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俊明

一早枝

議事日程
（報告事項）
報告第 2６号 教育委員会後援申請について
報告第 2７号 教育委員会後援実施報告について
報告第 2８号 事務局職員の異動について（教育総務課）
議案第 2５号 平成 30 年度小・中学校教職員人事基本方針について（教育総務課）
（午後２：００開会）
奥教育長
ただ今から平成２９年１０月の定例教育委員会議を開催します。
本日の傍聴はありません。
本日は委員全員が出席しているため、会議が成立しています。
本日の会議録署名委員は、南委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、本日の審議に入ります前に、９月定例教育委員会議の会議録についてご確認をお願い
いたします。委員の皆様で何かお気づきの点がありましたら、お願いいたします。
（各委員 「異議なし」の発言あり）
無いようでございますので、会議録の確認は終了させていただきます。恐れ入りますが、北浦委
員は後ほど署名をお願いします。
奥教育長
それでは、本日の審議に入りたいと思います。
まず、順序は前後いたしますが、報告第 2８号「事務局職員の異動について」を議題といたします。
報告をお願いします。
上野教育部長
報告第２８号「教育委員会事務局職員の人事異動について」報告させていただきます。
１０月１日付けで発令されました教育委員会事務局職員の人事異動につきましては、報告資料第
２８号の一覧表のとおりです。
奥教育長
では、報告第 2８号を終わります。
次に、報告第 2６号「教育委員会後援申請について」を議題といたします。報告をお願いします。
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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２６号に基づ
いて説明。
新規 0 件、継続 5 件、計 5 件の事業内容について一括で報告
奥教育長
ただ今の教育委員会後援申請について、ご意見ご質問ございましたらお願いします。
中村委員
最後のソフトボール大会のことなのですけれども、現在の児童の所属人数の数字と年々増えてい
るのか、減っているのかという数字は今出ますでしょうか。難しかったら、後日でもかまいません
けれども。
山路スポーツ推進課長
児童数は資料がございませんが、昨年の参加チームの実績を申し上げますと、男子の出場チーム
数は 24 チーム、内１件は棄権となっています。女子は 21 チームで、トーナメントで試合をしてお
ります。ただし、泉佐野市内の小学生だけではなく、チーム名からなのですが、大阪市内とか岸和
田、岬町というのが男子のチームでありましたし、女子の方も遠いところで姫路とか滋賀県草津市、
兵庫県神戸市、岸和田市などのチームがあります。
もちろんどちらも泉佐野市内のチームは何チームか出ております。
南委員
朝 7 時からってすごく早いですね。
山路スポーツ推進課長
準備とかも含めてだとは思うのですが。
奥教育長
だいたい試合は 9 時くらいからだと思うのですが、前日が金曜日とかですと、クラブの関係で準
備が出来ないので、当日朝早く来て、準備するようなことをおっしゃっていました。7 時から試合と
いうことはないとおもいます。
樫葉教育総務課長
試合の開始時間は、目安ですけれど、１日目が 8 時半から、2 日目が 9 時からです。
奥教育長
他ございませんか。
無いようでございますので、以上で報告第２６号を終わります。
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次に、報告第２７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
報告第２７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２７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 7 件でこれらはいずれも以前に教育委
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２７号をもって報告にかえさ
せて頂きます。
奥教育長
ただいま報告がありましたが、委員の皆様でご意見、ご質問等がございましたらお願いします。
奥教育長
無いようでございますので、以上で報告第 2７号を終わります。
続いて議案審議にうつります。
まず、議案第２５号「平成 30 年度小・中学校教職員人事基本方針について」を議題といたします。
説明をお願いします。
十河教育総務課教職員担当参事
議案第２５号「平成 30 年度小・中学校教職員人事基本方針について」説明します。議案資料 25
をご覧ください。本市の小中学校に勤務する教職員の平成 30 年度人事を行うにあたり、大阪府教育
委員会の「大阪府公立学校教職員人事基本方針」並びに「平成 30 年度公立小中学校教職員人事取扱
要領」に基づき、泉佐野市教育委員会において、
「平成 30 年度小中学校教職員人事基本方針」を定
めるというものです。基本方針の重点としましては、教職員の人事、校長及び教頭の人事、女性教
職員の人事の 3 点において、本市教育界の諸要請にこたえ、全市的な視野に立ち、適切な人事を行
うため積極的に努力を払うものです。
教職員の人事では、教職員構成の適正化、学校の活性化を図る人事の推進、新規採用教員の人事、
計画的な異動、広域人事、及び過欠員の調整、ヒアリングの実施の 6 点。
校長及び教頭の人事では、校長及び教頭の異動等、校長及び教頭の任用の 2 点。
女性教職員の人事では、各学校における主任等の任命に当たっては、女性教職員の活用を計画的
に進める、女性教職員の人事に当たっては、母性保護の観点に十分留意する、の 2 点をあげており
ます。
今後、年度末の人事を進めるにあたり、校長ヒアリングを基に、全市的な見地から学校の諸課題
に配慮しつつ、学校の活性化を図る人事の推進を行っていきます。なお、本日の教育委員会議での
承認をうけて、各校への周知を考えております。
説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
奥教育長
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ただいま、教育総務課教職員担当参事より説明がありましたが、委員の皆さまで、ご質問等がご
ざいましたら、お願いします。
奥教育長
無いようでございますので、議案第 2５号「平成 30 年度小・中学校教職員人事基本方針について」
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いたしました。
奥教育長
続いて、その他に移らせていただきます。
鈴木理事、説明をお願いします。
鈴木文化財担当理事
資料の方の「向井久万裸婦像展」というリーフレットをご覧いただけますでしょうか。
歴史館泉佐野の秋季特別展ということで、開催期間が 10 月 21 日(土)から 12 月 24 日(日)までと
なっています。
内容でございますが、泉佐野市出身の日本画家の向井久万は、昭和 11 年から画家としての職業を
選び、京都から鎌倉を舞台としまして、数々の受賞歴をもって、その名が全国に知れた画家という
ことでございます。向井久万の画家人生におきまして、人体描写というものがテーマにされていた
ようでございまして、数多くの裸婦像画が描かれております。
今回の特別展では、泉佐野歴史館の方で所蔵しております 10 点の絵画を展示いたします。点数は
10 点ですが、かなり大きな絵ばかりでございまして、大きなもので 194 ㎝×130.5 ㎝というものが
あり、最小でも 150 ㎝ぐらいとなっておりますので、展示室の中でかなり見ごたえのある絵画とな
っております。
また、皆様の方でもご周知いただきまして、期間中ご覧いただければと思います。よろしくお願
いいたします。
奥教育長
質問ございませんか。よろしいですか。
それでは、山路スポーツ推進課長。
山路スポーツ推進課課長
スポーツ推進課から 2 点、ご説明させていただきます。
まず、カラーの 1 点目多色刷りのＡ4、1 枚ものをご覧ください。「第 5 回スポーツフェスタ泉佐
野」のちらしが前回の会議までに出来上がっておりませんで、失礼いたしました。
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もう間もなく、9 日、今度の月曜日祝日の日に、Ｊ：ＣＯＭ末広体育館並びに末広公園グラウンド、
健康増進センターにおいて、今年で 5 回目となります、「スポーツフェスタ泉佐野」を開催いたし
ます。
ちらしの裏面をご覧ください。前回少しご説明させていただきましたが、昨年と違ったものとし
まして、「修造テニササイズ in 泉佐野」と「ピロポロ」というものがございます。
「修造テニササイズ」というのは、テニスプレーヤーの松岡修造さんがテニスとエクササイズを
組み合わせたもので、大スクリーンで映像を流させていただくのですが、これを松竹芸能所属のチ
ョップリンさんに盛り上げていただくようなイベントを企画しております。「松岡修造さんは来ら
れるのですか。」という問合せもあったのですけれども、ご本人には来ていただけず、申し訳ござ
いません。丸囲みでチョップリンさんの写真が載っておりますが、お二人にはスポーツフェスタの
それぞれの体験コーナーにも顔を出していただく予定です。
もう一つの「ピロポロ」というのは、室内でホッケーをするというものです。ホッケーの用具と
言えば硬いものをイメージされるかと思うのですが、室内用で、スポンジを基本に出来たものです
ので、安全で子どもさんたちも楽しくゲームをしていただけるものということで、今回取り入れて
おります。
なお、このチラシは学校や公共機関に置いて周知をしているところです。
次に、「第 25 回泉佐野市民健康マラソン」ということで、「泉州国際マラソン」と同じく 25 回
目になります。
日程は来月 19 日(日)で、雨天でも決行です。
会場はりんくう公園内特設コースで行います。競技種目は A から H まで、一般男子の部（50 歳
未満）、シニア男子の部（50 歳以上）…というような形で、8 ㎞、3 ㎞、2 ㎞のコースがあります。
また、Ｋのファミリーの部というのは、就学前のお子さんとその保護者の方で、同じコースですけ
れども、距離が短くなっています。
申込み期間は来週 13 日(金)までで設けております。
5.表彰にありますが、泉佐野市在住の方になりますけれど、8 ㎞の種目出場者でタイムが最上位の
市民の方男女 1 名ずつに、今年度ではなく、もう 1 年先になりますけれども、「第 26 回ＫＩＸ泉州
国際マラソン」への優先出場の権利が授与されます。記載していますように、予定ですが、参加料
を免除と、人数が多い場合は抽選という泉州国際マラソンですけれども、市からの推薦となってお
ります。
裏面ですけれども、協賛企業をこちらの方に記載しており、企業さんなどに協賛していただいて
の運営とさせていただいております。
以上です。よろしくお願いします。
奥教育長
質問ございませんか。よろしいですか。
無いようですので、教育長報告に移らせていただきます。
昨日ありました定例の校園長会の内容に沿って報告をさせていただきます。
1 つ目は、9 月議会について、一般質問のうち教育関係の質問を承知おきくださいということで、
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話をさせていただきました。「部活動指導員について、教職員の負担軽減は必要ではないか」とい
う質問や「全国学力学習状況調査の結果について」などの質問がございました。
2 番については、学力課題についてということで、今年の全国学力学習状況調査の結果から考察さ
れるクロス集計で、いろいろな児童生徒に対する質問事項に答えている状況と実際の正答率が、ど
ういう関係にあったのかということを、資料を基にして、私の方からお話をさせていただきました。
後ほど、その資料も示しながら説明させていただきます。
子ども達の意識や考えが非常に正答率に反映されているということをつかんだうえで、学校だけ
でなく地域や家庭、総がかりで学力向上のために取り組んでいくことを、こういう事実を基にしな
がら、もっともっとアピールし、教育力向上のために盛り上げていかなければならないといったこ
とをお話させていただきました。
それに関連して、先ほどの議会質問にもクラブについての質問がありましたけれども、教職員の
勤務実態をもう少しきちっと把握した上で、先生方の本来の業務である授業や生徒指導の関わりを
深めることが出来るような体制づくりをやっていかなければならないということを、学力のことに
絡めてお話をさせていただきました。
また、このことについては教育委員さんのご意見もいただきながら、先ほど申しました様に先生
方がもっと本来の業務に集中出来るように、管理等を進めていかなければならないと考えておりま
すので、よろしくお願いいたします。
３番のその他につきまして、①租税教室ということで、これは泉佐野税務署から税理士さん等を
派遣していただき、実際に社会、われわれの暮らしを支えている税についての学習を進めるという
もので、非常に重要な部分でございます。
もちろん、中学校・小学校の社会科で学習するわけですけれども、そのお手伝いということで、
私も見せてもらったことがありますけれども、マンガによる教材とか分かりやすい教材を使いなが
ら、子ども達に税についてしっかり認識を持って考えてもらうという、そういう学習を出前授業で
やっていただけるということです。小学校 6 年と中学校 1 年が対象なのですが、本市の実績としま
しては、28 年度は小学校で 6 校、中学校 1 校が実施し、29 年度については小学校 7 校、中学校 1
校が既に終わっているということでございます。
先ほど申しましたように、非常に重要な内容でございますので、出来るだけ専門家の力も借りな
がら、授業が充実出来たらということで、実施を拡大、あるいは 1 年したから終わりではなくて、
小学校 6 年で学習した子ども達が、中学校 1 年でも順次学習できるようなことを是非継続してやっ
ていただきたいというようなことをお話させていただきました。
最後に、「タオル筆で描く絵てがみコンクール」について、前回の校園長会でも話をさせてもら
っているのですが、昨年は復活して１年目で、今年は 2 年目になるのですが、小学生等の作品が少
ないとのことで、是非また応募してくださいということを再度お願いしております。
私の報告は以上でございます。私の報告で何かご質問等ございますか。
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１１月定例教育委員会会議は、１１月１日の水曜日、午後２時から、市役所 4 階庁議室で
開催いたします。
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それでは、これをもって本日の会議は終了いたします。
（午後 2 時 29 分閉会）
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