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令和2年4月定例教育委員会会議録 

１．日  時    令和2年4月8日（水）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                奥 真弥  

         教育長職務代理者           赤坂 敏明 

         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               甚野 益子 

 

 

４．説明のために出席した職員の職、氏名 

教育部長              本道 篤志 

施設担当理事            福島  敏 

スポーツ推進担当理事          樫葉 浩司 

教育総務課長            川崎 弘二 

         教育総務課教職員担当参事      十河 統治 

         教育総務課教育振興担当参事     北浦 勝則 

教育総務課学校給食担当参事     田中 邦彦 

         学校教育課長            木ノ元 直子 

学校教育課人権教育担当参事     渡辺 健吾  

生涯学習課長            大引 要一 

青少年課長             中岡 俊夫 

スポーツ推進課長          山路 功三 

文化財保護課長           中岡 勝 

    （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               中村 スザンナ  
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議事日程 

   （報告事項）                     

報告第 ９号   教職員の人事異動について 

報告第 １０号  事務局職員の人事異動について 

報告第 １１号  教育委員会後援申請について 

報告第 １２号  教育委員会後援実施報告について 

 

   （午後 2：00 開会） 

 

奥教育長 

   ただ今から令和 2 年 4 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。 

本日は委員が全員出席しているため、会議が成立しています。 

本日の会議録署名委員は中村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、3 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ございましたら、お願いいたします。 

 

川崎教育総務課長 

   事務局の方から、議事録の送付が大変遅くなりましてご迷惑をおかけし申し訳ございません。今

後このような事の無いように十分に注意しますのでよろしくお願いします。 

 

奥教育長 

   申し訳ございません。 

   お気づきの点、ございませんでしょうか。 

 

   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、山下委

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。 

はじめに報告第 9 号「教職員の人事異動について」を議題といたします。 

新任の管理職・指導主事の異動紹介 

 

（各自挨拶） 

 

奥教育長 

   続いて報告第 10 号「事務局職員の人事異動について」を議題といたします。本道教育部長から報

告をお願いします。 
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本道教育部長 

   教育委員会事務局の人事異動については、報告資料第 10 号の一覧表の通りです。 

   管理職の昇格・異動対象者を紹介 

 

   （各自挨拶） 

 

奥教育長 

次に報告第 11 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。 

 

川崎教育総務課長 

報告資料 11、１段目「第 57 回道徳教育研究会」、４段目「とっておきの音楽祭 in りんくう大阪

2020」はいずれも主催者側から新型コロナウイルスの関係で中止という報告を受けております。そ

のため、本日ご審議いただく件数は 3 件となります。 

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 11 に基づいて説

明。 

新規 0 件、継続 3 件、計 3 件の事業内容について一括で報告  

 

奥教育長  

   ただ今の報告について、ご意見ご質問がございましたらお願いします。 

 

大引生涯学習課長 

   「第 45 回プロムナードコンサート」ですが、開催日が差し迫っております。実行委員の皆様の中

で開催についての協議がございます。また、「第 29 回泉美協展」も毎年 700 名を超えるご来場が見

込めることがございまして、開催については現在協議中です。今日ご審議いただいて、ご承認いた

だいた後、中止になる可能性もございます。ご承認いただいた後に中止のご連絡を差し上げること

もございますが、よろしくお願いいたします。 

 

奥教育長 

他にございませんか。 

 

   無いようでございますので、以上で報告第 11 号を終わります。 

   次に、報告第 12 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。 

 

川崎教育総務課長 

   報告第 12 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 12「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 9 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12をもって報告にかえさせていただきます。 
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   なお 3 月の定例教育委員会議で赤坂委員よりご質問がありました、既に後援の承認したもののう

ち、新型コロナウイルス感染防止のため中止または延期となった事業でございますが、お手元にお

示ししています報告資料 12 で言いますと、「泉佐野おやこ劇場 2019 年度例会」の開催日のうち令

和 2 年 2 月 29 日（土）は中止となっております。また「ワールドミュージックコンサート」の開催

日のうち令和 2 年 2 月 23 日（日）以降の開催は中止となっております。その他の事業はすべて実施

済みです。なお、資料 12 以降に付けさせていただいておりますのは、12 月定例教育委員会議以降

に後援申請があって、ご承認いただいた事業のうち実施の状況について、右側に実施済み、中止な

ど記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

奥教育長 

   ただ今の報告について、委員の皆様でご意見ご質問がございましたらお願いします。 

 

赤坂委員 

   わんぱく相撲について、検討中となっていますが延期になったはずですが。 

 

木ノ元学校教育課長 

   前回お話しさせていただきました 4 月 2 日だったと思いますが、主催団体の理事会等で正式に決

まるとお話しさせていただいていたと思います。先般の情勢の中で、正式には主催団体のほうから

まだ連絡をいただいていない状態でございまして、申し訳ございませんが、このままの形でお願い

します。 

 

奥教育長 

   赤坂委員にはご案内があったということですよね。 

 

赤坂委員 

   そうです。 

 

奥教育長 

   ということはわんぱく相撲も延期だと。 

 

赤坂委員 

   延期です。 

 

奥教育長 

   それでいきますと、2 月定例会の「日本少年野球泉州大会」4 月 19 日の開会式が中止という事で

報告がきております。 

   他にございませんか。 
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大引生涯学習課長 

   1 月定例会「泉佐野市少年少女合唱団 第 43 回 演奏会」も 5 月 2 日へ延期と資料には書かして

いただきましたが、無期延期で学校再開してから演奏会を実施するか、もしくは本年度末に定期演

奏会がございますので、今回の分も併せてするのか検討中です。 

 

奥教育長 

   他にございませんか。 

 

   無いようでございますので、以上で報告第 12 号を終わります。 

   本日は報告案件のみで審議していただく議案はございません。 

続きましてその他で何かございますか。 

 

川崎教育総務課長 

   3 月の定例会議での議案第 10 号「教育に関する事務の点検及び評価報告書について」の 12 ペー

ジ、教育委員会の円滑な運営の中で、「議会（厚生文教委員会）との懇談会」と記載しておりまして、

委員の皆様よりご指摘いただきまして、お調べいたしました。平成 25 年と平成 28 年にそれぞれ厚

生文教委員会との懇談会が設けられましたけれども、それ以降は行っていないと判明しましたので、

ここの 1 行を削除させていただきますことを、ご報告申し上げます。 

 

奥教育長 

   他にございませんか。 

   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５月の定例教育委員会会議は令和 2 年 5 月 1 日金曜日、午後２時から、市役所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終了いたします。 

   

（午後 2 時 25 分閉会） 

 

    

 


