
1 

 

 平成３０年１月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成３０年１月２４日（水）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、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、藤林教

育総務課長、坂本教育指導課長、生田教育指導課参事、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 

 

６．会議要録 

 開 会 

  和田教育長 

   ただいまから、平成３０年１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、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 

続いて、教育長報告に移らせて頂きます。 

１２月２７日から１月２３日までの主だったところを紹介させて頂き

ます。 

年末から年始にかけて例年恒例の取り組みが続きます。 

１月１０日に叙勲伝達がありますが、河浦謙司先生が教育者として叙勲

を受けられました。教育者にとって生存中の叙勲は、非常にありがたい事

です。私の方で褒賞を伝達するため、お家まで行かせていただきました。

非常に喜んでおられました。 

１月１３日の教育講演会、こちらは後で教育指導課から報告があると思

います。 

１月１６日、こちらは日本遺産の関係で文化庁や国会議員さんにお願い

に行ってきました。その時は市議会の議員さんが３人、島田市長、大阪府

の文化財の課長さん、私と担当３人、９人でお伺いしました。先方も文化

庁の職員が３人来ていただいて、公明党の浮島衆議院議員に認定審査に入

る直前ということでお願いに行きました。 

１月２０日のボールゲームフェスタ、こちらも後で文化スポーツ振興課

から報告があると思います。全国、約４０か所で実施されています。河内

長野市では初めての取り組みです。 

１月２２日、こちらも１年かけて進めてきた取り組みです。関西大学の

竹内先生を会長に迎え、大阪体育大学の吉見先生を副会長に河内長野市学

校教育のあり方について答申をいただきました。こちらも後で、教育総務

課から報告があると思います。 

主だったところは、以上です。 
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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 

日本遺産の申請で議論していますが、議会はどうですか。 

 

和田教育長 

市長も前市長もそうですが、日本遺産についての否定的な意見は聞いた

ことがないです。 

 

澤田委員 

分かりました 

 

和田教育長 

ここでいつも教育長報告は終わるのですが、教育委員さんとしての様々

な活動をお願いしていると思います。 

教育委員さんからの情報も教育長報告の後で、今後、教育委員報告とし

て、情報の共有ができればと思うのですが、いかがでしょうか。 

（異議、質問なし） 

今回は突然なのですが、藤本委員が教育委員さんの代表で国際交流協会

２５周年記念式典に出席していただきましたので、情報提供をお願いしま

す。 

 

藤本委員 

先週の日曜日２１日に国際交流協会設立２５周年の記念式典に出席し

てまいりました。１０時～１２時半までの約２時間半の式典でした。 

オープニングイベントとして、西代神楽の皆さんから神楽の披露があり

ました。その後、会長や来賓の挨拶、活動報告がありました。 

また、当市と関わりのあるフィリピンのレトランという学校の子どもた

ちが来て、フィリピンダンスを披露してくれました。レトランという学校

は、３５０年の歴史がある非常に古い学校ということでした。ペルー人の

歌手によるペルー音楽もありました。 

約２００人の方がこられていまして、キックスのイベントホールの中段
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までの席が埋まっていました。和やかな雰囲気の式典で皆さんも楽しんで

いただいていたと思います。以上です。 

 

和田教育長 

ありがとうございました。 

今後、教育委員さんの活動について、教育委員報告として、情報提供い

ただきたいと思います。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１号「平成３０年４月の人事異動について」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、教育委員会事務局職員および教職員に係る平成３

０年４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４月の人事異動の結果や内容につきましては、４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よろしくお願

い致します。 

 

和田教育長 
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ただ今の件について、ご質問などございませんか。 

（質問なし） 

それでは、責任もって頑張らせていただきます。議案第１号「平成３０

年４月の人事異動について」を承認といたします。 

 

続いて議案第２号「平成２９年度河内長野市教育委員会表彰について」

説明をお願いします。 

 

藤林教育総務課長 

本件については、平成２９年度河内長野市教育委員会表彰の表彰対象に

ついて、教育委員会の議決を求めるものです。 

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。 

 

和田教育長 

ただ今の件について、ご質問などございませんか。 

 

澤田委員 

８ページと９ページの清教学園中学校、第６０回演技の部優勝が二人い

ますが、演技の部は二人でするのですか。また、団体の部となるのですか

個人の部となるのですか。 

 

藤林教育総務課長 

大阪なぎなた大会演技の部については、二人ペアでの演技となります。

表彰については、それぞれ個人として、取り扱っています。 

 

和田教育長 

表彰対象者を広く公募しているので、今日見ていただいたように非常に

たくさんの子供たちや市民が活躍し、表彰対象となっています。公募の成

果が非常に大きく出てきています。特に、障がいのある子供や市民が、社

会において活躍できる場があり、非常に優秀な成績を修めています。 
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一方で、こういった活動のなかで、泊りで遠征や合宿があります。そう

いった場合、学校を休むことになりますので、これまでですと、欠席扱い

になっていましたが、公欠として取り扱うこととしています。河内長野市

の公立小中学校では、細かな条件はありますが、子どもたちの放課後の活

動について、その条件にかなうものですと公欠として扱い、子どもたちを

応援しています。そういったこともご報告しておきます。 

他に質問は、よろしいですか。 

質問が、ないようですので議案第２号「平成２９年度河内長野市教育委

員会表彰について」は承認といたします。 

議決案件はこれで終わりです。 

 

続きまして、報告案件です。 

報告第１号「平成２９年１２月３１日付け人事異動について」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、平成２９年１２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１２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。 

 

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１号「平成２９年１２月３１日付け人

事異動について」を終わります。 
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続きまして、報告第２号「平成３０年１月１日付け人事異動について」

説明を願います。 

 

藤林教育総務課長 

本件は、平成３０年１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１２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。 

 

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２号「平成３０年１月１日付け人事異

動について」を終わります。 

 

続きまして、報告第３号「平成３０年１月１日付け教職員人事異動につ

いて」説明を願います。 

 

  坂本教育指導課長 

   本件は、平成３０年１月１日付け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る旨を、

平成２９年１２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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和田教育長 

当面３月末までは教頭先生が二人配置されているということになりま

す。 

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３号「平成３０年１月１日付け教職員

人事異動について」を終わります。 

 

続きまして、報告第４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、三日市幼稚園、千代田台保育所、図書館における、

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１２月２６日及び

２８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 協定内容の詳細につきましては、議案書、議案説明資料、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。 

 

和田教育長 

３６協定の締結につきましては、他市町村でも前例のない取り組みです。

働き方改革を進めていく上でも、整理しなければならないので、報告にあ

ったとおり、手探り進めている状況ですが、今度また報告をすることにな

ると思います。 

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「労働基準法第３６条に基づく労

使協定の締結について」を終わります。 
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続きまして、追加の報告案件が 1件あります。報告第５号「河内長野市

学校教育のあり方の答申について」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、平成２８年１１月３０日付けで、河内長野市学校

教育のあり方検討委員会設置条例第２条の規定に基づき、河内長野市学校

教育のあり方検討委員会に、学校が小規模化する中、これまで教育委員会

で取り組み進めてきました、小中一貫教育や学校運営協議会制度などを踏

まえ、地域の特性に応じた、子どもたちにとってよりよい学校教育のあり

方と方策について、諮問したところですが、別冊２のとおり答申がありま

したので報告するものです。 

（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。 

 

和田教育長 

十数年前から数年先には必ずやって来る状況を見越しながら、やっとこ

こまできたところです。先送りのできない問題ですので、今の教育を発展

させるためにどうしていくかを含めて、答申の内容を基に取り組みを進め

ますので、これからが正念場です。 

教育委員会でも整理して、学校をリードしていく時期に入っていますの

で、今後教育委員さんの力が本当に必要になってきます。 

一方で、市長部局では、公共施設全体の再配置計画が進められています。

それとも連動していますので、今後の進め方について、原田子ども未来部

長、説明をお願いします。 

 

原田子ども未来部長 

今回いただいた答申を尊重し、河内長野市の教育をどういう形で発展さ

せていくのか、そのための施設のあり方は、どうあるべきかという教育委

員会の方針を決めていくために、次回の定例教育委員会議でたたき台とな

る、事務局案を提示させていただきたいと考えています。 

そこでご意見をいただきたいと思っております。先ほど話がありました
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市長部局の再配置計画についてですが、これは完全に公共施設について、

維持保全できる財政的な規模を出した中でその財政に見合うだけの施設

へ縮小していこうという機能の統廃合もありますが、施設を減らすという

のが基本的な考え方となっています。 

それに対しまして教育委員会としては、教育を考えたうえで学校施設の

あり方を出していきたいと思っております。 

市長部局の再配置計画につきましては、市議会に何回か説明し、ご意見

をいただくという段階を踏んで市の計画を作り上げていく予定になって

います。 

４月に市議会議員選挙がありますので、その関係もあって少し当初の予

定よりゆるやかに進んでいく状態です。 

教育委員会でも学校教育のあり方の答申は出ましたが、市長部局の再配

置計画と同じタイミングで市議会へ説明に行きたいと考えています。そこ

でいただいた意見などを勘案しながら最終的な形を教育委員会でまとめ

る予定です。 

まず教育委員会として守るべきはどこかというところを早めに決めて

今年度中、教育委員会の考えをまとめたいと思っていますので、それに向

けてご意見賜りたいと考えていますのでよろしくお願いします。 

 

和田教育長 

今の報告で、何かご質問などございませんか。 

 

嘉名委員 

２年ほど前に神戸市で学校の統廃合とまちづくりについて、我々の研究

室の研究の一環で少し調査したことがありました。 

たまたま先月は、富山でこちらへは統廃合の調査に行ったわけではない

のですが、縮小都市の研究をしていると、どうしても学校の統廃合の話が

出てきます。富山では、７校を１校にして、かなり大変なことをされてい

るのですが、経過を少し聞いていると統廃合の程度の問題があると思うの

ですが、やはり１０年から２０年くらいかけてやっていました。 

今も市長部局との関係のお話がありましたが、学校の跡地利用の問題、

どの学校が残るのか等、聞いていると市長部局、教育委員会含めて、かな
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り大変な状況があると感じています。 

そういう意味では河内長野市も程度の問題はありますが、同じような対

応していく必要があると思います。そこは、是非市民の感情や地域の状況

もありますので、丁寧に時間をかけて検討していただくというスタンスで

お願いします。かといって、時間をかけることが出来ない状況も分かって

います。少し丁寧なことも必要かなと思います。これは、意見です。 

 

和田教育長 

ありがとうございます。原田子ども未来部長から説明がありましたとお

り、この答申を具体的な形にして出していきたいと思っています。これは、

まだそこに持っていくということではなく、様々な切り口でいろんな要素

が入ってくるので最終はもっと先になると思います。答申のむすびの中に

ありましたように平成３７年までの児童生徒数の推計となっていますが、

平成３７年までの推計では、まだ統廃合の議論は必要ないということです。

いずれにしても長期にわたって進めていくことになると思います。 

特に美加の台、南花台については、予想していなかった富田林中学校が

開校したことで、子どもが動いてしまったというのが実態です。いつまで

に何をするのかという大きな議論があると思うのですが、教育委員会は、

効率良く進めたいと考えています。 

いろんな市民の声を聞きながら進めていく必要があります。総論はとも

かく、各論になると議論が白熱するのは当然のことで、市長部局の再配置

計画が議会とやり取りをし出しますと教育委員会はどう考えているのか

ということが出てくると予想されます。これから教育委員会としても、き

ちっとした理念や考え方を持って対応していけたらと思っています。また

知恵をいただけたらと思います。 

もう少し具体的になると、もっと意見が出てくると思います。 

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「河内長野市学校教育のあり方の

答申について」を終わります。 

 

報告案件は、以上でございます。その他報告について、各課長からお願
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いします。 

 

藤林教育総務課長 

  （別添資料により説明） 

「2018 日本 ICT 教育アワード」奨励賞の決定について、平成２９年度主

要事業事務報告 第３四半期（Ｈ29.10～12）について 

 

和田教育長 

ICT教育アワードですが、全国 ICT教育首長協議会なので ICT教育を進め

ていくという首長さんたちの会なのです。去年、島田市長にお願いして快

く入っていただき、去年から応募し始め、今年、奨励賞をいただきました。 

大阪では河内長野市だけですし、市で５自治体。後は、町村が中心なの

ですが、河内長野市の教育委員会でも ICT の分野は先進的な取り組みを進

めています。ただ、財政が苦しいので環境整備はできなくても中身で勝負

したいという思いがあるので、島田市長も非常に力を入れてくれています。 

３０日の表彰式には森本子ども未来部理事が代表で行ってくれます。 

続いて教育指導課お願いします。 

 

坂本教育指導課長 

  （別添資料により説明） 

平成２９年度教育講演会について、平成２９年度「地域学校協働活動」

推進に係る文部科学大臣表彰について 

  

大谷教育指導課参事 

  （別添資料により説明） 

  学校給食献立コンテストについて 

 

阪本子ども子育て課長 

（別添資料により説明） 

厚生労働省近畿厚生局指導監査の実施について、認定こども園確認監査

の実施について 
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森井文化・スポーツ振興課長 

（別添資料により説明） 

ボールゲームフェスタ IN河内長野市について 

  

 和田教育長 

外部の文化活動・スポーツ活動で企業から協賛金を集めて、いろんな企

業と繋がりながら行政に頼らないで活動しているというのは、すばらしい

取り組みなので、河内長野市にとってもこういった活動が活発になればい

いと思います。子どもたちの放課後でも、様々な NPO 団体を中心にした活

動が国の資金を活用しています。そういった取り組みが活発になるよう知

恵を出していかなければならないと思います。 

 

 橋本生涯学習部長 

（別添資料により説明） 

図書館講座（広報１月号掲載）、リサイクル本の提供にご協力を（広報 １

月号掲載）資料展示について、キックス合同自衛消防訓練の実施 

 

 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」最終報告 

 

  和田教育長 

ありがとうございました。教育委員さんも参加ありがとうございました。 

 

閉 会 

和田教育長 

  以上で１月定例教育委員会を閉会します。 
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平成３０年２月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成３０年２月２１日（水） 午前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１２月２７日～平成３０年１月２３日）  別 紙 

 

１２月２７日（水） 

１２月２８日（木） 

 

 

１月 ４日（木） 

 

 

 

１月 ５日（金） 

 

１月 ６日(土) 

 

１月 ７日(日） 

１月 ８日（月） 

 

 

１月 ９日（火） 

１月１０日（水） 

 

 

 

１月１２日（金） 

 

 

１月１３日（土） 

１月１６日(火) 

 

１月１７日（水） 

１月１８日（木） 

 

定例教育委員会に出席(行政委員会室) 

教育委員会表彰審査会(行政委員会室) 

辞令交付 

教育委員会仕事納め式（801） 

新年式に出席(802) 

新年の集いに出席(ラブリーホール) 

部長会に出席(301) 

成人のつどい業務説明会（802) 

長野神社吉兆献納(市長室)                  

大阪府庁・咲洲庁舎・教育関係団体新年挨拶 

暁光高校専攻科棟竣工式(暁光高校)                

勧請綱掛神事(天見八幡神社) 

出初式(赤峯グランド) 

新成人おしゃべり集会(ラブリーホール)              

成人のつどい（ラブリーホール） 

サニータウン文化祭(緑ヶ丘自治会館) 

庁議(庁議室) 

叙勲伝達 

局内会議に出席(601) 

大阪府教育委員会人事課参事応接 

えびすまつりパトロール（河内長野駅周辺） 

校長会(給食センター) 

大阪府都市教育長協議会役員会(アウィーナ大阪)      

大阪府都市教育長協議会定例会(アウィーナ大阪) 

教育講演会(キックス) 

東京国立博物館視察 

文化庁陳情（議員会館） 

大阪府教職員人事対策協議会(大阪府庁本館) 

市教頭会(501)                      

JC総会（ラブリーホール） 
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１月２０日（土） 

 

１月２１日（日） 

１月２２日（月） 

 

 

ボールゲームフェスタ(河内長野市立体育館)                        

楽習室(加賀田小学校) 

国際交流協会 25周年記念式典(キックス) 

河内長野市学校教育のあり方答申 

 


