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昌俊
扶美

議事日程
報告第３４号 平成２８年度全国学力・学習状況調査分析結果について（学校教育課）
報告第３５号 泉佐野市成人式の開催について（青少年課）
報告第３６号 教育委員会後援申請について（教育総務課）
報告第３７号 教育委員会後援実施報告について
議案第２６号 泉佐野市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について（教育総務課）
議案第２７号 泉佐野市人権教育推進校ＰＴＡ連絡会の要望書に対する回答書について
（学校教育課）
（午後１４：００開会）
奥教育長
ただ今から平成２８年１１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、畑谷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、10 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、南委員
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３４号「平成２８年度全国学力・学習状況調査分析結果について」を議題といたし
ます。報告をお願いします。
明渡学校指導担当参事
「全国学力・学習状況調査」の実施要領では、教育委員会における市町村・学校の結果公表の取
扱いについて、「調査により測定できるのは学力の特定の一部分であることなどを踏まえるととも
に，序列化や過度な競争が生じないようにするなど教育上の効果や影響等に十分配慮することが重
要である。」としています。このことを踏まえ、実施要領に定める配慮事項に十分留意した上で、
個々の学校名を明らかにした調査結果を、昨年同様公表いたします。
各学校の平均正答率及び分析結果についても、市と同様の形式でまとめています。分析結果につ
いては、本日の教育委員会議でご承認いただけましたら、11 月 18 日（金）にＨＰにて公表する予
定となっています。ただ、大木小学校については、６年生児童が３人と極めて少ないため、分析結
果の公表はいたしません。
この調査では、小学校６年生と中学校３年生の児童生徒を対象とし、学力に関しては、小学校で
は国語と算数、中学校では国語と数学が行われ、併せて児童生徒の学習や生活の状況、学校の取組
みに関しても行われました。本日の資料は、泉佐野市全体の分析結果です。国語では「授業で目的
に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりしていますか」、算数や数学では「授業で
問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書いていますか」等で全国との差がより開いており、
これらを中心に、今後の課題として授業改善等を進めていく必要があります。また小中学生ともに、
テレビ・ビデオ・ＤＶＤ等の視聴時間が長いことやテレビや携帯ゲームの使用時間が長いことが以
前から課題として表れています。
各校種の分析のはじめには「いっしょに取り組みましょう！」と題して６つの提案をしています。
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課題を基に児童生徒や教職員、またご家族のかたが、それぞれの立場でどのようなことに気をつけ
ていくことが望ましいのかを６つに絞って、提案しています。内容は、①授業中は、学習ルールを
守りましょう。②授業では答えの理由も書いたり話したりしましょう。③宿題を含めて，家庭学習
する習慣をつけましょう。④本を読む習慣をつけましょう （１日 30 分～１時間を目安に）。⑤テ
レビ・ＤＶＤ等の視聴は、時間を決めましょう（１日１時間以内を目安に）。 ⑥ケータイ・スマホ
の使用は、時間を決めましょう（１日１時間以内を目安に）。泉佐野市の子どもたちの学力や学習
状況の改善のために、学校や家庭が連携して取り組んでいけたらと思っています。報告は以上です。
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
分析内容等で変わったことはないですよね。
明渡学校指導担当参事
はい。分析内容で大きく変わったことはございません。
赤坂委員
「学習状況調査の分析」の 31 ページの泉佐野市と全国との差の表記方法について、数字の前にプ
ラスやマイナスの表記があれば見やすいと思うのですが。
明渡学校指導担当参事
例年の表記方法に従って、プラスマイナスをつけていませんが、その経緯がわかっていませんの
で、確認してつけてよいものであればつけようと思います。
赤坂委員
プラスやマイナスを付けることに違和感があるようでしたら、※印等をつけていただいたほうが
分かりやすいと思います。
奥教育長
それでは検討して下さい。
他にございませんか。
中村委員
学力調査当日は先生から説明があると思いますが、採点されたものが返ってきてから、復習など
を行っていないのですか。
明渡学校指導担当参事
自己採点をする学校もございますが、市としてはそこまで把握できておりません。採点した答案
については、９月の終わりから 10 月初旬くらいに、子供たちに返している状況です。
奥教育長
２学期に入ってから個人票が返ってきますよね。
明渡学校指導担当参事
例年は９月終わりですが、今年は集計に問題があって 10 月に返しています。
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３４号を終わります。
次に、報告第３５号「泉佐野市成人式の開催について」を議題といたします。報告をお願いしま
す。
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唐池青少年課長
2017 年の泉佐野市成人式実施要綱について報告いたします。日時は平成 29 年１月９日午前 10
時から、場所はエブノ泉の森ホール(大ホール)で行います。参加対象者は市内に在住し、平成８年４
月２日から平成９年４月１日までの出生者で、９月 30 日現在では男性が 606 人、女性が 606 人、
合計 1212 人となっています。主催は泉佐野市、泉佐野市教育委員会、共催は泉佐野市青年団協議会
となっています。内容については例年通りの進行です。案内状のハガキについては、12 月初旬に、
ご来賓の方を含めてご本人様宛に「2017 年成人式のご案内」というハガキで青少年課から送付をす
る予定です。また当日ハガキを忘れたとか、ハガキが届いていないという方でも参加は認めます。
以上、例年と大きく変わっているところはございません。よろしくお願いいたします。
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。
赤坂委員
式典檀上登壇予定者名簿の中に、団体の副会長が３～４名ありますが、昨年度に本来は会長さん
を招待したところ、代理で副会長が来られた団体が副会長になっているということですよね。初め
から副会長宛てに案内を出しているということではないですよね。
唐池青少年課長
会長様宛てにご案内を差し上げておりますが、それぞれの割り振りがあって、当日は副会長様が
出席していただいたということです。ご案内は会長様宛にお送りしております。
上野教育部長
登壇予定者の所属及び団体の中には、それぞれの団体ということではなく、青少年問題協議会の
委員を招待しています。それぞれの団体から選出されている委員の中には、副会長の方もいて、必
ずしも所属団体の長の方が委員さんになっているとは限りませんので、その場合は副会長を招待す
ることになります。
唐池青少年課長
再度確認いたしまして送付いたします。
南委員
毎年のことなのですが、式が始まっても新成人が賑やかにしていて登壇者の話を聞いていないの
ですが、それを防止する対策は考えていますか。
唐池青少年課長
新成人が賑やかで困っているのは泉佐野市にかかわらないのですが、特にこれといって有効な手
立てがないので、教育委員さんのほうでこういう方法がいいのではないかというご提言があれば、
それを参考にして対応させていただきたいと思います。
中村委員
案内状に「当日は皆さんの中学校時代の恩師の方にもご出席いただきます」とあるので、恩師に
会えるのを楽しみにしている人もいると思います。各中学校ごとに座ってもらうのは難しいでしょ
うか。
唐池青少年課長
ご指摘の通り、そういうことも含めて内部でどれが一番よい方法か、まだ十分に時間もあります
ので検討させていただきたいと考えています。
奥教育長
他にございませんか。
人生の節目となる式典ですから、今出たような意見も含めて、ご検討をよろしくお願いします。
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無いようでございますので、以上で報告第３５号を終わります。
次に、報告第３６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３６号に基づ
いて説明。新規１件、継続４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。
中村委員
「キッズ本格おしごと体験」についてですが、いろいろなお仕事とは具体的にどのような職業を
体験できるのでしょうか。
辻学校教育課長
案として、泉佐野市保健センターで栄養改善のお仕事、府の自動車整備振興会で自動車の整備点
検体験、スイーツデコを製作、ネイリスト、航空保安大学による管制官の体験などをいただいてお
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３６号を終わります。
次に、報告第３７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３７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３７号をもって説明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。
無いようでございますので、以上で報告第３７号を終わります。
奥教育長
続いて議案審議にうつります。
議案第２６号の「泉佐野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則の制定について」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
今回の規則改正は、学校教育課が所管いたします就学通知等の事務に係る電算システムの更新に
際し、新たに電子印を使用することとなり、それに伴い、規定等を追加するものでございます。電
子印とは、１枚１枚、公印を捺印することにかわり、電算システムを利用し、印影を印刷すること
により、事務の効率化を図るものでございます。新旧対照表をご覧ください。
まず、第８条と第９条の間に、新たに第９条を追加し、これに伴う条ずれで、第９条を第１０条
といたします。それでは、追加いたします第９条の条文を述べさせていただきます。見出しは「電
子計算機による公印」でございます。第９条 電子計算機（これに準ずるシステムを含む。次項に
おいて同じ。）を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、教育総務課長に合議の上、教育長の
決裁を得て、当該文書に電子印（電子計算機又はこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録
しておくことができる機器の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影。以下同じ。）を打
ち出すことにより公印の押印に代えることができる。２ 前項に規定する処理をする場合は、電子
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印の改ざんその他不正使用のないように電子計算組織を適正に管理しなければならない。
次に、第３条関係の別表第１をご覧ください。公印の名称・書体・寸法・用途等を定めたもので
ございますが、表の３段目に、今回追加いたします「学校教育用泉佐野市教育委員会之印」を追加
しております。ひな形は「１の３」、書体は「てん書」、寸法は「方２１」、用途は「就学、就学
援助、特別支援就学奨励費、奨学金及び就園奨励費に関する文書」、公印看守者は「学校教育課長」
でございます。また、併せて、表の二段目にあります表彰状用の公印の名称を、「泉佐野市教育委
員会之印」から「表彰状用泉佐野市教育委員会之印」に改めるとともに、用途を実情に合わせ、詳
細に記載いたしました。
続いて、第３条関係の別表第２、公印のひな形を定めたものですが、１の２で「表彰用泉佐野市
教育委員会之印」、１の３で「学校教育用泉佐野市教育委員会之印」のひな形を追加しております。
なお、附則といたしまして、この規則は、公布の日から施行するものです。説明は以上です。
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。
中村委員
実際目にしたことがないので、どのような形のものがどのように変化したのか、実物のサンプル
のようなものはありませんか。
樫葉教育総務課長
市民税等の通知でご覧になっていると思うのですが、印影を電子データとして取り込んで、通知
書等を印刷する時に印影も一緒に印刷するものです。税金の印影の色は赤くなっていたと思います
が、今回は黒い印影です。
奥教育長
他にございませんか。
無いようですので、議案第２６号の「泉佐野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則の制定
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。
次に議案第２７号の「泉佐野市人権教育推進校ＰＴＡ連絡会の要望書に対する回答について」を
議題といたします。説明をお願いします。
和田人権教育担当参事
去る 10 月 19 日に、泉佐野市人権教育推進校ＰＴＡ連絡会（以下「人推Ｐ連」）より教育委員会
に対し要望書の提出がございました。資料をご覧ください。真ん中縦線より左側が人推Ｐ連からの
要望でございます。内容は大きく分けて、基本要望と教育条件・教育活動の２点でございます。そ
れぞれの要望に対し回答をつけておりますが、要望につきましては昨年度の要望と変わりはござい
ませんでした。
こちらからの回答の中で、変更点が３点ございます。まず１点目は、基本要望の２点目です。５
行目からの部分、35 人以下の少人数学級につきまして、昨年度は、すべて予定となっておりました
が、今年度は３・４年生に対してスタートしておりますので、３・４年生に行っており、来年度は
５・６年生に行う予定と回答させていただいております。
次に２点目ですが、教育条件・教育活動の６点目です。１行目の介助員について、昨年度は「増
員に努める」という回答をしておりましたが、今年度は「適正な配置に努める」と回答させていた
だいております。これは、介助を要する子どもの人数や実態に応じて配置させていただくというこ
とでございまして、必ずしも増員するということではない、ということでございます。
次に３点目ですが、先ほどの１つ下、学校図書の充実につきまして、２段落目に今年度より事業
委託方式を採用しておる旨、回答させていただいております。以上が、大きな変更点でございまし
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て、その他は、昨年度と同様でございます。
奥教育長
ただいま、学校教育課人権教育担当参事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。
中村委員
学校図書についてですが、先日の校園長会で洋書が各中学校に配置されたとの報告がありました
ので、こちらの件も回答に加えてはいかがでしょうか。
和田人権教育担当参事
今回は学校図書館の運営に関する要望のため、洋書のことについては特に触れていません。
中村委員
今回は司書さんに関する要望ということだからですか。人推Ｐ連も洋書が配置されていることは
ご存じでないかもしれないと思いましたので、努力している姿勢を見せることができるのではない
かと思います。
奥教育長
口頭ででも報告したらどうでしょうか。
他にございませんか。
赤坂委員
「図書館司書教諭の資格取得を推進」ということですが、昨年よりも資格を取得された教員の比
率は増えているのでしょうか。
和田人権教育担当参事
詳細まで把握できておりませんが、取得していただく教諭を増やしていきたいというわけではあ
るのですが・・・
赤坂委員
教諭には図書館司書の資格取得の声掛けはしているのですか。
和田人権教育担当参事
そのような研修があれば周知しています。
明渡学校指導担当参事
大阪府で図書館司書の研修がありまして、昨年度は 1 人が受講しています。司書の資格は単位を
いくつか取得したら得られますが、その方が単位をどれだけ取得できたかは定かではありません。
赤坂委員
要望書に回答する場合、取得者の比率のデータが必要だと思います。また教育委員会でお示しい
ただけたら参考になると思いますので、要望をしておきます。
和田人権教育担当参事
確認させていただいて、11 月 22 日に会議がありますので、伝えるようにします。
奥教育長
他にございませんか。
無いようですので、議案第２７号の「泉佐野市人権教育推進校ＰＴＡ連絡会の要望書に対する回
答について」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〕
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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。
続いて、その他でございますが、何かございますか。
畑谷委員
今日の毎日新聞で、三重県鈴鹿市が台風や日照不足で野菜が高騰しているため、給食を 2 日間休
止すると載っていました。保護者の方の負担が少ないように、2 学期の最終の給食と 3 学期の最初の
給食を中止するという内容でした。また、他にも悩んでいる自治体があるということでしたが、泉
佐野市は野菜の高騰で困っていることはあるのでしょうか。
薮学校給食担当参事
ご指摘のとおり、かなり野菜が高騰しておりますが、給食センターでは大量購入で質のよい商品
を購入しておりますので、価格が高いといっても給食を止めるところまではいきません。例えば、
牛肉から豚肉や鶏肉に変更したり、野菜の種類を少し減らすなどの対応で、給食を中止することは
考えておりません。
奥教育長
他にございませんか。
鈴木文化財担当参事
歴史館いずみさのと教育委員会総務課とが調査をした結果を、「文化遺産を未来につなぐ」とい
う展覧会として行うことになりました。平成 26 年度から泉佐野市内の全ての文化財を把握する調査
を行っていて、今年が最終年度となります。この展覧会は、その総括という位置づけです。今回は
新規発見の資料もかなり展示しておりますので、今までご覧いただいていないようなものもあるか
と思います。特に昨年から国の補助金事業として樫井の重要文化財、奥家住宅関連の未発表の資料
1,000 点と、同じく樫井の東商会の 1,000 点の合計約 2,000 点の一部につきましても、今回展示をし
ております。奥家の歴史だけではなくて、樫井の歴史、ひいては泉南地域の歴史等についても重要
な資料になっています。また総括として１月 14 日に生涯学習センターで講演会を開催し、携わって
いただいた先生方にお話しをいただきたいと考えております。
奥教育長
ただいま、教育総務課文化財担当参事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。
南委員
今年は天気にも恵まれ、多くの来場者があったということですが、テント位置が西から見た時に
人が居るのが見えない設置の仕方になっており、イベントを開催しているのが分かりづらく、逆向
きに設置したほうがよかったのではないでしょうか。
鈴木教育総務課文化財担当参事
コスモス園は、今年は 16 日から 30 日まで、予定通り 16 日間開催していました。今年は平均で
約 100 名の来場者があり、去年の 22 日間で 1700 名に比べると非常に多くの方にお越しいただきま
した。ご指摘の件ですが、案内については、道端に旗や矢印をつけて案内をしておりましたが、今
年は少し奥まったところに受付場所を移動したようなので、やや分かりづらかったかもしれません。
地元の作業されている方が、風向きの問題でテントの場所を移動したとおっしゃられていました。
今後反省会があるので、みなさんと検討したいと思います。
奥教育長
他にございませんか。
山下委員
11 月 10 日の総合教育会議ですが、どのような流れですか。
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樫葉教育総務課長
ご案内が遅れましたが、今回は今日も議題にありました全国学力・学習状況調査の分析結果を踏
まえて泉佐野市の子ども達の現状と課題ということで、学力テストだけでなく学習状況、生活面等
も含めていろいろご意見を交換していただこうと思いますので、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。特に無いようでございますので、教育長報告事に移ります。
まず１点目ですが、平成 28 年度全国学力・学習状況調査の結果について、学力向上のために各学
校の分析を公表しますが、それについて改めてお願いをしておきました。
２点目、道徳教育振興会議についてですが、10 月 13 日に第 2 回会議を開きました。第１回で出
された道徳教育をめぐる課題と全国学力・学習状況調査からの子どもの課題を踏まえて、何に重点
を置くのか提言内容の論議でした。できたら年内に第 3 回会議を開催し、提言内容案を提示して確
認作業を進める予定です。
３点目、いじめ等の認知・共有についてですが、文科省有識者会議による提言内容から、いじめ
の認知件数に都道府県で格差がかなりあるということです。いじめを見逃さないということ、教職
員全員で組織的にしっかり共有し取組んでいくことをお願いしております。
４点目、特色ある教育活動についてですが、平成 29 年度予算の泉佐野市の未来を創る教育事業に
つきまして、新たな取組み等があれば計画をしていきたいということでお願いしております。
5 点目、その他になりますが、登下校の安全対策について子ども安全対策会議でも問題になってお
りました「自家用車による子供の送迎」にかかる実態と安全対策についてアンケートを取らせてい
ただくお願いをしております。また、タオル筆で描く絵手紙コンクールについてということで、11
月末が締切りになりますが、子供さんの作品が少ないのでお願いをしておきました。最後にタウン
ミーティングについてですが、いじめの問題や登下校時の安全の問題、貧困の問題、すこやかネッ
トのイベント等々について質問があり説明させていただき必要とあらば、学校にその旨を伝えてい
くというお話をさせていただきました。以上です。
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、１２月定例教育委員会会議は、12 月９日の金曜日、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１５時００分閉会）
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