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 令和元年７月教育委員会会議録 

 

【会議に付すべき事件】 

  報告第５号  令和元年６月熊取町議会定例会の結果報告について 

  報告第６号  青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告について 

  議案第７号  後援名義使用願の承認について 

  議案第８号  後援名義使用願の承認について 

 

【その他】 

  図書館協議会からの答申について 

  後援名義使用願の承認について【報告】４件 

 

《７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 

《６月分》 

  図書館【熊取図書館 他関係団体】事業報告 

《５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 

 

  日   時   令和元年７月９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                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（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         河井  淳 

 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                  南條  剛 

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

 

開会  午後５時００分 

 

勘六野教育長    それでは、ただいまから令和元年７月の教育委員会定例会を開催い

たします。 

          本日の署名委員には松井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、座って失礼します。 

          では、議事に入ります。 

          議案書１ページ、報告第５号「令和元年６月熊取町議会定例会の結

果報告について」、事務局から説明をお願いいたします。 

          課長。 

 

松浪課長      報告第５号「令和元年６月熊取町議会定例会の結果報告について」、

ご説明いたします。 

          議案書１ページでございます。 

          今回、ご報告させていただくのは、６月定例教育委員会でご承認を

いただきまして、町議会に上程をさせていただいた案件１件について

でございます。 

          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

に関する補正予算の内容につきましてでございます。大きく３つござ

います。 

          まず、大阪府の委託を受けて西小学校で食に関する教育の研究を行

うカリキュラム・マネジメント調査研究事業に係る予算、これは歳入

歳出ともに２０万円でございました。 

          次に、ふるさと応援寄附を活用した図書の整備を内容とする予算、

これは歳入歳出ともに１１万円の予算でございます。 

          次に、学校教育課における臨時職員雇用のための予算、歳出で７９

万４，０００円でございます。 

          これらの予算を上程したものでございます。 
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          町議会におきまして慎重なご審議を賜りまして、原案どおり可決い

ただきましたことをご報告いたします。 

          以上でございます。 

 

勘六野教育長    ありがとうございます。 

          昨月、６月のときに教育委員会で承認された案を町議会で検討して

もらった結果、可決されたということで報告されました。特にご質問

はございませんか。 

          では、報告第５号「令和元年６月熊取町議会定例会の結果報告につ

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    では、報告第５号「令和元年６月熊取町議会定例会の結果報告につ

いて」承認とします。 

          続きまして、議案書の２ページ、お願いします。報告第６号「青少

年問題協議会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      報告第６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、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条の規定により専決処分

いたしましたので、当規則第５条第２号の規定に基づき説明させてい

ただき、承認を求めるものでございます。 

          前田美穂子委員につきまして、前任の甲田義輝氏にかわりまして、

去る６月１１日に熊取町社会福祉協議会の新会長に就任されたことに

伴いまして、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３

年３月３１日までとなってございます。 

          以上、報告第６号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告につ

いて」のご説明でございます。ご承認のほう賜りますよう、よろしく

お願いいたします。 
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勘六野教育長    ただいま報告がありました前田美穂子さんの委員ということで、ご

質問はございませんでしょうか。 

          よろしいですか。 

          では、報告第６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    では、報告第６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。 

          続きまして、今度は当日配付をいたしました議案書の５８ページを

お願いします。議案第７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。 

          荒木参事。 

 

荒木参事      議案第７号「後援名義使用願の承認について」（さのドラＤＡＹ 

さのドラのじてんしゃ交通安全教室）、ご説明申し上げます。 

          議案書の５８ページをごらんください。 

          令和元年７月１日付で、株式会社泉佐野自動車教習所代表取締役、

久間崇弘氏より、「さのドラＤＡＹ さのドラのじてんしゃ交通安全

教室」の開催について、当委員会の後援名義使用願がありましたので、

これを承認するというものでございます。 

          本案件は、新規の案件としてご審議をお願いするものです。 

          次の５９ページをごらんください。 

          開催日、開催場所でございますが、令和元年９月２３日月曜日、泉

佐野自動車教習所です。 

          概要につきましては、小学校３年生の交通安全教育の推進というこ

とで、教習所内のコースを使った体験型の安全教室となっております。 

          参加予定人員は１００名。参加対象者は、小学校３年生とその家族

です。 

          参加者負担のほうはございません。 

          ６０ページから６５ページまでは、教習所の概要でありますとか、

予定やチラシ、収支予算書等がございますので、ご参照ください。 

          以上、議案第７号「後援名義使用願の承認について」（さのドラＤ

ＡＹ さのドラのじてんしゃ交通安全教室）のご説明とさせていただ

きます。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
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申し上げます。 

 

勘六野教育長    ありがとうございます。 

          ただいまの報告につきまして、ご質問はございませんでしょうか。 

          令和元年９月２３日は祝日の日に希望者を募って、安全教室を行う

ということの後援のようです。 

          特にご意見ございませんでしょうか。 

          では、議案第７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    では、議案第７号「後援名義使用願の承認について」承認とします。 

          次に、当日配付の議案書６６ページをおあけください。議案第８号

「後援名義使用願の承認について」、事務局からお願いいたします。 

          荒木参事。 

 

荒木参事      議案第８号「後援名義使用願の承認について」（第５７回大阪府小

学校社会科教育研究会 泉南大会）について、ご説明申し上げます。 

          令和元年６月２５日付で、大阪府小学校社会科教育研究会会長、村

上昌志氏より、第５７回大阪府小学校社会科教育研究会 泉南大会の

開催について、当委員会の後援名義使用願がありましたので、これを

承認するというものでございます。 

          本案件も新規の案件として、ご審議をお願いするものです。 

          次ページをごらんください。 

          開催日、開催場所でございますが、令和元年１１月６日水曜日、泉

南市立信達小学校でございます。 

          概要としましては、大阪府内の小学校教員が会場校に集まり、社会

科の公開授業、分科会、講師を招いての全体会、指導講評を行うとい

うものです。 

          参加人員は３００名、参加対象者は大阪府内の小学校教員です。 

          参加者負担は２，０００円となってございます。 

          ６８ページから７５ページまでは、会則、名簿、計画案、チラシ、

予算書等がございますので、ご参照をお願いいたします。 

          以上、議案第８号「後援名義使用願の承認について」（第５７回大

阪府小学校社会科教育研究会 泉南大会）のご説明とさせていただき
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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。 

 

勘六野教育長    新規案件ということですけれども、大阪府の小学校の社会科教育の

研究会が泉南地区で行われるというので、後援名義をとるということ

らしいです。 

          何かご質問、あるいはご意見はございませんか。 

          社会科は初めてかもしれないですね。いろんな教科で泉南大会とか

ありますから、同様の扱いをしたいというふうに考えております。 

          議案第８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８号「後援名義使用願の承認について」承認とします。 

          以上で、この会議に付されました議案が終了いたしました。 

          ほかに議案としては、何かございませんでしょうか。 

          ないようですので、議案の審議は終了いたしました。 

          今度は報告事項に入っていきたいと思います。 

 

（その他 報告事項） 

 

勘六野教育長    順次、事務局のほうから挙手の上、報告をお願いいたします。 

          図書館長。 

 

原田図書館長    『図書館協議会からの答申についてＰ．３～Ｐ．４９より説明』 

 

勘六野教育長    ただいまの報告を受けまして、ご質問ございませんでしょうか。 

          １０年間の成果を踏まえて、ボリュームのある答申を出していただ

きました。以前と同じように、やはり直営で運営するのが望ましいと

いう結論であります。 

          委員の皆様方、何かご意見はございますか。 

          よろしいでしょうか。 

          じゃ、引き続いて、今後も直営で運営して、まちの拠点というふう

な立場を守っていただきたいというふうに考えております。これは答

申ですね。 
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          今後は、どうなりますか。今後の流れをちょっと説明していただけ

ますか。 

          野津理事。 

 

野津理事      一部繰り返しになる部分がございますけれども、まず１点は、平成

２１年度に教育委員会として図書館は直営で運営するということが、

まず方針として既に決定されております。今回、町の中での行財政構

造改革の動きを受けまして、一つの検討項目として上がりましたので、

それを受けて、図書館の館長の諮問機関に諮問したと。その答えは、

やっぱり直営のほうが望ましいという答えでありましたので、教育委

員会としては、この既に出ている方針を何ら変える必要はないという

ことをもって、引き続き直営で運営するということでご理解いただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

勘六野教育長    わかりました。 

          前は、議決か何かとったんですね、１０年前ぐらいは。今回、継続

ということで議決はとりませんが、この方向でいきたいということで

よろしいでしょうか。 

 

梶山職務代理    １つだけ質問いいですか。これは何年かごとにこういう見直しとい

うのをするものなんですか。 

 

勘六野教育長    野津理事。 

 

野津理事      特に５年とか１０年とか定めたものではありませんけれども、今回、

指定管理者制度導入検討という町の動きを受け、方針を決めて１０年

たったことも受けまして、検討したと。１０年たって、当時よりも当

然社会情勢も変わってきておりますし、図書館への指定管理者制度導

入の動きもある程度進んだことも受けまして、検討したということで

ございますので、今後もまた何か大きな動きがあれば、改めてその時

点で、その動きも踏まえての検討は必要かなとは思っておりますが、

特に期間等は定めてはございません。 

 

梶山職務代理    わかりました。 

 

勘六野教育長    ほか、ご質問はございませんか。 
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          それじゃ、今回の答申を受けて、その動きをよろしくお願いいたし

ます。 

          ほかに、報告事項をお願いいたします。 

          荒木参事。 

 

荒木参事      『後援名義の使用願の承認について（第８回 あのねフェスティバ

ル）Ｐ．７６より説明』 

 

勘六野教育長    この事業につきましては、もう例年行っているということで、特に

好評で、特に問題もないということで後援をしたということですけれ

ども、ご質問ございませんか。 

          じゃ、その次の報告事項をお願いいたします。 

          瀬野参事。 

 

瀬野参事      『後援名義の使用願の承認について（実践倫理ジュニアと父母の集

い、大阪“人間と性”教育研究協議会３１周年総会セミナー講演会、

第３９回反核・平和のつどい）Ｐ．７７～Ｐ．７９より説明』 

 

勘六野教育長    ただいま３件の後援名義の承認について報告がありましたが、去年

のもの、それから７年か８年ぶりのものがあるんですけれども、特に

問題点があったと聞いておりません。それで、承認という報告をさせ

ていただいておりますが、ご質問はございませんでしょうか。 

          じゃ、承認ということでよろしくお願いします。 

          そのほかに、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．８０より説明』 

 

勘六野教育長    ただいまの報告で何かご質問はございませんか。 

          よろしいですか。 

          では、次の報告をお願いいたします。 

          課長。 

 

立石課長      『生涯学習推進課事業予定Ｐ．５０～Ｐ．５１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。 
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          ないようですので、次の報告をお願いいたします。 

          図書館長。 

 

原田図書館長    『図書館事業予定Ｐ．５３～Ｐ．５４より説明』 

 

勘六野教育長    ただいまの報告でご質問はありませんか。 

          ないようですので、そのほかに報告事項があったらお願いします。 

          ないですか。 

          それでは、これで７月の教育委員会定例会を終了いたします。あり

がとうございました。 

 

閉会 午後５時３６分 

 

 


