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令和４年４月定例教育委員会会議録       

１．日  時    令和４年４月８日（金）午後２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                  山下 潤一郎 

委 員                 甚野 益子 

委 員                 石崎 貴朗 

委 員                 谷口  朋 

 

４．説明のために出席した職員の職、氏名 

教育部長                 髙橋 和也 

施設担当理事               岩間 俊哉 

スポーツ推進担当理事                   樫葉 浩司 

日本遺産推進担当理事          中岡 勝 

教育総務課長                           田倉 元 

教育総務課学校施設担当参事        山出谷 佳則 

教育総務課教職員担当参事         山岡 史賢 

教育総務課教育振興担当参事       川崎 信行 

教育総務課夜間中学校担当参事      本道 篤志 

教育総務課給食センター建設担当参事   杉浦 勇人 

学校教育課長               藤原 義弘 

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 

（庶務係）教育総務課主幹(兼)係長           山本 建志 

 

5．本日の署名委員 委 員                    赤坂 敏明 
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議事日程 

   （報告事項）                     

報告第１１号  教職員の人事異動について 

報告第１２号  事務局職員の人事異動について 

報告第１３号  泉南地区教職員組合要求書の回答について 

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 

 

     

   （午後２時００分開会） 

 

奥教育長 

   ただ今から令和４年４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。 

本日は中村委員が欠席しておりますが、会議が成立しています。 

本日の会議録署名委員は赤坂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。本日中村委員は欠席です

が、後日署名をしていただくようにします。 

 

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・指導主事の異動紹介 

 

（各自挨拶） 

 

奥教育長 

   続いて報告第 1２号「事務局職員の人事異動について」を議題といたします。髙橋教育部長から報

告をお願いします。 

 

髙橋教育部長 

教育委員会事務局の人事異動については、報告資料第 1２号の一覧表の通りです。 

   管理職の昇格・異動対象者を紹介 

 

 （各自挨拶） 
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奥教育長 

次に報告第１３号「泉南地区教職員組合要求書の回答について」を議題といたします。報告をお

願いします。 

 

山岡教育総務課教職員担当参事 

報告資料１３をご覧ください。 

去る１月２５日に泉南地区教職員組合から提出されました要求書に対して教育委員会事務局とし

て回答した内容を報告させていただきます。 

内容は、項目が５項目あり、55 余りの労働条件や教育諸条件の改善、あるいは教育制度について

の要求となっています。 

左側が要求項目で右側が要求に対する回答となっており、下線部分が昨年度より変更のあった箇

所です。 

去る令和４年３月１日に泉南地区教職員組合に対して回答を行っております事をご報告いたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 

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。 

 

甚野委員 

   ２ページですが「すべての小中学校における３５人学級を実現すること。」となっていますが、泉

佐野市内の中で、３５人学級を超えるクラスがある学校はあるのでしょうか。 

 

山岡教育総務課教職員担当参事 

   国・府の定数の考え方でいきまして、通常学級に所属している子どもの数を基準にした３５人を

超えるクラスは市内の小学校にはございません。全て３５人以下となっております。ただ要求書の

違う部分にもありますけれども、支援学級の子どもは別カウントになっておりますので、支援学級

の子どもを合わせると１クラス３５人よりも多くなるという学校は存在しております。 

 

奥教育長 

他にございませんか。 

 

甚野委員 

   ８ページの⑨、⑩について気になったのですが、回答がどちらも「厳しい財政状況であり、困難

である。」という回答をいただいているということですが、⑩の職員専用トイレは、男女の入口が別

の形に希望ということだと思うのですが、男の先生と女の先生が同じ入口からトイレに入る学校が

あるということなんでしょうか。 
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山出谷教育総務課学校施設担当参事 

   今手元に資料がなくて全てを把握していないのですが、私の知る限りでは、男性の先生と女性の

先生が一緒の入口というのはないかと思うのですが、確認しておきます。 

 

奥教育長 

   多分ないと思います。 

   長坂小学校は以前１ヶ所からしか入れなかったのですが、今は入口が違うので、組合の方も確認

せずに出してきたのだと思います。 

 

甚野委員 

   このような書き方をされますと、そうなのかと思ってしまいました。 

 

奥教育長 

   このことについて何か言っていましたか。 

 

山岡教育総務課教職員担当参事 

   特にはございません。 

 

甚野委員 

   トイレに関しては、１日に何回か使用する場所になりますし、ストレスがあるようになりますと

身体にもよくないことだと思うので、スムーズに使用できたらいいかなと思います。 

   回答の方がどちらも「厳しい財政状況であり、困難である。」という回答ということは、府の方に

要望していきたいという回答とは違いますよね。それは実現しないということですよね。 

府の方に要望をすることはない方向として理解してもよろしいでしょうか。 

 

奥教育長 

   施設に関しては、補助金の有無もありますし、市の施設ですので行う必要性もあるのですが、今

のところ優先順位としては低い方になっていて、直近でやるのは難しいという回答になっていると

思います。 

 

甚野委員 

   人間のことですので、排泄機能というのは大事なことになってくると思うのですが。 

 

奥教育長 

   確認はしてもらいますけれど、男女入口が一緒という学校はないと思います。 

 

岩間施設担当理事  

多目的トイレのことなのかなとも思うのですが。 
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甚野委員 

   書いている内容がですか。 

 

岩間施設担当理事 

   多目的トイレはどなたでも使えるトイレなので。 

 

甚野委員 

   多目的トイレも男性用と女性用に分かれているところもあると思うのですが、学校の場合は共用

して使うようになっているかもしれないということですか。 

 

奥教育長 

   長坂小学校は以前１ヶ所しか入る所がなかったのですが、今は別々には入れるようになっていま

す。また確認しておきます。 

 

甚野委員 

   よろしくお願いいたします。 

 

奥教育長 

   他ございませんか。 

 

赤坂委員 

   泉佐野市教職員組合要求書と内容的には同じものが多いと思うのですが、広域的に泉南地区の教

職員組合の要求書で、広域的にみたら泉南地区独自の要求書の項目というのはあるのでしょうか。 

 

山岡教育総務課教職員担当参事 

   泉南地区は市ごとに要求を出しておられるんですが、基本的には共通項目という形でご提出され

ているというようなお話は伺っています。泉北とか他の地区と調整をされているかどうかは、我々

は把握しておりませんので、泉南地区独自の質問がどれなのかという把握はしておりませんという

のが事実であります。 

 

赤坂委員 

   要求書で泉佐野バージョン、田尻バージョンというのはなくて、全部一緒ということですか。 

 

山岡教育総務課教職員担当参事 

   ベースは一緒だと思います。 

   学校施設等に関しては各市町村の学校の施設状況が違いますので、若干異なるところがあると思

うのですが、我々も他地区の物を見ないので、どこが違うかとかまでは把握はしておりません。 
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赤坂委員 

   少しは違うところはあるということですね。 

 

山岡教育総務課教職員担当参事 

   ある可能性はあります。 

 

赤坂委員 

   わかりました。 

 

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１３号を終わります。 

次に報告第１４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 

   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１４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。 

 

甚野委員 

   報告資料１４の継続の６番目「第４回全日本伝統派防具付空手道選手権大会」ですが、一般の人

も見学させていただけるのかお聞きしたいのですが。 

 

山路スポーツ推進課長  

   出場選手の保護者でしたら見学も大丈夫な場合があると思うのですが、一般の方はコロナの関係

もありますので、なかなか難しいです。 

 

甚野委員 

   わかりました。 

 

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１４号を終わります。 
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   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。 

 

田倉教育総務課長 

   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「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５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１５号を終わります。 

    

   続きましてその他で何かございますか。 

 

大引生涯学習課長  

「移動図書館ルリビタキ」出発式の開催についてのご案内です。 

令和４年４月１９日(火)午後１時から泉佐野市役所玄関前で出発式をさせていただきます。 

その後、一般利用者向けに約２時間程度お披露目と、貸し出し時間をもうけさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

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。 

 

無いようでございますので、また見ていただける方がございましたら、よろしくお願いいたしま

す。 

 

他にございませんか。 

 

甚野委員 

   世界ではウクライナですごい戦いが繰り広げられている状態が１ヶ月も過ぎてはいますが、色々

ニュースを見ていますと、数年単位の戦いになるという話も出ています。 

ウクライナの子どもたちもこの戦争で沢山亡くなっている状態だと思うのですが、泉佐野市の方

でウクライナに対する支援とか、何か教育現場の方で現在考えられておられるのかどうかお聞きし

たいのですが。 
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奥教育長 

   この件でわかる方おられますか。 

   府教委の情報とかなどもあれば。特にないですか。 

 

山下委員 

   市はふるさと納税とかありますね。 

 

奥教育長 

   市はふるさと納税で寄付を募って送らせてもらうということはさせていただいています。 

３月の議会でもロシアの侵攻に関する「やってはいけない」という議会決議文がでましたけれど

も、受け入れについて等、今後あると思います。日本にも少ない数ですけれども来ていますから、

来られたら子どもであれば学校を編入した形で学校教育を保障したり、通訳の問題とかも出てくる

とは思います。そういうことが出てきましたら進めていきますけれども、今のところ何かやってい

るということはないですね。 

 

樫葉スポーツ推進担当理事      

まちの活性課の方で、ウクライナ避難民の方を対象とした相談窓口を設けて、生活の相談を受け

ると聞いております。 

 

奥教育長 

当然泉佐野市に避難されてきたら学校で受け入れてやっていかないといけないとは思います。 

 

甚野委員 

１つの案としまして小学校、中学校で募金活動があると思います。 

子どもたちもこの戦いについては大変なことになっているということは感じていると思いますの

で、実際世界でそういうことがリアルタイムで行われているというのをもっと強く感じて、戦争が

どういうものであるかというのを認識する機会になるので、タイミングを逃さないで取り組んでい

ただけたらと思います。 

 

奥教育長 

   どこかの小学校は募金活動をしたとテレビでやっていましたね。 

   子どもの方からまた声が上がってきたら学校でも色々と考えてくれると思いますが、メディア、

新聞でも色んなところで戦争というか侵攻している状況をニュースでやっていて、当然子どもたち

も目にしているので、平和を考えるリアルタイムの教材になると考えられますので、学校の方でも

そういう認識を持っていただいて、子どもたちが平和をしっかり考えるというのに繋げていけたら

なと思います。 

 

他にございませんか。 
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山下委員 

   卒業式で教育委員会から渡す卒業証書用の筒ですが、あまり評判がよくないと言いますか、筒に

入れたままになっていると周りではよく聞くので、折りたたみの卒業証書に変更できないかなと思

うのですが。予算のこともあるかとは思うのですが、１回調べてもらえたらと思います。 

 

甚野委員 

   その方がいいですよね。 

 

田倉教育総務課長 

   筒は１本１６０円ぐらいだったと思います。業者からは、今こういうタイプのものがありますと

提案があり、予算的には６００円程度だったと思います。近隣の状況についても確認いたします。 

 

奥教育長 

   どれぐらいの大きさですか。 

 

田倉教育総務課長 

   サイズは色々ありますが、提案いただいたものは、Ａ４ぐらいの大きさでした。 

 

石崎委員 

   折りたたみの場合は、開けて名前を確認しないといけないので、子どもに授与する時に受け取り

にくいのではないですか。 

 

赤坂委員 

   卒業証書はどちらもちですか。 

 

奥教育長 

   卒業証書の型は教育委員会で統一していますよね。 

   名前とかは学校で入れるようになっていますね。 

 

赤坂委員 

   それは教育委員会もちになっているのですか。 

 

田倉教育総務課長 

   卒業証書は事務局で共同印刷しております。 

 

奥教育長 

   学校現場からは紙が大きいとか色々意見とかはないですか。 
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田倉教育総務課長 

   学校からは特に聞いたことはございません。 

 

奥教育長 

   卒業記念品は各学校のＰＴＡから子どもたちにということで、英語の辞書等送っているようです

ね。 

 

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。 

次回の５月の定例教育委員会会議は令和４年５月６日金曜日、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２時４４分閉会） 

 

 

    

 

 

 


