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議事日程
（報告事項）
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
議案第 15 号 泉佐野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について（教育総務課）
議案第 16 号 令和元年度泉佐野市社会教育委員の委嘱について（生涯学習課）

（午後 2：00 開会）
奥教育長
ただ今から令和元年 8 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、7 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。
（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。
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 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
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 11 に基づいて
説明。
新規 1 件、継続 6 件、計 7 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。
南委員
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「あのねフェスティバル」ですが第 1 回・第 2 回に行かせてもらったことがあります。当時は鹿
島先生が作品紹介をしてされており、すごく良かったと思っています。最近は行ってないのですが、
どなたかが発表されているのですか。
奥教育長
最近はもう先生はお見えにならずに、表彰や絵本作家の方の講演だとかで終わっていると思いま
す。朗読をしたりとかですね。私も去年は参加できなかったのですが、一昨年とその前と出ていま
すので、先生が講評をされたりとかそういったことはなかったですね。
南委員
少年少女合唱団さんですが、以前に比べて精力的に活動されているように見受けられます。団員
さんは増えていますか。
大引生涯学習課長
団員自体は横ばいです。全体でいくと卒業される人と入ってこられる人とバランスがとれていて、
だいたい横ばい 40 数名くらいで随時やっております。
中村委員
「クラシック放題」について、説明で平成 17 年度から続けられていて、小中高生以下は 500 円
以下ということですが、実際に来場した若者の構成、人数の推移の情報があれば教えてください。
大引生涯学習課長
実際に高校生以下の方がどれだけ来られたか数字をもっておりませんので、次回報告させてくだ
さい。
奥教育長
他にございませんか。
赤坂委員
新規の「大阪府小学校社会科教育研究会」ですが、泉南大会というのは大阪府全体でやって泉南
が当番で回ってくる催しなのかどうか。会の参加者は教員が主だと想像しますが、保護者や一般の
方の参加が可能かどうか、参加費についても聞かせてください。平日の小学校を使うということで、
子供さんとどういう触れ合いの仕方の行事なのかなと教えていただきたい。
木ノ元学校教育課長
まず 1 点目ですが、赤坂委員がおっしゃる通り大阪には 7 地区ありまして、今年は泉南地区が担
当になっておりますので、幹事市として申請をさせていただいております。2 点目ですが、同じく対
象は主に教職員となっております。一般の方の参加を特別拒んでいるわけではありませんので、実
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質として教職員が主に参加しているわけですが、参加費をいただく中で一般の方も参加できるよう
になっていますので、改めて一般の方が何名おられたかを説明させていただきたいと思います。3 点
目の実際の学校が開いている時間内での授業というところで、実際交流がどういうかたちになって
いるかですが、詳細については確認できていませんが、日程といたしまして、午後の授業のところ
から公開授業を予定しております。その後、学年別の分科会という形につながってきますので、授
業を公開する中で、どれだけの交流ができるかはその時の授業の内容によると思うのですが、公開
授業を通してそれぞれの先生方の情報共有ということで分科会につなげていく授業内容と伺ってお
りますのでご理解の方、よろしくお願いします。
赤坂委員
一応、参観的な公開ということですね。
奥教育長
実質ほとんど教職員だと思います。ＰＴＡなどのお世話をしてくださって、その時に保護者の方
も見ていることもあるかも知れないですけれども。泉佐野からも子どもを信達小学校に連れて行っ
て、公開授業するという。その後、分科会で授業について交流をしたり、全体会で社会義務教育の
泉南地区の趣旨を発表して、あとは講演、そういった流れですね。
北浦委員
チェコの「イトロ」の件ですが、全体で 20～30 人になりますよね。
大引生涯学習課長
イトロの少女合唱団については厳選された概ね 28 人編成で来られる予定になっています。ただ引
率の指導者の方も来られますので全部で 40 名くらいで来日されて、合唱団の団員さんのお宅にホー
ムステイするというかたちです。
北浦委員
もちろん受ける方も費用がかかると思うのですが、それは向こうが？
大引生涯学習課長
基本的には育成会さんの方で構想を練っていただいておりまして、3 年前に実施した時と同じで、
総費用で 130 万円くらいを見込んでおります。130 万円のうちのチケットの売り上げ、育成会の皆
さんでお集めいただいている活動費でプラスマイナスゼロになるように収支を組んでいただけるよ
うにしております。
北浦委員
チェコからはその費用は出ないということですか。
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大引生涯学習課長
はい。逆にチェコの方には出演料を払う形で。その出演料がすごく高いのですが、その費用がこ
ちらに来られる費用に当っているので、全員分で 90 万円とお聞きしております。
北浦委員
両方の国の子どもにとって貴重な経験になると思いますが、こちらから行く予定はありませんか。
奥教育長
40 周年ということで一昨年は行かせてもらいましたが、当分はないと思います。
今回は中央小学校に行っていただいて、給食を一緒に食べて交流したり、演奏を聞かせてもらえ
るということになっています。
他にございませんか。
赤坂委員
「大阪府小学校社会科教育研究会」は 57 回ということですが、これは基本 1 年に 1 回としたら昭
和 40 年代後半から始まっているということですから、かなり積み重ねた事業だと思いますが、1 年
に 1 回でよろしいですね。社会科教育研究会ですけれども、国語科とか英語科とか他の教科もあり
ますか。
和田学校教育課学校指導担当参事
各教科ともあります。
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 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 12 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、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 12 号を終わります。
続いて議案審議に移ります。
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議案第 15 号「泉佐野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について」を議題といた
します。説明をお願いします。
川崎教育総務課長
議案第 15 号「泉佐野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について」ご説明させて
いただきます。議案資料 15 の新旧対照表をご覧ください。
今回の改正は、日根野公民館・新池中学校プール・佐野台小学校プール・中央小学校プール・第
二小学校プールの新設に伴いまして、所要の改正を行うものです。
まず、第３条（教育部の事務分掌）のうち、第３項第１号、生涯学習課 生涯学習係のキ「佐野
公民館及び長南公民館」を「公民館」に改めますのは、単に日根野公民館を追加し、個別施設名を
列記するのではなく、青少年課の規定にある「青少年施設」やスポーツ推進課の「体育施設」など
と同様に、施設の種別表記に合わせ改めようとするものです。
次に、第７条（教育施設の所管）の表、２項の教育施設の欄の「北部公民館」の次に「日根野公
民館」を、また、同じ表の５項の教育施設の欄の「佐野中学校プール」の次に「新池中学校プール
佐野台小学校プール 中央小学校プール 第二小学校プール」を、それぞれ加えますのは、教育施
設の新設に伴いそれぞれ施設の所管課を明記するためです。
なお、これらの教育施設は既に使用されていますので、附則としまして、この規則は公布の日か
ら施行するものです。
説明は以上のとおりです。
よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
奥教育長
ただいま、教育総務課長より説明がありましたが、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、議案第 15 号「泉佐野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する
規則について」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。
次に、議案第 16 号「令和元年度泉佐野市社会教育委員の委嘱について」を議題といたします。説
明をお願いします。
大引生涯学習課長
令和元年度泉佐野市社会教育委員の委嘱についてご説明申し上げます。議案資料 16 をご覧くださ
い。
「令和元年度 泉佐野市社会教育委員名簿」ということで、10 名で構成されています。泉佐野市
社会教育委員会議ということで、社会教育を所管しております担当課、基本的には生涯学習課とス
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ポーツ推進課、青少年課、今年度から文化財保護課にも参加していただいて、泉佐野市社会教育委
員さんに助言アドバイス等々を報告させていただく会議を年 2 回開催しています。
10 名を名簿に沿ってご説明します。
神於正博先生は泉佐野市立校長会の新池中学校校長で、平成 30 年度から継続です。井田裕華様は
泉佐野市ＰＴＡ連絡協議会代表で充て職になりますので、毎年変わるため新規となります。川崎敏
信様は泉佐野市人権を守る市民の会代表で、平成 27 年度より継続です。本年度も社会教育委員会の
委員長に就任していただく予定です。明松由美様は泉佐野おやこ劇場代表で、平成 15 年度より継続
していただいています。綿谷征明様は泉佐野市青年団協議会代表でこちらも充て職になりまして新
規となります。谷口惠司郎先生は学識経験者、元校長会会長、平成 29 年度より継続で就任していた
だいております。赤松善弘様は泉佐野市町会連合会副代表で、こちらも充て職となり毎年変わられ
ます新規です。清水猛様は泉佐野市体育協会代表で平成 30 年度より継続して就任していただいてお
ります。
あと 2 名の方ですが、平成 22 年度から昨年度まで継続で就任していただいておりましたが、令和
元年度は新しく市民公募させていただいております。公募したところ 8 名の応募があり、無記名の
小論文審査の結果、塚本千里様と新明善子様の 2 名が選ばれております。経歴については添付して
おります資料の通りです。この２名の方を新規で市民公募で採用させていただいて、全員で 10 名で
令和元年度の泉佐野市社会教育委員というかたちで、第 1 回目の会議を 8 月 30 日に開催させていた
だいきたいと思います。
ご審議のうえご承認賜りますようお願いいたします。
奥教育長
ただいま生涯学習課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。
赤坂委員
公募というのは初めての試みですか。定数は何名ですか。
大引生涯学習課長
社会教育委員の定数につきましては、基本的には 10 名以下ということで運用させていただいてお
ります。前回、平成 22 年に公募している経過がございます。それ以前がはっきりしておらず申し訳
ございませんが、平成 22 年から継続していただいていた、そして今年令和元年度に新しく市民公募
をとらせていただいたという経緯でございます。
赤坂委員
経歴についてはプライバシーの問題もありますので、我々も目を通すだけでいいと思います。
回収した方がいいのではないかと思います。
奥教育長
はい。では後で回収させていただきます。
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他にございませんか。
無いようでございますので、議案第 16 号「令和元年度泉佐野市社会教育委員の委嘱について」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。
続きましてその他で何かございますか。
中岡文化財保護課長
歴史館いずみさので夏季企画展「摂河泉の考古学―小さな速報展―」を 7 月 20 日から開催してお
りますので、是非お知り合いにもお示しいただいて参加していただければと思います。指定管理者
の大阪府文化財センターにお願いしている関係で、摂津と河内のものも泉佐野で見ていただけます。
摂津と河内と和泉で土器の形が違ったりしますので、展示室で見ていただけたらと思います。
泉佐野は佐野中のプールの時に発掘調査をしておりまして、その時の遺物がチラシ裏の勾玉の下
の須恵器とか、横にある土師器も全体はきれいに残っていませんが、展示しておりますので見てい
ただければと思います。よろしくお願いします。
奥教育長
他にございませんか。
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。
次回は、小学校の教科書採択ということで、８月臨時教育委員会会議を 8 月 16 日の金曜日、午後
2 時から市役所 5 階第一会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 40 分閉会）
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