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 平成２９年５月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２９年５月２６日（金）午後４時００分～午後４時５０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 

 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、森下図書館長、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５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、尾上委員にお願いしま

す。 

 

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 

教育長報告の方に移ります。今回は４月２５日から５月２５日までの主

な報告となります。お手元の別紙をご覧下さい。 

４月に教育委員会事務局及び校長先生、教頭先生等による親睦会があり

ました。教育委員会が担当する部局には、嘱託職員とかアルバイト職員と

かたくさんいらっしゃるのですが、校長先生も教頭先生も含めて、非常に

大きな組織が出来ています。だいたい１，３００人くらいいるという感じ

です。そして、市内の７割近くの公共施設が教育委員会の管轄になるとい

うことで、本当に河内長野の最大の組織・集団で、そういう意味では責任

が重いだけに、ああいう会というのはありがたいと思います。 

４月２７日、２８日は、恒例の近畿都市教育長協議会が守口の方であり

ました。今、１０７市あり、総会と春の大会でして、近畿の都道府県の方

の持ち回りで、会議がありまして、今回は、北河内が担当で、秋は、他の

他府県でしたら１市が受け持ちますが、南河内は、本市だけではなかなか

難しく、南河内の６市で実行委員会を立ち上げ、地区として秋の研修会を

予定しています。１０月２６日、２７日に６市町村が役割分担しながら、

１０７の市をお迎えして、都ホテルで行います。１市でやると市長や教育

委員さんにも、いろんな形で出番がたくさんあるのですが、６市でやって

いるので、挨拶や夜のレセプションでの挨拶でも６市で手分けして役割分

担していきます。また、具体的なことが決まりましたらご報告させていた

だきます。 

４月３０日に「ヤングアメリカン」ということで、国際交流協会がアメ

リカの若者のジャパンツアーを数年前から河内長野でやっていまして、ご
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覧いただいた委員もいらっしゃるのですが、２泊３日で外国の若者が、小

学生や中学生、だいたい２００人くらいを相手にダンスや音楽やパフォー

マンスを子供達に指導し、すばらしい中身となります。 

５月に入って、暑くなってきましたが、庁内２８度設定で、クールビズ

で１０月３１日までノーネクタイという形でスタートしています。 

５月２日から８日の間は、ゴールデンウィーク。唯一この間で行事があ

ったのが５月７日の日曜日に赤峰グランドで少年少女野球連盟が野球を

する子供らを増やそうということで、野球祭りがありました、私は、都合

が悪く、橋本部長に行っていただきました。 

５月８日に主任児童委員さん、５月１１日に保護司さんと、学校長、学

校関係者、生徒指導主事の連絡会議を３，４年前から始めています。つな

がりの部分で、それぞれが主任児童委員の場合は、経済的に苦しい家庭に

対して学校と連携を取ってやっていますし、保護司さんの場合は各中学校、

小学校で問題行動のある子供達とともに問題解決にあたるという非常に

意義のある連絡会議で、年々つながりが強くなってきています。 

一つ知っておいて頂きたいのが、覚せい剤についてです。去年、小学校

１年生の保護者が家で覚せい剤を使用していたという情報が２件ほど続

きました。その子供達の家庭は、他市町村から様々な事情で転居してきた

家庭です。これまで薬物乱用防止教室は、各学校に任せていたのですが、

今年から教育委員会と薬剤師会が連携して、全学校で授業を始めました。

薬剤師会の簗瀬会長さんも教材を作ってくれ、取り組みを強めています。

今後、覚せい剤の問題もいろいろ出てくると思います。 

また、５月１２日に道徳の教科書の選定委員を委嘱させていただきまし

た。採択のための調査がここから動き出しています。 

５月１５日には、福祉教育常任委員協議会がありました。後で、その関

係で、保育所関係と基金関係が出てきます。また、その時にご報告できた

らと思います。 

裏面の方で近畿の都市教育長協議会と同時に５月１８日、１９日ですが、

今年は、近畿が受け持っているので、奈良で全国都市教育長協議会が開催

されました。今、全国都市教育長協議会に入っているのは８０２市ありま

す。去年より２つ増えました。いろんな中身の濃い研修がありました。今

回の講演は、現在、奈良の一条高校の校長先生で、橋下知事の特別顧問と
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して大阪府にもいた藤原和博先生です。講演の一部を紹介しますと、１０

年後、社会が大きく変化していて、世界中の５０億人の人間がスマホでつ

ながる世界が、生活の中にできるという話です。５０億人の考え方、思考

もつながっていくという、すごい世界ができるという話から講演が始まり、

そこに人工頭脳のロボットが加わり、その中で、今ある仕事で、なくなっ

てしまう仕事、あるいはなくなりにくい仕事、また新しく生まれる仕事が

必ず出てくる。私ら教育長らで議論したのが、教員というのはなくなる仕

事なのか、残る仕事なのかという話です。藤原さんは、教師という仕事は、

なくならないとのことでした。知識や理解といった教える部分は、完全に

なくなるが、学ぶことに楽しみを感じさせるような教員、そういう教育と

いうのは、益々大事になってくるということです。またいろいろ研修など

で引用していきたいと思います。 

また、２０３０年を想定して、新しい指導要領が平成３２、３年から本

格実施されますが、学校が学び方を相当大きく変えないと、その時代に失

業するような子供を作るということで、教育行政でも、学校教育の方針を

精査する必要があると思っています。 

５月２０日から、健全育成会の総会が続きます。７中学校全部を回るの

ですが、様々な団体さんの所で、ここ５、６年の万引き・対教師暴力・た

ばこ・不登校の問題行動に私学抜けを加えた５項目についての経緯をグラ

フ化したものを配布しています。というのも、この５，６年の間に顕著に

数が減っています。たばこなんて、数件しかなく、万引きなんか数えるほ

どしかありません。昔学校が荒れている頃と違がって、数値的に成果が出

ています。一方で、千代中や長中について、昔のままの荒れた学校のレッ

テルを貼って話す人が、たくさんいます。現実の学校の姿を地域の人、保

護者に見せるということが非常に大事になっています。 

藤原和博さんの話で、非常に理解しやすかったのが、今からの授業、学

校の勉強の仕方は、ジグソーパズルを作るような授業はもういらないとい

うことです。今からの授業はレゴを作る授業が必要で、ジグソーパズルと

いうのは結果が見えている、この絵を完成させるために何かするというふ

うな授業は、あまり意味がないという、非常にわかりやすい説明でした。 

ほかにもたくさんあるのですが、主だった部分だけ紹介しました。 
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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。 

 

  澤田委員 

そういう教育がなくなるということではないが、そういう知識的なもの

は、AI でやっていくよということを前提に言っているのでしょうか。 

 

  和田教育長 

ということなのでしょうね。まだそのあたりは、教育長の中でも教育が

残る、残らないということは、相当意見がありました。 

 

澤田委員 

  そこは面白いね。藤原さんの講演は、私も２回ほど聞きました。 

 

和田教育長 

  私も、東中学の時代に校長室で雑談したのですけど、その頃と考え方

そのものは変わってないです。 

以上で報告を終わります。 

 

（4）議事（要旨） 

和田教育長 

 本日の案件ということで、今回、少ないので報告案件１件だけで、まず

報告第１０号の懲戒処分の内申についての案件です。人事に関する議案で

すので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項だだし

書きの規定により非公開としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

・・・（異議なし） 

 

和田教育長 

 異議なしということで、報告第１０号「懲戒処分の内申について」は非

公開とします。 

 事務局の関係職員以外は退席ください。 
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（関係職員以外退席） 

 

和田教育長 

それでは、報告第１０号「懲戒処分の内申について」ご説明願います。 

 

坂本教育指導課長 

 （議案書、議案説明資料に基づき説明）  

 （説明趣旨） 

 懲戒処分の内申について、教育長に対する事務委任等に関する規則第３

条第２項の規定に基づき、教育長が臨時で代理し内申したので、報告する。 

 

和田教育長 

これで案件が終わりました。事務局職員はお入りください。 

 （退出した職員入室） 

 

和田教育長 

 その他報告について、各課長からお願いいたします。まず先に汐ノ宮保

育所の民営化にともないます手続きの瑕疵の治癒について、よろしくお願

いします。 

 

阪本子ども子育て課長 

 汐ノ宮保育所の民営化にともないます手続きの瑕疵の治癒について簡

単に説明させていただきます。 

平成２６年４月１日付けで、汐ノ宮保育所を民営化しました。その内容

としましては、土地につきましては５年間無償で貸し付け、その後有償で

貸し付けさせていただき、建物につきましては無償で譲渡させていただく

といことになりました。昨年その件につきまして、市の監査を受けました

ところ、数件指摘を受けたんですが、そこをよく精査いたしますと建物の

無償譲渡につきましては議会の議決が必要であるということがわかりま

した。 

また、さらに調べますとその議会の議決を欠く譲渡につきましては、法

的に無効ということがわかりました。よって、遡ってその件を有効とする
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ために、６月議会におきまして追認議決をいただくために議案を上程させ

ていただきます。 

また、再発防止に向けた取り組みとしても５月２５日に開催になりまし

た福祉教育常任委員協議会において報告させていただきました。詳しいこ

とにつきましては、お手元の資料に詳細記載させていただいているとおり

でございます。以上でございます。 

 

和田教育長 

 一番後ろの８ページを見ていただいたら事務手続きが載っていて、抜け

た部分が点線で囲んであります。ここの手続きが抜けたままで無償譲渡し

てしまったということです。議会の議決が、されていないので、今回の議

会に再度提案させてもらって議決いただくということです。 

 委員協議会での説明は、終わっています。議会の方は、事前に部長が各

会派をまわって、説明してもらいました。 

 ご質問あれば・・・よろしいですか。 

 

和田教育長 

 続いて生涯学習施策の基金について、基金の扱いの変更について、お願

いします。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

 生涯学習施策の推進の基金について報告させていただきます。詳細につ

いては別紙の資料を見ていただきたいのですが、ここの３番目に改正の主

な要件が書いてございます。現在、国際交流の推進施策を図るための国際

交流基金がございますが、基金の名称を文化・スポーツ及び国際交流等推

進基金に名称変更するという改正案を６月の議会に上程をさせていただ

くということでございます。 

今回の改正によりまして、これまで国際交流の施策に限られていました

が、矢印の下に書いてございますとおり、５つの用途に使用するこが可能

となります。１つ目は文化芸術スポーツの振興、２つ目は多文化共生での

国際交流の推進、３つ目に図書館の充実、４つ目に文化財の保護活用、５

つ目に青少年の健全育成でございます。 
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これを先ほど申しましたように、６月の市議会に改正案を上程させてい

ただくと共にふるさと納税、ふるさと応援寄付金のところにも広く寄付を

求めるということでございます。別途資料の１のところに変更後のイメー

ジが書いてございます。現在、１番から１１番までふるさと納税の寄付金

の使い道がございますが、これを３項目増やしまして１４項目とし、ふる

さと納税の寄付金による財源確保に努めていくところの報告でございま

す。簡単ではございますが、説明は以上でございます。 

 

嘉名委員 

 基金は取り崩してやるわけでもないのですか。 

 

森井文化スポーツ振興課長 

 基金自体は、もともと１億円ございまして、その分については、当面手

は手をつけないということでございます。資料の１ページに書いてござい

ます、国際交流基金自体が１億６２９万円ございます。６２９万円という

のは国際交流の部分での寄付で、この分については、もともと国際交流の

為にいただいた分ですので、２番目の多文化共生国際交流の推進に使いま

す。今後、寄付をどんどん募りまして他の施策に対して頂いた部分を施策

に使っていこうということです。 

 

和田教育長 

 文化芸術スポーツ振興で、活用しやすい形に変えたようなところがあり

ます。 

 

和田教育長 

 続いて、３番の図書館の歴史講座について、お願いします。 

 

森下図書館長 

 図書館からは、４件ございます。 

まず、１件目は図書館の歴史講座、こちらの方は６月３日土曜日に午後

２時から午後４時までキックスの方で行います。申込み等書いております

が５月１０日から受け付けということです。一応６０名と書いております
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が、実際のところ９０人くらい参加して頂けることになっています。それ

から図書館の資料展示ですが、毎回テーマを設定して図書館の利用活用を

図るために展示をしております。今回はいろいろなタネの本、歴史の謎と

いうことで行いますのでお時間作っていただいて見ていただいたら結構

かと思います。 

それと蔵書点検があります。６月５日から６月１２日、図書館機能をス

トップしまして資料の点検を行うということで、合計として４８万冊の資

料の点検を８日間で行います。 

それから蔵書点検明けの６月１３日から図書館の２階のカウンターに

自動貸し出し機を２台導入いたします。ご自分で本の貸し出しができるこ

とになりますので、図書館の利用促進、また利便性の向上を目的として導

入を図らせていただきたいと思っていますのでよろしくお願いします。以

上です 

 

和田教育長 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。以上で本日の案件を終わ

らせていただきます。 

 

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６月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２９年６月３０日（金） 午後２時３０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４月２５日～平成２９年５月２５日）  別 紙 

 

４月 ２５日（火） 

 

４月 ２６日（水） 

 

 

 

 

４月 ２７日（木） 

 

 

４月 ２８日（金） 

４月 ３０日（日） 

５月   １日（月） 

５月   ２日（火） 

 

 

５月   ８日（月） 

 

５月  ９日（火） 

５月 １０日（水） 

 

 

５月 １１日（木） 

 

５月 １２日（金） 

 

５月 １４日（日） 

５月 １５日（月） 

 

５月 １６日（火） 

庁議に出席（庁議室） 

定例教育委員会に出席（行政委員会室） 

部長級目標管理面談（教育長室） 

河内長野市地域女性団体協議会総会（６０２） 

河内長野市教育研究会総会に出席（長野小学校） 

河内長野市人権教育研究会総会に出席（長野小学校）  

大谷大学ゼミ生ビデオレターの制作 

近畿都市教育長協議会役員会に出席（ホテルアゴーラ守

口）                  

近畿都市教育長協議会総会に出席(ホテルアゴーラ守口) 

近畿都市教育長協議会総会に出席(ホテルアゴーラ守口)  

ヤングアメリカン発表会に出席（ラブリーホール） 

河内長野市ボーイスカウト連盟応接 

部長会（３０１） 

コンプライアンス推進委員会（３０１） 

南河内指導主事会役員応接 

校長会（給食センター） 

学校・主任児童委員連絡会（８０１） 

府人権協議会応接 

教職員処分辞令交付（行政委員会室） 

局内会議（８０２） 

市長随行（大阪星光学園） 

庁議(庁議室) 

学校長・保護司会連絡会議 

教職員処分辞令交付（行政委員会室） 

第１回教科書選定委員会 

市民祭り（赤峯グランド） 

福祉教育常任委員協議会 

近畿中学校技術家庭研究会役員応接 

教頭会（５０１） 
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５月 １７日（水） 

 

５月 １８日（木） 

５月 １９日（金） 

 

５月 ２０日（土） 

５月 ２１日（日） 

５月 ２２日（月） 

 

 

５月 ２３日（火） 

 

 

５月 ２４日（水） 

 

 

５月 ２５日（水） 

 

政策検討会議 

公私保幼小連絡会 

地区小中学校長会役員応接 

全国都市教育長協議会総会（奈良 100年会館） 

全国都市教育長協議会総会（奈良 100 年会館）                

地区小学校校長会総会（天王寺） 

加賀田中学校区健全育成会総会(加賀田中) 

長野中学校区健全育成会総会(キックス) 

地 区 中 教 頭 会 ( 富 田 林 市 民 会 館 )             

府都市教育委員会連絡協議会 (アウイーナ大阪 )             

南河内指導主事会総会(天王寺) 

庁議（庁議室） 

長野警察防犯係長応接 

清教学園理事長、校長応接（市長室） 

政策検討会議（３０１） 

河 内 長 野 市 人 権 協 会 総 会 ( ８ ０ ２ )                      

わかば基金運営委員会(ノバティＨ) 

評価育成システムの目標設定面談(行政委員会室)  

 


