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令和2年12月定例教育委員会会議録 

１．日 時 令和2年12月8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  奥 真弥  

 教育長職務代理者 赤坂 敏明 

 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 

 委 員 石崎 貴朗 

 

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 

スポーツ推進担当理事        樫葉 浩司 

教育総務課教職員担当参事      十河 統治 

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 

学校教育課学校指導担当参事     和田 哲弥 

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 
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2 

議事日程 

   （報告事項） 

報告第３１号  教育委員会後援申請について 

報告第３２号  教育委員会後援実施報告について 

 

議案第３７号  令和２年度教育委員会表彰の被表彰者について（教育総務課） 

 

   （午前 10時 00分開会） 

 

奥教育長 

   ただ今から令和 2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。 

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石崎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ございましたら、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、甚野委

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。 

まず報告第 31 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。 

 

田倉教育総務課長代理兼係長 

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 31 に基づいて説

明。 

新規 1件、継続 3 件、計 4 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。 

 

木ノ元学校教育課長 

   学校教育課で 3 件後援申請をしております。その状況につきまして、新型コロナウイルスの感染

状況が厳しい中ですので、上申したいと思います。 

まず 1件目の新規事業の株式会社朝日新聞社主催によります作文・スクラップ教室でございます

が、こちらは午前と午後の 2 回開催ということで、それぞれ 20 組の親子さん、計 40 名の方に参加

をしていただく事業になります。主催者側といたしましては大阪府がレッドステージの状態が仮に

ありましたら、中止をするということで決定をされております。12 月の開催状況でございますが、

12 月 5 日の姫路市での開催、12月 6 日の大阪市での開催は中止となっております。 
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続きまして、2件目の第 44 回泉南人研研究集会につきましては、紙面開催という形になっており

ますので、その通りです。 

3 件目の泉佐野市人権教育研究大会につきましては、主催団体のほうで 1 月 15 日、大会の 2 週間

前を基準日といたしまして、その時点で国が緊急事態宣言を発令している場合、または大阪府がレ

ッドステージとなっている場合は中止、また市内の学校園で感染者が発生し臨時休業となっている

場合も中止、その他不測の事態が生じた場合も中止ということで主催者側があらかじめ決めており

ますのでご報告をさせていただきます。 

 

奥教育長 

   感染状況によっては中止になり得るということですね。 

ご質問ご意見がございましたらお願いします。 

 

畑谷委員 

   1 番最初の作文・スクラップ教室について、午前午後各 20組の親子とおっしゃいましたが、これ

は小学生を対象にされているのですよね。 

 

木ノ元学校教育課長 

   小中学生の親子ということになっております。 

 

奥教育長 

   他にございませんか。 

 

中村委員 

   私も新規の朝日新聞社の件ですが、私の子供たちが小学校 6 年生の最後の遠足として朝日新聞の

どこの施設かわかりませんが、遠足という形で紙面づくりの現場を生で見学させていただくという

体験をしました。今回は作文・スクラップ作りということで内容が大きく違うのかなと。新聞を作

る工程などを見るわけではなく、膨大な量から自分の興味のある作文を作っていく体験をするとい

うことでよろしいですか。 

 

木ノ元学校教育課長 

   中村委員がおっしゃられたものについては各校が社会見学、総合学習の一環として自主授業で見

学に行っていることは仄聞しております。今回の事業はどちらかというと朝日新聞さんの方で子ど

もたちの 3つの力を鍛えようというテーマをお持ちになられて全国的に展開している事業と聞いて

おります。1 つ目は読解力、2つ目に情報処理力、3 つ目に表現力、この 3 つの力を鍛えるためにと

いうことで朝日新聞の中の小学生新聞と中高生新聞の中の時事キーワードをスクラップして、その

ことについて 200字程度でまとめる作文を作り上げるという、ワークショップ的な授業ということ

です。 

 

中村委員 
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   その作品はできあがったら、コンクール的に表彰されたり、みなさんにお披露目という機会があ

りますか。 

 

木ノ元学校教育課長 

   発表はございません。 

 

中村委員 

   作ってみて、よかったねという体験ですね。わかりました。 

 

奥教育長 

   泉南人研ですが、紙面上開催で学習会は分散して、それぞれで集まってするのですか。 

 

木ノ元学校教育課長 

   例年通り、分科会がございまして、まとめて計 20校のレポートを作成して、それを紙面でもって

開催すると聞いております。 

 

奥教育長 

   人がどこかに集まって紙面を見て話し合いをするのですか。 

 

渡辺学校教育課人権教育担当参事 

   大会の集会については人を集めてやらないということですが、後日専門部会の方でこの冊子を使

って学習会をする可能性もあるということです。 

 

奥教育長 

   人は集まらないということですね。わかりました。 

   佐人研のほうはレッドステージでなければ、分科会発表してするということですね。泉の森かこ

の辺りの公共施設でするということですね。 

 

木ノ元学校教育課長 

   はい、おっしゃるとおりです。泉の森ホールと社会福祉センターでそれぞれ分科会を実施すると

いうことで予定しております。 

    

奥教育長 

   他にございませんか。 

 

赤坂委員 

   1 つ目の朝日新聞についてエリアの確認ですが、親子 20 組ずつは泉佐野市内、それとも朝日新聞

が泉州エリアとかいう形でされるのか。 

 

木ノ元学校教育課長 
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   特に泉佐野市内の親子を制約しているわけではないと聞いております。ということは近隣の親子

さんも参加の対象になっているということで、ご理解をお願いいたします。 

 

奥教育長 

   会場は泉佐野ですね。 

 

木ノ元学校教育課長 

   はい。 

 

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 31 号を終わります。 

   次に、報告第 32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。 

 

田倉教育総務課長代理兼係長 

報告第 32 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 32「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32をもって報告にかえさせていただきます。 

 

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。 

 

   無いようでございますので、以上で報告第 32 号を終わります。 

   続いて議案審議に移ります。 

 

議案第 37 号「令和２年度教育委員会表彰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。 

 

田倉教育総務課長代理兼係長 

   議案第３７号「令和２年度教育委員会表彰の被表彰者について」ご説明させていただきます。議

案資料３７をご覧ください。 

泉佐野市教育委員会表彰規則及び表彰基準に基づいて、教育委員会各課及び各学校より推薦され、

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、個人、学校合せて２８件でご

ざいます。 

 内申一覧表をご覧ください。 

・１番から４番の方は、表彰規則第２条第１項第１号に規定しています、職員の永年勤続に該当す

るもので、１番及び２番の方は学校医で１６年以上、３番の方は学校医で１５年以上、４番の方は

学校歯科医で１５年以上務められ、成績良好として表彰する方々です。 

 



 

 

6 

・５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。 

 

・６番及び７番の方は、昨年度から実施しています「泉佐野市 子どもの主張コンクール」の小学

校の部、中学校の部のそれぞれ最優秀賞の児童・生徒に対する表彰で、表彰規則第３条第１項第１

号に該当するものです。 

なお、被表彰者につきましては、本教育委員会議終了後に別室にて委員の皆様に選考いただく予

定となっております。 

 

・８番の方は、同じく表彰規則第３条第１項第２号に該当するもので、体育活動において、特に優

秀な成績をおさめられた市立学校の児童・生徒に対する表彰です。 

 

・９番から２８番までの方は、表彰規則第４条第１項第１号に該当するもので、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。 

 

なお、教育委員会表彰の表彰式でございますが、来年１月１７日（日）、午前１０時３０分から、

レイクアルスターカワサキ生涯学習センター１階の多目的室にて開催させていただく予定でしたが、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度については中止とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

説明は以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

奥教育長 

   ただいま、田倉教育総務課長代理兼係長より説明がありましたが、ご意見ご質問がございました

ら、お願いします。 

 

中村委員 

   後半の部分の 18 番の方は、前後の業績を見る限り空手かなと思われますが、空手でよろしかった

でしょうか。 

 

山路スポーツ推進課長 

   はい。おっしゃる通りで、14番から 28 番までは空手です。 

 

奥教育長 

   他にございませんか。 

 

甚野委員 

   教育委員会表彰だけではなく、他の市町村もいろいろな行事が中止になっている状態だと思いま

す。この行事は必ずこの月にするというように長年恒例で決まっているとは思うのですが、この 1

年間の流れを見ていますと、コロナで寒くなってくると中止になる行事が多くて、ある程度春から

夏にかけて秋までは何とか行事ができている状態に見受けられました。長年この月にこの行事をす

ると準備をされていると思うのですが、開催する月を変更はできないのかと思いました。たくさん
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行事がありますので、全ての行事は無理かなと思いますが、長年続いている行事はもったいないな

と思っております。 

 

奥教育長 

   体育の関係で空手などの競技が多いようですが、例えば時期をずらして秋に開催したら、対象者

が大幅に減りますか。 

 

山路スポーツ推進課長 

   当課で推薦を上げさせていただいているのは、前回の締め切り後に大会で良い成績をおさめられ

た人については、推薦させていただいております。大会がコロナの関係で中止という競技もあれば、

時期をずらして開催されているものもございますので、こちらとしては締め切り前なのか、以降な

のかによって申請を上げさせていただいております。 

 

奥教育長 

   ということは、前年度のことであっても次の時に表彰の対象になるという事ですね。 

 

山路スポーツ推進課長 

   はい。何年も前のことについてはお断りしているのですが。 

 

奥教育長 

   変更しようと思えば可能ではあるけれども、秋にするとなってくると日程が恐らく取れなくなる

と思いますね。いろいろな行事がありますのでね。また検討もさせていただきたいと思います。 

 

   他にございませんか。 

 

   無いようでございますので、議案第 37号「令和２年度教育委員会表彰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。 

         

 （各委員「異議なし」の発言あり） 

 

奥教育長 

   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ました。 

その他で何かありませんでしょうか。 

 

中岡文化財保護課長 

   日本遺産というチラシをお配りさせていただきました。昨日の夕方に東京から届いたばかりで、

外部に出すのが初めてになりますけれども、BS-TBS で日本遺産という番組がありまして、本年度

コロナの関係もありまして、2020日本遺産スペシャルということで 90分番組で、この裏面にあり

ますように日本遺産の 6か所ストーリーを一挙放映するということです。泉佐野の中世日根荘の風

景というところを、この中で 15分、ハイビジョンと 4Kのとてもきれいな映像で放送されますので、
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是非ご覧ください。出来ました映像につきましては泉佐野市にいただけますし、ダイジェスト版で

発信できるようになっていますので、これ以降は泉佐野市の方で発信する予定と考えております。 

 

山下委員 

   何時からですか。 

 

中岡文化財保護課長 

   12 月 27 日午後 1時からになります。 

 

奥教育長 

   他にございませんか。 

 

   成人式について教育委員さんは半々に分かれて参加させてもらったらいいのですよね。 

 

中岡青少年課長 

   午前と午後のご案内をさせていただいております。 

 

奥教育長 

   抽選はありますよね。例えば、特賞は午前の部と午後の部の両方に入っているということですか。 

 

中岡青少年課長 

   特賞は午前の部、午後の部それぞれにございます。現在の所、国内旅行を考えております。 

 

奥教育長 

   旅行になったのですか。 

 

中岡青少年課長 

   泉佐野市青年団協議会と調整している最中という形になっております。 

 

中村委員 

   今年初めて案内ハガキを見たのですが、企画側が工夫されたなと思ったのは、ふり仮名を付けて

下さっていたところです。字も大きくなっていて感動しました。 

 

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 1月の定例教育委員会会議は令和 3年 1 月 6 日水曜日、午後 2 時から、市役所 4階 庁議

室で開催いたします。 

   それではこれをもって本日の会議は終了いたします。 
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（午前 10 時 25 分閉会） 


