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 平成２９年６月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２９年６月３０日（金）午後２時３０分～午後４時００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 

 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６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 

続いて、教育長報告に移ります。５月２６日から６月２９日で、主だっ

たところを説明させていただきます。 

５月２８日は、ラグビーフェスタがありました。去年６月に下里グラン

ドがオープンし、３月末で７万８０００人が利用したということです。去

年第１回目のラグビーフェスタがあり、今回、２回目ということで、今年

度、本市にフットボール連盟が新たに結成され盛況に大会を催してくれま

した。 

５月３１日に金剛寺の修理委員会がありました。事業費が９年間で約１

５億円になります。これは河内長野市だけではなく、国や地元が経費負担

をしています。平成３０年３月２７日に落慶法要が執り行われる予定で、

ほとんどの工事は終わっています。慶長年間で建てられ、元禄の１７００

年頃に修理がされて３００年が経過し、平成の大改修と言っても過言では

ありません。今回の改修で、耐震化も含め対応しているということで、文

化庁が定める耐震化の水準でいう安全確保水準を満たしているということ

で、参拝者の安全を守れる水準をもとに、マグニチュードの７から８の地

震が起こっても問題がない設計になっているそうで、本当にありがたい話

です。 

６月５日ですが、５月の末から各中学校区で評価育成システムの目標設

定面談を行い、各学校の取り組みについて、委員の皆さんにも参加しても

らいました。様々な感想があると思うので、また聞かせてもらえたらと思

います。特に小中学校の段差解消ということで、取り組んでいる小中一貫

教育については、以前に増して進んでいるという印象を受けました。例え
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ば着ベル、チャイムが鳴った段階で着席しているという取り組みについて

も、昔は中学校だけだったのが、小学校でも取り入れるという取り組みが

進んでいます。各中学校区で温度差はありますが、様々な取り組みがなさ

れています。実際各校区では、「１５の春に責任を持とう」ということで、

小学校１年生の先生が、児童が中学校３年生の卒業を迎えるまで、責任を

持って、教育しようという意識を共有化しているということがあります。 

一方で、経験年数が非常に若い先生が多く、大阪府の平均年齢的は３７

歳です。男性が３５％、女性が６５％という実態です。河内長野市も同じ

状況で、年齢構成では５０代が約１０％、４０代が約１７％、３０代が約

４４％、２０代が約２５％で、３０代、４０代中心で、５０代がほとんど

いない状況となっています。経験年数で考えても小学校では、５３％の先

生は１０年以下で経験が少ないという状況です。経験年数２０年が約１割、

３０年が約１割という状況です。 

組織内の研修として OJT とよく言われますが、学校内で先輩が後輩に

様々なノウハウを伝達できるか不安な部分があります。このような状況で

各学校の先生方が頑張ってくれているということで、高い評価をしていま

す。また、他市と比べても様々な先進的な取り組みをしているのですが、

学校の先生は、それが先進的なのかどうか理解できていなくて、どの市町

村でも同じことができているような感覚でいるということも課題があると

思います。 

６月１２日、１３日、１５日、２２日、２６日と市議会がありました。

これは後で担当部長の方から報告をいたします。 

６月１４日から管理職として新しく校長、教頭になった先生に激励とい

うことで表敬訪問しました。今回は、校長先生１人と教頭先生が４人いま

す。本市で一番若い教頭先生で４１歳です。現状は、今年の末に７人の校

長先生が、その次の年は６人、その次の年は７人ということで合わせて２

０人の校長先生が、この３年間で定年を迎えます。そういう状況で、４１

歳の教頭先生が、あと数年すると先輩がいなくなって、校長先生になると

いう状況になり、４３～４４歳の校長先生が生まれるということになりま

す。校長先生が非常に若くなっていく状況なのです。今回、教頭試験を受

ける候補者も一番若いのが３７歳です。大阪府では、一番若い教頭先生が

３４歳です。こういった実態になっているということを知っておいてくだ
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さい。 

６月１９日は、大阪府の人事対策連絡協議会で、大阪府全域の教職員の

人事について、協議、意見交換する場がありました。今回、特に２点につ

いて議論しました。一つは管理職の人材の確保で府全体で今後５年間で７

９０人の管理職が退職するということです。これは、全管理職の半分にな

ります。半分が５年間でいなくなる。このような課題の中で管理職の資質

をどう担保していくかということを議論しました。５年後に管理職が不足

することが予想されます。例えば、４５歳以下の管理職をもっと増やして

いかなければならないことや、女性管理職を増やしていく、養護教諭や栄

養教諭を管理職候補とする、市町村間で管理職の交流を進めていくといっ

たことについて、意見交換をしながら進めています。もう一つは、教員と

しての優秀な人材を確保しなければいけないということです。近畿と大阪

の志願率はぐっと下がってきました。唯一志願率が去年より増えているの

が豊能地区だけで、豊能地区は、人事権の移譲を受け、志願率が上昇して

います。近畿の各都道府県では、志願率が下がってきています。そういう

中で、平成１７年から採用してきた３０歳代以下の先生が小学校では７割、

中学校では６割を超えているというのが大阪府の実態です。一方で採用数

は減少期に入っています。平成３５年くらいには、先生が余る状況が出て

きますので、優秀な学校教員の確保をどうするかという点が課題となって

います。河内長野市では、数年前からコミュニティースクールを進め、教

員に頼らずに、様々な質の高い専門的な知識を持ってる地域の人と連携し

ていくことが重要であると考え、コミュニティースクールを進めていると

ころです。 

６月２０日は、道徳教育授業視察があり、私も授業を見せていただきま

した。 

６月２７日は、学校給食会理事会があり、新旧の去年と今年の理事が入

ってもらって、今後の給食費をどう決定するのかという議論を始めました。 

長くなりましたが以上です。 

教育長報告について、ご質問などございませんか。 

以上で報告を終わります。 

 

（4）議事（要旨） 
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和田教育長 

 それでは本日の案件は、３件の報告案件です。 

まずは、報告第１１号河内長野市中学校夜間学級就学援助規則の一部改

正について、担当からお願いします。 

 

藤林課長 

報告第１１号河内長野市中学校夜間学級就学援助規則の一時改正につ

きましてご説明させていただきます。議案書につきましては、１ページか

ら３ページ、議案説明資料につきましては１ページをお願いします。河内

長野市中学校夜間学級就学援助規則の一部改正につきましては、中学校夜

間学級就学援助の支給に関しまして、議案説明資料の２ページをご覧いた

だきますでしょうか。改正前、改正後の内容がのっております。中学校の

夜間学級の就学援助の支給決定の通知書の内容でございますが、この通知

に関しまして平成２６年に行政不服審査法関連法案の全面改正が行われ

まして、その際に行政庁の処分等の公権力の行使にあたる行為について、

通知する際に記載しております、教示文でございますが、内容で申します

と不服申し立てに関する記載でございます。これまで、様式第２号の支給

決定通知の不服の申し立て関する教示文の改正記載をしていたわけです

が、この支給決定通知が行政処分に当たらない場合は、不服の申し立ての

教示文の掲載の必要がないのではないかという指摘が総務からございま

した。弁護士相談を行ったところ、当該支給決定は、法令に基づいて一方

的に国民の権利・義務を形成し範囲を決定する行為である、行政処分には

該当しないものと結論にいたりましたので、この教示文の記載は必要ない

ということで、様式第２号の不服申し立てに関する教示文の削除を行った

ということでございます。説明につきましては以上でございます。 

 

澤田委員   

現状について教えてください。支援対象者は何人いるのですか。また、

どこの中学校にいっているのですか。 

 

藤林課長 

１名います。今年の申請は、まだ出ていませんが、昨年度は１名で、そ
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の方が引き続き、今年も申請されるかどうかというところです。堺の殿馬

場中学校です。 

 

和田教育長 

 何歳ぐらいの方ですか。 

 

藤林教育総務課長 

４３歳の方です。 

 

和田教育長 

 他に質問は、ありませんか。 

 報告第１１号の河内長野市中学校の夜間学級就学援助規則の一部改正

については、これで終わらせていただきます。続いて報告第 12 号河内長

野市支援教育の就学奨励費支給規則の一部改正について説明をお願いし

ます。 

 

藤林教育総務課長 

報告第 12 号河内長野市支援教育就学奨励費支給規則の一部改正につき

ましてご説明させていただきます。議案書につきましては 4～6 ページ、

議案説明資料につきましては 3～４ページをお願いいたします。こちらも

先ほどと同じでございまして、議案説明資料の４ページを見ていただきま

すと新旧対象表がございますが、不服申し立てについての内容でございま

す。この通知が行政処分にあたるかどうかということで、これも弁護士相

談を行ったところ、該当しないということで、こちらについても教示文の

記載の必要がなく、削除するという内容でございます。説明につきまして

は以上です。 

 

和田教育長 

こちらも実態を教えてください。 

 

藤林教育総務課長 

平成 28 年度決算ですと学用品等の購入費など様々な支給対象があるの
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ですが、支給対象により対象者が分かれております。小中全体ですと１７

４名が認定対象になっています。収入額によりまして支給区分が変わりま

して、対象区分により対象人数が変わります。 

 

和田教育長 

これは支援学級の子供ですか。 

 

藤林教育総務課長 

支援学級の子供と支援学級には入っていませんが、同等の障害があると

認められる対象者については、対象としています。 

 

和田教育長 

報告第１２号の河内長野市支援教育就学奨励費支給規則一部改正につ

いては、これで終わらせていただきます。 

続いて、報告第 13 号河内長野市国際交流基金条例一部改正について、

文化・スポーツ振興課、説明をお願いします。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

報告第 13 号河内長野市国際交流基金条例の一部改正について、ご説明

を申し上げます。議案書につきましては 8ページから 9ページ、議案説明

資料につきましては 5ページから 6ページをお願いします。国際交流協会、

国際交流基金の一部改正については、先月の定例教育委員会でもご説明さ

せていただきましたが、主な改正の内容といたしまして、題名を河内長野

市国際交流協会交流基金条例から河内長野市文化スポーツ及び国際交流

と推進基金に題名変更するということと基金の使途をこれまでは国際交

流の推進ということでございましたが、５つに広げるということです。 

その 5 つというのは、一つ目に文化・芸術・スポーツの振興、2 つ目に

多文化共生国際交流の推進、3 つ目に図書館の充実、4 つ目に文化財の保

護及び活用 5 つ目に青少年の健全育成ということで５つの使途に広げる

ということが主な改正でございます。 

6月 26日の本会議で議決をいただいたわけですが、福祉教育常任委員会

で付託をされまして、その時の委員の方から、元金の１億円、現在 1億６
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００万ほどあるのですが、元金の１億円について取り崩すことがあるのか

というご質問をいただきました。施設が古くなってまいりましたので、大

規模改修の時は、そういうことも考えられるという旨の回答をさせていた

だきました。 

その他の委員さんの方からは、しっかり PR をして寄付金を集めてくだ

さいとご意見をいただきました。説明については以上です。 

 

和田教育長 

前回、中身の説明をしていただいたのですが、質問がありましたらお願

いします。 

ないようでしたら、報告第 13 号河内長野市国際交流基金条例の一部改

正についてはこれで終わらせていただきます。 

 

和田教育長 

 その他報告について、６月議会がありましたので、市議会の定例会にか

かる質問通告と答弁の要旨について、答弁された部長、理事の方で報告願

いします。 

 

各部長・理事 

 平成２９年６月河内長野市議会定例会の質問通告と答弁の要旨を説明。 

 

和田教育長 

福祉教育常任委員会について、報告してください。 

 

  阪本子ども子育て課長 

   汐ノ宮保育所の民営化に係る建物の無償譲渡について説明 

 

和田教育長 

何も質問がなければ、議会関係についての報告は、終わります。 

   

  和田教育長 

続きまして、その他報告について、各課長からお願いいたします。 
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坂本教育指導課長 

平成２９年度教育フォーラム２０１７を開催いたします。今回のテーマ

は、「新しい学びへの歩み」～未来をつくる子どもたちのために～です。

８月２日、３日となっております。是非、参加いただきますようよろしく

お願いいたします。 

 

和田教育長 

はい。また、最後にご質問あればお願いします。 

続きまして、「図書館事業の評価について」お願いします。 

 

森下図書館長 

はい。図書館の方から報告させていただきます。 

平成２８年度の図書館事業評価を報告いたしました。 

詳細につきましては、図書館のホームページを見ていただけたらと思い

ます。 

図書館事業の事業計画に対する、自己点検です。第３者機関、協議会で

評価を実施し、その結果を公表しております。点検結果の内容は、主な結

果といたしまして、入館者数が、目標５３万人だったのが、４７万５千人

だった。これは、来館者というより、非来館であるインターネットからの

予約が増えてきたことによります。また、貸出冊数が１００万冊から９５

万冊。インターネットからの予約によって、ピンポイントで借りられると

いうところが増えてきたというところです。 

また、Wi-fi のスポットの整備は実施できました。全体的には１５項目

の３７指標で、Ａとしまして３４指標。Ｂとして、２指標。Ｃとして１指

標となっています。 

次にページをめくっていただきまして、夏休みのイベントを４項目紹介

させていただきます。①一つしかない絵本の大公開。②夏休み子ども科学

教室。③夏休みお話会。お話会につきましては、夜の部を設けております。 

7/23 19：00から、保護者同伴で小学生以上を対象に行います。ちょっと

怖いような話をしたりします。④として図書館の探検ブックの配布。小学

校３年生向けに３００冊ほど配布いたします。結構人気がありまして、３
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００冊はすぐになくなることが予想されます。 

図書館の資料展示を全国の作文コンクールの図書、ジューンブライドに

関する本、環境月間に関する本を展示しておりますので興味があれば来て

いただきますようによろしくお願いいたします。以上図書館からでした。  

 

和田教育長 

では、「駅前こども教室」についてお願いします。 

 

古谷地域教育推進課長 

地域教育推進課から今年度第１回目の駅前こども教室の開催をご案内

させていただきます。日時は来月７月１６日（日）午前１０時から午後３

時までの予定で実施いたします。場所は、例年通り、あいっく、ノバティ

通りの駅前周辺施設です。工作・お菓子づくりの内容で実施いたします。

なお今回の研修は、７月の教育委員会研修会を兼ねております。お時間が

ありましたら、お立ち寄りいただければと思いますのでよろしくお願いい

たします。以上です。 

 

和田教育長 

続きまして、「子ども写生大会」についてお願いします。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

子ども写生大会については、大阪芸術大学におられました、スエノブ先

生との連携事業ということで、７月２２・２３・２４・２５日、写生大会

を行います。 

当日は、大学生の方や、文化連盟の美術協会の方にもご指導いただくと

いうことでございます。 

野球のカラーのパンフレットについいては、富田林ドリームフェスティ

バルですが、７月２２・２３日に富田林まほろずスタジアムで、行われま

す。こちら関しましては、集客という面で、去年は、河内長野市と大阪狭

山市さん。今年につきましては、それに加えまして、千早赤阪村さんも協

力しまして、イベントを盛り上げようと実施すことになっております。 

裏面は、サッカーのセレッソ大阪を応援しようということで、８月５日
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河内長野市民観戦デーということで、割引して観戦できるというチラシで

ございます。 

 

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６月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２９年７月臨時教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２９年７月２６日（水） 午前１０時００分開催 

２．場 所 

  河内長野市役所７階 行政委員会室  

 

 

 

平成２９年７月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２９年７月２６日（水） 午後１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５月２６日～平成２９年６月２９日）  別 紙 

 

５月 ２６日（金） 

 

 

５月 ２７日（土） 

 

５月 ２８日（日） 

 

５月 ２９日（月） 

 

５月 ３０日（火） 

 

５月 ３１日（水） 

 

 

６月  １日（木） 

 

６月   ３日（土） 

 

 

６月  ４日（日） 

６月  ５日（月） 

 

６月  ６日（火） 

 

 

６月  ７日（水） 

 

６月  ８日（木） 

 

６月  ９日（金） 

評価育成システムの目標設定面談(行政委員会室)          

楠正成シンポジューム(ラブリーホール)                     

定例教育委員会に出席（行政委員会室） 

道の駅オープニングセレモニー(高向くろまろの里)                  

美加の台中学校区健全育成会総会(美加の台中学校)                 

河内長野市ラグビーフェスタ（下里グランド)                         

河内長野市ＰＴＡ連絡協議会総会(キックス) 

評価育成システムの目標設定面談(行政委員会室)             

男女共同推進本部会議に出席(501) 

河内長野市生活安全推進協議会に出席(301)                  

モリ教育振興会理事会に出席(モリ工業) 

金剛寺修理委員会（天野山金剛寺） 

河内長野市民生委員児童委員協議会大会 

(ラブリーホール) 

評価育成システムの目標設定面談(行政委員会室）                   

市議会本会議 

西中学校区健全育成会総会(西中学校) 

南花台中学校区健全育成会総会(南花台中学校)                   

アートの森(滝畑コミュニティセンター)  

国際交流協会総会(キックス) 

校長会(給食センター)                      

評価育成システムの目標設定面談(行政委員会室） 

河内長野ガス面談 

河内長野市文化連盟役員面談 

サニータウン自治会役員面談 

局内会議(802)                               

南河内地区青少年指導員協議会総会(キックス) 

答弁調整会議 

大阪府中学校道徳教育研究会役員応接 

南河内地区小学校教頭会総会(LIC羽曳野) 
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６月 １１日（日） 

 

６月 １２日（月） 

６月 １３日（火） 

６月 １４日（水） 

 

 

６月 １５日（木） 

６月 １６日（金） 

 

６月 １７日（土） 

６月 １９日（月） 

 

６月 ２０日（火） 

 

６月 ２１日（水） 

６月 ２２日（木） 

 

６月 ２３日（金） 

６月 ２４日（土） 

６月 ２６日（月） 

６月 ２７日（火） 

６月 ２９日（木） 

 

大阪府教育委員会と協議（府教委別館） 

千代田中学校区健全育成会総会(千代田小学校)                      

東中学校区健全育成会総会（くすのかホール） 

市議会本会議 

市議会本会議 

教頭会（５０１） 

小山田小学校・加賀田小学校管理職表敬訪問 

南河内人権教育研究会役員応接                                      

福祉教育常任委員会 

長野小学校・楠小学校管理職表敬訪問                          

ＪＣ創立 50周年式典(ラブリーホール) 

河内長野市健全育成協議会総会(キックス)             

大阪府教職員人事対策連絡協議会(府庁本館)                        

公園緑化協会評議員会(寺ヶ池公園事務所) 

予算委員会                     

道徳教育授業視察(長野小学校) 

地区小学校校長会役員応接 

市議会本会議                       

河内長野市教育支援委員会(行政委員会室) 

学校運営協議会全体研修会(キックス) 

図書館運営協議会（図書館） 

市議会本会議 

学校給食会理事会(給食センター)                  

河内長野市私立幼稚園 PTA連合大会(ノバティーホール) 

 


