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 平成３１年２月教育委員会会議録 

 

【会議に付すべき事件】 

  議案第２８号  後援名義使用願の承認について 

  議案第２９号  小・中学校管理規則の一部を改正する規則について 

  議案第３０号  後援名義使用願の承認について 

 

 

【その他】 

  後援名義使用願の承認について【報告】７件 

 

《２月分》 

  小・中学校行事予定 

  生涯学習推進課【煉瓦館・公民館・総合体育館 他関係団体】事業予定 

  図書館【熊取図書館 他関係団体】事業予定 

《１月分》 

  図書館【熊取図書館 他関係団体】事業報告 

《１２月分》 

  生涯学習推進課【煉瓦館・公民館・総合体育館 他関係団体】事業報告 

  社会教育施設等利用状況 

 

 

  日   時   平成３１年２月６日（水）午後５時から 

  場   所   役場北館３階 大会議室 

 

【教育委員会定例会出席者】 

 教育長                 勘六野 朗 

 教育委員（教育長職務代理者）      梶山慎一郎 

 教育委員                松井みゆき 

 教育委員                土屋 裕睦 

 教育委員                鈴木 直子 

 教育次長                貝口 良夫 

 統括理事（学校指導担当）        吉田 茂昭 

 理事（学校指導担当）          林 栄津子 

 理事（生涯学習・図書館担当）      野津  恵 

 学校教育課長              松浪 敬一 
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 学校教育課学校指導参事         安田 辰弥 

 学校教育課学校指導参事         荒木 圭典 

 生涯学習推進課長            立石 則也 

 生涯学習推進課生涯学習参事       瀬野 裕三 

 図書館長                原田 貴子 

 書記                  藤原  正 

 書記                  和田  智 

 

──────────────────────────────────────── 

 

開会  午後５時００分 

 

勘六野教育長    本日、傍聴者がおられますので傍聴を許可しております。傍聴席の

ほうへご案内をお願いいたします。 

          どうぞお座りください。 

          それでは、ただいまから平成３１年２月教育委員会定例会を開催い

たします。 

          本日のこの会議の署名委員は、鈴木委員を指名いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。座って失礼します。 

          それでは、議事に入ります。 

          まず、事前配付の議案書１ページ。 

          議案第２８号「後援名義使用願の承認について」事務局から説明を

お願いします。 

          立石課長。 

 

立石課長      事前配付分の議案書１ページをごらんください。 

          議案第２８号「後援名義使用願の承認について」ご説明申し上げま

す。 

          平成３１年１月４日付で、混声合唱団 coroBRAVI代表、岡本敦子氏

より、混声合唱団 coroBRAVI結成２０周年記念コンサートの開催につ

いて、当委員会の後援名義使用願があったので、これを承認するもの

でございます。 

          本案件は新規の案件としてご審議をお願いするものでございます。 

          ２ページをごらんください。 

          行事の名称は、混声合唱団 coroBRAVI結成２０周年記念コンサート。 

          開催日は、２０１９年５月１９日、日曜日、場所はエブノ泉の森ホ
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ール、小ホールでございます。 

          行事の概要ですが、結成２０年を迎えることができた喜びを美しい

ハーモニーにのせ、聴いてくださる方共々に楽しい時間を過ごすため

の演奏会です。 

          参加予定人員は４８０名。参加対象者は一般。参加者負担はなしで

ございます。 

          周知方法は、ホームページ、チラシ、ポスターでございます。 

          よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願いいたし

ます。 

          以上で説明を終わります。 

 

勘六野教育長    ただいま、coroBRAVI のコンサートの説明がありましたが、教育委

員会の後援名義を、でいいかということです。 

          何かご質問はございませんか。 

          coroBRAVI の団体の説明については、課長、何かわかってることが

ございますか。 

 

立石課長      資料が、団体規約と参加メンバーとかということであります。それ

で、もともとは４ページに少し書いておるんですが、１９９９年の熊

取町の小学校音楽室で始まったＰＴＡコーラスが中心になったもので、

それで、混声合唱団 coroBRAVIを結成していったということでござい

ます。 

 

勘六野教育長    わかりました。 

          ３年前公民館に寄ったときに、毎週来られていましたので、来られ

てる方がみんな熊取の近所の保護者やと。そんな方ばっかり。それが

エブノでやられるということです。何かご質問、ご意見がございませ

んか。 

          議案第２８号「後援名義使用願の承認について」承認としてよろし

いか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

勘六野教育長    議案第２８号「後援名義使用願の承認について」承認とします。 

          では、次に当日配付の議案書１８ページです。 

          議案第２９号「小・中学校管理規則の一部を改正する規則につい
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て」事務局から説明をお願いいたします。 

          松浪課長。 

 

松浪課長      それでは、議案第２９号「小・中学校管理規則の一部を改正する規

則について」ご説明申し上げます。 

          議案書の１８ページでございます。 

          提案理由でございますが、熊取町立小中学校の空調設備の整備につ

いて、中学校においては平成２９年度に、小学校においては平成３０

年、昨年の１１月末をもって整備が完了し、全町立学校の空調環境が

整ったことに伴いまして、小学校及び中学校での授業日数の確保及び

教育内容の充実を図るということを目的に、平成３１年度から、夏季

休業期間を具体的には１週間短縮するため、本規則を改正するもので

ございます。 

          それでは、改正内容についてご説明をいたします。 

          説明を新旧対照表で行いたいと思いますので、恐れ入りますが議案

書の２０ページをごらんください。 

          右が現行で左が改正案でございます。 

          第２条第１項第１号中アの第１学期の終了日を８月３１日から８月

２４日に改め、その下のイの第２学期の開始日を９月１日から８月

２５日に改め、同条同項第２号中アの夏季休業日の終了日を８月３１

日から８月２４日に改めるものでございます。 

          恐れ入りますが、議案書１９ページにお戻りください。 

          附則でございます。 

          この規則につきましては、平成３１年４月１日から施行するもので

ございます。 

          以上で、議案第２９号の説明を終わります。よろしくご審議いただ

きますようお願い申し上げます。以上です。 

 

勘六野教育長    はい、ただいまの説明で教育委員のほうから、何かご質問、ご意見

ございませんでしょうか。 

          以前にも教育委員会議に出てますけども、保護者の周知方法等につ

いて、もう一度説明をよろしくお願いします。 

          吉田統括。 

 

吉田統括理事    今、課長のほうからご説明させていただいたんですが、もう一点、

追加、これに伴いまして夏季休業期間が短縮で始業式が早くなるとい
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うことで、早くなった場合の給食に関してなんですけれども、その期

間も給食は実施するということで、もう既に計画のほうはさせていた

だいてるということでございます。 

          あとは、保護者に対する周知ですけれども、２月１日付で現小中学

校全保護者にこのように変わりますということを、もう周知させてい

ただいております。 

          これに関しては、方向性として昨年の夏休み過ぎあたりで空調が整

えばその方向で動きたいというふうなことについては、一応学校便り

等で説明だけはしておいてくださいと、その方向で、今検討していま

すということはお伝えくださいというふうにお願いはしておりました。

正式に空調設備整ったので２月１日付で、もう既に保護者のほうには

周知させていただいていると。 

          来年度入ってくる新１年生に関してなんですけれども、基本入学説

明会というのを各学校で行っておりますので、そのときに文書ではご

ざいませんが、口頭でこういった形になりますということでの説明を

していただくということで動いております。 

          以上でございます。 

 

勘六野教育長    ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

          長い間続いた１学期も変わったということで、承認という形でよろ

しいでしょうか。 

          議案第２９号「小・中学校管理規則の一部を改正する規則につい

て」承認としてよろしいか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

勘六野教育長    議案第２９号「小・中学校管理規則の一部を改正する規則につい

て」承認とします。 

          続きまして、当日配付している議案書の２１ページ、議案第３０号

「後援名義使用願の承認について」事務局から説明をお願いいたしま

す。 

          立石課長。 

 

立石課長      当日配付分の議案書の２１ページをごらんください。 

          議案第３０号「後援名義使用願の承認について」ご説明申し上げま

す。 
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          平成３１年１月１８日付で、公益社団法人泉佐野青年会議所から、

３月度公開例会（相撲教室）の開催について、当委員会の後援名義使

用願があったので、これを承認するものでございます。 

          本案件は、新規の案件としてご審議をお願いするものでございます。 

          ２２ページをごらんください。 

          事業名は３月度公開例会の開催。これにつきましては、相撲教室の

開催というものでございます。 

          開催日、２０１９年３月２６日火曜日。 

          場所は、Ｊ：ＣＯＭ末広体育館（泉佐野市民総合体育館）でござい

ます。 

          参加対象者は泉佐野、熊取町、田尻町の小学生。参加予定人数が

７０人。入場料は５００円でございます。 

          周知方法はチラシの配布、インターネットで行うものでございます。 

          ３４ページをごらんください。 

          チラシが入っておるんですが、昨年は、わんぱく相撲泉佐野場所と

いうものが開かれておりまして、今回、相撲教室という形になってお

ります。このチラシの一番上のほうには、現役の力士が直接指導とい

う形の相撲教室というものになります。 

          よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようよろしくお願

いいたします。 

          以上で説明は終わります。 

 

勘六野教育長    何かご質問はございませんでしょうか。 

          これ、立石課長、去年、ことしの北小の６年生の女の子が、ことし

試合で勝って。 

 

立石課長      そうですね。相撲大会。 

 

勘六野教育長    府の大会に出て優勝したという、おりましたね。 

 

立石課長      そうですね。相撲大会。 

 

勘六野教育長    それの、今度は相撲教室がある。 

 

立石課長      今度は相撲教室。 
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勘六野教育長    そういうことですね。 

 

立石課長      大阪場所が、いつも開かれていますので、その後、終わった後、い

つも泉佐野市さんのほうで、昨年は相撲大会。 

 

勘六野教育長    そうですね。それの、ことしは、相撲教室。教室としては初めてだ

けども、わんぱく相撲は今までにもありましたね。 

 

立石課長      そうです。 

 

勘六野教育長    わかりました。それで、現役の力士がくるという、そういう内容で

すね。 

          何かほかにご質問ございませんか。 

          これも後援名義を打つか打たないかの承認になるわけです。教育委

員会としての後援承認としてよろしいか。 

          それでは、議案第３０号「後援名義使用願の承認について」承認と

してよろしいか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

勘六野教育長    議案第３０号「後援名義使用願の承認について」承認とします。 

          以上で、本日の会議に付された議案が終了いたしましたが、ほかに

何かございますでしょうか。 

          では、平成３１年２月の教育委員会定例会の審議のほうを終了いた

します。 

          どうも、ありがとうございました。 

 

（その他 報告事項） 

 

勘六野教育長    続きまして、その他の報告事項を順次お願いしたいんですが、安田

参事。 

 

安田参事      『後援名義使用願の承認についてＰ．７より説明』 

 

勘六野教育長    この後援名義についてご質問はございませんか。 

          昨年もあったんですか。 
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安田参事      そうです。例年といいますか。 

 

勘六野教育長    承認の形でよろしいでしょうか。ことしは、南中学校の谷奥先生が

発表するということで、ちょうど和歌山大学の学生が南中学に来てま

すので、その子を受け入れた学校の話を発表していただけるというこ

とです。 

          そのほかの報告をお願いいたします。 

          立石課長。 

 

立石課長      『後援名義使用願の承認についてＰ．８より説明』 

 

勘六野教育長    これは既に終わっているので後援しましたので報告でよろしいです

ね。特にご異議、ご質問はございませんか。それでは、よろしくお願

いします。 

          続いて、次の説明をお願いいたします。 

          立石課長。 

 

立石課長      『後援名義使用願の承認についてＰ．９より説明』 

 

勘六野教育長    これも例年、熊取の子どもたちが出ているということで承認してい

るわけです。特にご質問はございませんか。それでは、このとおり承

認という形でいかせていただきます。 

          続きまして、また、立石課長。 

 

立石課長      『後援名義使用願の承認についてＰ．１０より説明』 

 

勘六野教育長    ただいまの説明で、ご質問はございませんか。特に異議もないよう

ですので、承認という形で進めてよろしいですか。では、そういうこ

とでよろしくお願いします。 

          最後ですね、承認願い。 

          瀬野さん。 

 

瀬野参事      『後援名義使用願の承認についてＰ．１１より説明』 

 

勘六野教育長    これも例年、後援をしている行事ですけれども、特にご質問はござ
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いませんでしょうか。ないようですので、ことしもよろしくお願いい

たします。 

          そのほかの報告事項をお願いいたします。 

          安田参事。 

 

安田参事      『後援名義使用願の承認についてＰ．３６より説明』 

 

勘六野教育長    これも例年、後援をしている行事ですけれども、ご質問はございま

せんか。 

          大分、先の話なんですけどまたよろしくお願いします。 

          ごめんなさい。今、後援名義、まだもう一個。もう一つお願いいた

します。 

 

立石課長      『後援名義使用願の承認についてＰ．３７より説明』 

 

勘六野教育長    ご質問はございませんか。 

          ないようですので、ことしも承認という形で進めさせていただきま

す。 

          そのほかの報告事項をお願いいたします。 

          吉田統括。 

 

吉田統括理事    『小・中学校行事予定Ｐ．３８により説明』 

 

勘六野教育長    各小中学校の行事予定につきましてご質問、あるいはこれはどうい

う内容かというご質問ございませんでしょうか。 

          吉田統括、黒塗りのところ見えるようにできますよ。黒塗りのとこ

ろは、次回見えるようにできますよ。 

 

吉田統括理事    そうですね。すみません、グレースケールでもともと原稿が上がっ

てきているので、こういう状況になってしまっているということで、

次回、工夫をさせていただいて、読みやすいように。 

 

勘六野教育長    よろしく。 

          質問がないようですので、次の報告事項がありましたら、よろしく

お願いいたします。 

          立石課長。 
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立石課長      『生涯学習推進課２月行事予定Ｐ．１２～Ｐ．１３により説明』 

 

勘六野教育長    ご質問はございませんか。 

          では、次の報告説明をお願いいたします。 

          原田館長。 

 

原田図書館長    『図書館事業予定Ｐ．１４～Ｐ．１５により説明』 

 

勘六野教育長    ありがとうございます。ご質問はございませんか。 

          では、そのほかに報告事項ございましたらよろしくお願いいたしま

す。 

          安田参事。 

 

安田参事      委員の皆様のお手もとに、平成３０年度の全国体力・運動能力、運

動習慣等調査の、熊取町における調査結果のほうをさせてもらってい

ます。近いうちに、ホームページのほうにアップするんですけれども、

その前に教育委員の皆様にはお配りさせていただきますので、またご

らんください。 

          以上でございます。 

 

勘六野教育長    実は、過日は、大阪府の教育委員さんの連絡協議会がありました。

和歌山大学の本山先生が、岬町の小中学校に入り込んで授業の補助と

か、体育の指導をした結果、どんなふうに体力が上がってきたのかと

いう報告があって、阪南市の一部も恩恵を被っているということで。

和歌山大学が近いですから、そういうのをやって、そのときに熊取町

の報告も委員の皆様に見ておいてもらおうかなと思って、急遽用意さ

せていただきました。またチェックしておいてください。 

          その他に報告事項がございますでしょうか。 

          よろしいですか。 

          それでは、２月の教育委員会定例会を、これで終了したいと思いま

す。 

          どうもありがとうございました。 

 

閉会 午後５時４０分 

 


