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 平成２９年１２月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２９年１２月２７日（水）午後２時３０分～午後４時３０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、藤林教

育総務課長、小滝教育指導課参事、大谷教育指導課参事、阪本子ども子育て

課長、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、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１２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、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 

続いて、教育長報告に移らせて頂きます。 

１１月２８日から１２月２６日までの主だったところを紹介させて頂

きます。 

１１月の２９、３０、１２月４日です。市議会には、会派が５会派ある

のですが、会派要望会ということで会派から要望が示され、それに対して

理事者が回答するというものです。参考に各会派の要望の主だったところ

を紹介させていただきます。 

１１月２９日の共産党は中学校給食に関する要望があり、その上でこれ

までの取り組みを進めているわけですが、いろんな市民からの意見がある

ので住民の声をしっかり聞いて欲しい、教育行政を担う現在の教育委員会

そのものを改善しなければならないという厳しい声をいただいています。

また、様々な人の働いている状況や貧困の問題といった、以前とは違う社

会問題があるので、それらの対応をして欲しいとのことでした。 

１１月３０日の公明党は、定住策に関して、河内長野市は、教育・子育

て施策を前面に押し出す必要があるとのことでした。自民党も同様の意見

なのですが、特にくろまろ塾について生涯学習にぜひ生かし、くろまろ塾

で学んだ人が、様々な分野で活躍できる社会を作って欲しいとのことでし

た。また、中学校給食の選択制について、保護者のニーズや子供のニーズ

に合っているという意見をいただいています。スポーツの関係では、ウォ

ーキングを河内長野市の特色にして欲しいという意見を頂きました。 

みらい創造は、インターナショナルスクールや英語村といった話があり

ました。英語村の設置に向けた取り組みを進めていくよう要望がありまし

た。いくつものハードルはあるが夢を持って頑張って欲しいとのことでし
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た。また、ファシリティ・マネージメントに関して、少子化の進展により

公共施設を負の遺産という捉え方ではなく、活用のチャンスと捉え改革し

て欲しいということでした。 

１２月４日の維新の会は、少子化対策に関して、幼児期の 5歳以下の子

供の無償化の制度を作って欲しいということでした。また、エアコンにつ

いて財源の問題はありますが、小学校の設計について全校一斉を基本にし

て欲しいという要望がありました。また、ラブリーホールや下里球技場の

駐車場について、有料化を早く進めて欲しいとのことでした。 

１１月にあった自民党は、家庭の意識を高めるということを非常に重視

しているので、その啓発を積極的に行って欲しいという要望がありました。

公明党と同じように定住策を考えた場合に、河内長野市の先進的な取り組

みは、子育て・教育であり、その取り組みの PR が不足しているので、PR

に関する要望がありました。こういったところが、主だったところです。 

１２月３日、第５回の駅伝が関西サイクルスポーツセンターで開催され

ました。今年は６１チームが参加し、２５０人が出場しました。子供と保

護者を合わせたら７００名を超す人が集まって、非常に盛り上がりがあり、

これまで、学校に参加チームを募っていましたが、来年以降の参加チーム

の募集の方法を検討する必要があるところにきていると思います。 

１２月１４日に国に対する重要施策及び予算要望ができる機会があり

ました。日本維新の会の浦野衆議院議員が来られたのですが、そこで教育

委員会として要望しましたのが、教育に関して、北の地域は大学も鉄道も

あり、非常に充実し人口の流入もある、一方で和歌山は、京奈和自動車道

が開通しました。河内長野市は、取り残されていると話をさせていただき

ました。今までの財産で現状の教育水準を維持していますが、数年先を考

えると河内長野市の教育水準の維持が難しくなることが予想されるので、

南の地域にも力入れて欲しいという要望をさせていただきました。市長が

高速道路の誘致を進めていますが、教育とも密接に関係するところですの

で、こういった話をしました。 

１２月２１日、これは藤本委員も一緒に行っていただきました。韓国企

業が万博記念公園に設置している大阪イングリッシュビレッジに行って

きました。YBMという韓国では教材関係の非常に大きな会社ということで

す。英語を体験できるアミューズメントパークです。修学旅行に来た子供
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らがちょっと２～３コースを経験するという設定をしています。２３のシ

チュエーションルームを作って、クッキングやラスベガス、大統領の部屋

や警察と言った様々なシチュエーションを作って、その中に入ったら英語

が堪能な外国人がいて、子供とやり取りしながら英会話を経験するという

仕組みです。吹田市にあるのですが、吹田市には３６の小学校があり、６

年生で３，４００人いるとのことでした。子どもたちが、小学校を卒業す

る時に、1人１，８００円で、この施設を利用して３レッスン程度を経験

させているとのことでした。もう一つは近畿大学です。前理事長の世耕さ

んが近畿大学の学生は語学力が弱いということで、そこで作り上げたのが

近畿大学の e-cube という英語で楽しんで教育するという施設です。総工

費が４億円で、そんな大きな施設ではないのですが、そこに行けば、様々

な英会話ができるという学生が対象の施設です。 

この１年間で英語村の構想に関係するところをいろいろ視察し、まとめ

ていますので、また別の機会に紹介したいと思います。この事業は、教育

としても非常に有効なのですが、市長の町づくりの一貫ということですの

で、市長部局の方が主になって動いて、そこに教育が関わるという形で進

めていきたいと考えています。 

主だったところは、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。 

 （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３４号「河内長野市情報公開条例及び河内長野市個人情報保護条

例の一部を改正する条例案等に係る協議について」ご説明をお願います。     

 

藤林教育総務課長 

「河内長野市個人情報保護条例」については、行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律の改正を踏まえ、改正する必要が生じているもの

です。 
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また、「河内長野市情報公開条例」においては、平成９年の制定以降の

情報公開を巡る国や他の地方公共団体等の情勢との整合及び個人情報保

護条例に強い関連性を有している事項について改正の必要が生じていま

す。 

このため、市長部局において、両制度の改善について河内長野市情報公

開運営審議会及び河内長野市個人情報保護運営審議会に諮問を行い、その

改善についての答申が出たため、実施機関のひとつである教育委員会との

協議を求められているものでございます。 

改正の要点 について８点ございます。 

１つ目が、行政文書となるべき媒体について、電磁的記録が行政文書と

なるべき媒体であるとの明確な規定がないため、本市の個人情報保護条例

及び情報公開条例において、行政文書となるべき媒体に電磁的記録を含む

等の改正を行い、併せて、電磁的記録の導入により、関連する開示の方法

及び費用負担についても併せて改正を行うものでございます。 

２つ目が、本市の個人情報保護条例において、個人識別符号(指紋デー

タ・旅券番号等)の概念を導入する。また、情報公開条例の開示をしては

ならないとする個人に関する情報について、個人情報保護条例の個人情報

の定義変更に伴い、行政機関情報公開法の定義に合わせる改正を行うもの

でございます。 

３つ目が、本市の個人情報保護条例において、行政機関個人情報保護法

における要配慮個人情報の概念については、慎重な取扱いを求めるものの

範囲を広げ、個人の権利利益の保護を図る必要があることから、現行の思

想、信条及び宗教に関する個人情報や社会的差別の原因となる諸事実に関

する個人情報と置き換える改正を行うものでございます。 

４つ目が、行政文書不存在の場合の通知に行政処分としての性質を持た

せ、請求者が十分な救済を受ける機会を保障するよう規定の改正を行うも

のでございます。 

５つ目が、事案に即した適切な審理手続を行い、より良い手続保障の実

現を図れるよう、現行の答申に係る日数の 90日という期間制限を廃止し、

裁決に係る日数の期間制限を「答申後速やかに」へ規定の改正を行うもの

でございます。 

６つ目が、行政情報の公開と民間事業者の運営の自主性の確保の調和の
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観点から、指定管理者に対し、情報公開について努力義務を課す形で新た

に規定を追加するものでございます。 

７つ目が、市民が必要とする情報について、その求めに応じて可能な限

り任意で本市の所管事務に関する情報を提供することなどを明確にする

ため、情報公開の制度とその役割を分担しながら相互に補完し合う情報提

供に関する規定を新たに追加するものでございます。 

８つ目が、情報公開制度と個人情報保護制度は、密接に関連しているこ

とや、各制度における審議会ないし審査会の委員が兼務している実態があ

ること等から、情報公開運営審議会と個人情報保護運営審議会、情報公開

審査会と個人情報保護審査会をいずれも一本化し、条例を新規制定するこ

とに伴い、情報公開条例及び個人情報保護条例中の審査会及び審議会に関

する条文を削除する改正を行うものでございます。 

施行予定日は、平成３０年４月１日でございます。 

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 

ご質問等があれば、よろしくお願いします。 

 

嘉名委員 

教育委員会に関しては、個人情報で思いつくのは、児童・生徒の情報や

保護者の情報、例えば図書館の会員情報といったものが対象になるという

理解でよろしいですか。 

 

藤林教育総務課長 

そうです。そういったものを含めて対象となります。 

 

嘉名委員 

わかりました。 

 

和田教育長 

写真は、今まで肖像権の問題で、個人情報としての取り扱いではなかっ



7 

 

たということです。電子媒体等は、以前からあったのですが、取り扱いが

どんどん細かくなってきています。 

個人情報保護の観点から連絡網が作成できないということが問題視さ

れることが多いです。 

 

嘉名委員 

連絡網を配っていませんね。 

 

和田教育長 

今、連絡網は、どういう取り扱いになっているのですか。 

 

森本子ども未来部理事 

学校にもよりますが、前後２，３人の連絡先の電話番号だけを渡す形に

なっています。 

 

和田教育長 

そういった配慮で、ある程度の問題は解決できますね。ただ、中には個

人情報を厳格に保護する必要がある子供もいます。 

よろしいですか、質問ないということで議案第３４号「河内長野市情報

公開条例及び河内長野市個人情報保護条例の一部を改正する条例案等に

係る協議について」を承認といたします。 

 

続いて、議案３４号「平成３０年１月の人事異動について」の案件です。

次の報告第２８号「人事異動の内申について」と併せて人事に関する案件

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、議案３４号「平成３０年１月の人事異動につい

て」及び報告第２８号「人事異動の内申について」は非公開とします。 
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 事務局の関係職員以外は退席ください。 

（関係職員以外退席） 

 

和田教育長 

それでは、議案３４号「平成３０年１月の人事異動について」ご説明を

お願います 

 

  藤林教育総務課長 

   本件につきましては、教育委員会事務局職員に係る平成３０年 1月に人

事異動の実施が予想されるため、その人事異動につきましては、市長部局

との調整の上で決定されていくことになり、事前に教育委員会に諮ること

が困難な状況にありますことから今回の人事異動に関する事務につきま

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項の「教

育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事

務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることがで

きる。」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「委

員会は、その会議の議決に基づき、前条第１項各号に掲げる事務につき教

育長をして臨時に代理させることがある。」との規定によりまして、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ございます。なお、

平成３０年 1月の人事異動の結果や内容につきましては、１月の定例教育

委員会において、ご報告するものでございます。説明は以上でございます。

ご審議の程ご承認賜りますようによろしくお願い致します。 

 

和田教育長 

ご質問等があれば、よろしくお願いします。 

議案３４号「平成３０年１月の人事異動について」は承認といたします。 

 

議案が終わりましたので、報告第２８号「人事異動の内申について」ご

説明をお願いします。 

   

  大谷教育指導課参事 
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   （議案書、議案説明資料に基づき説明）  

   （説明趣旨） 

   本件につきましては、大阪府教育委員会あて人事異動の内申について、

教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項に基づき、教育長が

臨時で代理し行った旨、報告するものでございます。 

 

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） 

 

続いて報告第 29号「労働基準法第 36条に基づく労使協定の締結について」

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、河内長野市立学校給食センターにおける、労働基準

法第３６条に基づく労使協定の締結について、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項の規定に基づき、平成２９年１１月２９日付けで教育長が臨時

で代理し行った旨、報告するものです。今回、締結した 36 協定内容につい

ては、別冊資料のとおりです。 

 

和田教育長 

１１月の定例教育委員会で教育長に事務委任いただいた分の一つ目です。

前回、説明させていただいたとおり教育委員会の１２の事業所の一つという

ことで、随時こういう形で報告させていただくことになります。今回は、給

食センターです。 

ご質問等があれば、よろしくお願いします。 

前回、説明させていただいたように市では門真市だけが協定を締結してい

るということで、まだ具体的な実績がないので、少しずつ改善していけたら

と考えています。ただ、国の方でもブラック企業とか働き方にいついて問題

提議しているところがあり、新聞やテレビでもこの働き方については特集が

組まれるような状況です。一部上場の会社が２２４社ほどあって、そのうち
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協定を結んでいるのが３分の１だけということです。ところがその中の一番

トップは、大成建設で年間１２００時間、大末建設では１１３０が第２位。

年間の時間数。平均的に見れば月８０時間未満というのが大体３割くらいで、

８０時間から１００時間というのは、５割くらい、１００時間以上が２割く

らいあるということです。企業の平均として、月にしたら６０時間くらいと

いうことで新聞の報告がありました。 

何かご質問ありますか、これに関連する問題が出てきましたら、また相談

させていただくということで、この件につきまして、報告を終わらせていた

だきます。 

続いて報告第３０号「河内長野市学校給食会の給食費の改定について」説

明をお願いします。 

 

大谷教育指導課参事 

  学校給食事業を行っている河内長野市学校給食会の給食費の改定につい

て、別冊のとおり提出があったため報告するものです。 

   （別添資料により説明） 

 

 和田教育長 

ありがとうございました。質問ありましたらどうぞ。 

保護者や PTAからのご意見は、ないのですか。 

 

大谷教育指導課参事 

はい、今のところ、ありません。それぞれの理事さんにはお持ち帰りいた

だいて、ご報告いただくことになっています。 

 

和田教育長 

よろしいですか。報告第３０号 河内長野市学校給食会の給食費の改定に

ついて、終わります。 

 

報告案件は、以上でございまして、その他報告について、１２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、

部長、理事の方で報告をお願いします。 
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各部長・理事 

平成２９年９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 

議会の関係につきまして、ご質問などございませんか。 

続いて、子ども子育て課、お願いします 

 

阪本子ども子育て課長 

（別添資料により説明） 

「地域で子育て・孫育て講座」について 

  別紙資料のとおり 

 

和田教育長 

明橋大二先生はすごい人らしいですね。 

 

阪本子ども子育て課長 

そうですね。虐待の関係に関わって来られています。 

 

和田教育長 

続いて、文化・スポーツ振興課、お願いします。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

 （別添資料により説明） 

河内長野ユース・ホステル用地及び同関連用地の所管替え、ＪＣ杯小学

生ドッジボール大会、小学生駅伝大会、１月広報（生涯学習特集記事）に

ついて 

 

澤田委員 

小学生駅伝の出場チームは何チームで、何人でどれぐらい走るのですか。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 
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今回、出ていただいたのは６１チームです。コースは全部走って２．６

キロなんです。それを半分ずつ走りますので１、３を４人で走りますので

４人で５、２キロ走るということです。 

 

和田教育長 

関西サイクルスポーツセンターの自転車のサイクリングコースですか。 

 

澤田委員 

それは、安全ですね。 

 

森井文化スポーツ・振興課長 

そうですね。 

 

和田教育長 

子どもが走っている姿が、見えませんからね。 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

そこは、ご不満な保護者の皆さんは観覧席がないのでコース上に出て来

ることもあり、子供さんより親御さんの方が熱くなる方もいて多少トラブ

ルもあるという現状です。 

 

和田教育長 

駅伝の後、関西サイクルスポーツセンターのパスポートが半額でしたね。 

 

森井文化スポーツ振興課長 

当日はサイクルパスポートが２５００円ですが、参加者に限って半額で

ご提供いただいているということで、家族共々遊んでいただいて、良い天

気でございましたのでよかったと思います。 

 

和田教育長 

続いて、図書館、お願いします。 
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橋本生涯学習部長 

 （別添資料により説明） 

１月２日・３日の年始特別開館の終了、出張えほんのひろば、資料展示

について 

 

和田教育長 

続いて、地域教育推進課、お願いします。 

 

古谷地域教育推進課長 

（別添資料により説明） 

平成３０年河内長野市「成人のつどい」について 

 

閉 会 

和田教育長 

 以上で１２月定例教育委員会を閉会します。 
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平成３０年１月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成３０年１月２４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１１月２８日～平成２９年１２月２６日）  別 紙 

 

１１月２８日（火） 

 

 

１１月２９日（水） 

１１月３０日（木） 

 

１２月 １日（金） 

１２月 ２日(土) 

 

 

１２月 ３日(日） 

 

１２月 ４日（月） 

１２月 ５日（火） 

 

１２月 ６日（水） 

１２月 ７日（木） 

１２月 ８日（金） 

１２月１０日（日） 

１２月１１日（月） 

 

 

１２月１２日(火) 

１２月１３日（水） 

 

１２月１４日（木） 

１２月１５日（金） 

 

１２月１６日（土） 

１２月１８日（月） 

庁議に出席 

民生委員推薦会に出席(301) 

定例教育委員会に出席（行政委員会室） 

会派要望会（日本共産党）(庁議室) 

会派要望会（公明党）(庁議室) 

会派要望会（みらい創造）（庁議室） 

市議会本会議 

ウオークラリー(美加の台小学校) 

長野中学校区青少年健全育成会もちつき大会 

（長野小学校） 

第 5回小学生駅伝大会(関西サイクルスポーツセンター)               

ＭＯＡ美術館展(キックス) 

会派要望会（維新）(庁議室)                 

市校長会(給食センター) 

臨時給食理事会(給食センター) 

局内会議(802) 

金剛寺国宝搬入(金剛寺) 

答弁調整会議 

安全安心まちづくり市民大会(キックス)                   

大阪府図書館協議会役員応接 

川上小学校区地域まちづくり協議会役員応接 

公民館社交ダンスクラブ役員応接 

市議会本会議 

市教頭会(501) 

市議会本会議 

府議要望会(庁議室) 

福祉教育常任委員会 

辞令手交 

奥河内イルミナージュ(花の文化園) 

予算委員会 
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１２月１９日（火） 

１２月２０日（水） 

１２月２１日（木） 

１２月２２日（金） 

 

１２月２３日（土） 

１２月２４日（日） 

１２月２６日（火） 

大阪府校長会会長応接 

地区教育研究会会長応接 

政策検討会議 

市議会本会議 

イングリッシュビレッジ・近畿大学視察 

庁議(庁議室) 

懲戒審査会（庁議室） 

東中学校区幼小中合同作品展(フォレスト三日市) 

駅前子ども教室(アイック他) 

庁議(庁議室) 

「咲っく南花台プロジェクト」中間報告会(802） 

 

 

 


