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平成３０年度 第３回豊能町教育委員会会議（６月定例会）会議録 

 

日 時： 平成３０年６月２２日（金） 午後３時３０分開会 

場 所： 豊能町役場２階 大会議室 

出席者： 教育長              新谷 芳宏 

教育委員             太田 佳子 

教育委員             川村 新 

教育委員             岸本 惠子 

教育委員             坂口 敏子 

事務局： 教育次長             南 正好 

教育総務課長           入江 太志 

教育支援課長           内野 慎也 

教育支援課主幹兼子ども支援室長  川西 弥生 

生涯学習課課長          中谷 匠 

教育総務課課長補佐        中谷 康彦 

教育総務課主査          西田 純夫 

 

傍聴者： ２名 

 

会議次第 

〇審議事項 

第４号議案 平成３０年度豊能町要保護準要保護児童生徒の認定について 

第５号議案 豊能町社会教育委員の委嘱について 

〇承認事項 

   第１号承認 平成３０年度豊能町奨学資金奨学生の選考結果について 

○その他 

   平成２９年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

〇各課・室の報告 

 

開会 午後５時００分 

 

 

（議 長） 

それでは、定刻になりましたので会議をはじめたいと思います。 

ただいまの出席委員は６名です。過半数に達していますので、ただいまから平成３０年度

第３回豊能町教育委員会会議（６月定例会）を開会いたします。 

会議録署名人を教育長職務代理の宮﨑委員にお願いいたします。 

 

（議 長） 

本日は、審議事項２件、承認事項１件、その他１件を議題とします。 

第４号議案は個人情報を取り扱うため、豊能町教育委員会会議規則第５条の規定により秘
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密会として審議したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（委 員）異議なし 

 

（議 長） 

全員異議なしと認めますので、第４号議案は秘密会とします。傍聴者の退出を求めます。 

 

 

【第４号議案は秘密会議のため非公開】 

 

 

（議 長） 

 次に、第５号議案「豊能町社会教育委員の委嘱について」でございます。事務局より提案

説明を求めます。 

 

（事務局） 

それでは、第５号議案 「豊能町社会教育委員の委嘱について」を説明いたします。 

議案書及び委員名簿、資料のご参照をお願いいたします。 

提案理由の説明をいたします。 

社会教育法第１５条の２の規定に基づき、任期満了に伴う社会教育委員の委嘱を行いたく。

教育委員会会議での議決を求めるものです。 

今回、委嘱を予定しております委員は６名で、５名が再任、１名が新規委員でございます。 

各委員の経歴等つきましては名簿のとおりですが若干補足いたします。 

番号１井畑様につきましては、平成２４年から委員をお願いしております。 

番号２丹生様と番号３の馬渡様につきましては、平成２６年から委員をお願いしておりま

す。 

番号４四位様、番号５の上西様につきましては、平成２８年から委員をお願いしておりま

す。 

番号６高橋様につきましては、新規委員で社会教育部門としましては、中央公民館の利用

団体の代表者で健康体操の指導を行っておられます。また、東能勢小学校支援コーディネー

ターとして、学校と地域を結ぶ役割を担っておられ、同小学校の学校協議会の委員も務めら

れております。 

したがいまして、社会教育部門だけでなく、学校教育も含む幅広い視野からの意見や提言

をしていただけるものと期待しております。 

 以上が今回提案させていただいた６名でございます。 

 なお、任期は委嘱された日より２年間でございます。 

説明は以上です。ご審議たまわりご決定いただきますようお願いいたします。 

 

（議 長） 

ただ今の提案説明に対する質疑を求めます。 
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（委 員） 

 委員の年齢はお教えいただけますでしょうか。 

 

（事務局） 

 正確な年齢は、持ち合わせておりませんが、１番の方が４０代、２番の方が７０代、３番

の方が５０代、４番の方が７０代、５番の方が６０代、６番の方が５０代の構成です。 

 

（委 員） 

 聞き逃したかもしれませんが、６番の新任の方は、どなたかと代わられて来られたのでし

ょうか。 

 

（事務局） 

 前回までが、現教育長を委員としてお願いしていましたが、教育長に就任したということ

で、１名欠員があったということです。 

 

（委 員） 

 全体を見ると西地区の割合が多い感じでしたので、新任の方は東地区ということで入って

いただきたいなと思います。 

 

（委 員） 

 ８番目の「今後の課題」というところに、１番が「保幼小中一貫教育の推進…に関して」と

ありますし、２番目に「道の駅構想に伴う生涯学習関係施設の在り方」、こういう点に関して

も、ご意見がいただけると思ってよろしいですか。 

 

（事務局） 

 この課題を挙げましたのは、中央公民館の場所に道の駅構想がございますので、中央公民

館をどうしていくのかとか、郷土資料館も老朽化問題も含めて、社会教育委員の皆様にご意

見を伺いたいと思っております。 

 

（委 員） 

 ６番の高橋さんを存じ上げていますが、東能勢小学校区のボランティアコーディネーター

をしてくだされていて、この方が動いてくださったお陰で地域と学校が繋がってきていると

いう実態がありますので、個人的にとても適任だと思っております。 

 今後の課題についても、対応していただける方だと。ぜひお願いしたいと思っております。 

 

（議 長） 

質疑を終結します。 

採決を行います。ただ今提案のありました第５号議案「豊能町社会教育委員の委嘱につい

て」、賛成の方の挙手を求めます。 
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（議 長） 

挙手全員であります。よって、第５号議案は可決されました。 

 

（議 長） 

 次に、第１号承認「平成３０年度豊能町奨学資金奨学生の選考結果について」でございま

す。事務局より説明を求めます。 

 

（事務局） 

第１号承認「平成３０年度豊能町奨学資金奨学生の選考結果について」ご説明いたします。 

平成３０年度豊能町奨学資金奨学生の選考結果については、豊能町奨学資金条例第４条の

規定により、平成３０年６月１２日付で別紙のとおり決定したので承認を求めるものです。 

今年の新規の方の応募は、３名ございました。 

奨学生の選考については、条例の規定により、奨学生選考委員会に諮り決定することとさ

れています。しかし、応募人数が豊能町奨学資金条例施行規則第３条で定める学校区分ごと

の募集定員（５名）を下回り、かつ、応募者が所得要件を満たしている場合については、従

来、事務局で書類選考の上奨学生を決定し、教育委員会会議で承認を得ているところです。 

今年度申請のあった大学生３名については、いずれも保護者等の合計所得が生活保護基準

の２．５倍以内に収まっており、所得要件を満たしているため、従来どおり氏名を伏せてご

承認をいただきたいということであります。 

認定していただきますと月額２５,０００円、在学中４年間（４８か月）、合計１２０万円

の貸付金の貸与になります。 

説明は、以上でございます。 

 

（議 長） 

ただ今の説明に対する質疑を求めます。 

 

（議 長） 

よろしいですか。特になければ、質疑を終結します。 

採決を行います。ただ今、説明のありました第１号承認「平成３０年度豊能町奨学資金奨

学生の選考結果について」、承認いただける方の挙手を求めます。 

 

（議 長） 

挙手全員であります。よって、第１号承認は可決されました。 

 

（議 長） 

次に、その他ですが、「平成２９年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について」、

事務局より報告を求めます。 

 

（事務局） 

教育委員様あらかじめメール送らせていただきました内容ですが、「平成２９年度全国体力 

・運動能力、運動習慣等調査結果（概要）（案）」ということで、例年ですと１２月に結果が戻
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って参りまして、年度内に結果をまとめ、ホームページにアップする流れになっていたので

すが、今年は３月中旬、年度終わりに調査結果が参りまして、集約に大変時間がかかってし

まい、申し訳ございませんでした。 

このような形で、現在概要をまとめているところですが、本日皆様にお認めいただいた後、

各学校に周知、保護者、地域に周知できるようにホームページにアップしようと思っており

ます。 

簡単に内容につきまして、ポイントを絞ってお話をさせていただきたいと思います。 

まず小学校５年生と中学校２年生のそれぞれ男女、例年通り８種目ずつ測定を行い、全国

体力能力の集計に合わさせていただきました。 

二枚目をご覧ください。結果としましては、「柔軟性はあるが筋肉量増やす機会や場づくり

が必要」ということで、全体的には昨年度よりも数値的には下回った結果となりました。 

 長座体前屈、小学校５年生・中学校２年生とも、毎年本町の結果は高いのですが、それ以

外で下回る部分が多数ありました。また小学校５年生の男子、総合評価ですが、その中でも

ＤとかＥとかいう評価を受けている子どもたちの数が、全国に比べても多くなっております。 

このあたりから「運動は苦手かな」と感じたり、実際に「苦手だ」という児童が、今年は小学

校５年生については多かったという結果になっております。 

中学生が４～５ページになっております。こちらも柔軟性については例年通り高かったの

ですが、男子も女子も上体起こしにつきましては全国を上回っているのですが、男子は上体

起こしのみ、女子につきましては上体起こし、反復横とびのみ全国を上回る状況になりまし

た。 

 ただ中学生は、相互評価を見てみますとＤとかＥの評価が若干多いのですが、女子を見て

みますと、Ｅの評価がゼロとなっております。 

 このあたりは取り組み成果が少し出てきているのではないのかなと思っておりまして、底

上げが出来つつあるのではないかと捉えております。 

 ５ページの下からですが、児童生徒の質問紙回答を見てみますと、「運動が好きで運動する

時間も多く、意識も高い。」と書いてありますが、少し言い過ぎの部分もあります。こういう

部分も見られるというところでご了承いただきたいと思います。 

 細かいところを見ていきますと、今年につきましては、最初にも申しましたとおり、若干

「運動は好き」という割合が低くございまして、「嫌い」と回答した子どもたちが増えていま

す。 

 ６ページ以降は、質問紙をピックアップしたものがいくつか載っています。「家の人との関

わり中で運動やスポーツに対する意識が変わる」ということで、運動が嫌いな児童や生徒は

家の人と運動やスポーツの話をする傾向が少ない、このあたりは相関関係があるのだなと改

めてわかりました。７ページ以降は、「１週間の総運動時間の分布から見えること」を載せて

おりますが、やはり全国に比べても今年度の５年生と中２年生は、全国と比べて運動の総時

間数が低い結果となりました。 

 一番最後のページをご覧ください。「今後の取り組み」では、毎年見直している「体力向上

プラン」と合わせて、次の取り組みを進めていただこうと考えております。 

 「機会の確保」、「子どもたちが主体的に取り組む事業改善」、「保育所幼稚園こども園小学

校中学校連携の一層の推進」、「ICTの活用」、「給食指導と関連させた運動習慣化と生活習慣・

食習慣の確立」、「２０２０年東京オリンピック、パラリンピックへの取り組みへの積極的な
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参加」ということで、幼稚園小学校中学校も地道に今あげました項目の取り組みを進めてい

ただいているところでございますので、来年度以降に期待したいなと思っております。報告

は以上でございます。 

 

（議 長） 

ただ今の報告に対する質疑はございますか。 

 

（委 員） 

 先ほど小学校５年生男子の「きらい」と答えたのが０％になったことに関して、学校の取

り組みの成果が上がったのかなという説明を聞いたのですが、何か具体的にやっていること

とかがあれば教えてください。 

 

（事務局） 

 中学校の取り組みで、文科省で「全国学力・体力のまとめ」というものを作っているので

すが、そこでも改めて書かれていますが、「話し合い活動」というものを加えていくと、子ど

もたちが主体的に考えた運動を創造的にして行くことにつながるということで、成果・効果

があると記載されています。いま中学校の方でも毎時間ではないですが、「話し合い活動」、

子どもたちの中で、工夫して自分たちでより得点を取るだとか、より速く走るだとかについ

て「話し合い活動」を取り入れていると聞いています。 

  

（委 員） 

 以前、中学校２年生の「授業が楽しい」というのが、すごく低かったように覚えていて、小

学校でみんな楽しんでいるのに、中学校に行けば、なぜこんなに下がるんだろうと思ってい

たことがあるんですけれども、それが先生方が色々と努力されて上がっていることはいい傾

向かなと思っています。 

 

（委 員） 

少し話がズレますが、「朝読（アサドク）」をずっと取り組んでいることによって本を身近

に感じて読む子どもが増えたなという実感があるのですが、そのように毎日少しずつの取り

組みがあれば、もっと効果が出るのではないかなと期待しております。 

 

（事務局） 

 私もそのような取り組みが進めば、楽しく身体を動かすことが習慣化していくことができ

るのではないかと思っております。 

参考資料としまして、大阪府で「運動遊び」とか、子どもたちが飽きないような「授業の最

初の５分か１０分で取り組めるような体力づくり」、「自然と子どもたちに筋力が付いていく

ような体操」であるとかを紹介した冊子がありまして、各学校に配布しており、取り組んで

おられる学校もあると聞いております。 

 

（委 員） 

そう言ったちょっとした継続が、生きてくるのではないかと思っております。ありがとう
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ございます。 

 

（議 長） 

 今後の取り組みのところに ICT の活用というのがありますが、今現在学校で取り組みがさ

れているのかどうか、ありましたらご紹介いただければと思います。 

 

（事務局） 

 様々なところで取り組まれていますが、例えば跳び箱ですが、跳び箱の横から飛んでいる

子を撮影します。タブレットに飛んでいる様子を映せるように準備しておき、飛び終わった

後に自分が飛んだ姿を見れるように、どの学校もしております。他のスポーツでも自分の姿

が見れるように ICT を活用している事例があります。 

 

（議 長） 

 以上で「平成２９年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について」の報告は終わ

ります。 

 

（議 長） 

次に、前回会議以降の各課・室の報告に移ります。 

順次、事務局より報告を求めます。 

 

（事務局） 

１．６月１８日発生 北大阪を震源とする地震による対応について 

 

教育総務課 

１．平成３１年度大阪府豊能地区公立学校教員採用選考テスト志願者数（確定値）について 

２．6/15東能勢中学校での東能勢小学校児童の試食会について 

３．中学校のクラブ活動の交流について 

 

教育支援課 

１．教育委員の視察（延期）について 

２．運動会の御礼について 

３．6/20予定していた中学校チャレンジテストの延期について 

４．教科書採択の状況報告について 

５．6/1英検・6/15漢検の報告について 

 

子ども支援室 

１．学校健診について 

２．「運動あそび」の研究終了について 

３．ファミリーフェスタの中止について 
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生涯学習課 

１．公民館土曜お楽しみ講座について 

２．生涯学習講座（夏休みこども特集）について 

３．プール利用回数券発行について 

 

（議 長） 

以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

７月の豊能町教育委員会会議につきましては、７月２７日（金）午前９時３０分より開催

させていただきます。 

 

また、８月の教育委員会議につきましては、８月２７日（月）、２８日（火）、３０日（木）

のいずれかの日程で午前９時３０分より開催したいと考えています。 

委員の皆様のご都合はいかがでしょうか。 

 

＝ 日程調整 ＝ 

 

（議 長） 

 ８月２７日（月）が、皆さんご都合がよろしいようなので、次回は８月２７日（月）９時３

０分から開催させていただきます。 

 

以上をもちまして、平成３０年度第３回豊能町教育委員会会議（６月定例会）を閉会いた

します。 

本日は、お疲れ様でした。 

 

閉会 午後５時００分 


