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平成２８年２月定例教育委員会会議録 

 

１．日  時    平成2８年２月５日（金）午後２時 

２．場  所    泉佐野市役所４階 庁議室 

３．出席委員   教育長               中藤 辰洋  

教育長職務代理者          北浦 秀樹 

委 員               南 一早枝  

委 員               畑谷 扶美 

委 員               山下 潤一郎 

委 員               中村 スザンナ 

委 員               赤坂 敏明 

４．説明のために出席した職員の職、氏名 

教育部長              東口 祐一 

地域連携担当理事          中下 栄治 

スポーツ推進担当理事（兼）スポーツ推進課長      谷口 洋子 

教育総務課長            樫葉 浩司 

教育総務課教職員担当参事      茶谷 由孝 

教育総務課施設担当参事       福島 敏 

教育総務課文化財担当参事（兼）歴史館いずみさの館長  鈴木 陽一 

学校教育課長            明渡 賢二 

学校教育課人権教育担当参事     東 壽美雄 

生涯学習課長            山隅 唯文 

生涯学習課図書担当参事       和泉 匡紀 

青少年課長             阿形 学 

    (庶務係)  教育総務課主幹           北庄司 俊明 

5．本日の署名委員 委 員               北浦 秀樹 
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議事日程 

報告第４号 教育委員会後援申請について 

報告第５号 教育委員会後援実施報告について  

    

議案第７号 教育に関する事務の点検及び評価報告書について（教育総務課） 

議案第８号 平成２８年度使用教科書について（学校教育課） 

議案第９号 教職員の人事について（教育総務課） 

 

  （午後２時００分開会） 

 

 

中藤教育長 

  ただ今から平成２８年２月定例教育委員会議を開催します。 

委員全員が出席をされていますので、会議が成立しています。 

本日の会議録署名委員は、北浦委員にお願いします。 

本日の傍聴はありません。 

 

  それでは、本日の審議に入ります前に、１月定例教育委員会議の会議録についてご確認をお願いし

ます。委員の皆様で何かお気づきの点がありましたら、お願いします。 

 

（各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

中藤教育長 

  無いようですので、会議録は承認されました。 

  中村委員は後ほど署名をお願いします。 

 

中藤教育長 

  それでは、本日の審議に入りたいと思います。 

先ず、報告第４号「教育委員会後援申請について」を議題とします。 

事務局からの報告をお願いします。 

 

樫葉教育総務課長 

  教育長専決により教育委員会の後援名義使用を承認した事業について、報告資料第４号に基づいて

説明。 

  新規４件、継続２件、計６件の事業内容について一括で報告。 

 

中藤教育長 

  事務局から報告がありましたが、委員の皆さんでご意見、ご質問等がございましたらお願いします。 

   

南委員 

  新規１件目の「なかみの郷 春の文化祭」は、今回初めて行われるのですか、それとも以前から行

われている催しなのですか。 
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樫葉教育総務課長 

  今回で５回目の開催となっています。昭和の日の祝日に行われるもので、午前中に神事が行われた

後、午後から地域の子どもたちに郷土の誇りである神社にふれあい、親しんでもらえるように開催さ

れるものです。 

 

中藤教育長 

  他にありませんか。無いようですので、以上で報告第４号を終わります。 

次に、報告第５号「教育委員会後援実施報告について」を議題とします。 

事務局からの報告をお願いします。 

 

中藤教育長 

  只今、事務局から報告がありましたが、委員の皆さんでご意見、ご質問等がございましたらお願い

します。 

 

無いようですので、以上で報告第５号を終わります。 

 

中藤教育長 

  続いて議案審議に入ります。 

まず、議案第７号「教育に関する事務の点検及び評価報告書について」を議題とします。教育総務

課から説明をお願いします。 

 

樫葉教育総務課長 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第 1 項に基づき、教育委員会は毎年、その権限

に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価をおこない、その結果に関する報告書を作

成することが義務づけられており、本市においても平成２０年度から、この報告書を作成しています。 

  また、同条第２項に、「教育委員会は、点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする」との規定があり、本市では元本市教育委員会指導主事であり、

元校長である植野直二郎氏に、学識経験者として、評価に当っての指導や助言をいただきました。 

  評価の方法としては、市の第４次総合計画の施策体系を参考に、「学校教育に関するもの」、「生涯学

習・スポーツに関するもの」、「文化に関するもの」に分類した各事業について事務局で自己評価を行

い、全体評価を学識経験者の方にお願いしました。評価基準については、A の（順調）、B の（概ね順

調）、C の（順調でない）の三段階で行っています。 

  内容としては、学校教育に関するもの４６事業、生涯学習・スポーツに関するもの１６事業、文化

に関するもの１１事業の計７３事業について評価を行い、評価 A が２２事業、評価 B が５１事業とな

っています。 

  この評価報告書の結果を踏まえ、来年度以降の事業の改善及びより一層の進展に努めてまいります。 

  なお、この評価報告書については、ご承認いただいた後、議会に提出するとともに、ホームページ

において公表します。 

 

中藤教育長 

只今、教育総務課長から説明がありましたが、委員の皆さんでご意見、ご質問等がございましたら

お願いします。 
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畑谷委員 

  ７頁の義務教育の充実の項で「いずみさの教育文化運動」については、評価が行われていませんが、 

 何か理由があるのですか。 

 

樫葉教育総務課長 

  具体的な義務教育充実のための取組については、１９頁以降に記載のとおり事業ごとに評価を行っ

ていますが、教育文化運動については、具体の目標や数値が無いので評価は行っていません。 

 

中藤教育長 

他にありませんか。無いようですので、これより採決に入りたいと思います。 

   議案第７号「教育に関する事務の点検及び評価報告書について」は、原案どおり承認することとして

よろしいでしょうか。 

 

  （各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

  ご異議がございませんので、本議案は、原案どおり承認することに決定しました。 

   

  次に議案第８号「平成２８年度使用教科書について」を議題とします。学校教育総務課から説明を

お願いします。 

 

明渡学校教育課長 

資料は、平成２８年度使用教科書一覧と平成２７年度使用教科書一覧と教科書関係法令の一部抜粋

となっています。 

まず、平成２８年度使用の小学校用教科書につきましては、平成２７年度使用の小学校用教科書と

同じものを一覧表に記載しています。これは、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

施行令」第十四条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間は、学校教育法附則第９

条に規定する教科用図書を採択する場合を除き、４年とするとあります。小学校用の教科書につきま

しては、平成２７年度から使用しており、来年度は、同一の教科用図書を採択する期間の２年目に該

当いたしますので、平成２７年度使用している教科書を引き続き使用するものとなります。 

平成２８年度使用の中学校用教科書につきましては、今年度教科書採択を行い、昨年８月１９日の

臨時教育委員会議においてご承認を頂いたものです。 

 

中藤教育長 

只今、学校教育課長から説明がありましたが、委員の皆さんでご意見、ご質問等がございましたら

お願いします。 

  

中藤教育長 

無いようですので、これより採決に入りたいと思います。 

   議案第８号「平成２８年度使用教科書について」は、原案どおり承認することとしてよろしいでしょ

うか。 

 

  （各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

 ご異議がございませんので、本議案は、原案どおり承認することに決定しました。 
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次に、議案第９号「教職員の人事について」を議題といたしますが、人事案件につき非公開が適当と

考えますが、ご異議ありませんでしょうか。 

 

（各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

中藤教育長 

  ご異議がございませんので、本議案は、非公開とさせていただきます。 

この後は関係者のみで議事を進めてまいります。 

先に、その他で何かございますか。 

 

谷口スポーツ推進担当理事 

チラシは広報いずみさの２月号と一緒に全戸配布したものです。 

例年開催しています泉州国際市民マラソンが今年は２月２１日の日曜日に開催されます。今年度に

つきましてはりんくうタウン周辺の一部コースが変更となっています。 

交通規制等でご迷惑をお掛けしますが、ご承知おき頂きたいと思います。 

 

鈴木教育総務課文化財担当参事 

  １月の定例教育委員会議でもご報告をさせて頂きましたが、今年で２回目となる「文化遺産を未来

につなぐ ２」と題した講演会を２月２８日に開催します。 

  発表では大木小学校の児童の皆さんが日頃活動されている川体験などの野外活動等の内容を発表し

て頂き、活動の様子を記録したパネル等の展示も行います。 

  また、鳥瞰図作成をとおしてみた文化財の活用ということで、１月３０日からの特別展示で、大木

と日根野から海辺の鳥瞰図２枚を市民の方々のご協力を頂き作成したものを展示しています。また、

比較してみて頂けるよう江戸時代の村絵図などあわせて展示しており、映像制作や鳥瞰図作成の取組

みをとおして、市内に所在する数多くの文化財や文化遺産について、その楽しみ方や活用の方法につ

いての報告を行います。 

 

阿形青少年課長 

  今年度の成人式は、対象者も参加者も例年より少し多く、対象者が１，１９９名に対し、８２６名

の参加があり、例年とほぼ同じ割合の参加率で、特に混乱もなく、無事終了しました。教育委員の皆

様にもご出席を頂き、有難うございました。 

 

中藤教育長 

 他にありませんか。 

  事務局もありませんか。 

  無いようですので、私からの報告に移らせて頂きます。 

 

中藤教育長 

１．通学区域制度の見直し（最終結果）について 

1 月 7 日に決定しました通学区域制度の見直しの結果については、1 月２０日に開催された町会連

合会幹事会で報告を行い、翌日の 1 月 21 日から市のホームページで公表しています。小・中学校や

こども園、私立幼稚園、私立保育園へは概略を載せた文書を配布し、子どもたちを通して保護者へ

の案内を行っています。また、広報いずみさの 3 月号で市民の皆さんに広く周知する予定です。 

   指定校を要望どおり元へ戻しましたし、第三小学校と佐野台小学校は特認校としましたので、大
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きな苦情などは無いのですが、調整区域の方で最終結果が出てから学校を選択するまでの期間が短

いというようなご意見がありました。 

   今後は、第三小学校と佐野台小学校を特認校として、今年の秋ぐらいを目途に募集要項を定めて

いく必要がありますので、募集人数をどう定めるのか、第三小学校はＩＣＴ、佐野台小学校は体力

向上のモデル校として位置付けていますが、さらにどのような付加価値を付けていくのか、学校や

地域の方とも相談しながら進めて行きたいと考えていますのでよろしくお願いします。 

 

２．平成２８年度当初の新規採用教職員の配当について 

小学校が１１名で、今年度が１５名でしたので 4 名減となっており、養護教諭は 1 名です。 

中学校は今年度と同じ１３名で、小中いきいきが 1 名、事務職員が 1 名となっています。 

総数としては今年度が３３名で、来年度は２７名ですので若干減っています。 

 

３．大阪府の管理職選考結果について 

  校長、教頭、指導主事の選考結果は資料のとおりです。 

    管理職候補者の人材不足が深刻になってきており、今後の育成が課題となっている状況です。 

 

４．厚生文教委員会の学校訪問について 

昨年度は５中学校と長南小学校の英語教育推進授業を見て頂きました。今年度は小学校を訪問

したいということで、内容も含めて厚生文教委員会から依頼があり、２月８日と９日に別紙の小

学校４校の訪問を予定しています。授業を見て頂いた後、若干、懇談の時間を設けたいと思って

います。 

 

５．学校の会計処理について 

    市民の方から学級通帳についての開示請求があり、不適切と思われる処理が見られたことや教

育委員会としても学校に対して取扱いの基準や通帳などの保存期限を示していませんでしたので、

今回新たに学校徴収金等取扱基準を文書化して学校に示し、また、現在学校で対応に苦慮してい

る未収金への対応についても弁護士へ相談し、学校徴収金未納対策マニュアル案を作成しました。

２月の校園長会で示したところ、学校徴収金対策マニュアルの内容について学校からもう少し検

討してほしいという要望がありましたので、再度弁護士とも相談し、修正を行い、３月の教育委

員会議では委員の皆さんにもお示ししたいと思っています。 

 

６．卒業証書授与式及び入学式について 

    教育委員の皆さんには、例年どおり教育委員会からの告辞をお願いします。 

   市長へは、卒業証書授与式には北中小学校、長南中学校へ、入学式には上之郷小学校、佐野中

学校へ来賓出席のご案内を行っています。 

 

 ７．その他 

     昨年度行われたサンシャインコースト市との絵画交流は今年度は実施していませんので、そ

の代わりに英語教育推進授業のモデル校である長南小学校の児童３人と教諭１名、事務局とし

て学校教育課の松若課長代理が１月３１日にサンシャインコースト市へ出発し、４泊５日の研

修を終え、昨日無事帰ってきました。 

 

中藤教育長 

只今の報告で、委員の皆さんでご意見、ご質問等がございましたらお願いします。 
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北浦教育長職務代理 

  学校徴収金について、色々と調べて頂いたり、弁護士へも相談して頂いてマニュアルを作成される

とのことですが、学校長との契約となっていて、最終的にどうしても未収となる場合があり、学校長

が負担しているという現状もお聞きしました。現状では未収金に対する抜本的な対応が難しいという

ことでしたが、もう少し何とかならないものかと感じています。良い方策をとられている市などはな

いのでしょうか。  

 

樫葉教育総務課長 

給食費については公会計化し、教育委員会事務局で徴収しているところもありますが、学級費や教

材費、修学旅行の積立については、学校独自のものもあり学校で取り扱っているところがほとんどで

す。 

 

中藤教育長 

  給食費は今後検討していく必要があるかと思いますが、その他の学校徴収金については色々と難し

い面があり、再度弁護士に相談した上で検討していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

  他にありませんか。 

無いようですので、本日の委員会に付議されました議題はすべて終了いたしました。 

次回の３月の定例教育委員会会議は、３月１日火曜日午前１０時から４階庁議室で開催いたします。 

それではこれをもって本日の会議は一旦終了いたします。ありがとうございました 

 

  関係者以外退席 

   

議案第９号「教職員の人事について」について、茶谷教育総務課教職員担当参事より説明 

  審議され、原案どおり承認される。 

 

中藤教育長 

  それではこれをもって本日の会議は終了いたします。ありがとうございました 

 

（午後１４時５５分閉会）  

  

 上記のとおり、本市教育委員会の会議の顛末に相違ないことを記すため、ここに署名する。 

 

  平成２８年３月１日 

                   教育長 

 

                   委 員 

 


