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 平成３０年２月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成３０年２月２１日（水）午後１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、藤林教

育総務課長、坂本教育指導課長、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３０年２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。 

１月２４日から２月２０日までの主だったところを紹介させて頂きま

す。 

１月２６日、公明党の衆議院議員の浮島議員に日本遺産のお願いに行っ

てきました。１０日前の１月１６日、１月の定例教育委員会でも報告しま

したとおり、文化庁への陳情ということで公明党の衆議院議員の浮島議員

とお会いしたところです。１月２６日は、浮島議員の方からもう１度来る

よう要請があり、急遽行ってきました。この時は、大阪でも河内長野市だ

けが呼ばれていまして、非常に期待が膨らむ状況でしたので、大阪府の向

井教育長にも同席してもらおうと声をかけたのですが、議会のため都合が

つかなかったので、中野教育次長が参加してくれるということで同行くだ

さいました。非常に手ごたえのある形で最後のお願いをして来たというと

ころです。 

１月２９日の大阪府都市教育委員会研修会、これは後で教育委員さんか

らの報告の時間というのを今回から設けていますので、後で尾上委員から

報告をお願いしたいと思います。 

１月３１日、これは毎年実施しています、大阪府の部落解放同盟の府連

の交渉がありまして、ここ１０年くらい、交渉の中では人権行政の推進で

交渉があったのですが、今回、部落差別解消行政という名前を付けてきま

して部落差別について解消するための行政として何をするのかというの

が今回の非常に大きなテーマになりました。ご存じのように平成１４年に

地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が時限

立法により失効してから同和対策、部落問題対策については、人権行政の
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中で取り組みを進めています。本市も河内長野市人権教育基本方針を策定

し取り組みを進めて来たわけですが、平成２８年に部落差別解消推進法が

法制化されました。これは、部落問題に特化した人権課題が法律にうたわ

れ、地方自治体等に努力義務が課せられました。同時にヘイトスピーチの

法律もでき、障がい者差別解消法、を併せて人権の大きな三法といわれて

います。人権行政一般的なものじゃなくて、部落問題、ヘイトスピーチ、

障がい者ということで特定の人権課題を法制化されたということで、改め

て府連の方も部落問題に真正面から取り組んだ取り組りくみを学校や地

方自治体市として取り組んで欲しいということが、この市政協議で話し合

われました。府連も非常に理解がありまして、河内長野の学校は部落問題

については、同和地区を持たないというのもありますが、昔から課題意識

が高く、いろんな形で学校でも部落問題を真正面から取り上げた教材など

を進めておりますので、今後も継続していきますということで終わりまし

た。 

２月４日は、南大阪駅伝が PL 教団で開催されました。今回は松原市が

担当で、中学生は東中の陸上部が最終第６位と頑張ってくれました。 

２月５日は、学校運営協議会の連絡会議がありました。後で、学校教育

のあり方の答申について、主だったところを報告させていただきますが、

それについて各中学校区別に、グループデスカッションをして、これから

の学校運営協議会のあり方をどうすればいいのかということを、非常に盛

んに議論していただきました。特に地域総ぐるみという思いが、集まって

いる人の思いとしてありますので、非常に意見交換を盛んにしてくれてい

ました。 

２月８日は、これも知っていただいたらと思いますが、MOAの美術館で

わざわざ来ていただいたのは MOAの美術館が教育連携の中で毎年、絵画と

書道を一緒に学校の取り組みとして協力いただいていたのですが、MOAの

関係者が高齢化して、スタッフが不足し、平成３０年度は実施できないと

いうことで、残念ですが当面休止ということになりました。 

２月１０日に最終の金剛寺の修理委員会がありました。平成２１年の春

頃から大体８年間かけて約１４億円の予算で、平成の大修理が３００年越

しに行われました。その間に国宝に三尊が指定されたということで非常に

喜ばしいことなのですが、市の負担は１４億円のうちの概ね１億５０００
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万円です。国は半分出していますから６億円で、残りがすべてお寺さんが

４億６０００万円という負担割合です。３月末に落慶法要があります。 

２月１４日に大阪府の市町村教育長会議がありました。これは部課長さ

んと一緒に去年から始まっているのですが、この時期に平成３０年の大阪

府教育委員会の市町村に対する指導・助言事項の案ですが、大阪府の教育

委員会の教育振興計画が新たに策定されているので、そこを基にした指

導・助言がありました。 

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。 

 

（4）教育委員報告 

  和田教育長 

今まで教育長報告だけでしたが、教育委員さんもいろんな形で、教育委

員活動を行っていただいているので、今回、尾上委員に大阪府都市教育委

員会研修会の報告をお願いします。 

 

尾上委員 

１月２９日、午後からアウィーナ大阪で大阪府都市教育委員会研修会に

参加させていただきました。今年度の４月から道徳が教科化するにあたっ

て、昨年の１１月にはホテルアウィーナ大阪で道徳を教科化するとどのよ

うな変化があるかという研修会に参加させていただき、今回は道徳を実際

に授業するにあたって３つの大きなポイントがあることを言われていま

した。 

一つ目が検定教科書の対応、二つ目が実際の授業の指導法、一番重要視

されていたことが３つ目の評価のあり方についてでした。実際に評価とい

うのは数値化されるのもではないのでいろいろ具体例や問題例をたくさ

んお話ししていただいたのですが、市町村間、学校間でいろいろ準備をし

ていく、または実際に進めていくうえで、課題に直面して解決していくと

いうことになるとお話されていました。現場の先生は本当に大変だろうな

と思うのですが頑張っていただきたいと思いました。以上です。 

 

和田教育長 
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はい、ありがとうございました。他に委員さん方で何かありましたら。

よろしいですか。 

 

（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３号「河内長野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部改正について」説明をお願いします。 

   

  阪本子ども子育て課長 

本件につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準の一部改正に伴い、支給認定証が任意交付となったこと。

また、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（認定こども園法）が一部改正されたことにより、項ずれが生じた

ため所要の改正を行うものです。 

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。ご審議の上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 

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） 

質問がないようですので、議案第３号「河内長野市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて」を承認といたします。 

 

続いて議案第４号「河内長野市教育委員会要綱における河内長野市行政

手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定め

る要綱の制定について」説明をお願いします。 

 

藤林教育総務課長 



6 

 

本件につきましては、教育委員会要綱である、かわちながのファミリ

ー・サポート・センター事業実施要綱中、第６条第２項に規定する会員証

の発行に関しては、同第４条に規定する提供会員（育児の援助を行う者）

が、本事業の会員であることを証明するため他者に提示する必要があるこ

とから、河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条

例第４条の規定の適用除外とするため、今回新たに制定するものです。 

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。ご審議の上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 

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） 

質問がないようですので、議案第４号「河内長野市教育委員会要綱にお

ける河内長野市行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条

例の適用除外を定める要綱の制定について」を承認といたします。 

 

続いて議案第５号「平成３０年度河内長野市一般会計予算（案）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３０年３月市議会に提案予定の平成３０年

度河内長野市一般会計予算（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に基づき、市長より意見を求

められたものでございまして、当該予算（案）について教育委員会の議

決を求めるものでございます。 

 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 

 （別冊資料により説明） 

 教育総務に係る予算について 
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坂本教育指導課長 

 （別冊資料により説明） 

 教育指導課に係る予算について 

 

阪本子ども子育て課長 

 （別冊資料により説明） 

 子ども子育て課に係る予算について 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

 （別添資料により説明） 

 文化・スポーツ振興課に係る予算について 

 

井上ふるさと文化財課長 

 （別添資料により説明） 

 ふるさと文化財課に係る予算について 

 

古谷地域教育推進課長 

 （別添資料により説明） 

 地域教育推進課に係る予算について 

 

橋本生涯学習部長 

 （別添資料により説明） 

 図書館に係る予算について 

 

 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 

予算（案）については、３月議会の予算委員会で、いろいろ質問があ

るわけですが、何かご質問等がありましたらお願いします。 

各課で新たに知って欲しいこと、新しい政策や全く廃止した事業とか
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ありましたら、特に特徴的なものがありましたらお願いします。 

 

嘉名委員 

別冊１の１０ページ、歳出に関して市全体では歳出額が増加している

のですが、教育費の減額が突出しているように思うのですが、この要因

を教えていただきたいのですが。 

 

原田子ども未来部長 

全体として前年比８％削減を目標に予算編成を進めてきまして、各部

ごとに取り組んでいますので、生涯学習部、子ども未来部を合わせて、

教育費だけ減らすようにという指示があったわけではないです。 

 

橋本生涯学習部長 

包括予算ということで、先程の説明のとおり８％を縮減しなければな

らない部分とそれとは別に重点施策でありますとか扶助費等の予算削

減ができない予算がございます。包括予算は、８％を縮減した予算と対

象外の予算を合算した結果となっています。 

 

和田教育長 

エアコンは、８％シーリングの枠外になっています。 

包括予算の考え方は、賛成なのですが、その前に市全体で重点的な政

策や事業の優先順位をつけたうえでの予算配分のなかでの包括予算で

あればいいのですが、全部署一律に包括予算なのでシーリングをかけて

いるのと同じで、今のところ意味がないというのが残念です。 

各課ともいろいろ包括予算の枠外にするために努力してくれたので

すが枠外が多くなると縮減率が８％以上になるという仕組みです。 

予算委員会までには、新年度予算についての分析をお願いします。単

純に見ると教育分野の予算削減が目につくので、よろしくお願いします。 

他ご質問ありましたらお願いします。よろしいですか。 

また、ありましたら個別でもよろしくお願いします。 

それでは、議案第５号「平成３０年度河内長野市一般会計予算（案）

について」は承認といたします。 
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続いて議案第６号「平成２９年度河内長野市一般会計補正予算（案）

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３０年３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に基づき、市長より意

見を求められたものでございまして、当該補正予算（案）について教育

委員会の議決を求めるものでございます。 

 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 

 （別冊資料により説明） 

 学校施設改造事業及び学校施設・設備整備事業について 

 

坂本教育指導課長 

 （別冊資料により説明） 

 奨学金事業及び子ども教育支援センター事業について 

 

阪本子ども子育て課長 

 （別冊資料により説明） 

 保育推進事業について 

 

森井文化・スポーツ振興課長 

 （別冊資料により説明） 

 文化・スポーツ及び国際交流等推進基金事業について 

 

井上ふるさと文化財課長 

 （別冊資料により説明） 

 文化財保存事業について 

 

 説明は以上でございます。 
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 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 

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） 

来年の中学校へのエアコン設置については、平成２９年度の補正予算で

取り組みを進めることができ、ありがとうございました。 

質問がないようですので議案第６号「平成２９年度河内長野市一般会計

補正予算（案）について」を承認といたします。 

議決案件は以上です。 

 

続きまして、報告案件です。 

報告第６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、子ども・子育て総合センターあいっく、子育て支

援センターちよだだい、地域教育推進課における、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３０年１月１２日及び２２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協定については、少しずつ労使協定の締結が進んでいますが、まだ

残りがたくさんあります。 

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） 
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質問がないようですので、報告第６号「労働基準法第３６条に基づく労

使協定の締結について」はこれで終わります。 

 

続いてその他の報告について、各課長、館長から報告お願いします。 

 

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

いします。 

 

阪本子ども子育て課長 

  （別添資料により説明） 

あいっく５周年記念 男女共同参画推進講座 

ファミリー★コンサート スキップがくだんがやってくる！ 

 

 橋本生涯学習部長 

（別添資料により説明） 

第１４回図書リサイクルフェアを開催しました、生活に役立つ図書館講

座（広報２月号掲載）、資料展示について 

 

閉 会 

和田教育長 

  以上で２月定例教育委員会を閉会します。 
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平成３０年３月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成３０年３月２９日（木） 午前１０時００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３０年１月２４日～平成３０年２月２０日）  別 紙 

 

１月２４日（水） 

１月２５日（木） 

１月２６日（金） 

１月２７日（土） 

 

１月２９日（月） 

１月３０日（火） 

１月３１日（水） 

 

２月 １日（木） 

 

 

２月 ２日（金） 

 

２月 ４日(日) 

２月 ５日(月) 

 

２月 ６日（火） 

２月 ７日（水） 

２月 ８日（木） 

 

 

 

２月 ９日（金） 

 

２月１０日（土） 

 

２月１１日（日） 

２月１３日（火） 

 

定例教育委員会(行政委員会室) 

庁議(庁議室) 

浮島議員に日本遺産改訂の依頼(衆議院議員会館) 

河内長野市こども会育成連合会チャレンジフェスタ 

(河内長野市立総合体育館) 

大阪府都市教育委員会研修会(アウィーナ大阪) 

服務措置文書交付 

退職辞令交付 

大阪府部落解放同盟と市政協議(301) 

部長会(301) 

目標管理期末面談(教育長室) 

庁議(庁議室) 

近畿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役員会(アウィーナ大阪) 

第 61回南大阪駅伝(PL教団) 

校長会(給食センター) 

河内長野市学校運営協議会連絡会議(別館組合会議室) 

課長・課長補佐級昇任面接(301) 

課長補佐・係長級昇任面接(301) 

局内会議 

南河内地区中学校校長会会長応接 

MOA美術館関係者応接 

公民館活動展(高向公民館) 

防災講演会(802) 

庁議(庁議室) 

河内長野市健全育成協議会研修会(キックス) 

金剛寺修理委員会(金剛寺) 

第４回ロープジャンプ大会(河内長野市立総合体育館) 

大阪府教育委員会教職員課参事応接 

太子町教育委員会訪問 
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２月１４日（水） 

 

２月１５日（木） 

 

 

２月２０日（火） 

 

 

大阪府市町村教育長(アウィーナ大阪) 

羽曳野市教育委員会訪問 

南河内地区なかよし作品展(すばるホール) 

南河内地区市町村教育長連絡協議会(府民センター) 

地区人事協議会及び地区教育長協議会(府民センター) 

評価育成システムの開示面談(教育長室) 

 


