
 

 

島本町教育委員会 会議録（平成２９年第１２回 定例会） 

日 時 
平成２９年１１月２７日（月） 

 午前９時３０分～午前９時５５分 

場 所 島本町役場 ３階 委員会室 

出 席 者 岡本教育長、中川委員、藤田委員、西山委員 

北河部長、川畑次長 

（教育総務課）高島参事、森山主査、奥田主査 

（教育推進課）川口課長、佐々木参事 

（子育て支援課）齊藤課長 

（生涯学習課）南田課長、大柴主幹、浦上参事 

委 員 及 び 

事 務 局 職 員 

欠 席 者 髙岡委員 

委 員 

議 題 及 び 

議 事 の 趣 旨 

第３７号議案  平成２９年度教育費補正予算（案）について 

第１３号報告  しまもと教育週間の実施報告について 

第１４号報告  生涯学習課各種事業の実施報告について 

第１５号報告  平成３０年（平成２９年度）島本町成人祭の実施について 

第３８号議案  事務局職員人事について 

議 決 事 項 第３７号議案、第３８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０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

教育長       本日、髙岡委員から、島本町教育委員会会議規則第３条第３項の規

定に基づき、欠席する旨の届出がありましたので、出席者は４名です。 

          定足数を満たしておりますので、平成２９年第１２回教育委員会定

例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、西山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、会議録署名委員は西山委員に

決定いたしました。 

          よろしくお願いいたします。 

          第３７号議案「平成２９年度教育費補正予算（案）について」を議

題とします。事務局の説明を求めます。 

教育こども部次長  それでは、第３７号議案「平成２９年度教育費補正予算（案）につ

いて」ご説明申し上げます。 

          次のページの「平成２９年度 教育費補正予算総括表」をご覧くだ

さい。 

          １ページ、上段、歳入でございます。 

          款 国庫支出金 項 国庫負担金 目 教育費国庫負担金 小学校

費負担金で７，２２０万５千円を増額するものでございます。 

          こちらにつきましては、第四小学校校舎増築等に係る国庫負担金の

対象面積が当初見込みよりも増加したものでございます。 

          項 国庫補助金 目 教育費国庫補助金 教育総務費補助金で７１

万７千円を増額、款 府支出金 項 府補助金 目 教育費府補助金 

教育総務費補助金で４６万７千円を増額するものでございます。 

          こちらにつきましては、医療的ケアを要する児童の受入に伴い看護

師を雇用したことに対する、国庫・府費の補助金交付決定を受けたも

のでございます。 

          以上、歳入合計で７，３３８万９千円を増額するものです。 

          続きまして、歳出でございますが、１枚おめくりいただきまして、

２ページの歳出内訳説明書によりご説明いたします。 

          小学校の学校管理費、小学校施設改善事業の工事請負費２６４万６

千円の増額につきましては、第四小学校におきまして平成３０年度か



 

ら全介助の児童を受け入れる見込みであることから、こちらに対応す

べく、本年度中に支援教室の改修をするものでございます。 

          また、給食事業の需用費の消耗品費５０万８千円及び備品購入費３

１万４千円の増額につきましては、第四小学校におきまして児童数の

増加に伴い、平成３０年度に２クラス増加する見込みであることから、

不足する食器等や米飯用の釜などを購入するものでございます。 

          次に小学校の教育振興費、教育振興事業の需用費の消耗品費１５６

万８千円の増額につきましては、平成３０年度から教科化される「特

別の教科 道徳」に関し、教諭が使用いたします指導書を事前に購入

するものでございます。 

          次に、中学校の学校管理費、中学校施設改善事業の工事請負費６１

８万７千円の増額につきましては、修繕不能となった第二中学校コン

ピュータ室の空調設備取替工事、第一中学校におきまして平成３０年

度から支援学級が増加する見込みであることから、こちらに対応すべ

く本年度中に支援教室の改修するもの、また、老朽化が著しい第一中

学校体育館の緞帳の取替工事を実施するものでございます。 

          最後に、最下段の図書館費、図書館管理運営事業の臨時職員賃金に

つきましては、正規職員の病気休暇に伴い代替職員を雇用するもので

ございます。 

          以上、歳出合計で１，２３４万５千円を増額するものでございます。 

          続きまして、３ページの債務負担行為の設定でございます。 

          町立第四小学校校舎改修等工事につきましては、平成３０年度の二

学期からの新給食室運用に向け本年度中に入札事務を行い、早期の工

事着手を目指すものでございます。 

          次に、町立第三小学校給食調理業務委託及び町立第四小学校給食調

理等業務委託につきましては、平成３０年３月をもって現契約が満了

することに伴い、平成３０年度以降の委託業者を本年度中に選定する

ものでございます。 

          以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

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        歳入の１番上の四小の増築工事の国庫負担金について、当初より増



 

額になった理由はどういったところにあるのでしょうか。 

教育総務課参事   当初、普通教室の改築工事面積だけを対象としていましたが、大阪

府とのヒアリングを通じて、トイレや階段の面積も含めることとなっ

たため対象面積が増となり、そのことに伴い国庫負担金も増額となっ

たものです。 

委員        建物の面積が増加になったとのことでしたが、土地の面積に変更は

ありませんか。 

教育総務課参事   土地の面積に変更はありません。 

          また、国庫負担金の対象は建物のみとなります。 

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、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       何かございませんか。 

（「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。 

          続きまして、第１３号報告「しまもと教育週間の実施報告について」

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育推進課長    それでは、第１３号報告「しまもと教育週間の実施報告について」

ご説明申し上げます。 

          今年度も「しまもと教育週間」に合わせまして、１０月２７日から

１１月２日にかけて、幼稚園の公開保育及び小中学校の公開授業を行

いました。 

          参観人数につきましては、幼稚園は昨年度より５４名増の延べ５０

６名、小学校は２７３名増の延べ２８７７名、中学校は１８９名減の

延べ２９６名でした。 

          小学校及び中学校の参観者の増減につきましては、小学校において



 

は全ての学校が土曜日に実施したことによるもの、また中学校におい

ては２つの学校が２日間とも平日に実施したことが原因だと思われま

す。 

          幼稚園につきましては、普段の子供たちの様子が見られることの期

待や、公開保育日に指導や体操指導やクッキング等の保育を実施した

ことなどにより、参観者が増加したと思われます。 

          また、寄せられた意見等につきましては、お配りした資料に全て掲

載できていない学校もありますが、「好きな時に見に行けるので、とて

も良い取組みだ」、「全時間参観できるのはとても良い」、「学習の場面

だけでなく、普段の様子、休み時間や給食の時間の様子を見ることが

でき良かった」等複数日参観日を設定していることや、授業以外の時

間も参観できることに肯定的な意見が多く見られました。 

          幼稚園では、各園の取り組みに対しては肯定的な回答が多く見られ

ました。 

          各小中学校につきましても、「落ちついて、またのびのびと授業を受

けている」、「出前授業や地域の企業と連携しての授業が良かった」等

概ね肯定的な感想・意見が多くあり、それぞれの学校の取組みに対し

て一定の評価をいただいていると思いますが、参観日の開催曜日や児

童生徒の様子等については否定的な意見も見られました。 

          各学校におきましては、次年度以降の取り組みの参考とされるよう、

校長会にて報告をしたところです。 

          以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

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。 

委員        教育週間の開催期間中、小学校・中学校・幼稚園の公開授業の日程

が重複していなかったので、これまでにないくらい多くの学校園を見

せていただくことができました。 

          しかし、中学校の来校者数が少ないのは、公開授業実施日が土曜日

に重なっていないことが考えられますので、曜日の設定を検討してい

ただけたらと思います。 

教育長       来年度から、中学校の公開授業実施日は検討していただきたいと思

います。 

他に何かございませんか。 



 

（「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。 

          続きまして、第１４号報告「生涯学習課各種事業の実施報告につい

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    それでは、第１４号報告「生涯学習課各種事業の実施報告について」

ご説明申し上げます。 

          １ページめくっていただき、秋の図書館まつりとして３つの事業を

実施いたしました。 

          「あきのおはなしかいスペシャル」を、１０月２８日にふれあいセ

ンター４階展示室で実施いたしました。 

          参加人数は、大人３０人と子供３３人の計６３人でした。 

          続きまして１ページめくっていただき、図書館講座「ことばの財布

を持っておこう」を、ＫＢＳ京都アナウンサーの武部宏氏をお招きし

て実施いたしました。 

          参加人数は２５人でした。 

          続きまして１ページめくっていただき、「第３４回オータムライブラ

リーコンサート」を実施いたしました。 

          内容は鵜殿よし笛による童謡や叙情歌の演奏で、参加人数は３６人

でした。 

          続きまして１ページめくっていただき、平成２９年度（第５３回）

島本町文化祭事業の実施結果報告をさせていただきます。 

          開催日は１１月３日から１１月４日の２日間で、ふれあいセンター

及び史跡桜井駅跡で実施いたしました。 

          参加人数は、延べ１２，９７０人でした。 

          以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

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       何かございませんか。 

（「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。 

          続きまして、第１５号報告「平成３０年（平成２９年度）島本町成

人祭の実施について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 



 

生涯学習課長    それでは、第１５号報告「平成３０年（平成２９年度）島本町成人

祭の実施について」ご説明申し上げます。 

          島本町成人祭は、新成人に成人としての自覚を新たにする啓発と、

成人の門出を祝う目的で実施いたします。 

          日時は平成３０年１月８日の成人の日で、会場はふれあいセンター

のケリヤホールを予定しております。 

          第１部の式典と、第２部の成人祭実行委員会企画の２部制を予定し

ております。 

          なお、記念写真撮影でございますが、これまで校区毎に撮影をして

いました。 

          しかし、議会や委員会での指摘で、私立中学校へ進学した方や中学

卒業以降に転入してこられた方への配慮が必要とのご意見がありまし

た。 

          このことについて、実行委員会で検討を行い、Ａ地区・Ｂ地区と町

内を２つに分けて撮影することとなりました。 

          どちらにも属していない場合には、ゆかりのある地区を選択して撮

影していただきます。 

          以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

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       何かございませんか。 

（「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。 

          お諮りします。 

          第３８号議案につきましては、人事案件であることから、教育委員

会会議規則第１５条の規定により、秘密会とすることとしてよろしい

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、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３８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。 

子育て支援課長   ［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。 

（質疑なし） 

教育長       何かございませんか。 

（「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       何かございませんか。 

（「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。 

          この際、暫時休憩いたします。 

（一部事務局職員入室） 

教育長       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１２回教育委員会定例会を閉会い

たします。 


