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 令和２年１０月教育委員会会議録 

 

【会議に付すべき事件】 

  議案第１３号  熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）の臨時休館日について 

  議案第１４号  後援名義使用願の承認について 

  報告第１２号  令和２年９月熊取町議会定例会の結果報告について 

  報告第１３号  公民館・町民会館の整備について（進捗状況報告） 

  報告第１４号  教育委員会事務局職員の異動について 

 

【その他】 

  後援名義使用願の承認について【報告】２件 

 

《１０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】事業予定 

  図書館【熊取図書館 他関係団体】事業予定 

  小・中学校行事予定 

《９月分》 

  図書館【熊取図書館 他関係団体】事業報告 

《８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 

 

  日   時   令和２年１０月７日（水）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                土屋 裕睦 

 教育委員                鈴木 直子 

 教育委員                一ノ瀨由美子 

 教育次長                阪上 敦司 

 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）      原田 哲哉 

 学校教育課長              三原  順 
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 学校教育課学校指導参事         松藤 茂孝 

 学校教育課学校指導参事         櫻澤 彩香 

 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         松本  歩 

 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       堀口 卓也 

 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    皆様、こんにちは。お待たせいたしました。 

          本日１０月の定例会を行わせていただきますが、定例会に先立ちま

して、ご報告申し上げます。教育委員の異動の件でございます。本年

９月３０日をもちまして、松井委員の任期が終了いたしました。先ほ

ども松井委員とはそのご挨拶をさせていただきましたが、もうこの場

には出席いたしません。これにつきましては、松井委員の後任といた

しまして、本日ご出席の一ノ瀨委員が９月の定例町議会で任命同意を

得まして、１０月１日付で教育委員に就任いただいております。任期

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５条第

１項の規定によりまして、１０月１日から４年間となります。 

          それでは、本日初めてご出席いただいております一ノ瀨委員から一

言ご挨拶をお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

（一ノ瀨委員あいさつ） 

 

勘六野教育長    どうもありがとうございました。 

          続きまして、まず、前にいる委員の皆様と、そちら事務局の職員の

紹介を行います。 

 

（教育委員・事務局職員紹介） 

 

勘六野教育長    どうもありがとうございました。 

          それでは、ただいまから議事に入ります。座って失礼いたします。 

          まず、議案書１ページ、議案第１３号「熊取町立総合体育館（ひま
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わりドーム）の臨時休館日について」、事務局から説明をお願いいた

します。 

          堀口参事。 

 

堀口参事      それでは、私のほうから説明させていただきます。議案書の１ペー

ジ、議案第１３号「熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）の臨時休

館日について」でございます。 

          熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）の保守点検等のため、総合

体育館条例第１３条ただし書により、令和２年１０月１０日土曜日、

１１日日曜日、１２日月曜日並びに１２月２８日月曜日、令和３年１

月４日月曜日を臨時に休館するというものでございます。 

          総合体育館条例第１３条のただし書には、指定管理者が特に必要が

あると認める場合は、教育委員会の承認を得て、臨時に開館・休館す

ることができるとあります。例年どおり、施設のメンテナンス等のた

め、全館休館の申出が指定管理者よりあったため、承認を求めるとい

うものでございます。 

          内容といたしましては、１０月の休館につきましては、機器のメン

テナンス、プールの水を抜いて清掃を行うことに併せて、開館以来使

用している温水ボイラーの取替修理を行います。 

          年末年始の休館につきましては、終業・始業時の館内清掃、機器の

メンテナンスを行うものでございます。 

          以上、よろしくご審議賜りまして、ご承認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    ただいまひまわりドームの臨時休館日につきまして説明をいただき

ました。委員の皆さん方で何かご質問はございませんでしょうか。よ

ろしいですか。 

          では、議案第１３号「熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）の臨

時休館日について」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１３号「熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）の臨時休館

日について」承認とします。 

          続きまして、次に同じく議案書の２ページ、報告第１２号「令和２
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年９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。 

          三原課長。 

 

三原課長      それでは、報告第１２号「令和２年９月熊取町議会定例会の結果報

告について」、ご説明をいたします。 

          事前配付の議案書２ページのほうをご覧いただければと思います。 

          令和２年９月熊取町議会定例会に上程の令和２年度熊取町一般会計

補正予算（第８号）について、※ただし、教育の事務に関する部分及

び議会の議決を要する契約について、※熊取町ＧＩＧＡスクール学習

用端末等機器の購入について、この２点につきましては町議会におき

まして慎重なご審議を賜り、原案どおりご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。 

          内容につきましては、先月の定例会で説明をさせていただいており

ます。議会で承認いただいたということの報告でございます。 

          特にご質問はございませんか。 

          では、報告第１２号「令和２年９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    報告第１２号「令和２年９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、当日配付の議案書をお願いします。 

          １２ページ、議案第１４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。 

          河井参事。 

 

河井参事      それでは、議案書、議案第１４号「後援名義使用願の承認につい

て」、ご説明申し上げます。 

          当日配付分、議案書１２ページをご覧ください。 

          令和２年９月１５日付で、大阪府小学校生活科・総合的な学習教育

研究協議会会長、池田知之氏より、第２８回大阪府小学校生活科・総
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合的な学習研究協議会研究大会泉南大会（講演会）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。 

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

          申し訳ありません、別紙をご覧ください。別紙の後援等名義使用承

認申請書のほうをご覧ください。 

          開催日、開催場所でございますが、令和２年１０月２９日、大阪市

立吉野小学校です。 

          事業の概要は、実践報告集の発行と感染症対策を講じた上での講演

会の開催となっております。 

          参加予定人員は、約１００人。参加対象者は、大阪府小学校教員、

生活科・総合的な学習教育関係者です。参加者負担はなしとなってい

ます。 

          １３ページから１８ページまでは会則、事業計画、名簿、大会案内

がございますので、ご参照ください。 

          以上、議案第１４号「後援名義使用願の承認について」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申し上

げます。 

          以上です。 

 

勘六野教育長    新規の案件ということで、承認願が出ております。ただいま説明い

ただきましたが、ただいまの説明でご質問ございませんでしょうか。 

 

梶山委員      よろしいですか。 

          これ泉南大会なんですよね。泉南大会ということで、開催場所が大

阪市ですよね。それ何か理由があるんでしょうか。 

 

勘六野教育長    これいかがですか。河井参事。 

 

河井参事      １５ページの事業計画のほうでは、もともと阪南市立桃の木台小学

校で実施する予定で考えておりました。ただ、コロナの影響がありま

して、開催場所、講演会のみを実施するという形になりましたので、

主催は泉南地区が主催することになっておるんですが、会場のほうが

吉野小学校のほうに移動しているというような状況でございます。 

 



－６－ 

勘六野教育長    加えて、１５ページの吉野小学校でＺｏｏｍ等を活用して講演会を

配信と書いてあるんですが、職員、先生方も集まるんですよね。 

 

河井参事      先生方も集まってするというふうに聞いております。 

 

勘六野教育長    分かりました。 

 

河井参事      Ｚｏｏｍも利用しながら。 

 

勘六野教育長    Ｚｏｏｍと両方やるんですか。 

 

河井参事      両方利用しながら開催するということです。 

 

勘六野教育長    ほかご質問ございませんでしょうか。 

          では、議案第１４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１４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１９ページ、報告第１３号「公民館・町民

会館の整備について（進捗状況報告）」ですけれども、進捗状況の報

告をお願いいたします。 

          立石課長。 

 

立石課長      それでは、報告第１３号「公民館・町民会館の整備について（進捗

状況報告）」の説明をさせていただきます。 

          当日配付分の議案書１９ページをお開きください。 

          先般６月の教育委員会定例会におきまして、公民館・町民会館の整

備方針についてご報告をさせていただいたところでございますが、そ

の後の進捗状況について報告させていただきます。 

          まず、１番、整備の方向性についてでございますが、公民館・町民

会館につきましては大規模改修、町民会館ホールにつきましては建て

替え・新築で進めてまいります。 

          続きまして、２番、進捗状況でございますが、（１）住民ニーズの

把握といたしまして、主に３つのアンケート調査を実施いたしました。 



－７－ 

          １つは、利用者アンケート調査といたしまして、現在、公民館・町

民会館、また教育・子どもセンターを定期的に利用している団体に対

して、活動頻度や活動内容、また部屋や設備に対するご意見・ご要望

をお伺いするアンケート調査でございます。５月から６月にかけて行

い、７３団体ほぼ全ての団体からご回答をいただいたところでござい

ます。 

          ２つ目は、住民無作為抽出アンケート調査といたしまして、１０歳

刻みの世代ごとに無作為抽出した１，０００人を対象に、公民館・町

民会館の利用状況や、施設・設備に関する満足度、また部屋や設備の

希望などをお伺いするアンケート調査でございます。７月に実施いた

しまして、３１６人の方からご回答をいただきました。その中で、主

な要望でございますが、Ｗｉ－Ｆｉ環境・ＰＣコンセントを整備した

自習やテレワークができる貸室の整備、小さい子ども連れでの利用に

配慮した整備、音響設備・壁鏡・防音機能を備えた運動ができる貸室

の整備などが主な要望として上がっております。 

          ３つ目は、６月に公民館や煉瓦館など関連する公共施設にも同様の

アンケート調査票を備え付け、３２人の方からご回答をいただいたと

ころでございます。ご回答いただきました内容、またご意見や要望に

つきましては、内容を精査し、施設整備に関する基本的な考え方や整

備内容等を記載した基本構想案に反映させているところでございます。 

          （２）公民館・町民会館整備検討委員会の設置・開催についてでご

ざいます。 

          先ほど申しました基本構想案、また基本設計業務や実施設計業務な

どを行っていただく事業者を選考するためのプロポーザル実施要領案

の策定に際しましては、利用者を含む住民の方々から広く意見をいた

だきながら決定をしていくため、６月２４日付で学識経験者、住民代

表等で構成する公民館・町民会館整備検討委員会を設置いたしました。 

          資料に記載のとおり、７月２９日に第１回、８月１２日に第２回の

委員会を開催いたしまして、スケジュール等、また基本構想案やプロ

ポーザル実施要領案について、様々な見地から多くのご意見をいただ

いており、④のとおり、本日この後、第３回の整備検討委員会を開催

するところでございます。 

          続きまして、３番、今後の当面のスケジュールでございます。 

          先ほど申しましたとおり、本日この後、第３回整備検討委員会を開

催しました後、１０月２７日の第４回目の委員会におきまして、基本

構想案、そしてプロポーザル実施要領案について、委員会といたしま
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して一定の取りまとめを行う予定でございます。その後、１１月１９

日の議員全員協議会におきまして、議会議員のご意見もお聞きしなが

ら、１２月上旬に開催予定の第５回整備検討委員会におきまして、基

本構想、そしてプロポーザル実施要領を確定いたします。そして、１

月から基本設計業務や実施設計業務などを行っていただく事業者を選

考するためのプロポーザルを実施し、３月上旬には事業者を決定いた

しまして、令和３年度に基本設計、実施設計等の策定、令和４年度、

５年度に公民館の大規模改修、町民会館ホールの新築工事に入ってい

く予定でございます。 

          以上、公民館・町民会館の整備についての進捗状況でございますが、

１０月２７日の第４回整備検討委員会において、基本構想案、そして

プロポーザル実施要領案の取りまとめが一定できましたら、教育委員

の皆様にもお示しさせていただき、何かご意見等がございましたらお

伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

          説明は以上でございます。 

 

勘六野教育長    ただいま公民館等の整備状況につきまして、進捗状況を報告願いま

した。 

          ただいまの説明で、何かご質問ございますでしょうか。今のところ

はご質問ございませんか。 

          では、報告第１３号「公民館・町民会館の整備について（進捗状況

報告）」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１３号「公民館・町民会館の整備について（進捗状況報

告）」承認とします。 

          次に、当日配付の議案書２０ページ、先ほどの次のページ、２０ペ

ージをお願いします。 

          報告第１４号「教育委員会事務局職員の異動について」、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

          三原課長。 

 

三原課長      それでは、報告第１４号「教育委員会事務局職員の異動について」、

説明をさせていただきます。 

          熊取町教育委員会事務委任規則第２条第１項第８号による教育委員
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会事務局職員の異動について、別紙のとおり専決処分したので報告し

承認を求めるものでございます。 

          今回の教育委員会事務局職員の異動につきましては、令和２年９月

２８日に教育長が専決処分を行ったものでございまして、２１ページ

に掲載の１０月５日付人事異動内示書のとおりとするものでございま

す。 

          内示書の内容でございます。 

          まず、転入、昇任等でございます。私、三原健康福祉部子育て支援

課長が教育委員会事務局学校教育課長として着任させていただくもの

でございます。 

          続いて、転出される方でございます。松浪教育委員会事務局学校教

育課長が健康福祉部子育て支援課長として転出されるものでございま

す。 

          なお、管理職以外の職員の異動につきましては、議案書２５ページ

に掲載をさせていただいておりますので、ご確認のほどよろしくお願

いいたします。 

          以上で、報告第１４号の説明とさせていただきます。 

 

勘六野教育長    ただいま、９月末にもう専決処分をさせていただいた教育委員会の

事務局職員の異動について説明がありましたが、ご質問、ご意見ござ

いませんでしょうか。 

          では、報告第１４号「教育委員会事務局職員の異動について」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１４号「教育委員会事務局職員の異動について」承認としま

す。 

          以上で、本日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、令和２年の１０月、教育委員会についての審議

は終了いたします。 

 

（その他 報告事項） 

 

勘六野教育長    続いて、種々の報告事項に入ります。 



－１０－ 

          順次報告事項をお願いいたします。 

          河井参事。 

 

河井参事      『後援名義使用願の承認について（第３３回日書美学生公募展）

Ｐ．３より説明』 

 

          『後援名義使用願の承認について（小学生の税に関する習字の展示

及び表彰）Ｐ．２２より説明』 

 

勘六野教育長    ただいま２件の後援名義使用願の説明をいただきました。例年、昨

年度の後援名義という２つの内容ですが、特にご質問ございませんか。 

          それでは、ほかに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．２３より説明』 

 

勘六野教育長    学校行事につきまして何かご質問ございませんか。よろしいですか。 

          では、そのほかの報告事項をお願いいたします。 

          立石課長。 

 

立石課長      『生涯学習推進課事業予定Ｐ．４～Ｐ．６より説明』 

 

勘六野教育長    ご質問ございませんか。 

          そのほかに報告ございますか。 

          原田館長。 

 

原田図書館長    『図書館事業予定Ｐ．８より説明』 

 

勘六野教育長    よろしいでしょうか。ご質問ございませんか。 

          そのほかに報告事項はございますか。ございませんか。 

          それでは、報告事項がないようですので、これで定例教育委員会を

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３１分 

 


