泉南市教育委員会令和２年第９回定例会会議録

（１）日時・場所
令和２年９月 24 日（木）
午後３時 00 分 開会
午後３時 50 分
泉南市役所 大会議室において

閉会

（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
教育委員会委員（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
阪上 浩之
教育部参与
桐岡
高山
石橋
山口
西村
岩崎
奥田
若林

秀明
智史
広和
雅美
信子
誠
好幸
ルミ子

教育総務課長
生涯学習課長
教育部参事（人権・ＷＭＧ担当）
教育部参事（青少年センター館長）
文化振興課長
指導課長
人権国際教育課長
人権国際教育課主幹（人権教育・幼稚園担当）

（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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泉南市教育委員会

令和２年第９回定例会

議事日程

令和２年９月 24 日（木）午後３時 00 分 開会
泉南市役所 大会議室
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
（１）令和２年度泉南市立学校における問題行動・不登校
等生徒指導上の諸課題について（令和２年４月～令和２年
７月）
（２）令和３年度大阪府新学力テスト（小学生すくすくテ
スト）の実施について
（３）2020 年度第２回実用英語技能検定（英検🄬）準会場
受験について
（４）泉南市立小中学校再編計画＜複数原案＞に関する進
捗状況について

日程第５

議案第１号

泉南市立学校管理運営に関する規則の一部を改正する規
則の制定について
その他
・ワールドマスターズゲームズ 2021 関西について

- 2 -

午後３時 00 分開会

広報を進めさせていただいているところです。

○古川教育長 ただいまから、泉南市教育委員
会令和２年第９回定例会を開催します。出席
者は過半数であり、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しま
す。令和２年第２回臨時会会議録及び令和２年
第８回定例会会議録は、既に案として委員の皆
様に配付しており、確認をしていただいており

また、学校・幼稚園の校務用パソコンの配備、
小中学校普通教室や幼稚園への 65 インチ大型
モニターの設置、空気清浄機、サーキュレータ
ー、ｉＰａｄのケース、学校園の裁量経費の予
算を全会一致で追認していただきまして、現在
発注作業に取り掛かっております。
小中学校給食費につきましても、今年度末ま
での全員無償化が既に実施されております。併
せて、公立幼稚園保護者に向けた徴収金の負担

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２年第２回臨時会会議録及び令
和２年第８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、教育委員会会議

軽減もできるようになりました。
さて、市議会におきましては、種々御質問い
ただきました。教科センター方式、学校施設の
再編、ＧＩＧＡスクール構想、修学旅行中止及
び代替事業、新型コロナウイルス感染症の学校
生活への影響、ＪＥＴプログラム、体育館と特
別教室のエアコン設置、就学援助費及び給食費、
図書館の書籍の消毒器などの御質問をお受け

規則第 12 条により、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。
秋の深まりとともに、各学校では体育祭やそ
の練習が行われております。国政では総理大臣
が交代され、時代の変わり目であるとの感をさ
らに強くいたしました。新型コロナウイルス感

してお答えをいたしました。
特に、学校再編に関する質問につきましては、
計画案の公表が遅れている、速やかに作成し公
表せよ、学校の老朽化は待ったなしであるとの
御指摘を複数の方からいただきました。私とし
ては、教育委員会の複数案を年内にも公表でき
るようにするという答弁をいたしました。
また、副市長からは市の厳しい財政状況の中
で、現実に実施可能な再編案が公表されるべき

染症につきましては、現在、子どもや教職員に
感染したとの情報はありません。学校園関係者
の御指導や市民の御協力のたまものと感謝し
ております。
さて、９月市議会定例会が開催されました。
既に専決予算により準備を進めておりました
ＧＩＧＡスクール構想に係る１人１台のタブ
レット端末の購入契約、約２億 6,000 万円につ
いて、議会の承認を得ることができました。詳

であるというような趣旨の御答弁がありまし
た。このようなことで市の財政当局と大変厳し
い協議を並行して行っているところでござい
ます。私としては、協議の結果、一定の合意を
得られたものを正式に本教育委員会定例会の
案件とし、公表を前提とした議論を行い、年内
に複数案を公表したいと強く決意している次
第でございます。どうか委員各位におかれまし
ては、引き続き御協力を賜りたく存じます。よ

細はお配りしている資料のとおりです。前回の
ろしくお願いいたします。
教育委員会定例会で、この件の市民への広報の
その他２点お伝えします。１点目は、青色パ
促進について御意見をいただきました。その後、 トロールの車両を大阪府遊技業協同組合様か
ホームページやフェイスブックでこのように
ら大阪府に寄贈があったもののうち１台を泉
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南市にいただけることになりました。資料の写

ございました。これにつきましては、契約を行

真は、先日フェイスブックに掲載しました。こ
れは２年連続いただくことができております。
日頃から子どもたちの見守りに御尽力いただ
いている方々に大変喜んでいただきました。
次に、信達小学校６年生の福本君が 2020 年
実用数学技能検定「数検」グランプリの２級の
部で文部科学大臣賞を受賞しました。団体賞と
個人賞とありまして、個人賞では文部科学大臣
賞が最高位の賞です。昨日、市長への表敬訪問

いますＮＴＴドコモから、そういった研修スタ
ッフが学校に入りまして、先生方にも定期的に
そのタブレットの活用、またタブレットの中に
入っているソフトの活用、これらの研修をして
いただくという予定がございます。しっかりと
子どもたちが十分活用できる計画を立ててま
いりたいと思っています。
以上です。

がありまして、その様子は「広報せんなん」で
も紹介される予定です。ちなみに、２級の部で
受賞したのですが、さらに次のレベルの試験、
準１級をクリアされております。準１級という
と高校３年生レベルです。そういうふうな優れ
た数学の才能を持った児童も、本市にはいると
いうことで御紹介させていただきました。
私からは以上です。

○古川教育長 ほかにございますでしょうか。
よろしいですか。
それでは、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。岩崎指導課長から、令和２年
度泉南市立学校における問題行動・不登校等生
徒指導上の諸課題について、報告があります。

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。
片木委員。
○片木委員 タブレット端末の導入について
の資料を見せていただいたのですが、納入の時
期が、教員用が 11 月、中学校３年生、小学校
６年生が 12 月から、ほかの学年につきまして
は、来年の１月からとありますが、教員の機種
の使用方法の研修の機会というのは十分確保
できるのでしょうか。新型コロナウイルス感染
症の影響で授業時数が不足しているというこ
とで、冬休みの期間も短くなりますし、その最
中に新しい教材が導入され、非常に大変だと思
います。教員の方々が、端末に慣れる期間を十
分とっていただきたいと思います。
○古川教育長 事務局から何かございますか。
岩崎指導課長。
○岩崎指導課長 ありがとうございます。十分
研修の機会を確保できるのかという御質問で

岩崎指導課長。
○岩崎指導課長 失礼いたします。Ａ４横の表
をごらんください。
この御報告に際しましては例年、年間を通し
ての状況をお伝えしているところです。令和２
年度の１学期は終わりましたので、年間の３分
の１の期間を御報告させていただきます。
まず下の表をごらんください。小学校、中学
校、合計値です。平成 29 年度、30 年度、令和
元年度、この３年間につきましては、１年間ト
ータルの数値でございます。令和２年度につき
ましては、この１学期間、４月から７月の４か
月間を数値として表しております。
特に目立ちますものは、これまでの１年間ト
ータルの中で既に令和２年度、特に中学校の対
教師暴力、これが既に今年度で７件発生してお
ります。
それから、授業エスケープも、昨年度は年間
９件だったものが、今年度は１学期間で５件と
いうことでございます。
また、窃盗でございますが、これも既に２件
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ございます。内容につきましては、スーパーの

と、そしてその指導、経過観察・指導の充実を

前にとめてあった道路の車が入ってこないよ
うにする赤いコーンを取ってきたというよう
な案件です。
また、家出深夜徘徊が４件。内容は家出では
なく、深夜徘徊ということでございます。
こういった中学校での対教師暴力、授業エス
ケープ、それから窃盗、深夜徘徊の問題行動が
この１学期は顕著に見られております。
これに対して、日頃から各学校、教育委員会

全ての学校で実施していただくようお願いし
ております。
長期欠席、不登校につきましても臨時休業期
間に分散登校する期間がございましたが、その
際は不登校傾向の児童生徒のうち、多くの児童
生徒が登校できたということです。しかし学校
再開後の６月以降は不登校になったケースが
見られたということがございました。
教育委員会としては３つの点に引き続き取

と連携しながら、様々な関係機関を通じながら
連携して、それ以上の問題行動の拡大防止に努
めているところでございます。
上の表の文言をごらんください。それぞれの
項目において数値から見えることを記載して
おります。
まず、対教師暴力、これにつきましては、な
ぜ数字がふえてしまったのかということで、教

り組んでまいります。１点目は、気になる、あ
るいは課題のある子ども一人一人の「見立て
（背景・育成歴等）」をしっかり見つめ、記録
し、教職員、学校園間での情報を共有していく。
２点目は、就学前から小学校、小学校から中学
校と子どもに係る必要な情報が学校関係者等
に行き届くようにする。３点目は、ケース会議、
カンファレンス等、スクールカウンセラーやス

職員の指導に対し、感情的になり反発したこと
によるものが原因として挙げられております。
教職員の指導方法及び子どもの特性を踏まえ
た指導方法のスキルの向上が必要であると学
校に指導しております。
それから生徒間暴力については、中学校では
特定の生徒による繰り返しの暴力行為が見ら
れております。
器物損壊、これも教職員の指導に対し、感情

クールソーシャルワーカー等を加えた関係会
議を持つとともに、経験値の浅い教員も加え、
事象の実態を理解し対応するスキルを育成す
るということを引き続き取り組んでまいりた
いと考えております。
早口になりましたが、私からは以上でござい
ます。

的になり反発したことによるもの、また小学校
低学年が下校中に傘を投げて、駐車中の車に当
てたということもございました。
授業エスケープですが、特定の生徒によるも
の、暴力行為件数に含む生徒と同一傾向が見ら
れております。
窃盗については、校外において安全用設置コ
ーン及び牛丼チェーン店ののぼりをとるとい
った窃盗事案によるものでございます。

問・御意見等はございませんか。
栁澤委員。

また、いじめの認知件数でございますけれど
も、学校のいじめ発見への体制や教員一人一人
のいじめ事案に対する認識の強化を引き続き
行っております。いじめを積極的に認知するこ

○古川教育長

ただいまの報告に対し、御質

○栁澤委員 長期欠席や深夜徘徊、授業エスケ
ープなど、こういった事案は、自粛明けの子ど
もたちの体力の発散といったような、コロナ禍
の影響があるのでしょうか。
○古川教育長 岩崎指導課長。
○岩崎指導課長 コロナ禍の影響があったか
どうかということですが、暴力行為等に関して
は、コロナ禍が大きく影響しているとはあまり
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考えておりません。学校も児童・生徒に対して

いう状況でございます。

指導をするのと併せて、保護者にも指導のお願
いをするのですが、なかなか教職員の思いが保
護者に伝わらないといったケースがございま
す。それが深夜徘徊だとか、学校を離れてから
自宅からの保護者の教育というのがなかなか
得にくいという状況を学校からも聞いており
ます。
一方、長期欠席・不登校に関しましては、コ
ロナ禍の影響は少しあったと考えています。先

以上でございます。
○片木委員 この数字は全体というわけでは
ないということですか。
○岩崎指導課長 はい。
○片木委員 分かりました。それから、それに
関連して、生徒間暴力ですが、中学校では特定

ほど申しましたように、学校に来られなかった
子が分散登校の日に来られるようになった。し
かし、通常に戻った折にまた来られなくなった
ということで、学校に行かなくてもいい期間に、
子どもの緊張が解けてといいますか、来ること
ができたのだけど、いざ大勢が集まるときには
来られなくなるという、コロナ禍も若干影響し
たところが見られたと分析しているところで

の生徒による繰り返し暴力行為があったとい
うふうに書いていますけれども、暴力を振るわ
れた生徒も特定であれば困りますよね。暴力を
振るわれた生徒というのは特定の生徒にはな
っていないのですか。

ございます。
以上でございます。

○岩崎指導課長 暴力を振るわれた被害者の
数字は上がってきておりません。

○古川教育長
片木委員。

○片木委員 特定ではないと。

ほかにございますでしょうか。

○片木委員 暴力行為等はここ数年、少ない年
が続いていて安心していたんですけれども、平
成 29 年、30 年、令和元年とこの３年間を見ま
したら、全て項目においてふえてきています。
これは中学校全体としてこういう傾向がある
のか、それとも特定の学校で際立ったことがあ
って全体としての数字がふえているのか、どん
なものなのでしょうか。
○古川教育長 岩崎指導課長。
○岩崎指導課長

特定の学校での数値という

かということなんですけれども、上にも書いて
ございますように、特定の生徒による繰り返し
ということでございますので、その生徒が属す
る学校の数字はおのずとふえていっていると

○古川教育長 岩崎指導課長。

○岩崎指導課長 はい、特定ではないというこ
とです。
○古川教育長 阪上参与。
○阪上教育部参与 片木委員の御質問につい
て、４つの中学校での傾向は、確かにございま
す。一番気にしているのは、年ごとに学校の荒
れの傾向が、横に連鎖していることです。中学
校区はつながっています。４つの中学校のうち、
確実に３つの中学校がつながった問題行動事
案が上がっており、最近の傾向でございます。
暴力行為についても一番気にしていただい
ているのは、被害を受けている子どもが同じ子
どもではないかということだと思うんですけ
れども、これについてはそういう報告は受けて
おりません。もし万が一、特定の子が重点的に
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被害を受けているのであれば、これはもういじ

実施要領（案）ということでございますが、

めの重大事案という考え方になりますから、即
刻重大事案として我々も扱わないといけない
というふうに認識しております。

先ほど申しました日にちにつきましては、３ペ
ージの真ん中、３番として実施日が５月 27 日
ということになっております。
次に、４ページをごらんください。
５番、テスト及びアンケート結果の取扱いと
いたしまして、この結果の分析でございます。
子どもたちがテストを受けましてアンケート
を行いまして、その分析結果が大阪府から下り
てまいります。

○古川教育長 よろしいでしょうか。
ほかにございますか。
よろしければ次に、岩崎指導課長から令和３
年度大阪府新学力テスト（小学生すくすくテス
ト）の実施について、報告があります。
岩崎指導課長。

この公表につきましては、次の５ページの
（３）番に書いてございますが、このテスト及
○岩崎指導課長 失礼いたします。報告第２号、 びアンケート結果については、本テストの目的
事務局報告（２）としまして、令和３年度大阪
を達成するために、教育委員会や学校が、教育
府新学力テスト（小学生すくすくテスト）の実
施策及び教育について、保護者や地域住民に対
施について御報告いたします。
して説明責任を果たすことも重要であること
このテストは、大阪府教育委員会が来年度の
を踏まえ、以下のとおりにするということで、
６年生の全国学力状況調査の日程に合わせま
大阪府としては府全体の状況、市町村の状況に
して、大阪府独自で小学校５年生、それから６
年生、それから教員に対しても対象としたテス
トを行うということの実施要領が届いてきて
おります。そのテストについての御報告でござ
います。
泉南市といたしましては、趣旨・目的といた
しまして、泉南市学力向上３か年計画に基づき、
泉南市の子どもたちの学力向上及び全ての教
員の授業指導力向上のため、本テストを実施し

ついて公表します。市町村教育委員会は、本テ
ストの趣旨に基づき、域内の状況に係る結果や
取組の説明に努めるということでございます。
今、全国学力状況調査の結果をこれまで今年度
は実施がなかったのですが、これまで実施され
てきたように、同じように結果の公表には努め
てまいりたいと考えているところでございま
す。
それから６ページの６番、テスト及びアンケ

たいと考えてございます。
対象となる児童は、泉南市立小学校の５年生、
６年生の全児童とその学級担任でございます。
実施内容といたしましては、小学校５年生は
国語・算数・理科、そして教科横断的な問題と
アンケートでございます。６年生につきまして
は、教科横断的な問題とアンケート。そして学
級担任の先生方には、教員アンケートという予
定でございます。

ート結果の活用でございます。これらの結果を
しっかり活用して、泉南市の子どもたちの学力
の弱点だとか授業をどういうふうに構築して
いったらいいのかという方針を定めていく材
料としていきたいと考えております。
８ページをごらんください。
「教科横断的な問題」というこのテストがあ
ると申し上げました。この８ページ、９ページ
が問題となっております。そして、10 ページに

実施日といたしましては、来年度令和３年５
月 27 日の木曜日です。
別添実施要領をつけてございますので、２ペ
ージをお開きください。

それぞれの質問が出ているということでござ
います。どの教科にも属さない総合的な問題で
ございますので、こういった例が紹介されてい
ます。
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最後に 11 ページでございますが、これを当

の教室に大体 20 名から 25 名を限度に開催した

日どんな時間割でテストが行われるのかを指
導課でシミュレーションをしてみました。６年
生は、１時間目、２時間目、３時間目と全国学
力状況調査を行います。その間、同時進行で５
年生もすくすくテストを１時間目、２時間目、
３時間目を使って行います。そして、全国学力
学習状況調査が終わった６年生がその後に教
科横断的な問題とアンケートを実施する。これ
はあくまでシミュレーションですので、給食を

いと思っておりますので、昨年度よりも試験の
受験時間が前後する場合もありますけれども、
１ページ目にありますような受験時間、試験開
始時間等の時間に合わせまして、なるべく密に
ならないような状況で開催していきたいと思
っております。
それから、コロナ対策につきましては、２ペ
ージ目にありますように、感染症対策への御協
力ということを各家庭にお配りしまして、実施

挟んで午後から実施する場合も考えられます
が、こういった形で新しく小学校５年生にテス
トが加わるという説明の資料でございます。
以上、すくすくテストについての御報告でご
ざいます。

したいとに思っております。
当日は、教育委員会事務局で対応していきた
いと思っております。
以上です。

○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。
ないようでしたら、次に奥田人権国際教育課
長から 2020 年度第２回実用英語技能検定（英
検Ⓡ）準会場受験について、報告があります。
奥田課長。
○奥田人権国際教育課長 失礼します。報告第
２号、事務局報告（３）
、2020 年度第２回実用
英語技能検定（英検Ⓡ）準会場受験の連絡につ
いてです。資料の１ページ目と２ページ目は、

○古川教育長 ありがとうございました。これ
は市長の施策でございまして、昨年初めて中学
生を対象に実施したものですが、今年度は小学
校を追加して実施することとしたものでござ
います。
この件に関しまして、御質問・御意見等はご
ざいませんか。
薮内委員。
○薮内委員 資料に実施日が記載されていな
いですが、いつ実施されるんですか。

受験をいただく皆さんに 10 月頭にお配りしよ
うと思っている資料です。
10 月 11 日日曜日に泉南中学校を会場に、準
会場受験を開催しようと思っております。
３ページ目に、今年度の受験者数の一覧を載
せさせていただいております。
今年度は、中学生 98 名、それから小学生 64
名ということで 162 名の参加ということにな
っています。昨年度は中学生だけで 78 名の参

○古川教育長 奥田人権国際教育課長。

加でしたけれども、中学生もふえましたし、小
学生が 64 人ということで、かなりの人数の参
加になります。
加えて、今年はコロナ禍ということで、１つ

○太田委員 この準会場での実施の周知とい
うのは、市内の小学校、中学校の学校限定にな
っていると思うんですけれども、保護者へのお
知らせの資料も各小学校、中学校だけに配付す

○奥田人権国際教育課長 すみません。10 月
11 日の日曜日です。
○古川教育長 よろしいですか。
ほかにございますか。
太田委員。
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るのでしょうか。実は先日、知り合いの子ども

現在、事務局のたたき台につきましては、こ

さんが中学校を卒業されて、昨年この準会場で
英検を受験したけれど、今年も受けられるのか
なとか言っていたので、どうなのかなと思いま
して。

の間、財源的裏づけを持った案とできるように
財政部署と協議調整を進めている状態でござ
います。今後、教育委員会の定例会におきまし
ても、議案として複数回審議を進めていきたい
と考えておりますので、今後の御対応方よろし
くお願いいたします。
報告につきましては、以上でございます。

○古川教育長 奥田人権国際教育課長。
○奥田人権国際教育課長 本市での準会場受
験は市内の公立小中学校の児童生徒というこ

○古川教育長 ただいまの報告に関して、御質

とでさせていただいておりますので、高校生に
ついては、今年度は参加できないことになって
います。ただ、御要望も幾つかありまして、親
子で受けさせてもらえないのかとか、高校生は
無理なのかというお声もありましたけれども、
今年はコロナ禍のこともあったので数を増や
すことはできないと判断しました。また来年度
以降要望が多ければ検討しようと思います。

問・御意見等はございませんか。
よろしいでしょうか。
冒頭申しましたように、議会の御関心も高く、
早く進めてほしいという御要望もございまし
たので、年内ということでお話をしたところで
す。年内と言いましても 12 月の末日というこ
とではなくて、できるだけ早くお知らせしたい
なという思いもございまして、教育委員会定例

○古川教育長 そのほかにございますか。
ないようでしたら、次に泉南市立小中学校再
編計画＜複数原案＞に関する進捗状況につい
て、桐岡教育総務課長から報告をお願いいたし
ます。
桐岡教育総務課長。
○桐岡教育総務課長

会において次回から具体的に御審議をいただ
くという予定をしております。
片木委員。
○片木委員 年内ということで、12 月早々であ
れば、教育委員会定例会の審議は、あと 10 月
と 11 月の２回で教育委員会としての案を出す
ということですか。

それでは報告第２号事

務局報告（４）につきまして、報告させていた
だきます。本報告におきましては、内容ではな
く進捗状況と今後の取組・進め方について報告
させていただこうと考えております。
なお、小中学校再編計画の複数原案に関する
事務局のたたき台につきましては、これまでに
懇談会で御意見をいただいているところでご
ざいます。教育長報告にもありましたとおり、
事務局のたたき台につきましては年内に公表

○古川教育長 その件について、やはり３回は
やらないといけないかなという意見も部内に
はございました。私が確定的に言うようなこと
ではないので、課長からは複数回ということで
話がありましたけれども何かありますか。
桐岡教育総務課長。

できるように取組を進めていきたいと考えて
おりまして、その後、来年度にかけてできるだ
け早期に住民説明会へと進んでいきたいと考
えております。

の段階でその次が 11 月の定例会というのでは
なくて、その進み具合によりますけれども、臨
時会を設ける可能性もあると考えております。
10 月の定例会において改めてスケジュールを

○桐岡教育総務課長 まず次回議案として上
げる予定が 10 月の定例会になりますので、そ
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はっきりさせられるかなと考えています。

それでは続きまして、日程第５、議案第１号、

○古川教育長 片木委員。
○片木委員 私がこの質問をさせていただい
たのは、問題としては非常に大きく、市民全体
を巻き込むような問題ですし、それがたった２
回の定例会の審議で結論が出されたというこ
とになると、非常に扱いが軽いんじゃないかな
と思います。我々教育委員としては、回数を経

泉南市立学校管理運営に関する規則の一部を
改正する規則の制定についてを議題といたし
ます。本案の説明を岩崎指導課長からお願いし
ます。
岩崎指導課長。
○岩崎指導課長 失礼いたします。議案第１号、
泉南市立学校管理運営に関する規則の一部を
改正する規則の制定についてでございます。

て十分な審議をした結果がこれだということ
でないと、定例会の重みを逆に問われてしまう
ということを私は心配しております。今年の３
月から懇談会の場で、４月、５月、６月、７月、
それと本日で既に５回、懇談会という形をとっ
ておりますが、これは正式なものではありませ
ん。やはり定例会の場で回数を重ね、審議をす
るということが重要と思います。市民に対して

提案理由といたしまして、新型コロナウイル
ス感染症対策による学校臨時休業で授業が実
施できなかったことにより、冬季休業日を短縮
し、授業時数を確保する措置を講じる必要があ
ることから本規則を提案するものでございま
す。
これまで冬休みは１月７日までで、３学期の
スタートは１月８日ということでございまし

も我々が教育委員として十分役割を果たした
のかということが当然問われるわけなので、十
分な審議機会を持っていただきたいと思いま
す。
○古川教育長 ありがとうございます。先ほど
課長が申しましたように、臨時会を開催してそ
の議題のみをしっかりと審議するような機会
を持たないといけないかなというふうに思っ

たが、この規則の改正によって、冬休みは１月
５日までといたしまして、１月６日から３学期
をスタートさせるということでございます。
２ページは、その改正後の規則の内容が載っ
てございます。３ページにつきましては、改正
後の下線部のところが変更する箇所でござい
ます
４ページ、５ページにつきましては、泉南市
立学校管理運営に関する規則でございます。そ

ております。
この件に関していかがでしょうか。ほかの委
員の方々からも特によろしいですか。そのよう
な取り進めで、御協力をいただくことになろう
かと思いますが、片木委員が言われたこと、ご
もっともでございますので、臨時会を開催して
しっかりと慎重に審議をした上で、私どもの複
数原案というものを形成してまいりたいと考
えているところでございます。その間、私ども

の５ページの一番最後の箇所、下線部が付記さ
れるということでございます。
この冬休みを２日間早めることによって、ど
ういう効果が期待できるかということで、最後
６ページに資料をつけております。ごらんくだ
さい。
まず１．長期休業日につきまして、冬季休業、
を 12 月 25 日から１月５日までの 12 日間にす
るということによりまして、冬季休業期間を２

しっかりといただいた御意見を踏まえて案づ
くりをし、庁内での合意を得ながら進めてまい
りたいと考えております。
この件について、ほかによろしいでしょうか。

日間短縮いたします。どういったことになるか
といいますと、３．授業時数の不足時間数の現
状をごらんください。小学校の過不足授業時数
といたしまして、この冬休みの終わりを２日間
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早めることによりまして小学校１年生は、６月

○高山生涯学習課長 では、私のほうからワー

時点では不足授業時数が 60 時間でしたが、38
時間のプラスになっていくということでござ
います。夏休みを短縮いたしまして、現在小学
校１年生から小学校５年生までは授業時数に
ついて、一定クリアしてきているという状況で
ございます。ただ、小学校６年生から中学校に
つきましては、まだ小学校６年生で４時間不足、
中学校１年生と２年生で 12 時間、中学校３年
生で 42 時間不足ということでございます。

ルドマスターズゲームズ 2021 関西について、
報告させていただきます。
現在コロナ禍にありまして、お配りのプリン
トをつくったときは増加傾向にあるときでご
ざいました。今は少し減少しているのかなとい
うことなんですけれども、イベントの収容人数
が緩和してきておりますけれども、まだまだか
なりの規制が働いている状況であります。
また、オリンピック、パラリンピックが延期

不足している授業時数については、今後、例
えば７時間授業を活用するとか、短時間授業を
活用するなどして何とか履修内容をしっかり
今年度中に進めてまいりたいです。特に中学校
３年生、小学校６年生については、卒業してし
まいますので、学校としっかり状況を把握しな
がら進めているというところでございます。
以上、提案でございます。よろしくお願いい

したことによって、このワールドマスターズゲ
ームズ 2021 関西と日程が重なってしまいます。
それに加えて、様々な競技について新たなガイ
ドラインというのがつくられておるんですけ
れども、その辺りについて全ての競技団体がか
なり試行錯誤している状況であります。その中
でワールドマスターズゲームズ 2021 関西の開
催母体になります大会組織委員会から関西各

たします。

地の情報を収集して、10 月末をめどに大会の開
催について一定の判断を行うと、中止にするか、
延期にするか、縮小して開催するか、３つの選
択肢があると思うんですけれども、そのめどが
10 月末ということになっております。
私どもとしましても、その 10 月末において
来年、ワールドマスターズゲームズオープンウ
オータースイミング大会を開催するかの判断
を、注視していきたいと考えております。

○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か。
よろしいですか。
今年度限りの特例です。コロナ禍に伴う授業
時数の確保ということでございます。冬休みが
２日間短縮されるということです。
御質問、御意見等はございますでしょうか。
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。
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、その他といたしまして、ワールドマス
ターズゲームズ 2021 関西について、高山生涯
学習課長から報告があります。
高山生涯学習課長。

以上です。
○古川教育長 ありがとうございました。予定
しておりましたテストスイムも、プレ大会もで
きませんでした。私ども国際大会を開催したこ
とはございませんので、日本水泳連盟、中央競
技団体、大阪水泳協会さんにもいろいろお手伝
いをいただいていたのですが、オリンピック自
体が大変厳しい状況で、そのオリンピックの直
前の大会ということで、なかなか環境的には非
常に厳しくなってきております。そうした中で
全体としても世界中でまだコロナ禍が収まっ
たと言い難い状況もございまして、もしかした
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ら延期することも含めて、今検討はされている
ところでございます。私どもはそれを注視して
判断してまいりたいと思っております。
この件に関しまして、何か御質問・御意見等
はございますか。
よろしければ、以上で本日の日程は全て終了
いたしました。予定されていた議題は終了しま
したが、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。
よろしいですか。
ないようでしたら、次回泉南市教育委員会令
和２年第 10 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
ありますので 10 月 13 日になりますが、桐岡教
育総務課長から提案をお願いします。
桐岡教育総務課長。
○桐岡教育総務課長 10 月の定例会につきま
しては、会議室と案件等の提出期間を踏まえま
して、
16 日の金曜日、
それから 19 日の月曜日、
20 日の火曜日、21 日の水曜日の間でまず検討
したいです。
（日程調整）
○古川教育長 それでは、次回の定例会の開催
日時は、令和２年 10 月 20 日の火曜日 15 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２
年第９回定例会を閉会いたします。
ありがとうございました。

署 名 （

）

（

）
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