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 令和元年６月教育委員会会議録 

 

【会議に付すべき事件】 

  議案第６号  町議会の議決を経るべき事件の議案について 

  報告第３号  社会教育委員委嘱の専決処分報告について 

  報告第４号  青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告について 

 

 

【その他】 

  後援名義使用願の承認について【報告】３件 

 

《６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 

《４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 

  図書館【熊取図書館 他関係団体】事業報告 

  社会教育施設等利用状況 

《５月分》 

  図書館【熊取図書館 他関係団体】事業報告 

 

  日   時   令和元年６月１１日（火）午後５時００分から 

  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                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（生涯学習・図書館担当）      野津  恵 

 学校教育課長              松浪 敬一 

 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 
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 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                  南條  剛 

 

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

 

開会  午後５時００分 

 

勘六野教育長    それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和元年６月の教

育委員会定例会を開催いたします。 

          本日の署名委員は、鈴木委員を指名いたしますので、よろしくお願

いします。 

          それでは、議事に入ります。 

          議案書の１ページ。 

          議案第６号「町議会の議決を経るべき事件の議案について」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６号「町議会の議決を経るべき事件の議案につい

て」ご説明申し上げます。 

          議案書の１ページをお開きください。 

          地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、

町長から意見を求められた次の議案については、異議がないものとす

るというものでございます。 

          内容につきましては、令和元年度熊取町一般会計補正予算（第４

号）のうち、教育の事務に関する補正予算についてでございます。 

          それでは、補正予算の内容について説明をいたします。 

          議案書の４ページ、５ページをお開きください。 

          一番上段ですけれども、まず、右側の上のほうを見ていただいて、

カリキュラム・マネジメント調査研究事業委託金というのがございま

す。２０万円を計上するものでございます。これは、全額補助の国事

業ということで、今年度、来年度の２年間の調査の委託を国から受け

ておりまして、具体的には西小学校で実施するものでございます。 

          カリキュラム・マネジメントとは、教育課程全体を通した取組みを

通じて、教科横断的な視点から教育活動の改善を行っていくことや、

学校全体としての取組みを通じて教科等や学年を超えた組織運営の改
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善を図っていくということで、新学習指導要領の中で重要性が示され

ているものでございます。 

          具体的には、西小学校におきまして、食に関する教育の研究を行う

という予定でございまして、家庭科、理科、道徳等において教科横断

的な視点で計画、実施し、今後、生きていく上で必要な資質能力を子

どもたちに身につけさせるということを目的に実施するもので、その

ための事業に対する委託金でございます。 

          次に、くまとりふるさと応援基金繰入金１１万円につきましては、

平成３０年度にくまとりふるさと応援寄附として寄附をいただいた金

額のうち、図書費の購入としての使途を指定して寄附をしていただい

たものでございまして、これを今年度、くまとりふるさと応援基金繰

入金に繰り入れるというものでございます。 

          続いて、６ページ、７ページをお開きください。 

          歳出予算でございます。 

          一番上ですけれども、教育委員会運営事業の中の臨時雇賃金７９万

４，０００円でございますが、これは学校教育課の事務処理を行うた

めの臨時職員１名の賃金を計上するものでございます。この臨時職員

につきましては、ことしの４月から６月までは熊取町の一般会計の現

計予算の中で対応してきたところですけれども、７月から来年３月ま

での賃金を補正予算措置をして、年間通じて従事いただくというもの

でございます。 

          内容につきましては、台風２１号による災害復旧事業を継続して行

う必要があること。また、今年度実施する中央小学校、西小学校、北

小学校、それと南小学校のトイレの洋式化改修工事等の施設改修事業

に係る事務量の増加等に対応するためのものでございます。 

          次に、カリキュラム・マネジメント調査研究事業の中の報償費、謝

礼金で８万円を計上しております。先ほどのカリキュラム・マネジメ

ント事業を実施するための事業費で、具体的には、研修を実施するた

めの外部講師への謝礼金ということで、１回４万円で２回分を計上し

ております。 

          次に、需用費、消耗品費１２万円につきましては、事務用のコピー

用紙、ざら紙、それとカラープリンターのインク、それと調理実習用

の材料費を計上するものでございます。 

          その下の図書館運営事業の備品購入費、図書費１１万円につきまし

ては、歳入のところで説明させていただいた寄附金を熊取図書館の図

書の購入費として充てるために計上するというものでございます。 
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          以上で議案第６号「町議会の議決を経るべき事件の議案について」

の説明を終わります。よろしくご審議をいただいて、ご承認賜ります

ようお願いをいたします。 

          なお、今回の案件の６月議会の上程日は、あす６月１２日の予定で

ございます。 

          以上でございます。 

 

勘六野教育長    補正予算の内容について、教育委員会にかかわる部分だけ説明いた

だいたわけですけれども、何かご質問はございませんでしょうか。 

 

梶山職務代理    カリキュラム・マネジメント調査費というのは、これは国から来る

んですか、委託を受けて。 

 

吉田統括理事    国から府、府から熊取町というような形になっています。国から委

託を受けた府から、各市町村に委託しているものです。 

 

勘六野教育長    よろしいですか。 

          ほか、ご質問ございませんでしょうか。 

          では、議案第６号「町議会の議決を経るべき事件の議案について」

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６号「町議会の議決を経るべき事件の議案について」承認と

します。 

          それでは、議案書の８ページ、報告第３号「社会教育委員委嘱の専

決処分報告について」事務局から説明をお願いいたします。 

          瀬野参事。 

 

瀬野参事      失礼します。 

          それでは、議案書の８ページでございます。 

          報告第３号「社会教育委員委嘱の専決処分報告について」ご説明申

し上げます。 

          社会教育法第１５条第２項及び社会教育委員条例第２条第２項の規

定によります社会教育委員の委嘱につきまして、速やかに新たな委員

の方を委嘱する必要がありましたことから、事務委任規則第４条の規
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定により専決処分いたしましたので、同規則第５条第２号の規定に基

づき報告させていただき、承認を求めるものでございます。 

          表をごらんください。一番上、寺田暁司委員につきましては、坂本

礼子校長先生にかわりまして学校教育関係者、町立小中学校長を代表

として委嘱をさせていただいたものでございます。２番目、岸本邦彦

委員につきましては、田中豊一氏にかわりまして社会教育関係者、体

育協会代表として委嘱をさせていただいたものでございます。委嘱期

間につきましては、前任の方の残りの任期であります令和２年５月９

日までとなってございます。 

          以上、報告第３号「社会教育委員委嘱の専決処分報告について」の

ご説明でございます。ご承認を賜りますようよろしくお願いをいたし

ます。 

 

勘六野教育長    ただいまの報告につきまして、ご質問はございませんか。 

          もともとの委員は２年ということでよろしいんですか。 

 

瀬野参事      さようでございます。 

 

勘六野教育長    ２年の途中でかわったということで、残りの期間ということだそう

ですけれども、よろしいでしょうか。 

          では、報告第３号「社会教育委員委嘱の専決処分報告について」承

認としてよろしいか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

勘六野教育長    報告第３号「社会教育委員委嘱の専決処分報告について」承認とし

ます。 

          続きまして、議案書９ページ、報告第４号「青少年問題協議会委員

委嘱の専決処分報告について」同じく事務局から説明をお願いいたし

ます。 

          瀬野参事。 

 

瀬野参事      それでは、報告第４号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告

について」ご説明申し上げます。 

          青少年問題協議会規則第３条第２項の規定によります青少年問題協

議会委員の委嘱につきまして、新たな委員の方を委嘱する必要があり
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ましたことから、事務委員規則第４条の規定により専決処分いたしま

したので、同規則第５条第２項の規定に基づき報告させていただき、

承認を求めるものでございます。 

          表のほうをごらんください。１番目、寺田暁司委員につきましては、

釈迦戸葉子校長先生にかわりまして関係行政機関の職員、町立小中学

校長を代表として委嘱をさせていただいたものでございます。続きま

して、２番目、矢野正憲委員及び３番目、浦川佳浩委員につきまして

は、坂上巳生男氏及び佐古員規氏にかわりまして町議会議員として委

嘱をさせていただいたものでございます。４番目、竹内賢治委員につ

きましては、腕野元治氏にかわりまして学識経験者、熊取町小・中学

校ＰＴＡ連絡協議会の代表として委嘱をさせていただいたものでござ

います。委嘱の期間につきましては、前任の方の残りの任期でありま

す令和３年３月３１日までとなってございます。 

          以上、報告第４号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告につ

いて」の説明でございます。ご承認を賜りますようよろしくお願いい

たします。 

 

勘六野教育長    ただいま報告ありました青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告

について、ご質問はございませんでしょうか。 

          では、報告第４号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告につ

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    報告第４号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告について」

承認とします。 

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

案はございますでしょうか。 

          ないようですので、審議は終了いたします。 

 

（その他 報告事項） 

 

勘六野教育長    続いて、報告事項に入りたいと思います。 

          事務局から順次お願いいたします。 

          立石課長。 
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立石課長      『後援名義使用願の承認について（第１１回中国伝統武術近畿交流

大会兼第１１回大阪府ジュニア武術太極拳大会）Ｐ．１０より説明』 

 

勘六野教育長    これも過去に教育委員会で承認した内容ですけれども、ご質問ござ

いませんか。 

          では、その次の報告をお願いいたします。 

          瀬野参事。 

 

瀬野参事      『後援名義使用願の承認について（第４３回熊取町小・中学校ＰＴ

Ａ連絡協議会親睦ソフトバレーボール大会）Ｐ．１１より説明』 

 

勘六野教育長    ここにおられる委員さんも、参加した可能性もある大会ですが、承

認しております。ご質問ございませんでしょうか。 

          承認ということで、よろしくお願いいたします。 

          ほかに報告事項ございますか。 

          立石課長。 

 

立石課長      『後援名義使用願の承認について（浪商スポーツ＆カルチャーフェ

スティバル）Ｐ．２４より説明』 

 

勘六野教育長    ただいまの報告についても何かご質問はございますか。ございませ

んか。 

          それでは、ほかの報告事項をお願いいたします。 

          吉田統括理事。 

 

吉田統括理事    『小・中学校行事予定Ｐ．２５より説明』 

 

勘六野教育長    小・中学校行事につきまして、何かご質問ございませんか。よろし

いでしょうか。 

          では、そのほかにご報告はございますか。 

          立石課長。 

 

立石課長      『生涯学習推進課６月事業予定Ｐ．１２～Ｐ．１４より説明』 

 

勘六野教育長    主な社会教育行事につきまして報告いただきました。ご質問はござ

いませんか。よろしいでしょうか。 
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          ほか、報告事項ございますか。 

          図書館長。 

 

原田図書館長    『図書館事業予定Ｐ．１５～Ｐ．１６より説明』 

 

勘六野教育長    ただいまの図書館からの報告で、何かご質問はございますでしょう

か。ありませんか。 

          では、そのほかに報告事項はありますか。報告ではないけれども、

説明。 

          松浪課長。 

 

松浪課長      平成３０年度の熊取町教育委員会活動の点検・評価の件について、

若干報告をさせていただきたいと思います。 

          この点検・評価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第２６条に「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の

管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する

報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければな

らない」ということで書かれておりまして、これに基づいて、毎年９

月町議会に報告して、町ホームページにも掲載をしてきているという

ものでございます。 

          今回、この点検・評価報告書の事務局案を６月３日付で教育委員さ

んに送付させていただきまして、内容を見ていただいた中でご意見を

お伺いさせていただくとしていたところでございます。ご意見等ござ

いましたら承りたいと思うんですけれども、どうでしょうか。 

 

勘六野教育長    きょうの段階で何かご意見ございますか。 

 

梶山職務代理    きょうの段階ですけれども、特に問題ないと思います。 

 

松浪課長      そうですか。わかりました。もしご意見等、きょう以降見ていただ

いた中でございましたら、今週金曜日まででしたらご連絡いただけれ

ばというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

          それと、この後に、６月２４日、まだ予定ですけれども、第１回の

評価委員会というのを開催させていただいて、この報告書に関する意

見を評価委員さんのほうからもいただきたいなというように考えてお

ります。そこで出た意見等を反映した中で、報告書の修正を必要に応
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じて行いまして、その段階でもまた教育委員さんにも見ていただくこ

とも予定しておりますので、その段階でまたご意見等を一回いただけ

ればというふうに考えております。 

          最終的には評価委員さんからの意見書もつけた形で８月の定例教育

委員会に議案として提出をさせていただきまして可決いただいた後に、

９月定例町議会で報告をしたいというふうに考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

          以上でございます。 

 

勘六野教育長    今の流れにつきまして、ご質問ございませんか。 

          では、またよろしくご意見等お願いいたします。 

          そのほかに報告並びに連絡はございますでしょうか。 

          それでは、ないようですので、これをもちまして本日の教育委員会

を終了いたします。 

          どうもありがとうございました。 

 

閉会 午後５時２７分 

 

 


