
 

 

 

島本町教育委員会 会議録（平成２９年第４回 臨時会） 

日 時 
平成２９年３月２７日（月） 

 午前９時３０分 ～ 午前１０時４５分 

場 所 島本町役場 住民委員会室 

出 席 者 岡本教育長、新井委員、中川委員、髙岡委員、藤田委員 

北河部長、頼田次長兼教育推進課長、川畑次長 

（教育総務課）三浦課長、藪内係長、島本主査、中谷 

（教育推進課）畑参事 

（生涯学習課）吉田課長、大柴主幹、南田参事 

（子育て支援課）齊藤課長 

委 員 及 び 

事 務 局 職 員 

欠 席 者  

委 員 

議 題 及 び 

議 事 の 趣 旨 

第１０号議案  平成２９年度島本町教育・保育重点目標（案）について 

第１１号議案  島本町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一

部改正について 

第１２号議案  島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用

者負担等に関する条例施行規則の一部改正について 

第１３号議案  島本町いじめ等対策委員会委員の委嘱について 

第１４号議案  島本町文化推進委員会委員の委嘱について 

第１５号議案  島本町青少年指導員の委嘱について 

第 ４ 号報告  島本町スポーツ推進委員の解嘱の臨時代理について 

第 ５ 号報告  平成２８年度春季休業日中における児童生徒の指導につ

いて 

第 ６ 号報告  教職員（一般職）人事の臨時代理について 

第 ７ 号報告  事務局職員人事の臨時代理について 

第１６号議案  事務局職員人事について 

議 決 事 項 
第１０号議案、第１１号議案、第１２号議案、第１３号議案、第１４号議案、

第１５号議案、第１６号議案 

教 育 長 の 

報 告 の 要 旨 
別紙議事録のとおり 

そ の 他 傍聴者なし 
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教育長       ただいまの出席者は５名で、全員出席であります。 

よって平成２９年第４回教育委員会臨時会を開会いたします。 

お諮りします。会議録署名委員は島本町教育委員会会議規則第１７

条の規定により、髙岡委員に決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、会議録署名委員は、髙岡委員

に決定いたしました。 

          よろしくお願いいたします。 

第１０号議案「平成２９年度島本町教育・保育重点目標（案）につ

いて」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    重点目標につきましては、効果的な教育行政を推進し、住民への説

明責任を果たすため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

６条に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

について、点検及び評価を行うこととなっておりますことから、その

基礎となる目標として設定するものです。 

これまでの流れにつきましては、１月に各課にて目標設定作業を行

い、２月中旬に素案を作成いたしました。作成した素案を、教育委員

の皆様方をはじめ、学校長、幼稚園長、保育所長にも配布し、ご意見

やご質問をいただいたうえで、今回資料として添付しております「平

成２９年度 島本町教育・保育重点目標（案）」を作成しました。 

なお、お配りした素案からの変更点といたしまして、数値の記載に

誤りがあったものを修正させていただいたほか、表や説明文言などに

おいて指摘をいただいた箇所についての変更を行っています。 

今後の流れにつきましては、ご可決いただきましたら、教育委員会

事務局内、各学校、幼稚園、保育所等の教職員に対して配布するとと

もに、ホームページ及び文化情報コーナー等で公表いたします。また、

町議会議長に送付するとともに、教育委員会の点検評価の際にご意見

をいただいた学識経験者にも参考送付する予定です。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

生涯学習課長    ３６ページの現状を示す参考情報の⑥番について、島本島と記載し

ておりますが、正しくは島本町です。 
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教育長       ６ページの本年度の目標の⑴について、表記の問題ですが、異文化

理解ではなく多文化理解と記載する方が妥当であると思います。 

他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（討論なし） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案については、指摘のあった箇所を修正

のうえ、可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

          なお、修正箇所の確認につきましては、私に一任してもらうことに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、修正箇所の確認は、私が行う

ことといたします。 

第１１号議案「島本町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

の一部改正について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    改正理由につきまして、小学校区の弾力的運用制度は平成１６年度

から実施しておりますが、就学校を選択できる調整区域として設定し

ておりますＡ区域からＥ区域の５か所のうち、水無瀬二丁目８番のＥ

区域におきまして、制度運用開始以降、平成２９年度新入学生まで、

選択校通学者が全く発生していないため、調整区域としての取り扱い

を終了するものです。 

今回の改正対象であるＥ区域につきましては、水無瀬二丁目８番の

いわゆるライオンズマンション水無瀬壱番館及び弐番館であり、当該

地区は第三小学校を指定校としていますが、距離的に近い第四小学校

を選択校に設定しています。 

しかしながら、制度運用開始からこれまで、当該地区の児童はすべ

て指定校の第三小学校に通学しているという状況であり、小学校区の

弾力的運用制度の需要が無いものと考えたものです。 
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また、島本町住民委員会からも、地区活動を行っていくうえで、同

じ地区で違う学校に通う児童がいることで不都合が生じるため解消さ

れたいとの要望もあり、教育委員会としては児童への影響が少ない地

区から小学校区の弾力的運用制度を縮小していく方向で考えているも

のです。 

改正内容につきましては、新旧対照表に記載のとおり、別表第３及  

び別表第４から、Ｅ区域の項を削るものです。 

施行日につきましては、平成２９年４月１日です。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

（質疑なし） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

委員        教育委員会の一方的な決定ではなく、住民の方からの要望を聞いた

うえでの決定ということで、良かったと思います。 

教育長       他にございませんか。  

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

第１２号議案「島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の利用者負担等に関する条例施行規則の一部改正について」を議題と

します。事務局の説明を求めます。 

子育て支援課長   改正理由につきまして、平成２７年４月から子ども・子育て支援新

制度が開始し、新制度上では幼稚園についても、所得に応じた保育料

となっています。急激な変化を緩和するため、平成２７年度及び２８

年度は経過措置を規則に定めて適用しておりますが、平成２９年度に

ついても措置を引き続き適用するため、所要の改正を行うものです。 

          新旧対照表をご覧ください。第３条の利用者負担額に関する経過措

置として、２９年度の保育料を定めます。２ページをご覧ください。
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平成２９年度においては第６階層を１万円に、第７階層を１万３千円

に、第８階層を１万５千円に、第９階層を１万６千円に、第１０階層

を１万８千円に改正します。 

          なお、経過措置につきましては、従前からご説明していますとおり

平成２７年度から平成２９年度までの３ヶ年とし、平成３０年度から

は規則で定めた保育料を適用します。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

委員        市町村民税が７万７千１０１円から１２万１千４００円の家庭は、

所得で言うとどのくらいの金額になるのでしょうか。 

子育て支援課長   世帯構成によって変動はありますが、市町村民税が７万７千１００

円の家庭で約３６０万円、市町村民税が１２万１千４００円の家庭で

約５００万円程度の年間所得となります。 

委員        今回の改正で、どのくらいの影響が出るのでしょうか。 

子育て支援課長   現在申請のある１７３人のうち、第６階層は２８人で１６．３パー

セント、第７階層は６９人で４０パーセント、第８階層は２４人で１

４パーセント、第９階層は１２人で７パーセント、第１０階層は８人

で４．７パーセント、全体で８２パーセントに影響が出るものです。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（討論なし） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

第１３号議案「島本町いじめ等対策委員会委員の委嘱について」を

議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育推進課参事   本議案は、平成２６年４月に策定いたしました島本町いじめ防止等

基本方針に則り、平成２９年度島本町いじめ等対策委員会に必要な委
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員の委嘱をお願いするものです。 

本委員会は、町立小中学校におけるいじめ等の実態把握や有効な対

策等を検討することのほか、重篤ないじめ事案が発生した際、客観的

な事実関係の調査が必要とされる場合に調査主体となる組織となりま

す。 

委員の選任に当たりましては、専門的な知識、経験を有する方で、

委員会の公平性及び中立性を担保するという観点に立ち、弁護士、医

師、警察ＯＢ、臨床心理士、社会福祉士に委嘱を打診し、承諾をいた

だいています。 

なお、このたびの選任に当たっては、昨年度お願いした方に引き続

き委員をお勤めいただくよう依頼をしました。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

委員        平成２８年度に、会議は何回開催したのでしょうか。 

教育推進課参事   ８月に１度開催しました。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（討論なし） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

第１４号議案「島本町文化推進委員会委員の委嘱について」を議題

とします。事務局の説明を求めます。 

生涯学習課長    文化推進委員会委員の任期につきましては、平成２９年３月３１日

までです。平成２９年４月１日付けで、文化推進委員会委員の再任及

び選任の議決をお願いするものです。 

          名簿の１番から６番の方々につきましては、再任をお願いするもの

です。７番から１０番までの方々につきましては、新たに選任をお願
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いするものです。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

委員        新しく選任する方の略歴を、可能な範囲で教えていただけますか。 

生涯学習課長    ７番の方は、学芸員の資格をお持ちで、平成２５年度から平成２６

年度までの２年間歴史文化資料館に勤務していました。文化財や歴史

文化資料館の活動に精通しています。８番の方は、勝幡寺の住職であ

り、町指定文化財第４号の薬師如来立像及び町指定文化財第５号の元

三大師みくじ版木関係資料一式を所有しています。文化財に縁の深い

方です。９番の方は、大山崎町の離宮八幡宮の本家の当主であり、藤

井家の古文書を読み進めている方です。山崎地区の歴史に精通した方

です。１０番の方は、平成２０年の歴史文化資料館開館からボランテ

ィアとして活動いただき、各種イベントの運営や遺物の整理をしてい

ただいています。文化財や歴史文化資料館の活動に精通している方で

す。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（討論なし） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

第１５号議案「島本町青少年指導員の委嘱について」を議題としま

す。事務局の説明を求めます。 

生涯学習課長    青少年指導員の任期につきましては、平成２９年３月３１日までで

す。平成２９年４月１日付けで、青少年指導員の再任及び選任の議決

をお願いするものです。 

          名簿の７番の方につきましては、新たに選任をお願いするものです。

その他の方々につきましては、再任をお願いするものです。 
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教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

委員        新たに選任する方の略歴を、可能な範囲で教えていただけますか。 

生涯学習課長    ７番の方は、ＰＴＡ活動でご尽力いただいた方です。平成２１年度

に第二幼稚園のＰＴＡ副会長、平成２４年度に第二小学校のＰＴＡ副

会長、平成２８年度に第二中学校のＰＴＡ会長を務められ、また、平

成２８年度はいきいきふれあい教育事業実行員会委員長を務められま

した。 

委員        委員の再任は可能なのでしょうか。 

生涯学習課長    再任については可能となっていますが、７０歳までという年齢制限

があります。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（討論なし） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

第４号報告「島本町スポーツ推進委員の解嘱の臨時代理について」

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

生涯学習課長    １３番の方につきまして、平成２９年２月２８日付けで辞任の申出

がありました。理由といたしましては、ケガにより体を動かすことが

できず、しばらく治療に専念したいとのことです。 

          本来であれば、事前に教育委員会議にて議案として提出し、議決を

経るべきところではございますが、急な申出であったことから、２月

２８日までに教育委員会議を開催して議決を経る暇がなかったため、

緊急やむを得ない事情であると判断し、教育長に対する事務委任規則

第３条の規定に基づき教育長が専決処分をさせていただきました。 

教育長       ただいまの報告について、ご質問、ご意見等ございませんか。 
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委員        一人欠員となりますが、良いのでしょうか。 

生涯学習課長    規則では、定数は１５名以内となっていますので、特に問題はあり

ません。欠員につきましては、他の委員からは、今回解嘱しました委

員の回復を待ち、再度就任いただきたいとの意向があるため、しばら

く１名の欠員状態となります。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

第５号報告「平成２８年度春季休業日中における児童生徒の指導に

ついて」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育推進課参事   資料１枚目のとおり、平成２９年３月２日付け、島教教第１７８９

号にて、各学校長に春季休業日中における児童・生徒の指導について、

その指導が適切に行われるよう本文書にて通知しました。資料２枚目

の府教育委員会からの通知文もあわせて通知しております。 

資料３枚目は、本町の重点課題であります。これまでの休業日中の

指導事項と大きく変わるものではありません。従来どおり、休業日中

であっても、特に不登校や配慮を要する児童生徒に対する継続的支援、

不審者や事故等における適切な対応、また、関係機関との連携につい

て重点課題を示しました。とりわけ、このたびは進学や学年の進級を

機に携帯電話を新たに所持する児童生徒が多くなると予想されること

から、児童生徒がインターネット上の犯罪被害に巻き込まれないため

に適切な対応ができるように指導すること、また、保護者に対しては

ルール作りやフィルタリングの加入について啓発を行うことなどの点

についてボリュームを膨らませました。 

教育長       ただいまの報告について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

（質疑なし） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

       お諮りします。 

          第６号報告、第７号報告及び第１６号議案につきましては、人事案

件でございますので、教育委員会会議規則第１５条の規定により、秘

密会とすることでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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教育長       ご異議がないようでございますので、秘密会とすることに決しまし

た。 

          この際、暫時休憩いたします。 

（一部事務局職員退室） 

教育長       休憩前に引き続き、会議を開きます。 

第６号報告「教職員（一般職）人事の臨時代理について」を議題と

します。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    ［教職員（一般職）人事の臨時代理について説明］ 

教育長       ただいまの報告について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

（質疑応答内容非公開） 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

第７号報告「事務局職員人事の臨時代理について」を議題とします。

事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    ［事務局職員人事の臨時代理について説明］ 

教育長       ただいまの報告について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

（質疑応答内容非公開） 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

第１６号議案「事務局職員人事について」を議題とします。事務局

の説明を求めます。 

教育総務課長    ［事務局職員人事について説明］ 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

（質疑応答内容非公開） 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

       この際、暫時休憩いたします。 

（一部事務局職員入室） 

教育長       休憩前に引き続き、会議を開きます。 

以上をもちまして、本日の議事は全て議了いたしました。 

これをもちまして、平成２９年第４回教育委員会定例会を閉会いた

します。 


