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 平成２９年４月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２９年４月２５日（火）午後３時００分～午後５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、藤本委員 

 

５．事務局出席者 

 原田子ども未来部長、橋本生涯学習部長、森本子ども未来部理事、井上ふ

るさと文化財課長、森井文化・スポーツ振興課長、坂本教育指導課長、小滝

教育指導課参事、大谷教育指導課参事、古谷地域教育推進課長、阪本子ども

子育て課長、藤林教育総務課長、山崎教育総務課長補佐、武本教育総務課庶

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４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、藤本委員にお願いしま

す。 

 

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。）  

     

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。 

     （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１９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」ご説明願いま

す。 

 

坂本教育指導課長 

  本件は、｢特別の教科 道徳(小学校)｣の教科書検定が平成 28年度に行わ

れ、それを基に平成 29 年度において初めて道徳(小学校)の教科書採択を

実施するにあたり、道徳の学習指導要領の趣旨を踏まえ、今まで以上に積

極的に地域の力を生かすことが重要と考え、選定委員に地域の代表として

｢学校運営協議会｣の委員を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。 
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（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 

ありがとうございます。教科書選定委員に学校運営協議会の委員を加え

るという改正です。この件につきまして、何かご質問などございませんか。 

   

  藤本委員 

   地域の力を生かすというのは、わかるのですが、もう少し具体的に説明

していただけますか。 

 

坂本教育指導課長 

次期学習指導要領に家庭や地域の人々、各分野の専門家の積極的な参加

を得ながら、道徳教育を進めていく事が謳われています。特に家庭や地域

社会と共通理解を深め、地域の実情や子どもの実態を考慮しながら、多様

な教材を活用して道徳教育を進めていく必要があります。 

また、本市では、学校運営協議会制度を運用しており、地域社会と共通

理解を深める為にも学校運営協議会委員からの選任が適当であると考え

ます。また、人選については、校長会に推薦を依頼する予定です。 

 

藤本委員 

わかりました。 

 

  和田教育長 

   これまで、道徳は、個人の価値観に非常に影響されるので、特設という

かたちで週１時間の「道徳の時間」がスタートし、今に至っています。道

徳の特定の価値観をおしつけるものではなく、子どもたちが、ひとつの価

値観について議論する授業をつくらなければならない。道徳が教科化し、

開かれた教育課程を実現していくという意味では、地域の人が参画して決

めていくことが必要です。 

 

  藤本委員 
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   学校運営協議会の委員が参画することは、いいことだと思います。 

 

和田教育長 

 他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１９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」承認します。 

  続きまして、議案第２０号「平成３０年度使用教科用図書の選定につい

て（諮問）」ご説明お願いします。 

 

 坂本教育指導課長 

  本件は、平成 30 年度から使用する教科用図書(｢特別の教科 道徳｣小学

校)の適正な採択を図るため、本市教育委員会が河内長野市立小学校教科

用図書選定委員会に対して、使用する教科用図書の調査研究を行い、その

選定に対して意見をいただくため諮問を行うものです。 

  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 

  他の教科とちがい「特別の教科道徳」については、別に選定の観点をつ

くっていることが大きなポイントです。 

 

 尾上委員 

  選定の観点は、どのように決めたのか。また、ポイントを教えて欲しい。 

 

 坂本教育指導課長 

  本市の教育方針との整合性がとれているか。また、児童の実態や保護者、

教職員アンケートから保護者の願いや教職員の願いである、「善悪の判断
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や責任ある行動」「思いやりや親切」「希望や勇気や努力」「強い意志」を

取り上げ、観点に盛り込んでいます。大事にしているポイントとして、現

代的な課題である、いじめや情報モラルが取り入れられているかというこ

とが重要と考えています。また、問題解決的や体験的であるか、言語活動

がうまく取り入れられているかということをポイントにしています。 

  

尾上委員 

 わかりました。 

 

和田教育長 

 道徳教育推進教師というのが国の指導にあり、本市では全校に配置され

ている。 

 

嘉名委員 

 今回は、小学校の道徳の教科書を選定するわけですが、将来的には、他

の教科の教科書選定とのスケジュールの兼ね合いは、どうなるのか。 

 

坂本課長 

 別添資料１８ページの表をご覧ください。小学校が今年、教科書を採択

し平成３０年度より、使用開始されます。中学校は、平成３０年度に採択

し、３１年度より使用開始されます。本来は、４年に１回教科書が採択さ

れるので、来年の採択となりますが、新学習指導要領が改定されることも

あり、平成３１年度に小学校の全教科の教科書が採択される見通しです。

よって、今回採択された教科書は、２年間使われる見込みです。 

 

嘉名委員 

 今回は、小学校道徳だけの選定となるが、これまでと同様に進めるのか。 

 

坂本課長 

 これまでと同様に進めます。 

 

嘉名委員 
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 児童、生徒の保護者が選定委員に入るとあるが、保護者の代表の選出方

法はどうしているのか。 

 

坂本課長 

 選出するのではなく、市 PTA 連絡協議会での役割分担があり、保護者代

表として選定委員になってもらっています。 

 

嘉名委員 

 わかりました。 

 

澤田委員 

 選対委員会の委員などは、公表されるのか。 

 

坂本課長 

 採択中は公表しません。 

 

澤田委員 

 現場の教員の、意見が反映される場はあるのか。 

 

坂本課長 

各学校の道徳推進教師の意見は、聞いていますが、それに加え、子ども

教育支援センターや図書館で６月１４日から７月１２日の約１か月、教科

書展示会を開催し、市民・教員の意見を聞く機会を設けています。 

 また、教科書巡回展示を各学校で行い、教員が意見を書いて提出できる

ようにしています。 

 また、教員が直接教育委員会事務局へ送信できるグループウェア「ミラ

イム」を利用して、市教育委員会事務局に教科書に対する意見を直接出せ

るようにしています。 

 

澤田委員 

 わかりました。 
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和田教育長 

 教育委員のみなさんに道徳の授業を実際にみてもらい、知ってもらう場

を設けるべきと思います。 

 

坂本課長 

 本市では、年に１回、公開研修授業を実施していますので、教科書選定

の前に日程を調整させていただきます。 

 

和田教育長 

 教科書選定は、いつまでに行うのですか。 

 

坂本課長 

 別添資料の５ページにありますとおり、７月です。 

 

和田教育長 

 河内長野市教育研究会との関わりは、どうするのですか。 

 

坂本課長 

 今後、協議を予定しています。 

 

和田教育長 

 選んだ教科書を一冊、それだけ使うというのは安易で、教科書以外にも

子どもの実態にあった教材を工夫する必要がある。本市には、南河内でも

道徳に詳しい先生がいるので、単に教えるだけでなく道徳の授業で議論で

きると思う。 

 

澤田委員 

 教科書だけを見て、選定するのではなく、是非道徳の授業を見せてもら

いたい。 

 

和田教育長 

ほかに質問はありませんか。 
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（質問なし） 

質問がないようですので、議案第２０号「平成３０年度使用教科用図書

の選定について（諮問）」を了承します。 

続きまして、議案第２１号「河内長野市保育所等における障害児等保育

実施要綱の一部改正について」ご説明お願いします。 

 

  阪本課長 

本件は、心身に何らかの障害を有する児童または、疾病等により医療的

ケアの必要な児童の保育所入所後の適切な処遇を行うための手続きを定

めることにより、児童の福祉の増進を図ってきたところですが、平成２９

年４月１日から対象を今までの２・３号児童から認定こども園の１号児童

にも拡大するため、本市要綱について所要の改正を行うものです。 

 

  和田教育長 

   例えば、暴れてる子どもが、障がいによるものなのか、性格によるもの

なのか審査会での判断が非常に難しいと思います。 

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２１号「河内長野市保育所等における

障害児等保育実施要綱の一部改正について」了承します。 

続きまして、報告第４号「平成２９年３月３１日付け人事異動について」

ご説明願います。 

 

藤林教育総務課長 

  本件は、平成２９年３月３１日付け人事異動について、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

２９年１月定例教育委員会会議において議決を得て実施したところでご

ざいますが、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。 
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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４号「平成２９年３月３１日付け人事

異動について」了承します。 

続きまして、報告第５号「平成２９年４月１日付け人事異動について」

ご説明願います。 

 

  藤林教育総務課長 

本件は、平成２９年４月１日付け人事異動について、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２

９年１月定例教育委員会会議において議決を得て実施したところでござ

いますが、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５号「平成２９年４月１日付け人事異

動について」を了承します。 

   続きまして、報告第６号「平成２８年度末・２９年度当初教職員人事異

動について」ご説明願います。 

 

  小滝教育指導課参事 

   本件は、平成２８年度末・２９年度当初教職員人事異動について、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
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る旨を、平成２９年１月定例教育委員会会議において議決を得て実施した

ところでございますが、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 

管理職が若手になっている、一方で定年後の人材を活用している。これ

から先、５年～１０年は、人事面で非常にきつい状況にあります。 

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６号「平成２８年度末・２９年度当初

教職員人事異動について」を了承します。 

   続きまして、報告第７号「平成２９年度河内長野市学校給食会事業計画

及び予算について」ご説明願います。 

   詳細につきましては、議案書、議案説明資料、別添資料のとおりでござ

います。 

（議案書、議案説明資料、別添資料により説明） 

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。 

 

  大谷教育指導課参事 

   本件は、学校給食事業を行っている河内長野市学校給食会の平成２９年 

度の事業計画及び予算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 
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 給食にかかる収支がぎりぎりで、今後さらなる工夫が必要となります。

また、給食費をどうするかという議論が必要になると思う。 

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７号「平成２９年度河内長野市学校給

食会事業計画及び予算について」を了承します。 

続きまして、報告第８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」ご説明願います。 

 

阪本課長 

本件は、子ども・子育て支援法第２７条第３項第２号において、政令で

定める額を限度として、市が定める利用者負担金（保育料）等の規定を定

めることとされています。 

このたび、国の利用者負担額が改定されたことに伴い、国の限度額を超

えている部分を限度額内に改める必要が生じたため所要の改正を行いま

す。また、申請時に個人番号の記載を義務付けられていることから、様式

の改正及び名称の改正を行います。同時に様式８の確認変更申請に事務手

続き上必要な変更年月日が抜けていたため、改正を行うものです。 

 

和田教育長 

 認定こども園の状況を説明してください。 

 

阪本課長 

 本市には、私立の幼稚園が１０園ございます。昨年までに５園が認定こ

ども園になっており、今年度に４園が認定こども園になっています。あと

錦渓幼稚園が認定こども園となっていませんが、今後も協議を継続します。 

 

澤田委員 

 国の利用者負担額の改定により、市の利用者負担額を減額した場合、そ

の差額は、どこが負担するのか。 

 

阪本課長 

 国が改定したことによりますので、国の負担となります。 
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和田教育長 

ほかに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８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。 

続きまして、報告第９号「平成２９年度公益財団法人河内長野市文化振

興財団の事業計画並びに予算の報告について」ご説明願います。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

本件は、平成２９年度公益財団法人河内長野市文化振興財団の事業計画

並びに予算について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、

平成２９年６月市議会に報告するため、本定例教育委員会議に報告する

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９号「平成２９年度公益財団法人河内

長野市文化振興財団の事業計画並びに予算の報告について」を了承します。 

続いて、各課からその他報告をお願いいたします。 

 

藤林教育総務課長 

 （別添資料により説明） 

  「平成２９年度 主要事業の概要」については、その他報告書のとおり

です。 
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大谷学校教育課参事 

（別添資料により説明） 

「学校給食における異物混入対応マニュアル」の作成については、その

他報告書のとおりです。 

 

坂本教育指導課長 

（別添資料により説明） 

金剛寺、観心寺、延命寺の QR コード解説マップについて、その他報

告書のとおりです。 

 

橋本生涯学習部長 

 （別添資料により説明） 

図書館協議会委員の募集について ほかについては、その他報告書のと

おりです。 

   

 

  森井文化・スポーツ振興課長 

   スポーツの祭典関係については、その他報告書のとおりです。 

 

  阪本子ども子育て課長 

   平成２６年の汐ノ宮保育所の民営化に関し、手続きに齟齬があり、６月市

議会において追認議決を上程します。 

 

和田教育長 

  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４月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２９年５月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２９年５月２６日（金） 午後３時００分開催 

  ※開始時間については、審議案件の件数により変更あり。 

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３月２４日～平成２９年４月２４日）  別 紙 

 

３月 ２４日（金） 

 

３月 ２５日（土） 

３月 ２７日（木） 

３月 ２８日（金） 

 

３月 ２９日（水） 

 

 

 

３月 ３１日（金） 

 

 

 

 

４月  ２日（日） 

４月  ３日（月） 

 

 

 

 

 

４月  ４日（火） 

４月  ５日（水） 

４月  ６日（木） 

 

４月  ７日（金） 

 

 

 

定例教育委員会に出席（行政委員会室） 

地区中学校長会役員応接 

市こ連スプリングフェスタに出席（キックス） 

市議会本会議に出席 

庁議に出席(庁議室) 

職員提案審査会（庁議室） 

民生委員推薦会に出席（行政委員会室） 

地区小学校長会新旧役員応接 

給食理事会に出席（給食センター） 

職員辞令交付式に出席 

市職員退職辞令交付式に出席 

教職員広域異動転任式に出席                   

管理職異動辞令交付式に出席 

一般教職員退職辞令交付式に出席 

清教学園理事長等応接 

市こども会育成連絡会総会に出席（キックス） 

教職員着任辞令交付式に出席 

市職員辞令交付式に出席 

市嘱託員等辞令交付式に出席 

部長会に出席 

新規採用教職員辞令交付式に出席 

平成２９年度 

府教委挨拶(府庁・咲洲別館) 

府市町村教育長会議に出席(アウイーナ大阪) 

小学校入学式に出席(加賀田小) 

中学校入学式に出席（長野中学校） 

長野警察・府子ども家庭センター挨拶 

地区中学校長会役員応接 

市小中学校管理職役員応接 

府教委教職員室参事応接 
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４月  ９日（日） 

４月 １１日（日） 

 

 

４月 １２日（水） 

 

４月 １４日（金） 

 

 

４月 １６日（日） 

４月 １７日（月） 

 

 

 

 

４月 １８日（火) 

 

 

 

４月 ２０日（木) 

４月 ２１日（金） 

 

 

 

 

４月 ２２日（土） 

市民スポーツ大会総合開会式に出席(市体育館)                       

歯科医師会役員応接 

地区部課長会役員応接 

市校長会に出席(301) 

保護士会役員応接                       

市校長会に出席(301) 

地区中学校校長会に出席(富田林市民会館) 

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)                               

府都市協・府教育庁懇親会に出席(アウイーナ大阪) 

青少年指導員連絡協議会総会に出席（キックス） 

課長レクに出席 

観心寺特別公開に出席 

府人事協議会に出席(府民センター) 

地区教育長協議会に出席(府民センター) 

地区教育長協議会歓送迎会(二葉) 

障がい者・児父母の会総会(赤峯)  

天野山金剛寺、延命寺特別公開                    

市三師会挨拶(各事務所) 

楠親睦会 

防府市議員教育視察(行政委員会室) 

市教頭会(501) 

公民館館長会議 

地区小中学校教頭会に出席 

チーム市町食堂視察(市町ダイアリー) 

市美協 30周年記念展(キックス) 

核兵器なき世界平和展（ノバティホール） 

南花台防犯総会（自治会館） 

  

 

 

 


