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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
報告第 36 号 平成 31 年度 小・中学校教職員人事基本方針について（教育総務課）
（午後 2：00 開会）
奥教育長
皆さん、こんにちは。
先日の台風 24 号につきましては、21 号とほぼ同じようなコースを通り、直撃の恐れがあったの
ですけれども、幸いにして、この辺については被害があまりなかったということで、有難く思って
います。
ただし、台風の影響で、日曜日の運動会は全て中止となりまして、臨時休業ということでござい
ました。月曜日につきましては、運動会の代休措置で休みのところもありましたが、他の学校につ
きましても、前回のように大きな被害を被った場合、次の日は点検等で授業の実施は困難だろうと
教育委員会の方で判断させていただいて、全ての小中学校を臨時休業とさせていただきました。
それで、今日はいい天気に恵まれまして、中止となった 8 校のうち 6 校で、運動会が行われまし
た。皆様におかれましては、午前中の運動会の参観どうもありがとうございました。残りは、長南
小学校と末広小学校が 4 日で、第二小学校が 14 日ということとなりますので、よろしくお願いいた
します。
では、ただいまから１０月の定例教育委員会議を開催いたします。
本日の傍聴はございません。
本日は委員全員が出席されておりますので、会議は成立をしております。
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、本日の審議に入る前に前回 9 月の定例協議会議の会議録について確認させていただき
ます。皆様で、何かお気づきの点がございましたら、お願い致します。
よろしいでしょうか。
はい、特に無いようでございますので、会議録の確認は終わらせていただきます。畑谷委員には、
後ほど署名の方よろしくお願い致します。
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。説明をお願い致します。
樫葉教育総務課長
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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 31 号に基づい
て説明。
新規 1 件、継続 5 件の事業内容について一括で報告
奥教育長
では、先程の報告につきまして、ご質問、ご意見ありましたら、よろしくお願いします。
よろしいですか。
無いようでございますので、以上で報告第 31 号を終わらせていただきます。
続きまして、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。説明をお願
いします。
樫葉教育総務課長
報告第 32 号教育委員会後援実施報告についてでございますが、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８件で、いずれも以前に教育委員会で後援承認したもの
であります。説明の方は割愛させていただき、一覧表の配布を以て報告にかえさせていただきます。
奥教育長
後援実施報告について、ご質問・ご意見がございましたら、お願いします。
よろしいでしょうか。
はい、では無いようでございますので、報告第 32 号を終わらせていただきます。
続いて、議案の審議に移ります。
議案第 36 号「平成 31 年度 小・中学校教職員人事基本方針について」を議題といたします。説
明をお願いします。
十河教育総務課教職員担当参事
それでは、私より、議案第 36 号「平成 31 年度 小・中学校教職員人事基本方針について」説明し
ます。
本市の小中学校に勤務する教職員の平成 31 年度人事を行うにあたり、大阪府教育委員会の「大阪
府公立学校教職員人事基本方針」並びに「平成 31 年度 市町村立小学校、中学校及び義務教育学校
教職員人事取扱要領」に基づき、泉佐野市教育委員会において「平成 31 年度 小中学校教職員人事
基本方針」を定めるというものです。
基本方針の重点としましては、
「教職員の人事」「校長及び教頭の人事」「女性教職員の人事」の 3
点において、本市教育界の諸要請に応え、全市的な視野に立ち、適切な人事を行うため、積極的に
努力を払うものです。
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教職員の人事では、
「教職員構成の適正化」
、
「学校の活性化を図る人事の推進」、
「新規採用教員の
人事」
、
「計画的な異動」
、
「広域人事及び過欠員の調整」、
「ヒアリングの実施」の 6 点、校長及び教
頭の人事では、
「校長及び教頭の異動等」
、
「校長及び教頭の任用」の 2 点、女性教職員の人事では、
「各学校における主任等の任命に当たっては、女性教職員の活用を計画的に進める」、
「女性教職員
の人事に当たっては、母性保護の観点に十分留意する。
」の 2 点を挙げています。
今後、年度末の人事を進めるにあたり、校長ヒアリングを基に、全市的な見地から、学校の諸課
題に配慮しつつ、学校の活性化を図る人事の推進を行っていきます。
なお、本日の教育委員会議での承認を受けて、各校への周知を考えております。
説明は以上です。ご審議の程よろしくお願いします。
奥教育長
はい。十河参事、昨年度と変わった点とかはないですか。
十河教育総務課教職員担当参事
ございません。
奥教育長
では、議案 36 号につきまして、来年度の人事の基本方針ですが、ご質問・ご意見あったら、お願
いします。
よろしいでしょうか。
ご質問・ご意見ございませんか。
では、無いようでございますので、議案第 36 号につきましては、原案通り承認することとしてよ
ろしいですか。
（各委員 「異議なし」の発言あり）
はい、ありがとうございます。それでは、本議案は原案通り承認することと致しました。
以上で、本日の議案についてはすべて終了しました。その他で何かありましたらお願いします。
山路課長。
山路スポーツ推進課長
スポーツ推進課の山路です。
お手元のカラーのちらしをご覧ください。「第６回スポーツフェスタ泉佐野」のちらしが出来上
がりまして、市内の学校やこども園の方に配っていただいています。
来週の８日、体育の日に、今年で６回目を迎えます「スポーツフェスタ泉佐野」が開催されます。
前回も少しご説明させていただきましたが、午前中に競技団体等の活動紹介を行いました後、午
後にかけまして、各種スポーツを体験していただきます。
チラシ裏面の上の方をご覧ください。
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ダブルダッチという、２本の大きな縄を使ってパフォーマンスを行う競技があるのですが、その
世界の大きな大会で優勝や準優勝という数々の成績を納められている、「Fat ｍan Crew」というパ
フォーマンスチームにお越しいただいて、パフォーマンスを披露していただき、その後、来場され
た方々に、同チームの指導のもと体験していただきます。
又、ちらしの右下の方ですが、泉佐野市市制施行 70 周年記念の市民大運動会が 11 月下旬に開催
予定で、そこで行われます競技のうち、パンくい競争と二人三脚の練習会を、グラウンドの方で行
います。
多数の方に参加いただければと思っておりますので、周りの子どもさんたちにぜひお声かけいた
だきますよう、どうかよろしくお願い致します。
奥教育長
スポーツフェスタ泉佐野の説明がございましたが、何かご質問ございませんか。
よろしいですか。
はい、それでは、こちらの行事については、よろしくお願いいたします。
他に何かございませんか。
無いようですので、私の方から、定例の報告をさせていただきます。
明日の校園長会におきまして、お話させていただく内容について報告させていただきます。
1 番目は「防災について」ということで、今回、9 月の台風 21 号と 24 号と、非常に大きな台風
が襲来したわけでございますが、本市におきましては、本当に、今までに無いような体験をしたと
いうことが言えると思います。
防災教育につきましては、全ての小学校で 4 年生を対象に、ジュニア防災検定に取り組んでおり、
他の学年も避難訓練等を行なっている訳ですけれども、今回のように、災害はいつ起こるか分から
ないということで、これを機会に、教育課程の中にも、もう少し充実した内容で、学校の方も踏み
込んで頂けたらということでお話しをさせていただきます。
２番目の「学力向上に向けて」は、後程お話をさせていただきます。
３番目の「第６回 SANO リンピックについて」は、来年の 2 月 16 日、土曜日でございますが、
早い目に言わせてもらおうと思い、校園長会で話をいたします。競技内容は、昨年度に引き続きま
して、なわとび運動の競技を行うということで考えております。前回は、冬期に実施するのが初め
てであったのですけれども、子どもたちが自分で申込みを行いますので、学校間によって、かなり
参加人数に差がありました。特に、集団競技の「八の字」で、３分間に何回跳べるのか、何回通り
抜けるのかということをやらせてもらったのですけれども、少し参加チームが揃わなかったという
ことがございました。
冬場、各学校では、なわとび運動を行事の中に位置づけて行なっておりますので、今のうちから
話をさせていただいて、子どもたちの意欲喚起に頑張ってもらって、この２月の SANO リンピック
に活かせてもらえないかというような話をさせていただきたいというふうに思っております。
４番目の「その他」の①「租税教室について」と、②の「タオル筆で描く絵てがみコンクール」
につきましては、昨年と同様、広めていただきたいということで、お話させていただきます。とり
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わけ、タオル筆で描く絵てがみコンクールにつきましては、今年、非常にたくさんの出前授業の希
望があったということを聞いておりますので、たくさん作品が出てくるものと思っております。
私の報告は、以上でございます。
何かご質問等、ございませんか。
山下委員
台風で、かなり学校が休みになりましたが、授業の進捗に対する影響などあるのでしょうか。
和田学校教育課学校指導担当参事
本市は、土曜授業もしておりますし、夏休みの短縮もしておりますので、今のところ補填等を行
わずとも、総枠の時数の確保はできていると聞いています。ただ、教科や学年によって、ぎりぎり
になっているということがありますので、そこはきっちりと確認して、補填の必要がある場合は、
補填していくということです。例えば、日根野中学校は、停電が長引き、休みが長かったというこ
とで、７時間授業を実施するということを聞いております。
奥教育長
各学校によって、少し状況が違ってくるのですね。
和田学校教育課学校指導担当参事
そうですね、状況によります。
奥教育長
場合によっては、例えば、3 学期の始業式は普通 3 時間授業で終わっていますが、昼から通常通り
の授業をするとか、そんなことも考えられます。各学校でこれから精査したで、授業時数の足りな
い部分があれば、きっちりとさせてもらおうと思っております。
他よろしいですか。
中村委員
こども議会の小学校の話で、末広小学校のトイレのことを言ってくれたお子さんの発言に、福島
さんが、びっくりされていたというお話を聞いたのですが、あれから進捗状況とかはどうなってい
ますか。
福島施設担当理事
学校の方からそういう連絡がひとつもなかったので、驚いたのですが、確認に行きました。1 ケ所
女子トイレの流れが悪く、封鎖されているということでしたが、今は封鎖されていませんでした。
中村委員
その後、直っているというか、もう解消されているということですよね。
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福島施設担当理事
そんなに大きな問題ではなかったということです。
ただし、末広小学校には一度改修に入って、その際に洋式トイレをつけていってはいるのですが、
全体的にはまだ洋式化が出来ていない所がありまして、その古いトイレが、女子でなく男子トイレ
なのですが、流れが悪いというふうには聞いております。
末広小学校については、来年度、建物的には一番新しいのですが、見た目が一番古い感じになっ
ている山側の棟を全面的に改修します。また、エレベーターを一番手前の棟につけるのですが、エ
レベーターをつけることによって、その建物も法的に触らなければいけなくなりますので、少し工
事を行います。
これらの工事に併せまして、トイレも含め、出来るところは少し手を入れたいと思っております。
中村委員
わかりました。ありがとうございます。
奥教育長
よろしいですか。
それでは本日の定例会は以上で終わらせていただきます。
11 月の定例会は、11 月 2 日の金曜日、午後 2 時となっております。よろしくお願いいたします。
はい、どうもお疲れ様でした。
（午後２時２１分閉会）
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