  続いて、議案第１５号「河内長野市赤峰市民広場の利用料金について」を

ご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

 本件につきましては、河内長野ＳＳＫクリーン工房共同事業体より提出さ

れた「指定管理者の管理運営業務の利用料金設定の承認願いについて」に基

づき、スポーツ施設等の料金の額の設定について教育委員会の承認を求める

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。 

  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１５号「河内長野市赤峰市民広場の利用

料金について」を承認します。 

  続いて、議案第１６号「河内長野市立岩湧野外活動広場の利用料金につい

て」をご説明願います。 
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森井文化・スポーツ振興課長 

  本件につきましては、河内長野ＳＳＫクリーン工房共同事業体より提出さ

れた「指定管理者の管理運営業務の利用料金設定の承認願いについて」に基

づき、スポーツ施設等の料金の額の設定について教育委員会の承認を求める

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。 

  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１６号「河内長野市立岩湧野外活動広場

の利用料金について」を承認します。 

   続いて、議案第１７号「河内長野市立寺ケ池公園野球場等の利用料金に

ついて」をご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

  本件につきましては、河内長野ＳＳＫクリーン工房共同事業体より提され

た「指定管理者の管理運営業務の利用料金設定の承認願いについて」に基づ

き、スポーツ施設等の料金の額の設定について教育委員会の承認を求めるも

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。 

  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１７号「河内長野市立寺ケ池公園野球場 
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等の利用料金について」を承認します。 

  続いて、議案第１８号「河内長野市教育委員会事務局組織規則の一部改正

について」をご説明願います。 

 

藤林教育総務課長 

  本件はこれまで、理事・副理事・参事・主幹の担当事務は担当事務報告書

（様式第１号）、係長以下の担当事務は事務分担表（様式第２号）により、子

ども未来部長へ報告することとしておりましたが、このうち、参事・主幹の

担当事務の報告について、係長以下と同一の様式で行うことにより、課内の

役割分担の明確化及び事務の円滑化を図るため、所要の改正をおこなうもの

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 

  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１８号「河内長野市教育委員会事務局組

織規則の一部改正について」を承認します。 

  続いて、報告第３号「市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の

一部改正について」ご説明願います。 

 

藤林教育総務課長 

  教育委員会の所掌事務に関連する市の後援名義の使用等の申請に対して、

教育委員会事務局の各課が承認等に関する事務を所掌事務と一体的に行う

ため、河内長野市の後援名義等の承認に関する事務（教育委員会の所掌事務

に係るものに限る）を、教育委員会事務局職員の補助執行事務に加えるもの

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。 
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  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。 

 

和田教育長 

  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３号「市長の権限に属する事務の補助執

行に関する規則の一部改正について」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。 

 

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 

 （別冊資料により説明） 

 平成２９年３月市議会での代表及び個人質問並びに答弁の要旨につきま

しては、別冊資料のとおりです。 

 

小滝教育指導課参事 

（別紙資料により報告） 

  市内小中学校入学式について ほか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３月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２９年４月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２９年４月２５日（火） 午後４時００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２月２１日～平成２９年３月２３日）  別 紙 

 

２月 ２１日（火） 

 

 

 

２月 ２２日（水） 

２月 ２３日（木） 

 

 

２月 ２４日（金） 

２月 ２６日（日） 

２月 ２７日（月） 

 

２月 ２８日（火） 

 

 

 

３月  １日（水） 

 

３月  ２日（木） 

 

 

３月  ３日（金） 

 

 

３月  ４日（土） 

３月  ５日（日） 

３月  ６日（月） 

 

３月  ７日（火） 

３月  ８日（水） 

学校長評価面談（教育長室） 

教育委員会表彰式に出席（８０２会議室） 

給食献立コンクール表彰式に出席（３０１会議室） 

定例教育委員会に出席（行政委員会室） 

総合教育会議に出席（行政委員会室） 

学校長評価面談（教育長室） 

市青少年会議所委員長応接（教育長室） 

昇任調整会議（副市長室） 

府立長野北高校卒業式に出席 

市民活動フェスティバルに出席（キックス） 

学校長評価面談(行政委員会室)  

公私立授業研究会に出席(加賀田中) 

庁議に出席（庁議室） 

地区南指会役員応接（教育長室） 

学校長評価面談（教育長室） 

ＭＯＡ市長表敬訪問 

府立長野高校卒業式に出席 

市議会本会議 

社会教育委員会議に出席(６０２会議室) 

春の交通安全合同協議会に出席(８０２会議室)  

青年会議所５０周年で講演(キックス) 

市フロンティア委嘱研究発表会に出席(美加の台小) 

図書館講座に出席（キックス） 

公民館活動展に出席(川上公民館) 

日本遺産講演会に出席(観心寺) 

河川一斉清掃に出席(石川） 

校長会に出席（給食センター） 

懲罰審査会に出席(庁議室) 

富田林支援学校卒業式に出席（富田林） 

答弁調整会議に出席 
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３月  ９日（木） 

 

 

 

３月 １０日（金） 

３月 １２日（日） 

３月 １３日（月） 

３月 １４日（火） 

３月 １５日（水） 

 

３月 １６日（木） 

 

３月 １７日（金） 

 

３月 １８日（土) 

３月 １９日（日) 

３月 ２１日（火） 

 

３月 ２２日（水） 

３月 ２３日（木） 

教頭会に出席（５０１会議室） 

局内会議に出席(８０２会議室) 

ＭＯＡ役員応接（教育長室） 

グリーンマンション通学路点検立ち合い（上田町） 

市議会本会議 

長野総合スポーツフェスタに出席(長野中) 

市議会本会議 

中学校卒業式に出席（加賀田中） 

福祉教育常任委員会 

退職者出向辞令交付（教育長室） 

小学校卒業式に出席（三日市小） 

ＪＡ副読本寄贈式(教育長室) 

第 1回グランドゴルフ大会に出席(下里グランド) 

大阪府都市教育長協議会会計検査（教育長室） 

青少年健全育成会ウォークラリーに出席（南花台中） 

青指協高野街道ウォーキングに出席（長野神社） 

予算常任委員会 

臨時校長会に出席 

予算常任委員会 

管理職異動内示（行政委員会室）  

予算常任委員会 

 

  

 

 

 


