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平成３０年４月定例教育委員会会議録 

１．日  時    平成３０年4月６日（金）午後３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 

教育部長              溝口 治 

施設担当理事            福島 敏 

スポーツ推進担当理事          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      十河 統治 

         教育総務課給食担当参事       薮  剛司 

         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     古谷 秋雄 

生涯学習課課長           大引 要一 

青少年課長             山隅 唯文 

スポーツ推進課長          山路 功三 

文化財保護課長           大関 逸子 

    （庶務係）教育総務課長代理兼係長       田倉 元 
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5．本日の署名委員 委 員               畑谷 扶美 

 

 

議事日程 

   （報告事項） 

報告第 12 号 教職員の人事異動について 

報告第 13 号 事務局職員の人事異動について 

報告第 14 号 教育委員会後援申請について 

報告第 15 号 教育委員会後援実施報告について  

 

議案第 24 号  スポーツ推進委員の委嘱について （スポーツ推進課） 

 

  （午後 3：00 開会） 

 

奥教育長 

ただ今から平成３０年 4 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、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、３月定例教育委員会議及び３月臨時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

員と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。 

報告第 12 号「教職員の人事異動について」を議題といたします。 

新任の管理職の異動紹介 

 

（各自挨拶） 

 

奥教育長 
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続いて、報告第 13 号「事務局職員の人事異動について」を議題とします。溝口部長から報告をお

願いします。 

 

溝口教育部長 

   教育委員会事務局の人事異動については、報告資料第 13 号の一覧表のとおりです。 

   管理職の異動対象者を紹介 

 

   （各自挨拶） 

 

奥教育長 

次に報告第 14 号「教育委員会後援申請について」を議題とします。 

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 14 号に基づい

て説明。 

 

   新規 0 件、継続 7 件の事業内容について一括で報告 

 

奥教育長 

   ただいまの教育委員会後援申請について、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 14 号を終わります。 

   次に、報告第 15 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 15 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 15 号「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 16 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 15 号をもって報告にかえさせていただ

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。 

 

木ノ元学校教育課長 

   前回の教育委員会議におきまして赤坂委員よりご質問いただきました内容についてご報告させて

いただきます。事業名称「第 11 回わんぱく相撲 泉佐野大会」で、参加者が近畿大会、全国大会ま

で勝ち進んだ場合、女子の参加が可能であり、両国国技館の土俵にあがることができるのかという
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ご質問に対しまして、前任の上田課長が主催者に確認しましたところ、やはり女子が土俵にあがる

ということは今現在もできないという回答をいただきました。この件につきましては、新聞紙面等々

で相撲協会のあり方のついての論議等がなされているところかと思いますので、教育委員会としま

してもその動向を注視してまいりたいと思います。以上です。 

 

奥教育長 

他ございませんか。 

   無いようでございますので、以上で報告第 15 号を終わります。 

続いて議案審議にうつります。 

議案第 24 号「スポーツ推進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。 

 

山路スポーツ推進課長 

議案第 24 号「スポーツ推進委員の委嘱について」ご説明いたします。 

議案資料 24 をご覧ください。 

ご説明の前に、１つ訂正とお詫びを申し上げます。議案資料として、22 名の推進委員の名簿を提

出させていただいた後に、7 番の近藤輝史さんが学校教育課の指導主事として、市職員に配属された

ため、今回スポーツ推進委員を退任していただくことになりましたので、削除願います。学校現場

に復帰されましたら、また、改めてスポーツ推進委員をお願いしたいと考えております。 

さて、推進委員につきましては、定員が 26 名であるところを現在 20 名くらいで推移しておりま

す。一人でも多くの方にお願いしたいということで、金場会長から、以前に推進委員をしていただ

いていた 21 番の佐々木朋子さんと 22 番の佐藤大さんにお声掛けをしていただいたところ、快くお

引き受けいただきましたので、今回 21 名の方に委嘱させていただきたいと考えております。 

   なお、任期は平成 30 年度、31 年度の 2 年間となります。 

ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

谷口スポーツ推進担当理事 

   補足で説明させていただきます。 

   推進委員につきましては、4 月 1 日の委嘱になりますので、３月の教育委員会にお諮りし、ご承認

いただくのが本来ではございますが、新規の方からは、来年度の動向がわかるまで、なかなかお返

事をいただけないという状況でございまして、今回の佐々木さん、佐藤さんにつきましても、新規

ということで、会長のほうからお声掛けいただいた後、当課の方に一度ご足労いただきまして、ス

ポーツ推進委員の活動についてお話させていただき、最終的にお返事をいただいて、委嘱をという

ことになった次第でございます。そのような事情で、教育委員会議へのご承認の依頼が遅くなりま

したことをお詫び申し上げます。 

また、先ほど課長が申し上げましたとおり、26 名の定員のところを今回 21 名ということですの

で、これからも泉佐野のスポーツの推進に関わっていただける方がいらっしゃいましたら、その都

度、教育委員会議にお諮りさせていただき、26 名になるように、スポーツ推進課としても努めて参

りたいと思いますので、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。 
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奥教育長 

ただいま、スポーツ推進課長より説明がありましたが、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 24 号「スポーツ推進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） 

 

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、その他で何かございますか。 

 

大関文化財保護課長 

   お配りしていますチラシをご覧ください。 

平成 30 年度市政施行 70 周年記念と位置付けまして、「奥家住宅の足跡」ということで、記念展

覧会を開催させていただきます。 

重要文化財の奥家住宅につきましては、平成 27 年に文化庁より泉佐野市が管理団体の指定を受け

ております。又、奥家様から約 2700 点の旧蔵資料を寄贈していただきまして、現在、市の所有とな

っております。2700 点すべてを展示させていただくのはスペース的に無理ですので、主だった歴史

的資料を選定し、中世から近世にかけて、武士の奥家が地域にとってどのような活躍をしたのかな

ど、泉佐野市の歴史において重要な資料を市民の皆様に見ていただくため、展覧会を開催させてい

ただきます。 

会期は 4月 14 日から 7月 8 日までの約 3 ヶ月間で、この期間中にチラシ裏面にありますように、

展示解説、記念講演会、古文書講座、ワークショップ等々のイベントを開催させていただき、世代

を超えて、市民の方々が泉佐野の歴史に触れたいただく機会を設けております。 

委員の皆さまにもお時間がございましたら、展示会をご覧いただきますようお願い申し上げます。 

 

奥教育長 

ただいま、文化財保護課長より説明がありましたが、ご質問等がございましたら、お願いします。 

 

無いようですので、教育長報告に移らせていただきます。 

今月は、先週に第１回目の校園長会があって、来週に第２回目があるのですが、そこで学校園に

指示・指導した内容について説明させていただき、報告に代えさせていただきます。 

新年度のはじめにということで、スタートライン、安心安全の環境、学力向上、連携協働、労働

安全衛生（教職員の勤務形態）についてお話をさせていただきました。又、以前からご指摘もいた

だいております情報発信につきましては、学校のことを知っていただくうえで、非常に大事なこと
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だと思いますので、校長先生には、ホームページを更新し、情報発信をどんどんしていただくよう

にお願いしております。 

続きまして、１番目の 30 年度の「主な事業」については、①から④に渡りましてご説明をさせて

いただいております。 

2 番目の「30 年度の工事予定等について」は、資料に書いてあることを説明させていただく予定

ですが、本日は説明を割愛させていただきます。 

３番目は「道徳教育振興会議 泉佐野市への提言を受けて」ということで、同会議には教育委員

さんにもご協力いただきましたが、論議する道徳、又は家庭地域の連携ということもございますの

で、全戸配布予定の道徳教育リーフレットを作成していくということをお話させていただきます。

なお、リーフレットの内容につきましては、今後、道徳教育振興会議でお諮りさせていただく予定

です。 

４番目に「その他」といたしましては、特産品相互取扱協定締結自治体が 3 月末で 43 都道府県の

45 団体ということですので、その辺りも利用していただけたらとお話させていただきたいと思いま

す。 

また、郷土芸能の集いが 7 月 29 日にございまして、この折に、「ヒューマンタオルチェーン」で

ギネス世界記録に挑戦するということと、市内のスポーツ団体等から学校にチラシ配布の依頼があ

りますが、その辺りの事情を含んでおいていただきたいということをお話させていただこうと思っ

ています。 

市の組織改正につきましては、教育総務課文化財係が文化財保護課として新設され、同課の中に

文化財係と日根荘係の２つの係が設置されるということと、市長公室市民協働課については、新設

されます市民協働部内に、自治振興課に名称変更されたうえで、人権推進課とともに設置され、自

治振興課内に危機管理室が新設されるということをお話させていただきます。 

 

私の報告は以上でございます。何かご質問等ございますか。 

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。 

 

次回の 5 月定例教育委員会会議は、5 月 2 日の水曜日、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。 

 

午後 3 時 40 分閉会 

 

  上記のとおり、本市教育委員会の会議の顛末に相違ないことを記すため、ここに署名する。 

 

  平成３０年 5 月 2 日 

                    


