泉南市教育委員会令和元年第８回定例会会議録

（１）日時・場所
令和元年８月 22 日（木）
午前 10 時 00 分 開会
午前 11 時 40 分
泉南市役所 第一委員会室において
（２）教育委員会出席者
古川
片木
薮内
栁澤
太田

聖登
哲男
進
泰志
淳子

教育長
教育長職務代理者
教育委員会委員
教育委員会委員
教育委員会委員

（３）事務局出席者の職氏名
稲垣 豊司
教育部参与
阪上
桐岡
岩崎
新納
奥野

浩之
秀明
誠
孝啓
繁

教育部次長兼人権教育課長
教育総務課長
学務課長
指導課長
生涯学習課生涯学習推進係長

（４）休憩・遅刻等について

（５）会議録署名者の氏名
古川 聖登
薮内 進
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閉会

泉南市教育委員会

令和元年第８回定例会

議事日程

令和元年８月 22 日（木）午前 10 時 00 分 開会
泉南市役所 第一委員会室
日程番号

議案等の番号

件
開

名

会

日程第１

会議録の承認

日程第２

会議録署名者の指名

日程第３

報告第１号

教育長報告

日程第４

報告第２号

事務局報告

日程第５

議案第１号

泉南市教育委員会評価委員会委員の委嘱について

日程第６

議案第２号

幼児教育・保育の無償化の実施に伴う関係条例の整備等に
関する条例の制定について

日程第７

議案第３号

平成 31 年度大阪府泉南市一般会計補正予算に係る要求
（案）（教育委員会所管分）について
その他
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午前 10 時 00 分開会

出場され、全国制覇を成し遂げられました。

○古川教育長 ただいまから、泉南市教育
委員会令和元年第８回定例会を開催いたし
ます。出席者が過半数であり、定足数に達
しておりますので、会議は適法に成立いた
しました。
これより日程に入ります。
日程第１、会議録の承認についてお諮り
いたします。令和元年第７回定例会会議録
は、既に案として委員の皆様に配付いたし

彼女だけ胸に２つの金メダルが輝いており
ました。泉南市の子どもたちは、文化にス
ポーツに一生懸命に努力ができ、はつらつ
とした力を発揮できる、そういうことが本
当によくわかり、私も大変うれしく思った
次第でございます。この場をお借りしまし
て指導者の方々の御尽力に感謝申し上げた
いと存じます。
次に、泉南市教育振興３プランにも掲げ

ており、確認いただいておりますので、原
案のとおり承認することに御異議ございま
せんか。
全員異議なしと認めます。
よって、令和元年第７回定例会会議録は、
承認することに決定いたしました。
次に日程第２、会議録署名者の指名を行
います。本日の会議録署名者は、教育委員

ました国際化教育に関連いたしまして、Ｊ
ＥＴプログラムの活用の先進地であります
大阪府の箕面市に教育委員会事務局職員と
ともに、先日視察に行ってまいりました。
箕面市では教育長、教育次長に歓迎してい
ただきまして、職員から活用の様子を詳し
く伺ってきました。箕面市は、ＪＥＴプロ
グラムを導入して５年でありますが、現在

会会議規則第 12 条第２項により、教育長の
ほかに教育長において薮内委員を指名いた
します。
次に日程第３、報告第１号、教育長報告
を議題といたします。
それでは、私から何点か報告させていた
だきます。既に御存知かと思いますが、
「教
育長だより５」にも書きましたように、我
が泉南市を中心とした少年野球チーム「新

74 名のＡＬＴを市内の小中学校に配置し
ておられます。カリキュラムを工夫して小
学校１年生から中学校３年生まで子どもた
ちが毎日英語に触れることができるように
工夫しておられました。また、どの学校で
も教員とＡＬＴがスムーズに授業ができる
ように授業マニュアル、指導案をつくって、
全教職員に配付しておられました。この授
業マニュアルは本市にも御恵与をいただい

家スターズ」が２度目の全国制覇を成し遂
げました。「第 41 回全国スポーツ少年団軟
式野球交流大会」で参加した約 6 千チーム、
これは全国の少年野球チームの過半数と聞
いておりますが、その頂点に立ったわけで
ございます。先日、市役所で胸に金メダル
を下げ、たくましく日やけしたスターたち
の報告を受けました。さらに、
「新家スター
ズ」の一員である砂川小学校の６年生の松

ており、これをもとに授業研究を進めてま
いりたいと考えております。こちらが授業
マニュアルです。小学校の低学年から中学
生までのもので、日本人と外国人向け、両
方のマニュアルがございまして、これをも
とにどの学校でも質の高い外国語教育がで
きるように展開しておられます。これを本
市に御提供いただいたというのは大変あり
がたいことだと考えております。

元さんですが、全大阪のチームである「大
また箕面市のような形で展開するために
阪ベストガールズ」の一員として、42 チー
は、ＡＬＴを当初学校に１名ずつの配置と
ムが参加する、
「ＮＰＢガールズトーナメン
考えておりましたが、それでは足りないと
ト 2019 全日本女子学童軟式野球大会」に
いうことがわかりまして、少し増員したい
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と考えております。今のところは、ほかの

がありまして、私も心から尊敬いたします

ＡＬＴ以外の方々も含めまして 26 名くら
いで考えておりまして、まだ検討段階です
が、多い学校では３名くらい配置できるよ
うな形で考えております。それから、英語
だけでなくスポーツ振興にも力を入れるこ
とを検討しております。
これに関連しまして、先日小中学校の英
語教員のリーダーの方８名に教育長室に集
まっていただき、懇談をしました。来年度

とともに勇気をいただきました。きっとこ
のような取組が将来にわたって、また大き
く花が開くときが来ると信じております。
またそのときに展示されましたフィリピン
の青年の絵画を市長がいただかれまして、
市長の御配慮で私の部屋に飾ってあります。
もしよろしければ後で見に来ていただけれ
ばと思います。
それから働き方改革に関しまして、８月

ＪＥＴプログラムを進めるに当たり、その
教育の中心となるのは、教員の先生方です。
その先生方が主体的に取り組んでいただけ
るように忌憚のない意見交換をさせていた
だいたところです。先生方から前向きなお
話が多数聞かれまして、もう今から英会話
を勉強しようかなという方もいらっしゃい
ました。もちろん既に堪能な方もいらっし

の夏季休業日の８月 13 日から 15 日までの
３日間、学校閉庁日を設けて実施したとこ
ろです。このほかにも様々な取組を順次進
めてまいりたいと思います。
最後に、学校安全に関しまして、９月議
会に補正予算を計上しております。内容は、
中学校の門扉の施錠の自動化でございまし
て、既に小学校 10 校では実施済みですが、

ゃるわけですけれども、先生方の今後の主
体的な取組に期待しております。
それから、学力向上に関しまして、この
夏休みに「せんくま自習ルーム」と名称を
改めて各公民館と図書館で実施いたしまし
たところ、延べ 123 人の児童生徒に御利用
いただいたところです。少しでも学力向上
の役に立てばと思っております。
またこの夏休み期間中に「タブレットド

中学校は未対応でございましたので、この
度、補正予算を計上したところです。昨今
色々な事件が頻発して、泉南市、またその
周辺でも不審者などが報告されている中、
子どもたちを事件や事故から守るべく必要
な対策であると考え、市長にも御理解をい
ただき計上させていただいたところです。
来週 26 日月曜日から小中学校で２学期
が始まります。最後に、子どもたちが元気

リル」というものを市内で導入しておりま
して、その説明会を教員に行いました。こ
れは各学校のＩＣＴ機器を整備したときに
導入したもので、東京書籍がＷｅｂ上で提
供しております。子どもたちがタブレット
で、楽しみながらドリルができるというも
のです。
過日、「オオサカ・イン・ザ・ワールド」
の 30 周年の記念イベントに参加させてい

で学校に来てくれることを念願し、報告と
させていただきます。
ただいまの報告に対しまして、御質問・
御意見等ございますでしょうか。
ないようですので、以上で本報告を終了
いたします。
次に日程第４、報告第２号、事務局報告
を議題といたします。新納指導課長より、
泉南市幼稚園通園バス利用料に係る減額に

ただきました。国際交流のすばらしさを実
感するとともに、世界が自国主義に傾倒す
る中で、この泉南の地で地道に民間の国際
交流を続けておられる方々と懇談する機会

関する要綱の制定について、報告をお願い
いたします。
新納指導課長。
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○新納指導課長

それでは私のほうから、

ら様式第２号をもって通知し、不認定の場

泉南市幼稚園通園バス利用料の減額に関す
る要綱について、報告いたします。
前回の定例会で泉南市幼稚園通園バス利
用料に関する規則の制定についての議案を
承認いただいたのですが、今回、詳細な部
分を要綱として定めました。資料をごらん
ください。
まず、第２条で、規則第２条に規定する
減額の基準について、具体的に明記してお

合は様式第３号で通知すると明記しており
ます。
第６条につきましては、要件の変更があ
ったときには、泉南市幼稚園通園バス利用
料減額に係る用件の変更届、様式第４号の
届出を提出することとしています。
第７条のところでは、虚偽の申請があっ
たときには、減額を開始した月に遡ってそ
の差額を追徴させていただきますというこ

ります。第１項の、障害児又は障害者を有
する世帯とは、生計を同じくしている世帯
をいいます。それから第２項にあります、
「教育委員会が特に必要と認める世帯」に
つきましては、下記にありますように、い
わゆるひとり親世帯のうち父又は母以外の
者が園児を扶養している世帯について規定
するものです。具体的にア、イ、ウ、エ、

とを要綱として定めています。
めくっていただきますと、様式第１号の
申請書、裏面に決定通知書の様式第２号、
続いて様式第３号、変更届の様式第４号、
それから利用料の減額の要件変更や取消が
あった決定通知書の様式第５号と定めてい
るというところになります。
これについて、何かお気づき等ございま

オにありますように、父、母の両方が亡く
なられている場合や、生死が明らかでない
場合、それから遺棄しているという言葉を
使っておりますが、要は子どもの監護をし
ていないというような状態にある場合、若
しくは法令によって拘禁されているような
場合、又は虐待などで養育することが困難
であり、適当でない世帯につきましても、
減額の対象にするというところでございま

したら御意見いただけたらと思います。よ
ろしくお願いいたします。

す。
第３条につきましては、園児が複数在園
されておられて、かつ複数の園児がバスを
利用しておられる世帯の場合です。こうい
った場合は第２子以降については減額の対
象にすると明記しております。
第４条以降は申請書類についてです。申
請につきましては、この利用料の減額を受
けようとする場合は、泉南市幼稚園バス利

また追ってお渡しいたします。よろしくお
願いいたします。

○古川教育長 ただいまの報告に対し、御
質問・御意見等はございませんか。
○新納指導課長 申しわけありません。減
額の理由によって必要書類を整備した別表
を作成していますが、抜けておりますので、

○古川教育長 それは何が書かれている別
表とおっしゃいましたか。
○新納指導課長 減額の理由によって申請
時に必要な添付書類などを一覧にしたもの
です。

用料減額申請書、様式第１号とその他証明
する書類を添えて申請いただくということ
○古川教育長 御質問、御意見等いかがで
にしております。
しょうか。
第５条では、減額の決定をいたしました
特に後半のところに追徴金について書い
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てあります、2,000 円のバス料金を半額に

成 30 年度と比較しますと、下降していて、

減額している方について、半額にする要件
を満たさなくなったけれど、変更届を提出
しておられなかった場合、その間遡って追
徴金をいただくというようなことが書いて
あります。その追徴金の額は、その差額と
いうことになります。
よろしいでしょうか。
それでは、次に新納指導課長から平成 31
年度全国学力・学習状況調査について及び

全国、府の平均から大きく下回っている状
況がございます。平成 29 年度、平成 30 年
度と上昇してきて平均に近づいてきていた
のですが、平成 31 年度については厳しい結
果です。
それから、データとしては参考値という
形で示されておりますので一覧には数字を
載せていないのですが、英語の「話すこと」
領域については、全国平均を上回るという

小中学校問題行動、平成 31 年４月から令和
元年７月について、報告をお願いします。
新納指導課長。
○新納指導課長 本年度の全国学力学習状
況調査は、平成 31 年４月 18 日の木曜日に
実施されております。小学校６年生と中学
３年生の悉皆の調査になっております。実

結果になりました。
生徒質問紙調査について、
「授業がよくわ
かる」というところは、これまでは全国、
府の平均を上回るような結果だったのです
が、今年度につきましては、小学校の「算
数の授業がよく分かる」の質問ついては、
全国、府の平均を上回っていますが、それ
以外の項目は全国、府の平均を下回ってい

施教科に関しまして、今年度から国語・算
数が、例年は、知識や技能を主に問うＡ問
題、知識の活用力を問うＢ問題という形で
二つに分かれていましたが、今年度からそ
れを一体的に問う問題に変わっております。
教科としては、小学校は国語・算数、中学
校ですと国語・数学・英語に変わっており
ます。
平成 31 年度全国学力・学習状況調査の結

ます。子どもたちの「授業がよくわかる」
というところが伸び悩んできていることを
心配しているところでございます。それか
ら、学校の授業以外での学習時間が短い傾
向にあるという点についても改善していな
いという結果が出ております。
平成 31 年度全国学力・学習状況調査（平
均正答率）の表を見ていただきますと、小
学校の国語では市の平均正答率 59、算数が

果の概要ですが、小学校において国語、算
数ともに全国、府の平均を下回っておりま
す。平均正答率の一覧に関しまして、国語・
算数ともに全国、府の平均を下回っていま
す。ただ、平成 30 年度は大変厳しい結果だ
ったんですけれども、国語・算数ともに全
国、府の平均に近いところに戻ってきてい
るという結果になっています。また、領域
の部分で国語においては「書くこと」、算数

64、中学校の国語ですと市としては 64、数
学が 53、英語が 54 というような結果にな
っております。
次に、小学校、中学校の結果の概要です
が、経年変化というところに関しまして、
泉南市と府の正答率の比較のグラフを作成
しました。今年度から問題の形がＡ問題と
Ｂ問題を一体的に問う問題に変わったとい
うことで、単純に線を結びつけられないの

では「図形」領域については改善が見られ
で、このような形で少し離れたところにポ
ています。
イントを置いておりますが、泉南市と府と
中学校についても、国語・数学・英語と
の平均正答率の経年推移というのも見てい
もに全国、府の平均を下回っています。平
ただけたらと思います。
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中学校のグラフについては、四角のポイ
ントが１つしかないのですが、国語と数学
が重なってちょうど同じポイントになりま
して、１つしかないように見えております。
以上になります。
○古川教育長 ただいまの説明に対し、御
質問・御意見等はございませんでしょうか。
片木委員。

ますと少し増加している傾向がございます。
中学校で対教師暴力が起こっていたり、生
徒間暴力も少し増加しているというところ
がございます。小学校は半分ぐらいになっ
ているのですが、中学校で学校の中で指導
が必要な、特に落ちつきがなく周りの生徒
にも手が出てしまうような生徒がいます。
指導の中で、教師に対しても手が出てしま
うということがあり、このような数字にな
っております。

○片木委員 学力調査の結果ですけれども、
新聞を見ていましたら以前は、例えば秋田
県や福井県など、学力が比較的高い県とそ
うでない県との格差が非常に大きかったと
思うんですが、最近は都道府県間の学力格
差が縮まっているというのが全体的な傾向
かと思います。この表を見て少し気になっ
たのは、小学校の場合はほぼ毎年大阪府と

その他の問題行動については、例年と余
り変わっていないというところがございま
す。
学校生活等の、いじめ事象につきまして
は昨年と比べますと、小学校から報告いた
だいている数字は減少しておりますが、中
学校は増加しているような状況です。いじ
め事象については、積極的に認知するよう

よく似た数字が出てきますが、今回中学校
の結果が大阪府と比べても開きが非常に大
きいです。我々がこの場で指摘をするより
も、皆さん方が一番気になっているところ
だと思います。この数値は中学校４校の平
均ですけれども、各校の結果から、我々に
はわからない課題があると思いますので、
各校の課題を解決するために、早急に対応
していただきたいと思います。これは市長

に、いじめアンケートや、通常の生活の中
でもいじめではないかと心配するような事
象については早目に認知していただいてし
っかり対応していただくようお願いしてい
るところです。長期欠席、不登校につきま
しては、小学校、中学校ともに長期欠席の
部分は増加していますが、不登校によるも
のは、中学校で昨年より減少しています。
１学期の中で、続けての欠席にはなってい

もおっしゃっていましたが、子どもたちが、
泉南市に生まれてよかった、泉南市で教育
を受けてよかったという思いで、義務教育
を終えて欲しいというのが私の希望です。

なくても、10 日間以上欠席している生徒を
長期欠席としてカウントしているのですが、
そこは少し増加しているようなところがご
ざいます。これが不登校につながっていか
ないよう指導をお願いしていきたいと考え
ているところです。
以上です。

○古川教育長 ありがとうございました。
そのほか、よろしいでしょうか。
それでは、引き続き報告をお願いします。

○古川教育長

ただいまの報告に対し、御

○新納指導課長 それでは、小中学校問題
質問・御意見等はございませんか。
行動、平成 31 年４月から令和元年７月につ
栁澤委員。
いての報告をさせていただきます。
暴力行為等につきましては、昨年に比べ
○栁澤委員 毎年御報告いただいています、
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小学校、中学校それぞれの合計に関しまし
て、年度によって問題行動の多い学校や学
年はありますか。同時に、今年度の生徒間
暴力や対教師暴力など、昨年に比べて増加
している部分は、どの学校なのか。あと、
この間泉南中学校を見学させていただきま
したけれども、教科センター方式の授業が
始まって教員、生徒ともに、いい意味でも
また悪い意味でも戸惑いがあるというのを
見学させてもらって感じたのですが、そう

○古川教育長 よろしいでしょうか。
ほかに御質問・御意見等はございません
か。
私としては、ここから始めるしかないか
なと思っております。就任当初の数字です
ので学力も問題行動もここからどう改善し
ていくかが勝負だと思っておりますので、
数字にはこだわっていきたいと思っていま
す。

いったところは問題行動の増加に影響して
いるのかどうかお願いします。

それでは、ほかに報告等はございません
でしょうか。
ないようですので、以上で本報告を終了
いたします。
次に日程第５、議案第１号、泉南市教育
委員会評価委員会委員の委嘱についてを議
題といたします。本議案の説明を桐岡教育
総務課長からお願いします。

○古川教育長

新納指導課長。

○新納指導課長 実際年度によって問題行
動の増減はあるかと思います。ことしの数
字というのは信達中学校で、暴力行為とい
うのが幾つか上がってきています。それか
ら泉南中学校ですけれども、泉南中学校で
も生徒間暴力の報告はいただいていますが、
これは、勉強に気持ちが行きにくい子ども
たちを教師たちが授業にうまく導けていな
いというように感じています。教科センタ
ー方式による影響としては、これまでの特
別教室方式だと授業を受ける際に基本的に
子どもたちは移動しないので余り学習に意

桐岡教育総務課長。
○桐岡教育総務課長 それでは、議案第１
号、泉南市教育委員会評価委員会委員の委
嘱について、説明させていただきます。
お手元の資料には１ページ目に議案書、
２ページ以降には関係法令を載せておりま
すので御参照ください。
まず教育委員会の事務等の点検評価につ

欲がない子どもたちも、とりあえず教室に
いるので先生方の指導は少なくて済むかも
しれないんですけれども、現在の教科セン
ター方式になりますと、授業を受けるため
に子どもたちは教室を移動しますので、学
習のほうにより意識を向けていくという指
導が必要になりますので、その部分が先生
方が苦労されているというのは我々も感じ
ているところです。ただ子どもたちの問題

きましては２ページに書いておりますとお
り、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律第 26 条第１項におきまして、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
ならないとされておりまして、続く第２項
におきましては、その点検及び評価を行う

行動、暴力行為との結びつきを考えますと、 に当たっては、教育に関し学識経験を有す
落ちつきという部分で課題があったり、学
る者の知見の活用を図るものとするとされ
習面で意欲の弱い生徒が問題行動でも上が
ております。
ってきているというのが実際のところです。
それを受けまして、泉南市附属機関に関
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する条例に基づきまして、市の附属機関と

う関係条例の整備等に関する条例の制定に

して設置することの承認を求めるものでご
ざいます。
１ページをごらんください、この度次の
者を泉南市教育委員会評価委員会委員に委
嘱したいので、承認を求めるものです。
まず１人目、元中学校校長の大里雅巳様。
２人目、泉南市青少年指導員協議会からの
推薦の岡本晃様。３人目、泉南市ＰＴＡ協
議会からの推薦の楠成明様。最後に、元小

つきまして、資料１ページから 47 ページま
でございます。
46 ページをごらんください。第４条泉南
市立幼稚園条例の一部改正というところで
ございます。提案理由といたしましては、
子ども子育て支援法の一部改正、特定教
育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
営に関する基準の一部改正に伴い、本市関
係条例においても所要の措置を講じる必要

学校校長の﨑山悦子様。以上４名の方につ
きまして、今回泉南市教育委員会評価委員
会委員として適任者であると認め、委嘱さ
せていただきたいので提案するものでござ
います。
議案第１号につきましては、甚だ簡単で
はございますが、以上説明とさせていただ
きます。御承認賜りますようよろしくお願

から本条例を制定するものでございます。
また、この条例につきましては、現在、
健康福祉部の保育子育て支援課が９月議会
で提案をするということで、教育委員会に
つきましてはこの第４条の泉南市立幼稚園
条例の一部改正につきまして、本日提案に
ついて御承認いただきたいと思っておりま
す。

いいたします。
○古川教育長 ただいまの説明に対し、御
質問・御意見等はございませんか。
ないようですので、以上で質問・意見等
を終了し、議案第１号を採決いたします。
お諮りいたします。
本議案を承認することに御異議ございま
せんか。

（１）の預かり保育料の無償化について、
47 ページに別表がございます。預かり保育
料の幼児教育・保育無償化に係る規定を追
加するものでございます。追加をする箇所
につきましては手前に戻りますが、44 ペー
ジでございます。新旧対照表になってござ
いますが、こちらの別表、18 条関係、保育
料関係の改正後の備考から、この一文を先
ほどの 47 ページの別表の下につけるとい

全員異議なしと認めます。
よって、議案第１号は承認することに決
定いたしました。
次に日程第６、議案第２号、幼児教育・
保育の無償化の実施に伴う関係条例の整備
等に関する条例の制定についてを議題とい
たします。
本議案の説明を岩崎学務課長からお願い
します。

う、こういった一部改正でございます。
44 ページの表を読みます。「備考、預か
り保育を受ける園児が子ども・子育て支援
法（平成 24 年法律第 65 号）第 30 条の４
第２号に掲げる小学校就学前の子どもに該
当する施設等利用給付認定子どもである場
合の１か月あたりの預かり保育料（以下「保
育料」という。）は、この表の規定にかかわ
らず、この表から算出される１か月分の保

岩崎学務課長。

育料の額（日額の場合は、当該日額に当該
月中に預かり保育を受けた日数を乗じて得
○岩崎学務課長 失礼いたします。議案第
た額。以下同じ。）から 450 円に当該月中に
２号、幼児教育・保育の無償化の実施に伴
預かり保育を受けた日数を乗じて得た額
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（当該乗じて得た額が当該月分の保育料の

○岩崎学務課長

額を超える場合は、当該月分の保育料の額）
を控除して得た額とする。」という文言を
47 ページの別表の下に付記するものでご
ざいます。
46 ページの第４条（２）番に戻りますが、
公立幼稚園の対象等といたしまして、
「①対
象者、保育の必要性が認定された、３歳児
から５歳児の子ども」、この保育の必要性が
認定されたというのは、一定の基準がござ

されている方というのは、通常期は最大で
5,000 円、長期休業中は 8,000 円までとい
う料金を支払って利用していただいている
ところです。10 月１日以降の無償化という
ことで、この預かり保育に関しても申請さ
れた場合、全員が無償化になるわけではな
くて、保育の必要性が認定されたという条
件が付きます。その条件というのが例えば
週４日以上、１日４時間以上の就労が必要

います。全員が無償化になるのではなくて、
保育の必要性の認定理由、又はそういった
書類を提出いただきまして認定された方が
この対象となるというものでございます。
「②無償化される利用料」ということで、
実際の利用料、これまで預かり保育をされ
ている保護者の方は別表（第 18 条関係）に
書いてございますように、通常期であれば

とされている方であるとか、保護者が妊娠
されている、出産の場合とか、あと保護者
の方が御病気、またお怪我、また障害者手
帳を有しておられるなど、様々な条件がご
ざいます。そういった条件に当てはまる方
の３歳児から５歳児の子どもについて、預
かり保育料を、11,300 円を上限に無償化い
たします。しかし実際、11,300 円を超える

最大 5,000 円です。長期休業中、春季、夏
季、冬期休暇期、この期間の預かり保育料
は、特に夏期休暇中の８月の預かり保育料
金に関しては最大 8,000 円ということでご
ざいます。例えば土日はほとんどないので
すが、20 日間利用した場合、日額単価 450
円×利用日数 20 日、20 日間で 9,000 円と
なります。それを比較して低いほうの金額
について月額 11,300 円を上限に無償化す

預かり保育料を負担することはないので、
今回無償化の制度が始まることで、預かり
保育について認定された方が無償化の制度
を利用できますという形の条例に一部改正
したいと思っております。
以上です。

るということですので、保育の必要性が認
定された方は、ほぼ無償化の範囲に入るだ
ろうと思っております。
今回、文言を別表下に追記をさせていた
だきたいと考えてございます。
以上でございます。

わゆる保育料の無償化は別途あるわけで、
預かり保育に関しては無償になる人となら
ない人というようにわかれるということで
すね。
それではほかにございませんでしょうか。
ないようですので、以上で質問・意見等
を終了し、議案第２号を採決いたします。
お諮りいたします。
本議案を承認することに御異議ございま

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御
質問・御意見等はございませんか。
内容はわかりましたでしょうか。難しい
です。何がどう変わるのか、もう少し詳し
くお願いします。

現在、預かり保育を利用

○古川教育長 つまりここは対象になる人
とならない人がいるということですね。い

せんか。
全員異議なしと認めます。
よって、議案第２号は承認することに決
定いたしました。
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次に日程第７、議案第３号、平成 31 年度
大阪府泉南市一般会計補正予算に係る要求
（案）
（教育委員会所管分）についてを議題
といたします。
本議案の説明を桐岡教育総務課長からお
願いします。
桐岡教育総務課長。

です。

○桐岡教育総務課長 それでは、議案第３
号、平成 31 年度大阪府泉南市一般会計補

２件目、中学校費の需用費といたしまし
て、1,200 万円。補正概要は、市内４中学
校の校門に遠隔施錠システムを設置するの
に必要な修繕料を計上するものでございま
す。補正理由といたしましては、各中学校
の校門に遠隔施錠システムを設置して、生
徒の学校生活における安全を強化するため
としております。
３ページをごらんください。生涯学習課

正予算に係る要求（案）
（教育委員会所管分）
について、説明させていただきます。
ページめくっていただきまして１ページ
が各課の総括表、２ページ以降が各課の詳
しい内容となっております。
それでは、まず１ページの総括表につい
て説明させていただきます。今回９月市議
会に提案しております補正予算につきまし

になります。歳入が４件、歳出が７件ござ
います。まず歳入から、１件目、府支出金、
南部広域防災拠点管理委託金として 22 万
3,000 円。補正概要は、大阪府から受託し
ている南部広域防災拠点施設の管理委託金
を増額するものでございます。補正理由と
いたしましては、大阪府が平成 30 年度末に
設置したフォークリフトに対しまして、法

ては、４課から要求しております。
まず、教育総務課ですが、歳入はありま
せん。歳出につきましては、1,209 万 3,000
円。次に生涯学習課は、歳入がマイナス
1,123 万 7,000 円、歳出がマイナス 542 万
4,000 円。学務課は歳入が 1,597 万 2,000
円、歳出が 2,442 万 1,000 円。指導課は歳
入が 108 万円、歳出が 138 万円となってお
りまして、今回の歳入の合計が 581 万 5,000

定点検等を行うための経費として委託費を
増額したためとしております。
２件目、諸収入の自治宝くじコミュニテ
ィ助成金としてマイナス 1,000 万円。補正
概要は、自治宝くじコミュニティ助成金の
減額をするものでございます。補正理由と
しては、市民体育館多目的トイレの設計委
託及び工事を行うために当初の予算として
見込んでおりました当該助成金が不採択と

円、歳出の合計が 3,247 万円となっており
ます。
２ページをごらんください。各課の詳細
を説明させていただきます。
まず教育総務課、歳出につきましては２
件ございます。１件目、教育総務費の一般
事務事業の役務費として９万 3,000 円。補
正概要は小学校入学準備金の支給時期の変
更に関して必要となる郵便料を計上するも

なったため減額するものでございます。
３件目、諸収入として公共スポーツ施設
等活性化助成金としてマイナス 200 万円。
補正概要は、公共スポーツ施設等活性化助
成金の交付決定に伴う差額分を減額するも
のでございます。補正理由としては、市民
体育館の予約システム更新に伴いまして、
新たな機能を追加するために今回申請しま
した助成金 300 万円のうち、交付決定を受

のでございます。その補正理由は、小学校
けた 100 万円との差額を減額するためとな
入学準備金の支給時期を入学後の夏から入
っております。
学前に変更することから、その対象世帯へ
４件目、諸収入のネーミングライツ料、
必要書類等を郵送するために計上するもの
54 万円。補正概要は生涯学習課が所管して
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おります体育施設等に関するネーミングラ

3,000 円。補正概要は、南部広域防災拠点

イツ料を新規に計上するものでございます。
補正理由として、
「泉南市ネーミングライツ
事業に関するガイドライン」に基づきまし
て、体育施設等の命名権を民間企業等に付
与しまして、その使用料を徴収する事業へ
新たに取り組むためとなっております。
次に、生涯学習課の歳出につきまして、
まず１件目、教育費の委託料としてマイナ
ス 310 万円。補正概要は２点ありまして、

施設の消防設備の修繕料を増額するもので
ございます。補正理由といたしましては、
南部広域防災拠点施設の消防設備に関して、
新たに今回修繕の必要が生じたためとなっ
ております。
５件目、教育費の役務費として 11 万円。
補正概要は南部広域防災拠点施設のフォー
クリフト点検料を新規計上するものでござ
います。補正理由は、今回の法改正により、

１点目が、市民体育館多目的トイレの設計
委託料の減額、２点目が、市民体育館の予
約システム更新に係る電算委託料の一部を
減額するものでございます。補正理由とい
たしましては、１点目の多目的トイレの設
計につきましては、当初見込んでおりまし
た自治宝くじコミュニティ助成金が不採択
となったため。２点目の予約システム更新

南部防災拠点施設のフォークリフトの定期
自主検査及び月例検査を行う義務が生じた
ため計上しております。
６件目、教育費の負担金、補助及び交付
金として 100 万円。補正概要は、ワールド
マスターズゲームズの開催に向けまして、
泉南市実行委員会の立ち上げに必要となる
負担金を新規計上するものでございます。

につきましては、新たな機能を今回追加す
るために申請しました公共スポーツ施設等
活性化助成金 300 万円のうち、交付決定を
受けた 100 万円との差額を減額するためと
なっております。
２件目、教育費の工事請負費として 890
万円。補正概要は、泉南市民体育館多目的
トイレの設置工事請負費を減額するもので
ございます。補正理由は、体育館の多目的

補正理由は、本市で行いますワールドマス
ターズゲームズの機運醸成に向けて、早急
に実行委員会を立ち上げる必要があるため
となっております。
最後７件目、諸支出金、償還金、利子及
び割引料として 172 万 3,000 円を計上して
おります。補正概要は、放課後児童健全育
成事業に伴う国庫補助金を返還するもので
ございます。その補正理由は、平成 30 年度

トイレの設置工事を行うために当初見込ん
でおりました自治宝くじコミュニティ助成
金が今回不採択となったためとなっており
ます。
ページが変わりまして４ページ、３件目、
教育費の備品購入費、363 万円。補正概要
は、泉南市民球場で使用する芝刈り機の新
規購入経費を新たに計上するものでござい
ます。その補正理由は、既存の芝刈り機が

末において、収入額及び支出額が確定でき
ず補助対象額が低くなり、今回返還金が生
じたためとしております。
ページ変わりまして５ページ、学務課に
なります。歳入を７件、歳出を５件上げて
おります。
歳入の１件目、国庫支出金、幼稚園費負
担金として 1,249 万円計上しております。
補正概要は、幼児教育無償化に伴いまして、

故障しておりまして、利用者へ不利益を与
子ども子育て支援法未移行園に対して支払
えないよう市民球場の芝のメンテナンス等
う施設等の利用給付費負担金を計上するも
を適切に実施するためとなっております。
のでございます。補正理由は、今回幼児教
４件目、教育費の需用費として、11 万
育無償化に伴いまして、施設等利用給付費
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負担金を予算措置し、その財源としての国

府支出金、幼稚園費負担金、16 万円。補正

庫負担金を増額するためとなっております。
２件目、国庫支出金の小学校費補助金と
して 4,000 円。補正概要は、特別支援教育
就学奨励費を増額するものでございます。
補正理由は、特別支援教育就学奨励費の援
助単価が見直されたことによる予算措置を
行い、その財源としての国庫補助金を増額
するためとなっております。
３件目、国庫支出金、中学校費補助金と

概要は、子ども・子育て交付金を増額する
ものでございます。補正理由は、幼児教育
無償化に伴いまして、補足給付補助金を予
算措置し、その財源として府補助金を増額
するためとなっております。
次に、歳出の１件目、教育費の需用費と
して７万円。補正概要は、小学校就学援助
費の入学準備金に関して必要となる書類の
印刷費を計上するものでございます。補正

して 2,000 円。補正概要は、特別支援教育
就学奨励費を増額するものでございます。
補正理由は、特別支援教育就学奨励費の援
助単価が見直されたことによる予算措置を
行い、その財源としての国庫補助金を今回
増額するためとなっております。
４件目、国庫支出金、幼稚園費補助金と
してマイナス 308 万 9,000 円。補正概要は、

理由は、小学校入学準備金の支給時期を、
入学後の夏から入学前に変更することから、
対象世帯へ送る周知用封筒を印刷するため
となっております。
２件目、教育費の扶助費として 775 万
6,000 円。補正概要は、１点目、要保護及
び準要保護児童生徒援助費に係る単価改定
と入学準備金を増額するものでございます。

幼稚園就園奨励費補助金を減額するもので
ございます。補正理由は、幼児教育無償化
に伴いまして、就園奨励費制度が９月末で
終了することから、その財源としての国庫
補助金を減額するためとなっております。
５件目、国庫支出金、幼稚園費補助金と
して 16 万円。補正概要は、子ども子育て交
付金を増額するものでございます。補正理
由としましては、幼児教育無償化に伴いま

２点目が、特別支援教育就学奨励費の単価
改定に伴う増額となっております。補正理
由としては、１点目は、要保護及び準要保
護児童生徒援助費と特別支援教育就学奨励
費の国の基準援助費単価が見直されたため
となっております。２点目は、要保護及び
準要保護児童生徒援助費の入学準備金につ
いて、今回入学前支給を行うためとなって
おります。

して、補足給付補助金を予算措置し、その
財源としての国庫補助金を増額するためと
なっております。
６件目、府支出金、幼稚園費負担金とい
たしまして 624 万 5,000 円。補正概要は、
幼児教育無償化に伴い、子ども子育て支援
法未移行園に対して支払う施設等利用給付
費負担金を計上するものでございます。補
正理由は、幼児教育無償化に伴い、施設等

３件目、教育費の扶助費として 10 万
1,000 円。補正概要は、要保護及び準要保
護児童生徒援助費と特別支援教育就学奨励
費に係る単価改定に伴う増額でございます。
その補正理由は、要保護及び準要保護児童
生徒援助費と特別支援教育就学奨励費の国
の基準援助費単価が見直されたためとなっ
ております。
４件目、教育費の負担金、補助及び交付

利用給付費負担金を予算措置して、その財
金として 1,619 万 6,000 円。補正概要は、
源としての府負担金を増額補正するためと
幼児教育無償化に伴う負担金、補助金等を
なっております。
予算措置するものでございます。その補正
６ページに変わりまして、歳入の最後、
理由は、１点目、幼児教育無償化に伴い、
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施設等利用給付費負担金を予算措置するた

今回９月議会に提案する予定としており

め。２点目、幼児教育無償化に伴い、就園
奨励費制度が９月末で終了することから、
10 月以降分を減額するため。３点目、幼児
教育無償化に伴いまして、補足給付補助金
を予算措置するためとなっております。
歳出の最後５件目、諸支出金としまして
償還金、利子及び割引料として 29 万 8,000
円。補正概要は、平成 30 年度の国庫支出金
や府支出金に伴う返還金でございます。補

ます一般会計補正予算に係る要求（案）に
つきましては以上でございます。
よろしくお願いいたします。

正理由は、平成 30 年度の国庫支出金や府支
出金について、既に交付されていたものを
実績に基づいて精算し、生じた差額を返還
するためとなっております。
最後、指導課になります。歳入が、１件、
歳出が、２件となっております。歳入につ
きましては、府支出金、スクールソーシャ
ルワーカー活用事業費補助金として 108 万

入の４番目、ネーミングライツ料について
お尋ねいたします。体育館に掲げるものだ
と思うんですけれども、一般の人から目立
つところや交通量の多いところに掲げたほ
うがいいと思います。例えば一丘中学校で
したらＪＲ阪和線から見ることのできる擁
壁に掲げるとか、樽井小学校でしたら、臨
海線から見ることができる場所に掲げるの

円。補正概要は、スクールソーシャルワー
カーの配置拡充に関する大阪府補助金を計
上するものでございます。補正理由は、平
成 31 年４月１日からこの補助金要綱が施
行・適用されたためとなっております。
次に、歳出につきましては１件目、教育
費の報償費として 108 万円。補正概要は、
生徒指導の課題に対応していくために拡充
するスクールソーシャルワーカーに要する

ものいいと思います。そういった目立ちや
すいところに掲げるといいかなと思います
が、そういう検討はされているのでしょう
か。

経費を計上するものでございます。補正理
由は、この度新設された補助金を活用して、
スクールソーシャルワーカーを充実させる
ためとなっております。
最後、２件目、教育費として報償費、30
万円。補正概要は、市独自の英語授業プラ
ン集・指導マニュアルの作成の際に、専門
知識と経験を持つ人材の活用に要する経費
を計上するものでございます。その補正理

のネーミングライツにつきましては、３か
所御使用させていただいておりまして、１
か所目が泉南市民球場（サザンスタジアム）、
２か所目が泉南市立市民体育館、３か所目
が双子川テニスコートということになって
おります。まだ応募を締め切ったところで
すが、そのうち応募があるのが市民体育館
と泉南市民球場の２件となっております。
御指摘いただきました施設以外の場所につ

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御
質問・御意見等はございませんか。
薮内委員。
○薮内委員

○古川教育長
進係長。

３ページ目の生涯学習課の歳

奥野生涯学習課生涯学習推

○奥野生涯学習課生涯学習推進係長

今回

由は、ＪＥＴプログラムの導入に備えまし
ては、今回は考えておりません。野球場で
て、今年度中に英語授業プラン集・指導マ
したら通り沿いからすぐ見えるところに歩
ニュアルを作成する必要があるためとして
道の一部に看板を立てたいというようなお
おります。
話は、応募いただいた業者からお話をいた
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だいているという状況でございます。あと

全員異議なしと認めます。

は入り口の名称のところの看板を変えるな
よって、議案第３号は承認することに決
どに今のところはとどまっている状況です。 定いたしました。
次にその他といたしまして、学校給食の
○古川教育長 よろしいでしょうか。
変更について及びあおぞら幼稚園「しばふ
ほかにございませんでしょうか。
プロジェクト」に対する感謝状の贈呈につ
片木委員。
いて、桐岡教育総務課長から説明をお願い
します。
○片木委員 ７ページの歳出の部分で、教
桐岡教育総務課長。
育費の報償費、スクールソーシャルワーカ
ーの充実というのがあるのですが、108 万
でどの程度の増員、充実ができるのかを教
えていただきたいと思います。

○桐岡教育総務課長 それでは２件続けて
御報告させていただきます。
まず１件目が、学校給食の変更について
でございます。学校給食につきましては、
○古川教育長 新納指導課長。
教育長からの報告にもありましたとおり
26 日から２学期が始まりまして、その次の
○新納指導課長 これまで 108 万円でした。 27 日から学校給食が始まる予定としてお
同額を追加して府から補助いただけること
ります。特に今回、小学校給食につきまし
になりまして、合わせて 216 万円をスクー
ルソーシャルワーカーの報償費として使え
ます。これまでは、スクールソーシャルワ
ーカーの報償費として、１回当たり６時間
で 45 回分来ていただくという形でお支払
いしていたのですが、それを倍にできます。
これまで府のスクールソーシャルワーカー
と、市独自のスクールソーシャルワーカー
を投入していました。これまでは１人ずつ

て、より安全で安心できる給食提供ができ
るように２点、
「牛乳の紙パック化」と「パ
ンの個包装」について検討を進めてきた結
果、今回２学期から導入できることになり
ましたので報告させていただきます。
まず１点目、牛乳の紙パック化につきま
しては、これまで瓶による提供でしたが、
低学年の子どもたちが運ぶ際、重くて大変
だということで、提供していただいており

でしたが、今年度からは３人のスクールソ
ーシャルワーカーに入っていただきまして、
トータルで 90 回分ございます。その３人の
方に校区の割り振りをさせていただいて、
活用しています。

ます公益財団法人大阪府学校給食会と協議
を進めた結果、２学期から紙パックがゲー
ブルトップという形に変更します。それに
よりまして、子どもたちが安全に運べるよ
うな体制ができるのではないかと考えてお
ります。
２点目、パンの個別包装でございます。
パンにつきましては、特にこれまでは衛生
面を向上させることが課題になっておりま

○古川教育長 よろしいでしょうか。
ほかにございますか。
ないようですので、以上で質問・意見等

を終了し、議案第３号を採決いたします。
したが、今回それとあわせまして、乾燥や
お諮りいたします。
湿気による風味の劣化を防ぎ、長時間たっ
本議案を承認することに御異議ございま
てもパンをおいしくいただけるように、２
せんか。
学期のパンの提供開始日からパンを個別包
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装して提供することとさせていただきます。 ○古川教育長

ほかにございませんでしょ

なお、個別包装の作業工程の関係から事業
者と調整しましたところ、パンの提供日を
これまで週２日、月・水だったものを水・
金に変更する必要が生じますので併せて報
告させていただきます。
続きまして、２件目、あおぞら幼稚園「し
ばふプロジェクト」に対する感謝状の贈呈
についてということでございます。
あおぞら幼稚園で実施しました「しばふ

うか。
栁澤委員。

プロジェクト」につきましては、前回の定
例会で御報告させていただきました。令和
元年８月８日に、７月に行いました「しば
ふプロジェクト」につきまして、芝生とじ
ょうろを御寄附いただきました、株式会社
中商様に感謝状を贈呈しました。贈呈に当
たりましては、竹中市長と古川教育長に御
出席いただきまして、今後の芝生の育て方、

○古川教育長

子どもたちのかかわり方、これからの中商
様との連携の仕方等について意見交換させ
ていただきまして、無事感謝状をお渡しさ
せていただきました。
以上、その他報告につきましては２件で
ございます。

の負担というのは特に今回ふえないと考え
ています。

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御
質問・御意見等はございませんか。
薮内委員。

桐岡教育総務課長。

○桐岡教育総務課長 そうですね。パンの
個包装につきましては、１個、１個包装す
るので当然単価は上がってきています。た
だ小学校給食につきましては、昨年給食費
を上げさせてもらっているのもあり、そこ
で十分賄えると聞いております。御家庭へ

○古川教育長
栁澤委員。

ほかにございませんか。

○栁澤委員 個包装のパンは、管理に気を
つけていないと、温度差で湿気が発生する
ことがあるじゃないですか。その辺はどう
なんですか。

○薮内委員 給食のことについて、もう子
どもが大きいので長いこと携わっていなか
ったんですけれども、牛乳はパン食のとき
だけ出るのですか。御飯食のときも出るの
ですか。
○古川教育長

○栁澤委員 先ほどのパンの個別包装のコ
ストは会社とのやりとりの中で予算内に収
まるということだから導入に踏み切られて
いると思うんですけれども、コストはかか
っているのですか。

桐岡教育総務課長。

○桐岡教育総務課長
は出ます。

御飯食のときも牛乳

○古川教育長

桐岡教育総務課長。

○桐岡教育総務課長 聞くところによると、
前日に焼き上げて個包装するので、一応湿
気等は取れるような処理はしているとは聞
いています。ただ、今回初めての試みなの
で、その面に関しては昨年度から小学校に
も給食アンケートを行っていますので、そ
こで聞いてみようと思っております。

○栁澤委員
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臨機応変というか、そのとき

によって改善されるということですね。
○桐岡教育総務課長 そうですね。そこで
余りにも湿気が多いという意見がございま
したら、考え直す必要があると思います。
○栁澤委員

わかりました。

○古川教育長 ほかに御質問・御意見はご
ざいませんでしょうか。
よろしいですか。
それでは、以上で本日の日程は全て終了
いたしました。
これまでの報告議案のほかに、御質問・
御意見等はございませんか。
片木委員。
○片木委員

学校訪問について申し上げま

す。昨年度は、泉南中学校の新築という何
十年来なかった大事業がありましたので、
学校訪問させていただきました。実態とし
ては、落ちつきがないという印象を持ちま
した。それから、きょう見せていただいた
学力調査の結果を見ても、やはり実際の学
力としてはかなり低いという気がいたしま
した。私が初めてこの教育委員をさせてい
ただいた頃は、学校に落ちつきのなさとい
うのか、大きな荒れが見受けられることが
よくありましたけれども、その後は落ちつ
いていたと思います。泉南中学校も随分変
わったなという印象をもっておりました。
しかしながらこの間の学校訪問の際、落ち
ついて勉強するという雰囲気が欠けている
なという印象を受けました。泉南中学校の
生徒の保護者の方があの姿を見れば、心配
されるのではないかと感じました。我々教

ていなかったので、ベースにある学校現場
の姿というのを少し改めて見ておきたいな
と感じました。保護者の方々に、心配あり
ませんよ、どうぞ泉南市内の中学校・小学
校は我々も常に見ておりますし、どうぞ行
かれてはいかがでしょうかというように自
信をもって言えるようにしておきたいとい
う気持ちを持っております。教育長も４月
からお越しになって、約半年経ちましたの
で、学校現場の見学をして、実態を知って
いただきたいと思います。以前は１か月に
１回やっておりましたので、そういうこと
も復活していただきたいと思います。
○古川教育長 今の御発言に関連して何か
御意見等ございますか。
以前は１か月に一度学校訪問をしていた
のですか。
○片木委員 幼稚園、小学校、中学校の全
校を対象に、朝の９時に教育長室に集まっ
て、そして午前中に色々な組み合わせがあ
りますけれども、小学校、中学校、幼稚園
から何かの組み合わせで２か所を回ってお
りました。
○古川教育長

この件に関していかがでし

ょうか。桐岡教育総務課長。
○桐岡教育総務課長 事務局といたしまし
ては９月の定例会で今年度の学校訪問につ
いて話をさせていただいて、10 月に訪問で
きるように調整したいと考えておりますの
で、そのときにこちらのほうから学校選定
と授業の内容と、御提案させていただきた
いと思います。

育委員としては常にある程度タイムリーに、
教育現場の生の姿というものを見ておくと
○片木委員 了解しました。
いうことは、大事だと再認識いたしました。
しばらく泉南中学校以外の学校訪問を行っ
○古川教育長 ありがとうございます。関
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連して何かございますか。

ＥＴプログラムを通じて、学校に新たな人

そのほかに何か御意見・御質問等ござい
ますか。
太田委員。
○太田委員 先ほどの学力調査の件なんで
すけれども、教育委員をさせていただいて
何年か同じような印象を受けます。うちは
子どもが中学生で、市内の中学校に通わせ
ていただいているんですけれども、各中学

材を投入し、子どもたちの英語の学力だけ
でなく人権的な感覚や世界的な視野の広が
り、勉強に向かうモチベーション、意欲の
向上というものを他教科も含めて広がるよ
うに施策をしていきたいと考えております。
また学力というのは、勉強の質と量との
２つが大きく影響しているかと思いますが、
特に質については同じ授業時数でも教員の
授業の質によって子どもたちの学びが大き

校によって大分学力にばらつきもあると思
うんです。これは平均値で出ていますけれ
ども、数字だけでどこまでわかるかわから
ないですけれども、教育長が見て、ちょっ
とこれはどうかなと思うことがあると思う
んです。これは各教育長にお願いをさせて
いただいているのですが、古川教育長は今
後の予定として学力テストの結果を踏まえ

く変わってくると考えられます。泉南市も
全国的な傾向に漏れず、若い教員が多いと
いう傾向がございまして、生徒指導や学力
の指導については力量が様々であると考え
られますので、泉南市教育振興３プランで
も申しましたように泉南市内の教員が研修
等を通じてわかりやすい授業、また深みの
ある授業を新たな学びも含めて展開してい

て、４校なり小学校なりの校長先生に御提
案という形でお話をしたり、別日に泉南市
の教育ということで各学校の先生方に直接
アプローチするということはお考えでしょ
うか。
○古川教育長 学力の実態については、ま
ず実態を把握した上で必要な対策をやって
いかないといけないわけですが、私も就任

けるように研修の充実をさらに図ってまい
りたいと考えております。
前回の定例会で報告いたしました中央研
修に、ことし６人派遣することについては
予定どおり進めておりまして、それについ
ては先日帰ってきた教員から報告を受けま
したけれども、大変充実したすばらしい有
意義な研修であったということで市内の先
生方にも学んできたことを伝えたいという

以来、学力に関して、この地域の学校は大
変苦戦しているなというのがわかってまい
りました。それに関連した必要な手を打っ
ていかないといけないということで、幾つ
か教育委員会の事務局内部でも話し合った
り、あるいは既に手を打っているものがご
ざいます。まずは各学校の学力の向上に関
する計画を立てていただいて、それを教育
委員会に御報告いただく取組を進めており

ふうに言ってくれておりました。そのよう
な波及効果を今後進めていければと思って
おります。
また、先ほどの報告にもありましたとお
り、
「タブレットドリル」というものも導入
していきまして、子ども達の学習へのモチ
ベーションを高めていきたいと思っており
ます。
今申しましたもので十分だとは正直思っ

ます。それについては、主体的に取り組ん
ておりません。また委員の皆様方からも
でいただくこととして必要なことかと思っ
色々な御指摘や御提案等いただきながら進
ております。
めてまいりたいと思っております。お金の
もう一つは、既に御説明しておりますＪ
かかることについては今回のような補正予
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算を組んでしっかりと取り組んでいきます

日の金曜日、９月 24 日の火曜日、９月 27

し、来年度はＪＥＴプログラムの導入に関
して、国からも補助金、地方交付税等もい
ただきますので、そういったものも活用し
ながら、まずは学校の教育環境あるいは質
の環境も含めて向上を図りながら全体とし
て底上げをしっかりとした基盤をもとに学
力向上に取り組めるようにしていきたいと
思っている次第でございます。
大変重要な命題でありますので、力を入

日の金曜日、９月 30 日の月曜日、以上４日
と思っております。

れて取り組んでまいりたいと思います。し
かし、短期間で改善するためには相当力を
入れていかないといけません。そういった
考えをもって今進めているところです。
ほかに今の件でも結構ですがよろしいで
すか。ちなみにクーラーの設置は予定どお
り全て済んだのでしょうか。
桐岡教育総務課長。
○桐岡教育総務課長 小学校の空調設備に
つきましては、夏休みを前倒しして、設置
工事を進めていただいたのもありまして、
順調に進んでおりましてほぼ済んでおりま
す。今週最終仕上げの部分もありますが、
来週の８月 26 日からの２学期開始には間
に合う予定となっております。

（日程調整）
○桐岡教育総務課長 それでは、９月 24
日、火曜日、午後３時からという形で、場
所につきましては改めて確認し御連絡させ
ていただきたいと思います。
○古川教育長 それでは、次回の教育委員
会定例会の開催日時は９月 24 日、火曜日、
午後３時といたします。
以上をもちまして、泉南市教育委員会令
和元年第８回定例会を閉会いたします。
ありがとうございました。

署

○古川教育長 ありがとうございました。
そのほか何か御質問・御意見等はござい
ませんか。
ないようでしたら、次回９月の泉南市教
育委員会令和元年第９回定例会の日程につ
いてお諮りしたいと思います。原則第２火
曜日ということですので９月 10 日になり
ますが、日程について桐岡教育総務課長か
ら提案をお願いいたします。
○桐岡教育総務課長 ９月の定例会につき
ましては、議会の日程がまだ決まっていな
いのですが、開催可能な日付が、９月 20
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