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平成２８年１２月定例教育委員会会議録 

 

１．日  時    平成2８年１２月９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                 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 

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        鈴木 陽一 

         教育総務課学校給食担当参事（兼）中学校給食センター所長    薮 剛司 

学校教育課長             辻 和彦 

学校教育課人権教育担当参事      和田 哲弥 

青少年課長代理            田中 伸宏 

生涯学習課長代理           細谷 祥代 

    (庶務係)  教育総務課主幹兼係長         森 昌俊 

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３８号 教育委員会後援申請について（教育総務課） 

  報告第３９号 教育委員会後援実施報告について  

   

議案第２８号 平成２８年度教育委員会表彰式の被表彰者について（教育総務課） 

 

   （午後２：００開会） 

 

奥教育長 

   ただ今から平成２８年１２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。 

委員全員が出席をされておりますので、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、１１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。 

 

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、畑谷委

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、報告第３８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。 

 

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３８号に基づ

いて説明。新規１件、継続７件の事業内容について、一括で報告。 

 

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。 

 

赤坂委員 

   ふるさと町屋館で８点ほどひな人形の展示があるということでした。いろいろな場所で開催して

いただけるのはありがたいのですが、他にもひなまつりの催しをしている自治体が複数あると思い

ます。今回は協力企業や新川家ゆかりの場所で開催するということですが、ゆくゆくは普通の民家

などでひな人形を公開していただく企画があるのでしょうか。 

 

鈴木教育総務課文化財担当参事 

   今回の主催は泉州ひなまつり実行委員会となっていまして、教育委員会として一緒にやるという

ことではありません。ただ実行委員会が協賛・共同してやれる場所をいろいろ探していて、今年度

は 16 カ所での開催となっています。実行委員会としては徐々に増やしていきたいという意向もあり

ますので、赤坂委員のご意見については、実行委員会に伝えておきますので、ゆくゆくは拡大して

いければと思います。 

 

赤坂委員 

   個人が持っているひな人形を主体的に展示されている例が、滋賀県の五個荘町だったか愛荘町だ

ったかであります。結構観光客が訪れるらしいので、泉佐野に来てくれるお客さんが増える機会と
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なるのではないかと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

中村委員 

   ひなまつり開催要項のところに、景品グッズは３月 12 日で終了と書いてあるのですが、裏面には

記念品のお渡しは３月 31 日までとなっているのはなぜですか。 

 

鈴木参事 

   このチラシは去年のチラシです。参考資料としてお示ししています。今年のチラシはまだ出来上

がっておりません。申し訳ございません。 

 

中村委員 

   今年スタンプラリーを回ったのですが、ふるさと町屋館とかワシントンホテルとかには立派なも

のもあったのですが、りんくうタウン駅内のりんくうまち処のところはびっくりするくらい小さい

ものありました。 

 

南委員 

   み奈美亭でも今年で３年目となりますが、ひな人形を出しています。みなさんに見ていただいて、

喜んでいます。新規に後援依頼というのが驚きですね。 

 

奥教育長 

   今まで後援依頼がなかったのはなぜでしょうか。 

 

鈴木参事 

   単純に忘れていたとお伺いしております。 

 

中村委員 

   OUHS スポーツキャンプについて、何時から何時まで開催されるのかなどの、内容がまだわから

ないのでしょうか。 

 

谷口スポーツ推進担当理事（兼）スポーツ推進課長 

   いろいろな種目をやっておりまして、新しいチラシの方が出来ていないようですので、届きまし

たら教育委員のみなさんにも配布させていただきたいと思います。専門的に教えてもらえるような

形になっていると思っています。 

 

中村委員 

   参加料の２千円は、全部のプログラムを経験する場合の料金でしょうか。内訳はどうなっている

のでしょうか。 

 

谷口スポーツ推進担当理事（兼）スポーツ推進課長 

   申し訳ございませんが資料を持ち合わせておりませんので詳細はわかりません。また来月回答し

ます。 

 

奥教育長 

では、調べておいてください。 

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３８号を終わります。 

 

次に、報告第３９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３９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３９号をもって説明にかえさせて頂きます。 
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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。 

無いようでございますので、以上で報告第３９号を終わります。 

 

中村委員 

   子どもまつりやスポーツフェスタなど、それぞれの事業で、子どもの参加者はどれくらいあった

のでしょうか。 

 

谷口理事 

   スポーツフェスタについては年齢別の把握をしていませんが、昨年よりも大変たくさんの方にお

越しいただきました。去年は延べ 2,000 人ということでしたが、今年は延べ 2,300 人くらいでした。

今回外国の方が体験に参加されたことによって、子どもだけではなく保護者の方の体験への参加も

増えました。来年はもっと外国から来られている海外の方にお声掛けをしたり、地元の大人の方に

も入っていただきたいと思います。 

 

辻学校教育課長 

   子どもまつりにつきましては資料がありませんので、確認して次回ご報告させていただきます。 

 

奥教育長  

続いて議案審議にうつります。 

議案第２８号の「平成２８年度教育委員会表彰式の被表彰者について」を議題といたします。説

明をお願いします。 

 

樫葉教育総務課長 

泉佐野市教育委員会表彰規則及び表彰基準に基づいて、教育委員会各課より推薦され、今回上程

させていただきます表彰対象者は、内申一覧表のとおりでございます。すべて個人で計 50 名、団体

はございません。なお、表左側の通し番号が２番から始まっておりますのは、７月の定例委員会に

おいて、先行して上程させていただき、ご承認いただいた分が１件あったためでございます。 

２番及び３番の方は、表彰規則第２条第１項第１号に該当するもので、２番の方は学校薬剤師で

１５年以上、３番の方は教員で２０年以上務められた永年勤続表彰です。４番から７番の方は、表

彰規則第２条第１項第４号に該当するもので、退職校長に対する表彰です。８番及び９番の両校長

は、同じく表彰規則第２条第１項第４号に該当するもので、学力向上に顕著な功績を挙げたことに

対する表彰です。10 番の方は、表彰規則第３条第 1 項第２号に該当する市立学校の児童生徒に対す

る表彰です。11 番から 51 番までの 41 組は、表彰規則第４条第１項第１号に該当する社会体育の活

動において、特に優秀な成績をおさめられた方に対する表彰となっています。 

 

奥教育長 

ただいま、教育総務課長から説明がありましたが、委員の皆様でご意見、ご質問等がありました

らお願いいたします。 

    

北浦委員 

   学校薬剤師は各学校に一人ずつなのでしょうか。主にどのような活躍をされたのでしょうか。 

 

奥教育長 

   一校に一人です。私の経験上ですが、水質検査を実施していただいたり、薬の事で相談させてい

ただいたりということだと思います。 

 

北浦委員 

   以前は、子どもの見守り隊などで長年にわたって頑張っていただいている方を表彰していたと思

うのですが、そのような表彰規定は無くなったのですか。 

 

樫葉課長 
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   無くなったわけではなく、今回担当課からの推薦が無かったということかと思います。 

 

奧教育長 

   規程の中には、そういう中身のものはありますよね。 

 

樫葉課長 

   泉佐野市教育委員会表彰規則第 4 条にその他の表彰がございまして、委員会が特に表彰に値する

と認める業績又は行為というところに当てはまるかなと思います。推薦していただいてご審議いた

だいて、適当と認めていただければ、表彰させていただく事になるかと思います。 

 

北浦委員 

   子どもの安全について熱心に考えていただいている方などは、かなり重要な役割を果たしている

と私は思いますので、特に功績のある方は表彰するのがいいのではないかと思います。 

 

奥教育長 

   市民表彰でも、前回そのような見守り活動をやっている方のお名前が、善行者表彰で挙がってい

ましたけれども、各学校の校長に確認させていただきます。 

 

中村委員 

   毎年のように表彰を受けているお子さんもいると思うのですが、毎年表彰してもらえてお喜びい

ただいているのでしょうか。 

 

谷口理事 

   空手は 2020 年東京オリンピックにも選ばれましたけれども、流派が多くて大きな大会もなかなか

出来ない状況です。そういった背景もあり、先生方が毎年忘れずに申請に来られるくらい、子ども

たちには楽しみにしていただいています。 

 

奥教育長 

   樫葉課長、日程が例年と違うようですが。 

 

樫葉課長 

教育委員会表彰の表彰式でございますが、毎年 1 月第 3 土曜日に開催することとなっています。

従いまして、当初は来年１月２１日（土）に実施させていただく予定でございましたが、急遽、諸

般の事情により変更せざるを得なくなり、翌週の１月２８日（土）午後２時からレイクアルスター

カワサキ中央図書館２階の視聴覚室にて開催させていただくことになりましたので、よろしくお願

いいたします。 

 

赤坂委員 

   その日の長坂小学校の 50 周年記念行事は、午前中で終わるのでしょうか。 

 

樫葉課長 

   終了します。またこの日は土曜授業の日にあたりますので、表彰の対象となる児童について、授

業終了後の午後からになっております。 

 

奥教育長 

他にございませんか。 

無いようですので、議案第２８号の「平成２８年度教育委員会表彰式の被表彰者について」は、

原案どおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

 

           〔異議なし〕 

 

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いたしました。 
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奥教育長 

他にございませんか。 

 

赤坂委員 

   議事録の作成にあたってですが、誰の発言かということがわかるように、発言時に名前を名乗っ

た方が良いと思うのですが。 

 

樫葉課長 

   議事録の確認もしていただいておりますし、その際もしご自分の発言と異なる場合は修正させて

いただきます。おそらく間違うことはないかと思います。 

 

奥教育長 

   議長が必ず○○委員と言うようにさせていただきますので、それで確認をするようにいたします。 

 

中村委員 

   学警連絡会（生徒指導担当の教職員と警察が情報交換する会）は、月に１回の開催でしょうか。 

 

和田学校教育課人権教育担当参事    

月に１回のペースで持っています。 

 

中村委員 

   そこに保護司さんも一緒に入るのですか。 

 

和田参事 

   入るのは協助員さんです。 

 

中村委員 

   その会議の中で気になったことがあります。インターネットで見つけたサイトで「月刊教員養成

セミナー」というところがアップしているのですが、「いじめが抵触する可能性のある刑罰法規の

例」という表がありました。例えば罪状が暴行だったり、恐喝だったり、傷害だったりで、第 208

条に適用された場合、２年以下の懲役もしくは 30 万円の罰金というものです。問題行動があったと

きに、ホームルームの時間等に、そのような表を生徒にに見せて考えさせたり、話し合わせたりし

ているのですか。 

 

和田参事 

   中学校では、14 歳を過ぎると少年法により刑事処分が可能ということがございますので、どこま

で踏み込んで話をしているのか聞いておりませんが、各中学校のほうで指導はしております。 

 

中村委員 

   加害者や被害者というかたちで直接関わった以外の人たちでも、クラス全体で先生が問題提起を

して、このような刑罰法規があるという話はするのでしょうか。 

 

和田参事 

   必ずやっているかどうか私も確認がとれていないのですが、ただ法に触れるという話はしていま

す。生徒も 14 歳を超えるか超えないかということは意識していると思います。 

 

中村委員 

   中学校に入ってからいろいろな場面を目撃したり、疑問を持ったりするような子供に対して、こ

のような例を親も知っておかなければならないと思いました。こういうことをご存じでない保護者

さんもたくさんいらっしゃると思いますので、資料として学校から配布してもらったらすごく助か

るのではないかと思います。悩んでいらっしゃる保護者さんもたくさんいらっしゃると思いますの

で、あいまいな言葉かけよりも、具体的に踏み込んで（親子で）話ができるのではないかと思いま

した。 
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和田参事 

   大阪府が示している問題行動対応チャートがございまして、それに係わって恐喝や暴行、傷害で

こういう刑にあたりますという表はホームページに一緒に出ております。教職員にはもちろん周知

しておりますが、ただ保護者にプリントで配っているかどうかまでは確認できておりません。意識

していただくのはある意味大切な事かなとは思います。 

 

中村委員 

   中学校の入学式の時に聞いたんですが、岸和田子どもセンターの方が一例として SNS のトラブル

のお話しされていましたが、保護者の方でお話しを聞いていない方もいらっしゃいましたので、式

典の時に資料として配布したらいいと思います。 

 

和田参事 

   ただ学校は教育機関であり、刑罰を一緒にして行使する機関ではありません。法規的な部分と教

育の領域の部分の難しい部分があると思います。 

 

中村委員 

   はい。ありがとうございます。 

 

北浦委員 

   特認校の件ですが、大木小学校は希望者が多いということは聞いたのですが、他の学校について、

概要を教えてください。 

 

辻課長 

   特認校につきましては、29 名の方にご応募いただきました。うち大木小学校が定員 16 名のとこ

ろ、17 名の応募者があったので、抽選の結果、1 名の方を不承認とさせていただくという結果とな

りました。通知については、本日発送したところです。第三小学校につきましては７名の方にお申

込みをいただきまして、面談で１名が辞退されて６名の方に承認通知を送ったところです。佐野台

小学校につきましては１名の方から応募をいただきまして、承認しました。合計しますと、29 名中

２名が不承認と辞退となりましたので、27 名の方にそれぞれの学校に入学していただく予定になっ

ております。 

 

奥教育長 

特認校制度の初年度ということで、それぞれの学校においては、今後より効果的に対応できるよ

うにしていきたいと思います。 

 

山下委員 

   SANO リンピックについてですが、校園長会でも事務局でも継続する方向にまとまっています。

教育委員会ではあまり議論していませんが、事務局でも継続する雰囲気になってますので、継続し

たいということで、意思統一させてもらってもよろしいですか。 

 

奥教育長 

   そのことについては、現場の校園長の先生方の意見も十分聞けていない部分もありますので、今

後やり取りしながら、最終的には教育委員会にお示しをさせていただこうと思っております。 

 

赤坂委員 

   それは予算がついたからですか。 

 

山下委員 

   つこうとしているからです。 

 

赤坂委員 

   スケジュール的には１月に教育委員会議があるので、そこで議論することになるのではないです
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か。 

 

奥教育長 

   それについては、私からまた話をさせていただきたいと思います。 

 

中村委員 

   来年度校長を退職される予定の方はあるのですか。 

 

奥教育長 

   人事案件になるので、それについては今ここでは言えません。すみません。 

 

赤坂委員 

   人数が足りるかどうかということですか。 

 

中村委員 

   はいそうです。具体的に幹部レベルの教師の方々が足りているのか、他から呼んだりしているの

か 

 

奥教育長 

   人事交流ということもございます。まだ作業をしているところでございますので、最終的にはま

たお示しをさせていただきます。 

 

奥教育長 

他にございませんか。特に無いようでございますので、教育長報告に移ります。 

 お手元に１２月の校園長会指示・指導事項の資料を配布しています。 

１点目。タウンミーティングの概要について、教育に関することについては安全、いじめ、校区、

学力のことがでましたので説明させていただきました。 

２点目。１２月議会の日程について説明させていただきました。また一般通告質問につきまして、

学力テストのこと、いじめの認知のこと、学校給食、熱中症対策、ネットリテラシー、情報マナー

の取組等が指摘されましたので、対応させていいただきますと報告させていただきました。 

３点目。学力向上に向けて、今回学力テストについての各校の分析も報告されて、ホームページ

でも公表されているということで、全ての学校の取組を見せていただいて、おおまかにこういうこ

とを各学校が考えていただいているということで説明をさせていただいた上で、今後の方策として、

学校の現場のご意見もいただきながら、市全体としてもどういう方向性をだしていくのか論議をし

ていきたいとお話しをさせていただきました。 

４点目。いじめ虐待について。これも前々回からいじめについては早期発見、早期対応に努める

必要があると話をさせていただいたのですが、虐待の件を受けまして、改めて学校で抱え込まずに

連絡、相談の徹底を確認して、学校現場については虐待は通告義務がございますので、福祉関係と

も連携しながら、通告について再認識していただくようお話しをさせていただきました。 

５点目。国際交流については２つあります。モンゴルの中学生が、日本語の勉強を目的として 45

名来ます。学校との交流をしたいという意向がございまして、日根野中学校で１月 20 日の午後に交

流していただくということになっております。またウガンダにつきましても、泉佐野市が 2020 年の

東京オリンピックのホストタウンとして位置づけることも考えているなかで、泉州マラソンに１名

のランナーが派遣されることになっています。せっかくの折でございますので、（マラソンが）終

わってから翌々日の 21 日に、国際交流も兼ねまして本格的なマラソンの指導をやってもらうという

ことで、午前中に小学校、午後に中学校で、陸上のクラブ活動も含めて訪問してくれる計画があり

ます。 

その他につきましては、（第８回泉佐野市）教育フォーラムのこととふるさと納税のことについ

て、市を挙げて取り組んでおりますので、学校園メンバーでもご協力をお願いしますと議長からお

願いをさせていただきました。１２月の校園長会での指示・指導事項につきましては以上というこ

とで報告をさせていただきます。ご質問はございませんか。 
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中村委員 

 ウガンダ共和国から派遣されるマラソン選手はだいたい何歳くらいの方が来られるのですか。 

 

奥教育長 

   まだ 30 歳になっていなかったと思います。ロンドンオリンピックではウガンダの選手が金メダル

を取ってらっしゃるということで、ウガンダもマラソンが強くなっていると聞いております。ウガ

ンダでもトップランナーの一人と聞いています。 

 

奥教育長 

事務局の方で他にございませんか。 

特に無いようでございますので、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。

次回は、１月定例教育委員会会議は、1 月 12 日の木曜日、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３時００分閉会）  

- 

   


