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平成３０年９月定例教育委員会会議録 

１．日  時    平成３０年9月6日（木）午後3時30分 

２．場  所    泉佐野市役所４階 庁議室 

３．出席委員   教育長                奥 真弥  

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              溝口 治              

         教育総務課長            樫葉 浩司 

         教育総務課給食担当参事       薮  剛司 

         学校教育課長            木ノ元 直子 

青少年課長             山隅 唯文 

スポーツ推進担当理事        谷口 洋子 

スポーツ推進課長          山路 功三 

生涯学習課課長           大引 要一 

学校教育課学校指導担当参事     和田 哲弥 

（庶務係）教育総務課長代理兼係長       田倉 元 

 

5．本日の署名委員 委 員               畑谷 扶美 
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議事日程 

   （報告事項） 

報告第 29 号 教育委員会後援申請について 

報告第 30 号 教育委員会後援実施報告について 

 

  （午後 3：30 開会） 

 

奥教育長 

ただ今から平成 30 年 9 月の定例教育委員会議を開催します。 

本日の傍聴はございません。 

委員全員が出席されておりますので、会議が成立しております。 

さて、各学校では、2 学期のいいスタートを切ってくれていたのですが、9 月 4 日に台風 21 号が

襲来しまして、現在、非常に厳しい状況になっております。後程、和田参事の方から説明があると

思いますが、9 月 4 日から本日までの３日間、ほとんどの学校が臨時休業したわけですが、今日、第

三小学校と佐野台小学校が、給食は無かったので、３時間授業を行いました。明日からは全校で授

業を行なう予定ですけれども、日根野中・大木小は、未だ停電中のために、明日もややこしい状況

でございます。 

そういったことで、これから、２学期に運動会、体育大会等を控えている学校もありますので、

非常に厳しい状況になっています。市全体でも、ほんとうに対応に追われていまして、昼夜を問わ

ず、市の職員が総出で対応させてもらっているところでございます。 

それでは、本日の会議録署名委員は畑谷委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 本日の審議に入る前に８月の定例協議会議及び臨時教育会議の会議録について、何かありました

らよろしくお願いします。 

はい、南委員。 

 

南委員 

   8 月の定例委員会の会議録ですけれども、私は欠席させていただいたので、出席者の所に名前はな

いのですが、教育長の冒頭の挨拶で、「委員全員が出席している為、会議が成立しています。」と

あります。 

 

樫葉教育総務課長 

   事務局のミスのようです。申し訳ございません。 

 

奥教育長 

   訂正させていただきます。どうもすみませんでした。 

   他、ございませんか。 

   無いようでございますので、会議録の確認は終わらせていただきます。北浦委員さんと南委員さ

んは後ほど、署名の方、宜しくお願いいたします。 
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   それでは、本日の審議に入りたいと思います。先ず、報告第 29 号の教育委員会後援申請について

議題といたします。 

   説明をお願いします。 

   

樫葉課長 

   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 29 号に基づい

て説明。 

 

   新規 3 件、継続 4 件の事業内容について一括で報告 

 

奥教育長 

   はい。それでは、第 29 号の教育委員会後援申請についてご意見、ご質問ありましたら、よろしく

お願いします。 

 

北浦委員  

   二つ目ですが、主催は四ツ葉会とありますが、どういう会でしょうか。四ツ葉会が日本舞踊・新

舞踊・民踊を教えていると考えていいのでしょうか。それと、内容についてもう少し説明をお願い

します。 

 

樫葉教育総務課長 

     四ツ葉会と言いますのは、師匠さんの集まりのような団体でして、その会に属している先生が教

えている生徒さんらによる発表会になります。 

 

大引生涯学習課長 

   昨年度まで、文化祭の協賛事業に「あやめ会」という団体の発表会がございましたが、あやめ会

が解散されまして、今年度のあやめ会の文化祭協賛事業がなくなり、そのままずっときていたので

すが、元あやめ会の中の４師匠さんが、四ツ葉会を結成され、発表会を開催することとなりました。 

   今年の発表会は文化祭協賛事業の手続きに間に合わなかったので、今年は教育委員会の後援名義

をいただいて、来年度から協賛事業として実施したいということでございます。 

 

奥教育長 

   はい。ということは、中身的には「あやめ会」と同じようなものということですね。 

   よろしいですか。他ございませんか。 

   無いようですので、報告第 29 号については終わらせていただきます。 

次に、報告第 30 号「教育委員会後援実施報告について」を議題といたします。報告をお願いしま

す。 

 

樫葉教育総務課長 
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   報告第 30 号「教育委員会後援実施報告について」ご説明いたします。報告資料 30 号「教育委員

会後援実施報告一覧表」をご覧ください。報告件数は今回 2 件で、これらは以前に教育委員会で後

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 30 号をもって報告にかえさせていただ

きます。 

 

奥教育長 

   はい、2 件ありますが、実施報告について何かご質問等がありましたら、よろしくお願いします。 

   無いようでございますので、以上で報告の第 30 号を終わります。 

 

   では、その他の件に移りますが、先ず、今回の台風に関する学校の対応等について、説明をお願

いします。 

 

和田参事 

   先ず、台風 21 号が接近ということで、9 月 4 日が臨時休業となりました。警報解除の見込みが無

かったので、9 時までの自宅待機を待たず、警報発令時に臨時休業としました。 

その次の日、昨日９月５日につきましても、なかなか登校できる状態で無いということで、４日

のうちに臨時休業を決めて、保護者にお知らせしました。 

本日６日につきましては、各校区によって状況が少しずつ違うというところで、学校での判断も

ありまして、第三小学校・佐野台小学校につきましては、午前中の授業を行ったというところでご

ざいます。残りの学校につきましては、本日も臨時休業ということで休んでおります。 

資料の２枚目に、明日の７日金曜日の各小中学校の対応をすべて確認し、記載しております。 

大木小学校と日根野中学校につきましては、未だ停電が続いておりますので、そのまま停電が続

いていれば、臨時休業とし、通電した場合は通常授業を行なうということで、その最終判断を明朝

の７時に行うということで考えております。これは 2 校共通です。 

それ以外の学校につきましては、通常授業を再開するということですが、長南小学校と中央小学

校につきましては、５時間授業した後、全ての学年を一斉下校させるということで、これは通学路

等の関係もあると思います。第三中学校につきましては、２年生が午前中授業だけになっています。

これは、２年生が職業体験を予定していたのですが、この状況で職業体験には行けないということ

で、職業体験を中止にしています。それで、職業体験に行く予定で、給食を止めていたため、給食

の対応が間に合わないということで、急にお弁当とか持って来るというのも、なかなか今、ご家庭

の対応も難しいというところで、２年生だけは午前中で帰宅させるということでございます。 

明日から通常授業を再開するのですが、学校内外、通学路等で不安な点もあるところではござい

ますが、教職員、市教委、それから地域の方やご家庭等にご協力いただきながら、なんとか進めて

いきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

私からは以上でございます。 

 

奥教育長 

 他に台風の関係で報告等あればお願いします。 



 

 

5 

樫葉教育総務課長 

 学校施設の被害状況を報告させていただきます。1 枚ものの資料をご覧ください。 

 「１.主な被害」ということで、大きめの被害を挙げさせていただきます。 

先ず、第一小学校ですが、運動場浜側のネットフェンスが道路側に倒壊していたということでご

ざいます。これにつきましては、通行の妨げになっておりましたので、運動場側へ撤去しておりま

す。 

 次に、日新小学校の体育館の南門が転倒していたということで、これは起こして正常な状態に戻

しております。それと、体育館のミーティング室前の天井材が落下いたしまして、その当時、避難

所が開設しておりまして、避難中の市民が負傷したということで、病院へ搬送されております。 

続いて、北中小学校の運動場北側のフェンス、今年の地震の関係でブロック塀を撤去して新設い

たしましたフェンスが倒壊いたしました。これも道路側に倒れておりましたので、通行の妨げにな

らないような処置を施しております。 

 続いて、日根野小学校ですが、学童の教室のトタン屋根が破損しているということでございます。 

 次に、長南小学校の体育倉庫の屋根の一部が風に飛ばされたという状況でございます。 

 続いて、末広小学校の運動場、公園側とアローズ側のブロック塀が倒壊いたしました、これにつ

いては、地震の関係で調査し不適格ということで、近々撤去という予定でしたが、こちらが倒壊し

ておりまして、通行の比較的少ない農道ですので、現在、通行止めという形にしております。 

 続きまして、佐野台小学校ですが、熊取側にありますネットフェンスが倒壊いたしました。これ

につきましては、今、プール工事の業者がおりますので、応急処置をしてもらっております。 

 続いて、中央小学校が、学童の教室のトタン屋根が破損したということでございます。 

 「２.その他」ということで、ここにありますように、倒木と窓ガラスの破損、室内への浸水、テ

ラスや自転車置き場の屋根材が飛ばされたということが、多数ございました。倒木につきましては、

特に佐野中の被害が多かったというふうに報告を受けています。 

 先程、小中学校の対応の報告でもありましたが、現在でも停電中というのが、大木小学校と日根

野中学校ということでございます。 

 報告は以上でございます。 

 

奥教育長 

 他に台風関連でないですか。 

  

木ノ元学校教育課長 

本日は遅れまして申し訳ありませんでした。 

遅くなりましたのは、泉佐野警察の方に市教委からの依頼ということで、明日以降の登下校中に

おける安全対策の協力依頼に行っていたためで、今しがた戻ってまいりました。 

結論としましては、快くご承諾をいただいたということでございます。こちらから登下校の時間

をお示しし、その時間帯に、警察の方が、日頃より子供たちの生活状況をよく分かっていただいて

いる交番をメインに、できる限り巡回してくださるということで、ご回答いただきました。 
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明日の対応ですが、我々、指導主事も市内全域に渡って巡回し、子どもたちを見守る予定で、そ

の体制づくりを今進めているところです。 

併せまして、通学バスの方ですが、第一小学校は授業再開が決まっていますので、通常通りのバ

スの運行が確定しています。大木小学校につきましては、明日７時の時点で判断するという形にな

っていますが、それですと、子供たちが７時の判断を待って、自宅から泉佐野駅に向かうことにな

り、通常の出発時間までの 25 分では間に合わないということで、出発時間を 35 分遅らせまして、

８時泉佐野駅発ということで決定し、既にバス会社の方にも協力をいただいているところです。又、

通常は行きのバスだけなのですが、現在、南海バスが土丸までしか運行しておりませんので、明日

は帰りの便についても臨時バスの手配を進めているところでございます。 

私の方からは以上です。 

 

奥教育長 

   各学校におきましては、火曜日は台風のため、何もできない状況だったのですが、昨日から今日

にかけましては、2 校については今日授業を行なっていますが、その他の学校につきましても、明日

からの子供の受け入れに備え、学校の片付けや安全確認等を行なっており、学校の職員たちも、非

常に苦労して、やってくれているという状況でございます。 

   この件についてご質問あれば、お願いします。 

 

中村委員 

   給食は全校明日から通常どおりでしょうか。 

 

薮参事 

   おっしゃるとおり、７日の給食は通常どおり７日の献立で提供させていただきます。先程もあり

ましたように、日根野中学校と大木小学校につきましては、休校になる可能性がありますので、そ

れだけが未定です。 

 

奥教育長 

   他ございませんか。 

   では、この件につきましては以上で終わらせていただきます。 

他に連絡等がありましたら、事務局の方からお願いします。 

   よろしいですか。 

   では、最後に、私の方から定例の報告事項ということで、前回の校園長会での内容について、お

話させていただきます。 

   先ず、1.はじめにの部分でございますが、夏期休業中の国際交流等派遣事業についてのお礼を申し

上げました。それと併せまして、英語、特に長期の 17 日間、青少年の方ですが、小学校に英語科が

導入されるということもございますので、出来ましたら、小学校の先生に行ってもらいたいという

ことを申し上げたのですが、どうしても学校現場の方から行ってもらうことが出来なくて、教育委

員会事務局の両参事に行ってもらうことになったわけでございます。 
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来年については、早い目に決定したいと思っておりますので、早速、来年の希望を聞いてくれと

いうようなことを申し上げました。 

   次に、2 学期の開始にあたりまして、そこに書いてあるように、熱中症対策や組体操等については、

本当に事故のないように、無理のないようにということで話をさせていただきました。 

   続いて、9 月議会でございますが、台風の対応もございまして、そこに書いてある日程ではなくて、

少し変更がありました。来週から始まるということで、本会議が 10 日の月曜日、総務産業委員会も

10 日の午後から、厚生文教委員会が 11 日の火曜日となりました。決算特別委員会以降は予定どお

りでございます。お知りおきください。 

   ３番の全国学力・学習状況調査については、そこに書いてある項目について、いろんなことを話

させてもらいました。また後程お話させていただきますので、よろしくお願いします。 

   次に 4 番のその他でございます。友好都市を結んでいる中国の西都市新都区の教育関係者が本市

を訪問されます。これは、元々、６月に予定していたのですが、新都区側の都合で来られなくなり、

９月に延期になったもので、日程は記載の通りです。教育委員会関係の方、小学校の校長さん、準

校長さん、その辺りの方が来てくれるということで、教育委員会と佐野台小学校、新池中学校を訪

問する予定となっています。 

   私からは以上でございますが、定例会についてのご質問等、よろしいですか。 

   無いようですので、本日の教育委員会議はこれにて終了させていただきます。 

   次回は、10 月 2 日火曜日の午後 2 時となっておりますので、よろしくお願い致します。 

    

（午後 3 時 55 分閉会） 

 

    

 

                


