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 平成２９年１１月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２９年１１月２８日（火）午後２時３０分～午後４時１５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、坂本教育指導課長、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１１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 
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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、教育長報告に移らせて頂きます。 

１０月１７日から１１月２７日までの主だったところを紹介させて頂

きます。 

１０月１８日、関西学院大学の伊藤副学長と面談いたしました。これは

英語村の関係で、河内長野市に在住で６５歳になって退職されるというこ

とで、お会いしてきました。１８日は、もともと日曜日に予定していた運

動会が雨で、この日まで順延しまして、５つの小学校を視察してきました。

面白い取り組みとして、この日も２時頃から雨が降り出しましたので、三

日市小学校は、保護者や子供達を教室に入れて、子どもの代表を校長室に

集め校長室で閉会式を行いました。その状況をテレビ会議のシステムで各

教室のテレビに写し、各教室で保護者や子どもたちに見てもらったという

ことです。保護者からも非常に好評で喜んでだということです。テレビ会

議のシステムが機能しているということで、非常に喜んでおりました。 

１０月１９日に、辞令交付とありますが、再任用職員の公民館館長がい

るのですが、その館長が前職の時に部下の方が個人的な理由で不祥事があ

りまして、懲戒免職となりました。その当時、上司にあたりますので、監

督責任として文書訓告という処分を行いました。 

１０月２４日は近畿市町村教育委員会研修大会が和歌山県の紀の川市

粉河ふるさとセンターで実施されました。教育委員さんもご参加頂きあり

がとうございました。守口市の義務教育学校さつき学園の取り組みが紹介

されました。 

１０月２６日、２７日に近畿都市教育長協議会研究協議会が南河内の担

当で、天王寺都ホテルに於いて無事、非常に盛況に終わりました。その後、
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２７日に帰ってきて、天野小学校の通学路の視察をしました。２２日の夜

から２３日にかけて台風２１号の影響で、雨が続いたので、緑ヶ丘南町か

ら天野小学校、西中への通学路沿いの残土の山の土砂崩れがありました。

通学路に影響はなかったのですが、やはり危ないので校長先生が通学路を

変更したということです。 

２８日、２９日と市の職員の採用面接がありました。河内長野市は採用

に関して、公務員試験の代わりに SPI 総合検査を採用しています。これ

は、広く応募者を募るという観点で実施しています。今回、５００名近い

人が SPI 総合検査を受けたと聞いています。採用予定者は事務職で初級・

上級併せて５人ですから、非常に大きな倍率です。最終面接を特別職の３

人で行いました。ただ、２９日は台風２２号の影響で、午後から予定して

いた面接が実施できず、１１月１日と５日の二日に分けて面接を行いまし

た。 

台風２１号、２２号に関連したことですが、河内長野市では、土砂災害

警戒区域に１６７９か所、特別警戒区域に１６５４か所、合わせて３３３

３か所が指定されています。斜面の角度が３０度以上あれば、土砂災害の

危険があり指定されるということです。他市では、富田林市で３７９か所、

大阪狭山市で４５か所、藤井寺市は全くないということです。大阪府内に

土砂災害警戒区域が８，３４４か所、特別警戒区域７，７５７か所、合計

１６，１０１か所の内、３，３３３か所が河内長野市ということで非常に

土砂災害の危険が高いということです。この土砂災害の危険性により、河

内長野市では、学校が二日間休校になりました。他市では１日だったので

すが、本市は土砂災害の警報がなかなか解除されませんでした。そういっ

た状況の中で、これに関して臨時の校長会を開きましたので、坂本教育指

導課長、説明をお願いします。 

 

坂本教育指導課長 

臨時の校長会を開いたのは、他市では避難勧告が発令されても、学校に

影響はないのですが、本市では、３年前に避難勧告が出たら暴風警報と同

じ扱いをするとした経過があり、他市と取り扱いが異なる為です。暴風警

報に関しては、午前７時の時点で発令されますと自宅待機となり、午前１

０時の時点で発令されますと休校になります。この１０時というのは学校
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により、通学距離等の状況に違いがあるので、多少差はございます。また、

西中学校区、東中学校区、美加の台中学校区、加賀田中学校区では、大雨

警報でも暴風警報と同じ扱いになります。校長先生からも疑問の声が上が

り、教育委員会でも調べたところ、本市の土砂災害警戒区域の状況が市内

全校区に存在することが判明し、今後どう対応していくのかということ校

長会で協議してもらうこととしました。校長会に最新の危険個所の情報を

提示していますので、各学校において通学路の状況を勘案し今後、避難勧

告が出た場合にどう対応するのかということを中学校区ごとに検討を進

めているところです。 

 

和田教育長 

検討中ということですので、一定の方向性が示されましたら報告させて

いただきます。 

１０月３１日、１１月１日、２日と文化祭篆刻と書いてあるのですが、

３１日は書展、１日は篆刻、２日は花展に行きました。 

２日の千代田校区ふれあいコンサートは、例年続けてくれているのです

が、千代田中学校、長野北高校、暁光高校のブラスバンド部が千代田駅前

で夕方に演奏するのですが、非常に高く評価されています。 

１１月３日、市長表彰の後、午後から金剛寺落慶法要祝賀プレイベント

がありました。１２月７日に仏像３体がお帰りになるということです。以

前、情報提供させて頂きました、３月２７日に落慶法要の本番があります。

これは１２月の広報にも出ております。プレイベントでは、天野小学校の

子ども達が金剛寺の文化財解説をやってくれました。１１月１６日には川

上小学校の子ども達が観心寺と延命寺の解説をやってくれました。 

１１月４日のイングリッシュ・フェスティバルは年々レベルが高くなっ

てきています。子ども達がすべて英語でいろいろなジェスチャーを交え発

表しています。参加者も幼稚園から高校生まで幅広く、非常に頑張ってく

れています。 

１１月９日に千代田短期大学の理事長と桃山学院教育大学学長が来ら

れました。和泉にある桃山学院大学は生涯学習の分野で本市教育委員会と

連携協定を結んでいまして、６月頃のくろまろ塾で桃山学院大学との連携

講座ということで法学部の教授や准教授が市民を対象に講座を開設して
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くれています。桃山学院教育大学は、プール学院大学の跡地に新設されま

す。私立の教育大学は初めてで、学長の梶田叡一先生は、兵庫教育大学を

はじめ、学長を歴任された方です。考え方を聞いていますと、河内長野市

とも教育の分野で連携できるところがたくさんあると感じました。 

１１月１０日、知的障害読書支援サポート研修というのがありまして、

私も聞かせてもらいました。国の科学研究の助成事業として日本で初めて

の研修内容ということです。知的障害に対して読書をどのようにして支援

していくのかということで、障害者差別解消法に習って、非常に素晴らし

い河内長野市の取り組みがあります。これは後で、研修会において報告さ

せていただきます。 

１１月１４日、ラブリーホールの指定管理をお願いしている文化振興財

団のあり方検討委員会が立ち上がりました。去年の１２月、市議会で指定

管理者を導入している施設に関し、不祥事もありましたので、５つの団体

を対象にプロジェクトチームを立ち上げて関係部局が両副市長も私も入

って検討を始めている状況です。５つの団体というのは文化振興財団、公

園緑化協会、社会福祉協議会、観光協会、シルバー人材センターです。５

つの外郭団体がどうあるべきかについて検討委員会が始まったというこ

とです。 

１８日、１９日、２５日は、平和ポスターコンクール、JC 小学生ドッ

ジボール大会、ふるさと作文コンクールでした。学校が非常に小規模化し

てきているので、以前でしたらこういうポスターや作品は学校の授業で取

り組んで、先生方が体育館に貼ってみんなで鑑賞するといった取り組みが

一般的だったのですが、体育館に貼るだけの先生方がいないという状況で

す。学校のカリキュラムの延長に地域の団体さんが主催する事業を組み込

んで、学校との関係を深める取り組みを進めています。その取り組みの一

つが平和ポスターコンクール、JC 小学生ドッジボール大会、ふるさと作

文コンクールで、表彰式がありました。どれも非常に盛んになってきてい

ましてこれから先が楽しみです。 

１１月２１日にくろまろ塾学位授与式がありました。くろまろ塾の会員

は、１，５００人います。受講生は、のべ約１万人ほどいます。学位授与

されている人は２００単位を取った学士がで３７名、４００単位を取った

修士が１１名、６００単位を取った博士が３５人で、学位授与者が増えて
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きています。目的は、学位を取った人が様々な形で、町づくりや子ども達

との活動にボランティアで参加していただくところにあります。 

２１日福祉教育委員協議会がありました。詳細については、後で報告さ

せていただきますが、生涯学習関係施設の休止、休館があります。 

１１月２７日で、１０月の初めから始めた学校視察を終えることが出来

ました。特に中学校で驚いたのが、千代田中学校でも東中学校でも秩序が

非常に向上していました。子供たちの授業の姿勢も非常に誇れるところが

感じられました。教育委員さんも一緒に行って頂いておりますので、感想

を聞かせて頂けたらと思います。現場に神宿ると言いますか、肌で現場に

触れると、いろいろな課題も感じながら、回らせて頂きました。 

１１月２７日の会派要望、こちらは自民党ですが、後４会派が１２月の

始め頃まで３日間あります。こちらにつきましても、報告させて頂きます。 

以上です。学校視察について、教育委員さんより感想をお願いします。 

 

嘉名委員 

私は８日の南花台中学校と石仏小学校と千代田中学校に行かせていた

だいて、千代田中学校は何回か行かせていただいていますが、全員が席に

座っているということに感動しました。この話を西光校長先生とお話して

いたのですが、先ほど教育長もお話しされていましたが、最近かなり変わ

ったという印象がありました。先生方も大変ご苦労されていると思います

が、ずいぶん変わった印象がありました。 

 

和田教育長 

ありがとうございます。 

 

藤本委員 

私も感動しました。長野中学校では、廊下で生徒を見守る先生が立って

いました。みんな静かにしていて感動しました。 

 

尾上委員 

私は東中学校、美加の台中学校、長野小学校に行かせて頂きました。東

中学校では、選挙の演説をしている所を見せて頂いたのですが、体育館で
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みんな座って感動しました。美加の台中学校では道徳の公開授業を見せて

頂いて机を全部取っ払って、アクティブラーニング形式で意見を３通り程

度に分けて議論するのですが、始めは先生が誘導していたのですが、しだ

いに生徒だけで討論をしていたのですごいと思いました。長野小学校は昨

年度も行かせて頂きましたが、昨年も汚いとまでは、思っていませんでし

たが、今年はロッカー等きれいに整頓されていましたし、掲示物がすごく

きれいになっていて雰囲気が良かったと感じました。 

 

和田教育長 

ありがとうございました。 

 

澤田委員 

河内長野市の教育は、他所と比較しても、子ども達が落ち着いてきてい

ると思いました。ただ、授業を見せて頂いて、昔教師中心の授業ばかりで

したから、そうではなく子ども達を中心に置いた授業をしている姿がよく

見えます。子ども達を育てながら、新しい授業改革が行われている、進ん

でいると感じました。 

 

和田教育長 

ありがとうございました。また、時間をとって聞かせて頂きたいと思い

ます。今後、教育指導課でも質の高い感動につなげることができるように

進めて頂きたいと思います。ありがとうございました。 

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） 

以上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３０号「河内長野市立図書館条例施行規則の一部改正について」

ご説明をお願います。     
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森下図書館長 

本件につきましては、図書館の一層の効率的・効果的な運営を図ること

を目的に、市民交流センターの開館日に図書館の開館日を合わせ、月曜日

の開館を中止いたします。併せて、休館していた第１火曜日を開館日とし、

利用者カードの有効期間を３年間から１０年間に延長するとともに個人

貸出し資料点数を２０点から３０点に拡大することにより月曜日開館の

中止に伴う図書館利用機会の低下を防ぎ、利便性を高めるために施行規則

の一部改正を行うものです。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 

先ほどの市議会の福祉教育委員協議会の案件の一つです。図書館につい

て月曜の開館を中止するということと、利便性を高めるために貸し出しの

点数を増やすということです。平成３０年４月１日から施行です。ご意見

ありましたらよろしくお願いします。 

以前にも紹介させていただきましたから、動きはご存じだと思います。

社会教育委員会議にも関連するので、意見を頂いています。社会教育委員

会議でも開館については、様々な意見がありましたので、検討したのです

が、広域的な連携の観点からも月曜日以外にすることが難しくなって、当

面は月曜日ということになりました。 

よろしいですか。 

議案３０号「河内長野市立図書館条例施行規則の一部改正について」は

承認といたします。 

 

続いて、議案３１号「河内長野市立図書館における国立国会図書館デジ

タル化資料送信サービス利用に関する要綱の制定について」ご説明をお願

いします。 

 

森下図書館長 

 本件につきましては、国立国会図書館のデジタル化資料送信サービスの

利用にあたって、複写サービスを実施するためには、国立国会図書館から

要綱の制定が求められているため本要綱を制定するもの。説明は以上でご
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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 

ご質問等があれば、よろしくお願いします。デジタル資料を貰うために

は、この要綱が必要なので制定するということです。 

 

澤田委員 

要綱のひな形は、あるのですか。 

 

森下図書館長 

国立国会図書館も利用サービスに関する取扱いの要領を出しています

ので、参考にしながら作成いたしました。 

 

和田教育長 

この要綱に規定されている内容で、国立国会図書館は許可するというこ

とですね。これでよろしいでしょうか。質問ないようなので、議案第３１

号「河内長野市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サー

ビス利用に関する要綱の制定について」は承認といたします。 

 

続いて議案３２号「労働基準法第３６条に基づく労使協定について」ご説

明をお願いします。 

 

藤林教育総務課長 

 本件につきましては、教育委員会事務局の職員（臨時職員及び嘱託員を

含む）の内で、「本庁」以外の事業所で従事する職員に対して公務のため

に時間外勤務命令を行う場合は、原則事業所ごとに時間外勤務を命ずる必

要のある職員の過半数を代表する職員と、労働基準法第３６条に基づく労

使協定（いわゆるサブロク協定）を締結し、労働基準監督署又は市長へ届

出を行う必要があります。 

このため、協定の締結時期は事業所ごとに協議の進捗程度により、時期

が異なることや、締結内容を即時に有効化させることを目的とし、協定の
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締結に関しては、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

り教育長に臨時に代理させる旨、事前に議決を求めるものです。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 

サブロク協定は、ご存知ですかね。労使協定に詳しくなかったら、難し

いですが、ご質問あればよろしくお願いします。 

 

澤田委員 

事業所はサブロク協定を締結していなかったのですか。 

 

藤林教育総務課長 

労働基準法で第３３条の第３項で公務の為臨時の必要においては規定

に関わらず３２条から前条まで、もしくは４４条の労働時間の延長、休日

の勤務と残業について労働させることができる、この解釈でサブロク協定

は今まで結んでなかったということでございます。 

府下の状況に置きましても、現在サブロク協定を結んでいるところは、

北摂で保育所だけと聞いています。それ以外はどこも結んでいないという

状況です。今回、本市でも初めて結ぶ予定です。 

 

和田教育長 

以前、市議会において保育所の事業で割増しの賃金払っても、法令違反

ということで、協定の締結を進めているところです。 

資料にある６課の事業所ごとにサブロク協定を結ぶわけですが、６課で

対象人数としては約５００人います。庁外の事業所なので、庁内は関係な

いのですが、庁外の係長級以下の正職、嘱託、アルバイトで時間外勤務手

当が対象になる職員が約５００人です。事業所ごとにサブロク協定を結ぶ

ということで、業務的にはたくさんあります。例えば小中学校でも外国人

英語指導員や図書館司書と様々ですけど、それをまとめていくので、そん

な簡単にいくものではないので時間もかかると思います。労使協定を結ん
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でいく方向で、今動き出したという状況です。この件につきましては、教

育長権限で決済できませんので、事務委任いただいて処理させていただき

ながら報告させて頂きます。 

 

  澤田委員 

公務員も教職員も残業手当について、問題になってきていますね。その

ことも含めて、サブロク協定については、きっちり対処する必要がありま

す。 

 

和田教育長 

包括予算で事業が削減されていますが、労働者の側に立った働き方を守

っていくということが大事なので、それを理解してもらいながら早めに締

結できたらと思います。北摂の協定が締結できているのは、どこですか。 

 

藤林教育総務課長 

門真市と聞いています。 

 

和田教育長 

門真の保育所ですか。 

 

藤林教育総務課長 

はい、そこだけ協定が締結されています。 

 

和田教育長 

進捗状況につきましては、追って報告させて頂きます。質問よろしいで

すか。 

質問がないようなので、議案第３２号「労働基準法第３６条に基づく労

使協定について」は承認といたします。 

 

続きまして、議案第３３号「平成２９年度河内長野市一般会計補正予算

（案）について」ご説明をお願いします。 
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  藤林教育総務課長 

   本件についきましては、平成２９年１２月市議会に提案予定の平成２９

年度河内長野市一般会計補正予算(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第２９条に基づき、市長よ

り意見を求められたものでございます。 

   内容につきましては、各担当から順次説明させていただきます。 

 

  藤林教育総務課長 

   （別添資料により説明） 

   就学援助事業における要保護及び準要保護児童援助費について。 

 

  阪本子ども子育て課長 

   （別添資料により説明） 

   保育所給付費及び認定こども園給付費、府支出金精算に伴う返還金につ

いて 

 

  森井文化・スポーツ振興課長 

   （別添資料により説明） 

   文化会館駐車場用地返還に伴う補償金について 

 

  和田教育長 

   この件でご質問ありましたらお願いします。 

   質問がないようなので、議案第３３号「平成２９年度河内長野市一般会

計補正予算（案）について」は承認といたします。 

 

和田教育長 

 それでは、報告案件に移ります。 

報告第２６号「河内長野市就学援助規則の一部改正について」報告をお

願いします。 

 

藤林教育総務課長 

本件は、就学援助費について、通常、学期末ごとに支給を行っていると



13 

 

ころですが、この支給費目のうち、「小学１年生及び中学１年生」を対象

とする「新入学児童生徒学用品費」については、一般的に就学前に購入を

行う用品（ランドセル等）についての援助費であるため、支給時期を就学

前に早めることにより、保護者の経済的負担軽減につながることから、「新

入学児童生徒学用品費」の主たる対象者を「小学１年生及び中学１年生」

から「小学校就学前児童及び小学６年生」へ改め、就学前の３月上旬に支

給を行うものです。 

また併せて、就学援助の支給対象者として、「本市の区域内に住所を有

する者」と定めていますが、その他の者への支給を行う場合（例：他市町

村民が、本市立小中学校へ在学していますが、当該市町村から就学援助を

受けることができない場合等）についても想定され、個別状況に応じて判

断を行う必要があると考えられるため、支給対象者に「その他教育委員会

が特に必要と認める者」の拡充を行うものです。 

さらに、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）（いわゆるマイナンバー法）」第

１９条第７号に基づき、情報提供者（都道府県教育委員会又は市町村教育

委員会）が、情報照会者（都道府県知事等）に対し「学校保健安全法によ

る医療に要する費用についての援助に関する情報（いわゆる就学援助費）」

に関する特定個人情報の提供を行うため、医療費の支給を受けようとする

保護者からマイナンバーの提供を求めるものです。 

加えて、当該規則第６条に規定する様式第３号「河内長野市就学援助費

支給決定（認定・否認定）通知書」の改正を行い整理した上で、不服申し

立てに関する教示文の削除を行うものです。 

説明は以上です。 

 

和田教育長 

ご質問ありましたらお願いします。 

 

  澤田委員 

他市市町村の子どもが本市の学校に住民票なしに来てるという事例は、

どれくらいあるのですか。また、「その他教育委員会が特に必要と認める

者」というのは、どういう事例を想定しているのですか。 
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藤林教育総務課長 

児童数までは、把握できていません。 

 

森本子ども未来部理事 

住民票を移せないで通学している場合はありますが、数多くはないです。 

 

藤林教育総務課長 

「その他教育委員会が特に必要と認める者」というのは、年度途中で他

市町村に転出したが、事由により引き続き本市の小中に通っているため、

他市町村の規定で就学援助費が出ない市町村があったことから、その場合

は本市から継続して支給する必要があるということです。 

 

  和田教育長 

途中異動のケースだけを想定しているのですか。緊急的なものは、想定

していないのですか。 

 

藤林教育総務課長 

そういう場合も当然ありますので、特異な事例を救済する措置として規

定したものですから、そういった場合も含まれます。 

 

  和田教育長 

府立の小中学校ができた時に就学援助の制度に関して、河内長野市では

条例で市内在住者、市内の学校という条件でしたが、府立富田林中学校が

該当するような改正はしてないのですね。 

 

  藤林教育総務課長 

そこまでは、していません。 

 

和田教育長 

よろしいですか。質問がないようですので、報告第２６号「河内長野市

就学援助規則の一部改正について」を終わります。 
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続きまして、報告２７号「平成２９年度河内長野市一般会計補正予算の

先決処分について」ご説明をお願いします。 

 

  藤林教育総務課長 

   本件につきましては、平成２９年１０月２３日付で専決処分のあった、

平成２９年度河内長野市一般会計補正予算のうち教育事務に係る部分に

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項の規定によ

り報告するものです。 

   （別添資料により説明） 

 

  和田教育長 

   石仏小学校が一番大きな被害があったのですが、台風２１号、２２号で

土砂崩れは、市内で１１４件起こっています。未だに道路で通行規制が７

か所、一番大きなところでは河合寺から葛の口までのあの区間が３月末く

らいまで開通しない、国道３１０号線が一部通行止めということで、通行

規制がかかって相当被害があったということです。財源はどうなっていま

すか。 

 

藤林教育総務課長 

国の補助金が３分の２で残りが起債で、一般財源は２％ということです。 

  

  和田教育長 

補正予算専決は、よろしいですか。報告２７号「平成２９年度河内長野

市一般会計補正予算の先決処分について」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。 

 

藤林教育総務課長 

 （別添資料により説明） 

 平成２９年度主要事業事務報告 第２四半期（Ｈ29.7～9）について、 
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石仏小学校の災害状況報告について 

森井文化・スポーツ振興課長 

（別添資料により説明） 

 岩湧野外活動広場の休止について 

 

井上ふるさと文化財課長 

（別添資料により説明） 

 滝畑ふるさと文化財の森センター附属プールの休止について 

 

森下図書館長 

 （別添資料により説明） 

 図書館の休館日の変更について 

 

森下図書館長 

 （別添資料により説明） 

 図書館ホームページの一時停止、図書館歴史講座、出張えほんのひろば、

図書館資料展示について 

 

古谷地域教育推進課長 

 （別添資料により説明） 

 「ちょっと早めのクリスマス」の開催について、「市こ連クリスマスイ

ベント」の開催について、「駅前子ども教室」の開催について 

 

 森井文化・スポーツ振興課長 

（別添資料により説明） 

   小学生駅伝大会、ボールゲームフェスタ IN河内長野について 

 

  井上ふるさと文化財課長 

   天野山金剛寺のご本尊の保存修理の完了と返却搬入について 

 

 閉 会 

和田教育長 
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  以上で１１月定例教育委員会を閉会します。 
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平成２９年１２月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２９年１２月２７日（水） 午前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１０月１７日～平成２９年１１月２７日）  別 紙 

 

１０月１７日（火） 

１０月１８日（水） 

 

１０月１９日（木） 

 

 

１０月２３日（月） 

 

１０月２４日(火) 

 

 

１０月２５日(水） 

１０月２６日（木） 

１０月２７日（金） 

 

 

１０月２８日（土） 

１０月２９日（日） 

１０月３０日（月） 

 

 

１０月３１日(火) 

 

 

 

１１月 １日（水） 

 

１１月 ２日（木） 

 

１１月 ３日（金） 

定例教育委員会に出席（行政委員会室） 

学校視察(東中学校) 

関西学院大学副学長面談（河内長野ガス応接室） 

学校視察(楠小学校) 

学校視察(千代田小学校) 

辞令交付                 

校長会要望 

教育委員会事務局目標管理面談 

庁 議 に 出 席 ( 庁 議 室 )                 

近畿市町村教育委員会研究大会 

(紀の川市粉河ふるさとセンター) 

庁議に出席(庁議室)   

近畿都市教育長協議会研究協議会(天王寺都ホテル) 

近畿都市教育長協議会研究協議会(天王寺都ホテル) 

天野公民館まつり視察（天野公民館） 

天野小学校通学路視察 

市職員採用面接                  

市職員採用面接 

庁議に出席(庁議室) 

ＪＣ役員応接 

学校視察(長野中学校) 

学校視察(加賀田中学校) 

学校視察(加賀田小学校) 

学校視察・中学校道徳教育研究授業(美加の台中学校) 

文化祭＜書篆刻＞(ラブリーホール) 

文化祭＜書篆刻＞(ラブリーホール) 

市職員採用面接 

文化祭＜書篆刻＞(ラブリーホール) 

千代田校区ふれあいコンサート(千代田駅前) 

市長表彰(キックス) 
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１１月 ４日（土） 

 

 

１１月 ５日（日） 

１１月 ６日（月） 

 

１１月 ７日（火） 

１１月 ８日（水） 

 

 

 

１１月 ９日（木） 

 

 

 

１１月１０日（金） 

 

 

 

１１月１１日（土） 

１１月１２日（日） 

 

文化祭＜茶華道＞(ラブリー)                  

金剛寺落慶法要祝賀プレイベント（天野山金剛寺）・天野

小子ども文化財解説（天野小学校） 

イングリッシュ・フェスティバル（キックス）             

公 民 館 活 動 展 ( 天 見 公 民 館 )                   

アートの森(滝畑ふるさとの森センター) 

市職員採用面接 

校長会(給食センター) 

大阪府市町村教育委員会研修会(アウィーナ大阪) 

大阪府都市教育長協議会 (藤井寺シュラＨ) 

学校視察(南花台中学校) 

学校視察(石仏小学校) 

学校視察(千代田中学校) 

局内会議(802) 

社会教育委員会議・公民館運営審議会(行政委員会室) 

市職員採用合格判定会 

千代田短期大学理事長応接 

桃山学院教育大学学長応接 

学校視察(三日市幼稚園) 

学校視察(千代田台保育所) 

三日市公民館祭 

知的障害読書支援サポート研修(図書館) 

ぐるっとまちじゅう博物館(天見地区) 

よい歯コンクール表彰式(ノバティホール) 

青少年音楽フェスティバル（キックス） 

ひょうたん島文化祭(ラブリーホール)                  

１１月１３日（月） 

 

 

１１月１４日（火） 

 

１１月１５日（水） 

市教頭会(601) 

学校視察(長野小学校) 

学校視察(三日市小学校） 

学校視察(天見小学校) 

文化振興財団あり方検討委員会（802） 

大阪府教育委員会教職員課参事応接 
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１１月１６日（木） 

 

 

１１月１７日（金） 

 

 

１１月１８日（土） 

 

１１月１９日（日） 

 

 

１１月２０日（月） 

 

１１月２１日（火） 

 

 

１１月２２日（水） 

１１月２３日（木） 

１１月２５日（土） 

１１月２７日（月） 

 

 

学校視察(南花台小学校） 

学校視察(美加の台小学校） 

河内長野市フロンティア委嘱研究発表(東中学校) 

大阪府教育庁教育長訪問（府庁） 

学校視察(川上小学校） 

子ども文化財解説(観心寺・延命寺) 

南河内地区教育委員会研修会(LIC羽曳野) 

中学校なかよし卓球大会 

大阪府教育委員会予算要望会・都市教育長協議会 

(アウイーナ大阪) 

千代田公民館祭（千代田公民館） 

平和ポスターコンクール表彰式(ノバティホール) 

ＪＣ小学生ドッジボール大会(体育館) 

駅前子ども教室（あいっく・ノバティホール） 

ONE LOVE フェスタ(河内長野市役所) 

政策検討会議(301) 

第 2回生活安全推進協議会(602） 

くろまろ塾学位授与式(キックス) 

福祉教育委員協議会 

府立富田林中学校長応接 

サニータウン自治会長応接 

ＪＣ25周年(長野小学校） 

ふるさと作文コンクール表彰式(観心寺) 

学校視察（小山田小学校） 

会派要望会（自民党）(庁議室) 

 

 


