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島本町教育委員会 会議録（平成３０年第１０回 定例会） 

日 時 
平成３０年９月２６日（水） 

 午前９時３０分～午前１０時００分 

場 所 島本町役場 ３階 委員会室 

出 席 者 持田教育長、中川委員、藤田委員、西山委員 

岡本部長、安藤次長兼教育総務課長、川畑次長兼子育て支援課長 

（教育総務課）島本主査、中谷 

（教育推進課）川口課長 

（子育て支援課） 

（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３２号議案  島本町立キヤンプ場設置条例施行規則の廃止について 

第３３号議案  平成３０年度教育費補正予算（案）について 

第３４号議案  平成３０年度「全国学力・学習状況調査結果」の公表につい

て 

第３５号議案  島本町社会教育委員の解嘱について 

第３６号議案  事務局職員人事について 

議 決 事 項 第３２号議案、第３３号議案、第３４号議案、第３５号議案、第３６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 
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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３０年第１０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、藤田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、藤田委員

に決定いたしました。 

          よろしくお願いいたします。 

       それでは、第３２号議案「島本町立キヤンプ場設置条例施行規則の

廃止について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

生涯学習課長    廃止理由につきましては、去る平成３０年９月６日に開催されまし

た島本町議会９月定例会議におきまして、島本町立キヤンプ場設置条

例の廃止について可決されましたことから、これに伴って廃止するも

のでございます。 

施行期日は、平成３１年４月１日でございます。 

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        キャンプ場跡地をどうするか、町としてはどういう方針で有効活用

していくのか、議会ではどのように答弁したのか、ということと、今

後の方針をお聞かせください。 

生涯学習課長    キャンプ場跡地の活用につきましては、にぎわい創造課をはじめ関

係部署と調整協議を進めており、今後の予定については現時点では未

定でございます。大きな理由といたしましては、今回閉鎖に至る理由

としてツキノワグマの出没など、自然環境の脅威ということがあって

の閉鎖であるため、その後の土地活用はなかなか難しいというのが現

状でございます。ただ、今も設置されておりますトイレにつきまして

は、大阪府が設置した「おおさか環状自然歩道」の付帯設備というこ

とで、所管しておりますにぎわい創造課が大阪府と協議し、存続する

方向でほぼ決まりつつあります。 

今後の土地活用につきましては、大阪府との協議を踏まえてにぎわ
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い創造課を中心に今後検討するということであります。また町立キャ

ンプ場閉鎖後の教育委員会としての方針ですが、キャンプ場の閉鎖が

本町の青少年健全育成の後退にならないように、限られた人員と予算

の範囲内でできることを全力でやっていくというように考えておりま

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。 

（「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３３号議案「平成３０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。 

次長兼教育総務課長 歳出内訳明細書をご覧ください。 

          事務局費５万１千円の増額、教育センター費１万９千円の増額、青

少年費２千円の増額、歴史文化資料館管理費の３万７千円の増額、生

涯学習費３万円の増額、図書館費２万３千円の増額はいずれも、大阪

府の最低賃金の改定に伴って臨時的任用職員の賃金単価が改正された

ため、不足額を補うものです。 

          ２ページ目は参考として、子育て支援課が執行する民生費について

記載しています。歳出内訳説明書をご覧ください。児童福祉総務費１

万４千円の増額、児童福祉施設費４万１千円の増額の内、保育所運営

につきましては２万７千円の増額、地域子育て支援事業につきまして

は１万４千円の増額でございます。いずれも教育費と同じく、大阪府

の最低賃金の改定に伴って臨時的任用職員の賃金単価が改正されたた

め、不足額を補うものです。 

          続きまして、３ページは災害復旧費でございます。歳出内訳説明書

をご覧ください。教育災害復旧事業費１，３３１万円の増額でござい
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ます。９月４日の台風２１号により、第一小学校、第二小学校、第四

小学校、第二中学校の防球ネットが破れたため、改修するための費用

でございます。 

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        災害復旧費について、防球ネットの合計が１，３３１万円と高額だ

と感じるのですが、工事請負費の中には人件費等も含まれているので

しょうか。詳しい内訳がわかりましたら教えていただきたいと思いま

す。 

次長兼教育総務課長 内訳といたしましては防球ネットの代金、高所作業車の減価償却費、

作業員の人件費及び諸経費が入っております。すべて含めて、工事請

負費として小学校で７９１万円、中学校で５４０万円となっておりま

す。工事内容といたしましては、第一小学校で高さ５ｍ長さ８ｍ、第

二小学校で高さ１０ｍ長さ８０ｍ、第四小学校で高さ７ｍ長さ５６ｍ、

第二中学校で髙さ１１ｍ長さ８０ｍ程度の補修を予定しております。 

委員        防球ネット自体の価格はいくらになるのでしょうか。 

次長兼教育総務課長 設計の単価につきましては、本町の今後の事務執行の都合上公表し

ておりませんので、申し訳ありませんが単価につきましては差し控え

させていただきたいと思います。 

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、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。 

（「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３４号議案「平成３０年度『全国学力・学習状況調査結果』の公

表について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育推進課長    資料１、２ページは、結果公表の資料としてもとめたものでござい
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ます。３ページ目の資料「学力・学習状況調査の結果概要」をご覧く

ださい。 

今年度も、学力調査と質問紙調査が実施されました。学力に係る調  

査は、今年度は小中学校とも国語、算数・数学、理科の３教科につい

て実施され、それぞれ「知識」に関する問題（以下、Ａ調査）と、「活

用」に関する問題（以下、Ｂ調査）で実施されました。小学校の平均

正答率については、昨年度は国語のＡ調査Ｂ調査ともわずかに全国平

均を下回っていましたが、今年度は国語及び算数のＡ調査Ｂ調査とも

に全国平均を上回る結果となりました。中学校については、すべての

教科区分において昨年度よりもさらに全国平均を上回る良好な結果と

なりました。 

無回答率につきまして、小学校では依然として算数ＡＢ調査とも数

値 として全国平均を上回る結果となっており、課題は残っておりま

すが、全体的にみると平成２９年度と比べて無回答率は減少し改善傾

向にあります。中学校では、すべての教科区分において全国平均と比

べて良好な結果となりました。 

次に、同じ資料の（２）学習状況調査結果の概要の右枠内中段四角  

の二つ目をご覧ください。他者との自分の考えを深めたり広げたりす

る授業づくりの項目で、「学級の友だちと話し合う活動を通じて、自分

の考えを深めたり、広げたりすることができていると思いますか。」と

いう質問について、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答え

た児童生徒の割合を記載しております。 

小学校、中学校ごとの全国比を記載しておりますが、小中学校とも  

昨年度を大幅に上回り、話し合う活動が増え、ペア学習やグループ学

習などにおいて、自分の考えを深めようとしていることが見てとれま

す。これは、主体的・対話的で深い学びの授業を進めている中での効

果として、一定授業改善が進んでいるものとして見てとれます。 

次に、家庭学習の意識につきましては、右枠内下段をご覧ください。

①「家で、自分で計画を立てて勉強していますか」②「家で、学校の

授業の予習・復習をしていますか」の２つの質問項目では、小学校で

は平成２９年度と同様、依然として全国平均を下回っております。①

の「家で計画を立てて勉強していますか」の項目では、平成２９年度
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は－５．４ポイント、平成３０年度では、－１．８ポイントの全国と

の差に、②は質問項目が予習と復習が合わさる問いになり、単純比較

はできませんが、平成２９年度の予習の項目は、－８．４ポイント、

復習は－１２．９ポイント差であり、平成３０年度の予習・復習の項

目では、－５．０ポイント差と、全体的に肯定的な回答のポイント数

の差は縮まりました。 

中学校では、①の「家で計画を立てて勉強していますか」の項目で  

は、平成２９年度は＋５．９ポイント、平成３０年度では＋６．３ポ

イントとさらに全国との差を広げる形に、②は全国平均を下回ってい

るものの、小学校同様単純比較はできませんが、平成２９年度の予習

の項目は、－３．２ポイント、復習は－９．１ポイント差であり、平

成３０年度の予習・復習の項目では、－２．４ポイント差と、大幅に

全国との差が縮まりました。 

家庭学習については、本町において重点的に取り組む内容項目を設

定しており、小中学校ともに自学自習力の育成にまだまだ大きな課題

があると考え、補充学習や自主学習など様々な学習の場の設定や、家

庭学習の充実に向けた家庭との連携を通して、「自ら学ぶ力」の取組に

ついて検討していくことが今後の喫緊の課題と考えております。なお、

資料４、５ページは参考資料として、小学校は６２問、中学校は５９

問から構成される意識調査の内、府がポイントとなる項目を抜粋した

ものをグラフ化したもので、２９年度と３０年度を比較したもの、町

と全国とを比較したものとなっております。 

以上説明させていただいたことを、文章化し、まとめました資料１、

２ページを、地域・保護者への説明責任を果たすため、ご可決を得た

のちに、町のホームページにて、さらに簡略化したものを広報しまも

とにて公開したく思います。 

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。 

（「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。 

（「なし」の声あり） 
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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３５号議案「島本町社会教育委員の解嘱について」を議題としま

す。事務局の説明を求めます。 

生涯学習課長    名簿１０番の森田委員におかれましては、去る平成３０年９月６日

に開催されました島本町議会９月定例会議におきまして、教育委員会

委員に任命されたところでございます。 

教育委員会委員の任期開始が、平成３０年１０月１日付けとなって 

おり、社会教育委員につきましては、９月３０日付けで辞任をしたい

旨の届出が提出されましたことから、同日付けで解嘱するものでござ

います。 

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        社会教育委員が９名となりますが、定員は何名でしょうか。 

生涯学習課長    社会教育委員につきましては、町の設置条例におきまして１０名以

内ということで決められております。このことから、直ちに補充とい

うことにはなりませんけれども、今後補充を行うべきと考えておりま

す。ただ、森田委員におかれましては公募委員でございましたので、

広報等での掲載を含めて公募での募集手続きを経て、候補者を選定し

たのちに本委員会でご審議いただくことになります。 

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。 

（「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） 
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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。 

       お諮りします。 

          第３６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） 

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。 

（資料配布） 

教育長       休憩前に引き続き、会議を開きます。 

       第３６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。 

次長兼教育総務課長 ［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。 

（「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。 

（資料回収） 

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、本日の議事は全て終了いたしました。 

これをもちまして、平成３０年第１０回教育委員会定例会を閉会い

たします。 


