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平成２７年８月定例教育委員会会議録 

 

１．日  時    平成2７年８月４日（火）午前１０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 

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 

生涯学習課図書担当参事       和泉 匡紀 

青少年課長             阿形 学 

スポーツ推進課長代理        高垣 秀夫 

    (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               山下 潤一郎 
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議事日程 

報告第３０号 教育委員会後援申請について 

報告第３１号 教育委員会後援実施報告について  

    

議案第３６号 平成２８年度使用泉佐野市立中学校教科用図書選定に関する審議等の状況及び審

議会の答申について（学校教育課） 

議案第３７号 泉佐野市教育振興基本計画について（学校教育課） 

 

  （午前１０時０５分開会） 

 

中藤教育長 

  ただ今から平成２７年８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、山下委員にお願いします。 

本日は３名の方から傍聴の申し込みがあります。許可したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

 それでは、本日の審議に入ります前に、７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。 

  畑谷委員は後ほど署名をお願いします。 

 

  それでは、本日の審議に入りたいと思います。 

  報告第３０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３０号に基づい

て説明。 

  新規４件、継続６件、計１０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。 

   

畑谷委員 

２件目の第４９回大阪府中学校連合音楽会についてですが、４９回目ということで今まで大阪府内

各地で開催されているのでしょうか、また、どれぐらいの学校が参加されるのでしょうか。 
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明渡学校教育課長 

  すみませんが、詳細の資料を持ち合わせていません。 

 

樫葉教育総務課長 

  毎年は行われていないようです。資料には前年の会計報告で次の年の大会の積立金を含むと書いて

あり、かなりの費用がかかっているようで、積み立てを行って実施していると思われます。 

 

中藤教育長 

  今年は、会場がエブノ泉の森ホールで実施となっており、地元市として後援申請が行われたものと

推測されますね。また、確認をしておいてください。 

 

北庄司教育総務課主幹 

  ブロックが 7 ブロックありまして、今年は泉南ブロックの輪番となっているようです。負担金の関

係で把握しているのですが、大阪府内のほとんどの公立中学校が参加されていると思われます。 

 

中藤教育長 

  他にありませんか。 

他にご意見、ご質問等が無いようですので、以上で報告第３０号を終わります。 

 

次に、報告第３１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。 

 

樫葉教育総務課長 

  報告第３１号については、教育委員会で後援承認したものであり、実施報告ということで、報告資

料第３１号をもって説明にかえさせて頂きます。 

 

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３１号を終わります。 

 

中藤教育長 

  続いて議案審議に入ります。 

議案第３６号「平成２８年度使用泉佐野市立中学校教科用図書選定に関する審議等の状況及び審議

会の答申について」を議題とします。説明をお願いします。 

 

明渡学校教育課長 

まず、現在の取組の流れについて、説明します。 

審議等の状況につきましては、６月２日（火）、７月２２日 (水)、７月２８日 (火)、８月３日（月）

と、合計４回にわたり、審議会を開催しました。 

第４回審議会で 答申まとめに取り掛かりましたが 審議時間が足らず、８月１０日（月）に臨時の

審議会を開催して、答申をまとめる予定です。 

調査研究につきましては、調査員、各学校、市教研いずれも６月３日（水）から７月１３日（月）

の間、それぞれに調査研究を丁寧に進めていただき、審議会への報告を終えています。 
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次に、審議会の答申について、説明します。 

種目ごとに全発行者について、審議会の総合評価を記述したものを提出させていただきます。 

また、審議会として推薦させていただく発行者については、種目ごとに推薦順位をつけて、ご報告さ

せていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

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。 

  

  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３６号「平成２８年度使用泉佐野市立中学校教科用図書選定に関する審議等の状況及び審議会

の答申について」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） 

 

中藤教育長 

  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、これに基づいて審議会

より提出される答申について、８月１９日開催の臨時教育委員会議でご審議頂き、教科書採択をおこ

ないますのでよろしくお願いします。 

 

次に、議案第３７号「泉佐野市教育振興基本計画について」を議題とします。説明をお願いします。 

 

東学校教育課人権教育担当参事 

 泉佐野市教育振興基本計画につきましては、前回の教育委員会議でお示しさせて頂きましたが、そ

の後加筆修正がありましたので、その点について説明させて頂きます。 

３３頁の「（２）道徳教育を充実します」の、「学校教育全体を通じた道徳教育の推進に努めます」

から、次頁にわたりまして、道徳教育について加筆し、最後に「本市道徳教育振興条例を制定し、家

庭地域と連携した道徳教育の充実をはかります。」という記述にさせて頂いています。 

次に「（３）人権教育の推進に努めます」というところを追加しました。これまでの同和教育の役

割と成果を踏まえ、これまで取り組んできたことを十分に発展させながら、そして現在の喫緊の課題

であるいじめ問題について、とりわけ取り組みを進めていきますということで追加しました。指標に

つきましては、認知件数が平成２６年度に小学校で３８件、中学校で２０件となっておりますが、５

年後の３１年度には 0 件を目指して取り組んでいきます。 

３７頁の中段、「（８）安全安心な学校づくりに努めます」では、「平成２７年度から通学路への

防犯カメラの設置を順次進めます。」ということでこれは現在進行中で、年次的に増やしていきます

ということで加筆しています。 

同じ頁の下段、「（９）泉佐野市の未来をつくる教育事業を充実します」では、前回の総合教育会

議で、被災地訪問を今後も続けていくのか、相手方への配慮も必要ではというご意見を反映させて頂

き、「今後、他の事業も含め本市独自の特色ある事業を検討していきます。」というふうに変更し、

指標についても平成２６年度までの累計実績を記載するに留めました。 

次に３９頁「（11）安全で快適な教育施設の整備・充実に努めます」では、「また、学校における

熱中症対策や授業に集中できる環境を確保するため、普通教室、特別教室にエアコンを設置し、快適

な室内環境の整備を行っています。耐震化工事に伴って一定の改修はできたのですが、校舎内の整備

は遅れています。今後は校舎内の改修、古くなっている机、椅子の更新、トイレの洋式化、エレベー
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ターの設置などを年次的に行い、安全で快適な教育施設の整備・充実に努めます。」というふうに加

筆修正しました。 

次に４１頁の上段、「（１３）中学校給食の開始及び学校給食を充実します」では、網掛けしてい

るところを加筆修正させて頂き、指標の残菜率に関しては近隣の市町を目安に、達成可能な残菜率を

記載しています。 

最後に４５頁の指標の一覧表については、先ほどご説明しました（３）人権教育の推進を付け加え、

（９）のところで被災地訪問の実績を載せています。 

前回お示しした後の変更及び修正箇所は以上ですが、今後につきましては、この内容をご確認、ご

検討頂き、次回の9月定例教育委員会議で教育振興基本計画案を決定させていただきたいと思います。

その後、9 月議会で報告を行った後、パブリックコメントをとるという方向で進めさせていただきたい

と思います。 

 

中藤教育長 

只今、学校教育課人権教育担当参事から説明があり、先日開催された総合教育会議で出た意見など

を受けて、加筆修正をして頂いたようですが、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、議案第３７号「泉佐野市教育振興基本計画について」は、継続審議という形で

９月の定例教育委員会議において素案の決定行う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） 

 

中藤教育長 

  ご異議がございませんので、本議案は、継続審議とさせていただきます。 

 

  その他で、何かございますか。 

 

鈴木教育総務課文化財担当参事 

 平成２７年度の特別展示といたしまして、歴史館いずみさので「郷土の画家たち」というテーマで

特別展示を開催します。期間は８月８日の土曜日から１０月１２日の月曜日までです。 

内容は、泉佐野市出身の 4 人の著名な画家、日根対山、小川翠村、向井久万、森嶋忠夫の作品、特

に歴史館で所蔵しています 8 点の人物画を中心とした展示を行います。 

 

樫葉教育総務課長 

  泉佐野市立小学校及び中学校の通学区域の見直しに係る審議の状況等についてご報告いたします。 

平成２５年１２月に教育委員会より泉佐野市教育問題審議会へ諮問を行い、審議会で約１年７カ月、

計１１回の審議会を開催し、通学区域の見直しについて審議を行いました。先月７月２６日開催の第

１１回教育問題審議会において答申をまとめる予定としていましたが、最終的な文言調整などを現在

行っているところであり、今月中旬には教育委員会に対し、答申が出される予定です。 

  今後の通学区見直しのスケジュールについては、その答申を受けて、教育委員会として新通学区域

案を作成し、９月の教育委員会議で案の決定を行い、議会への報告や市民・保護者への説明会、パブ

リックコメントを行い、２７年度中に新通学区域の決定を行う予定です。 

新通学区域の施行については、保護者への通知や広報、ホームページによる周知を行い、平成２９

年４月から実施する予定です。 
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  新通学区域案の作成については、審議会からの答申内容を受けて、教育委員会事務局で作成を行う

ものですが、日程的に時間が制約されている状況にありますので、教育委員の皆様方には、答申内容、

素案の作成などについては、適宜、報告及び協議をさせて頂き、９月１１日に開催の定例教育委員会

議で新通学区域案を決定するべく事務手続きを進めて行きたいと考えておりますのでよろしくお願い

致します。 

 

中藤教育長 

  只今の件でご意見ご質問はございませんか。 

  無いようですので、通学区域の見直しにつきましては、事務局からの説明のありました形で進めて

まいりますのでよろしくお願いします。 

他にありませんか。 

それでは、私からの報告に移らせて頂きます。 

   

１．夏季休業中の学校図書館の市民への開放について 

地域に開かれ学校づくりの一環としてこの夏休みにスタートしましたが、PTA の役員の方からの

ご意見で、不審者が入ってきた場合のことを懸念されていましたので、安全対策ということで、シ

ルバー人材センターに委託し受付員を複数で配置しています。また、図書室内も、３校には市の図

書館司書を配置し、あとの２校については、業務委託を行って図書館司書を配置し、それ以外に大

阪体育大学の学生さんたちにお願いして、2 人体制で実施しています。 

7 月は市のホームページのみの広報でしたので、現在まで私が聞いている範囲では利用者は５、６

人しか来て頂いていないようですが、8 月は「広報いずみさの」にも掲載していますので、もう少し

利用者が増えてくれればと思っています。 

 

２．モンゴル友好交流事業を終えて 

7 月２１日から２４日まで 3 泊 4 日で事業を実施しました。同行して頂いた南委員から感想など

を含めて報告をお願いします。 

 

南委員 

貴重な経験を色々させて頂いて本当に楽しかったです。 

まず、モンゴルに着いて、お話には聞いていましたが、本当に何もない緑の平原、広大な土地が広

がっていて、そこに牛や羊、馬などが普通に集団で通っているんですね。私たちが乗ったバスがク

ラクションを鳴らして、牛などが動くのを避けながら通るみたいな感じで、とてものどかな感じが

しました。 

着いたその日にまず、驚いたのが、時間が午後 8 時ぐらいだったのにすごく明るいんですね。日照

時間が長く明るいということを全然意識していなかったので、「なぜここは暗くならないんですか。」

って聞いてしまい、向こうの方に不思議に思われて、「緯度が高いから日照時間が長いのですよ。」

と言われて、「そうなんだ。」と。午後１０時頃まで明るくて、それはまず一番に驚きました。 

モンゴルでは、ゲルの生活を楽しみにしていたのですが、本当に良かったです。最初はストーブや

薪を焚いてくれていたので、ゲルの中が暖かく油断していたんですけども、朝があんなに冷えると

思わなくて、寒くて寝られないくらいの寒さで、子どもたちも風邪をひいてしまうのではと思いま

した。2 日目は前日の経験を踏まえ、暖かくして寝るとすごく快適に過ごせました。 

去年行かれた方に、馬糞を乾燥したもので火を焚いてくれると聞いて、楽しみにしていましたが、

残念ながら普通に薪でした。また、星がすごく見えたのですが、たぶん、去年よりすごくレベルア

ップしたゲルに泊まらせてくれ、電灯もところどころに付いていて、懐中電灯なんかは要らなかっ
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たです。懐中電灯を持ちながら、トイレやシャワーに行くと聞いていて、それも楽しみにしていま

したが、それがなく、星も電灯が邪魔をして、反対方向のゲルのないところまで歩いて行かないと

星がきれいに見えないといった感じで、快適にしてくれた反面、がっかりするようなこともありま

した。 

一番印象に残ったのは、現地の子どもたちとの交流でした。現地の子どもは日本語が上手で、スム

ーズに交流が進み、歌を歌ってくれたり、折り紙やけん玉、民族あそびですごろくのようなものを

して盛り上がり、すごく楽しかったです。また、現地の子どもが一人ずつ自己紹介をしてくれた時

に、「自分は将来、日本とモンゴルのかけ橋になって仕事をしていきたい。」という思いを語って

くれた子どもがいて、こんな子どものころから海外というか外国のことを見据えて考えている、す

ごい意識が高いんだなと感心しました。そのあと、県庁で知事たちとの会談がありましたが、副知

事から「モンゴルでも優秀な子はたくさんいるからその子たちを日本に行かせて、日本の技術とい

うのを学んで、また、モンゴルに帰ってきてモンゴルを発展させてほしい。」というような思いを

語ってくれ、先ほど交流した子どもも外国を意識しているし、ちゃんとそういう意思を継いでくれ

る子どもたちに育っているなと感心しました。 

来年度以降もこの事業を継続するのであれば参考にということで意見を申し上げますと、食事につ

いては、たいへん気を使ってくれ、日本向けにしてくれていて、昨年より豪華だということを聞き

ましたが、そうする必要も無く、ゲルもかなりグレードアップしたものでしたが、中程度のもので

良いのではと思いました。 

体調を崩す子どもが多く、その原因は水ではないか、現地のペットボトルの水を頂いたのですが、

日本からペットボトルの水を何本か持っていく方が良いのではと思いました。また、日照時間が長

いので夕食がどうしても 8 時 9 時となって、就寝するのが遅くなり、朝は逆に予定が決まっていて

早く起きないといけないので、それも体調を崩す原因かなと思いました。 

参加する中学生を選出する際に、今年は、くじ引きで決定したというところが多かったようですが、

ある程度、外国に対する意識の高い子どもに参加してもらえるよう作文などを希望者に書かせて選

考を行っても良いのではと思いました。 

今年の参加者の中にも、「僕、通訳したいねん。」という子もいましたし、英語の本や英語のマン

ガをずっと持っている子どももいました。その子たちも外国を意識しているんだなと思いましたの

で、そういう点も考慮して参加者を選び、この事業を継続していければ良いのかなと思いました。 

参加した 5 中学の子どもたちは、皆すごく仲良くなれて、本当に和気あいあいとした雰囲気で、充

実した楽しい旅ができて本当に良かったです。 

 

中藤教育長 

ありがとうございました。お疲れ様でした。 

来年度に向けての色々なアドバイスも頂いたので今後の参考にしたいと思います。 

 

３．日本体育大学の訪問を終えて 

体力向上プロジェクトの一環として 7 月２７日、２８日の日程で佐野台小学校をモデル校にして

児童２６名が日本体育大学を訪問し、私も向こうで合流させてもらいました。 

一日目の田中理恵先生の体操教室では、前まわり、後ろまわり、逆立ちなど色々な指導をしてく

ださり、また、バランスボールを使った指導で有名な三宅良輔先生から指導を受けました。 

二日目は、二本の縄を使って跳ぶ縄跳びのダブルダッチを、アメリカの大会で優勝した日体大の

学生が実演してくれ、子どもたちにも実際に体験させてくれました。他にも救急指導員による AED

の講習など、盛りだくさんの体験させていただいて、参加した子どもたちもすごく喜んでいました。 

４．ＩＣＴ教育のモデル校について 
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第三小学校をモデル校に実施しますが、7 月末にタブレットの配置が完了しました。今後、支援

員が週１回学校に来てくれる予定で、8 月 6 日に第１回の職員向け講習会を行い、2 学期から授業

で活用していきたいと考えています。 

 

5．その他 

青少年海外研修事業については、オーストラリアのサンシャインコーストに７月３０日に出発し、

８月１６日までの日程で現在研修が行われています。北浦委員は 8 月 9 日に日本を出発し、合流し

ていただく予定です。 

被災地訪問については、今年度も少年消防クラブが宮城県石巻市を中心に８月２０日、２１日の

日程で実施し、泉州南広域消防本部の方３名に引率して頂くことになっています。 

 

 

以上が私からの報告となりますが、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 

  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８月の臨時教育委員会会議は、８月１９日水曜日午前１０時から５階理事者控室で開催いた

します。案件は平成２８年度使用泉佐野市立中学校教科用図書の選定についての審議となりますので、

事務局は関係所管課のみの出席となりますがよろしくお願いします。 

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 

 

（午前１０時４６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２７年９月１１日 

                   教育長 

 

                   委 員 


