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Ⅱ 堺市教育委員会の組織と活動状況 

 

 

（１）教育委員会 

堺市教育委員会は、教育長と５人の委員から構成されている。教育長は、人格が高潔で、教育行政に

関し識見を有する者のうちから、教育委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し、識見を有す

る者のうちから、議会の同意を得て、市長が任命する（任期は教育長が３年、教育委員が４年）。教育委

員会の事務処理は、教育長を長とした事務局で行われ、合議体としての教育委員会は、教育行政の方針

その他の重要事項を決定する。 

 

 

 

（２）教育長・教育委員 

（令和２年８月１日現在） 

氏  名 職  名 任    期 

中 谷 省 三 教  育  長 平成３０年 ４月１日～令和３年３月３１日 

河 盛 幹 雄 
委     員 

(教育長職務代理者) 
平成２８年１０月１日～令和２年９月３０日 

大 島 幸 恵 委     員 平成２９年１０月１日～令和３年９月３０日 

宮 本   功 委     員 平成２８年１０月１日～令和２年９月３０日 

鈴 木 真由子 委     員 平成３０年１０月１日～令和４年９月３０日 

新 谷 奈津子 委     員 令和元年１０月１日～令和５年９月３０日 
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美原図書館

中央図書館
西図書館

南図書館 栂分館、美木多分館

北図書館

図書館サービス係

堺市駅前分館

中図書館 東百舌鳥分館

東図書館 初芝分館

学校管理部 施設課 施設係、計画係、管理係、営繕係

教育環境整備推進室

（学童集団下痢症補

償対策担当部長）

総務課 管理係、企画情報係

地域教育支援部 美原こども館

放課後子ども支援課 管理係、企画運営係

保健給食課 管理係、給食係、保健係

教育センター

管理係、支援係地域教育振興課

支援教育課
学校教育部

生徒指導課

人権教育課

教職員人事部
教職員人事課 採用係、人事係、考査係

学校総務課 指導事務係、学校経理係

学校指導課

教育政策課 調整係、企画係

学務課 奨学係、学務係

教職員企画課 企画係、給与係、労務係

教育委員会 事務局 総務部 総務課 総務人事係、財務係

令和元年 5月 1 日現在 （３）教育委員会事務局の組織 
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（４）教育委員会の活動状況 

 

①教育委員会会議 

   教育委員会会議は、毎月原則公開で開催しており、定例会は１２回、臨時会は１回開催した。なお、

教育委員会議事録については、ＨＰにて公開している。 

 

 

②総合教育会議 

   総合教育会議は、地教行法第１条の４の規定に基づき市長が設置し、市長と教育委員会で構成される

会議で、市長の招集により１回開催した。なお、総合教育会議議事録については、ＨＰにて公開してい

る。 

 

 

 ③教育委員会意見交換会等の開催 

   教育行政の現状、課題等について、意見交換会（区教健意見交換会を含む）を１０回開催した。また、

毎月、事務局から学校園の状況を報告するとともに、様々な事象について随時報告を行う等、教育現場

の実情を把握するとともに、教育委員の識見を発揮しながら、教育活動の充実を図っている。 

  

 

④その他の活動 

○学校施設、授業、部活動等の視察 

  堺市立熊野小学校（のびのびルーム）（８月）、堺市立福泉小学校（１１月） 

○文化財等の視察 

  みはら歴史博物館、黒姫山古墳、美原こども館やかみ（２月） 

○各種行事への出席等 

  全市校園長会（４月、７月） 

  中学校総合体育大会（８月） 

    堺市学校理科展覧会（９月） 

  小学校連合運動会（１０月） 

  小学校連合音楽会（１１月） 

  中学校連合音楽会（１１月） 
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（5）教育委員会議決案件等一覧表 （平成３１年 4月～令和２年３月） 
回・開催日 月・種類・場所 議案（数字は議案番号） 報告（数字は報告番号） 教育長の報告 
第 5回 

H31.4.15 
4月定例会 
市役所本館 

 7 市立学校職員の通勤手
当に関する規則の一部改正
について 
8 堺市立学校職員等の旅
費に関する規則の一部改正
について 
9 堺市立学校非常勤職員
の報酬及び費用弁償に関す
る規則の一部改正について 
10 堺市立学校職員の勤務
時間、休日、休暇等に関す
る規則の一部改正について 
11 堺市教職員の懲戒処分
の基準に関する規則の一部
改正について 
12 堺市立みはら歴史博物
館管理運営規則の一部改正
について 

① 議会報告について 
②堺市教職員働き方改革
プランについて 

第 6回 
R1.5.15 

5月定例会 
市役所本館 

15 令和 2 年度に堺市立学校で使
用する教科用図書採択の基本方針
及び採択基準について 

13 事務局職員の人事異動
について 
14 独立行政法人日本スポ
ーツ振興センターの共済掛
金に関する規則の一部改正
について 

①平井中学校における野
球部部活動中事故の損害
賠償の合意について 

第 7回 
R1.6.18 

6月定例会 
市役所本館 

16 堺市博物館協議会委員の委嘱
及び任命について 
17 堺市社会教育委員の委嘱につ
いて 
18 堺市立図書館協議会委員の解
嘱及び解任並びに委嘱及び任命に
ついて 

15 市長からの意見聴取
（堺市博物館条例の一部を
改正する条例）について 

 

第 8回 
R1.7.5 

7月定例会 
市役所本館 

 16 市長からの意見聴取
（市長等の給与の特例に関
する条例）について 

①議会報告について 

第 9回 
R1.8.9 

8月定例会 
市役所本館 

19 教育に関する事務の管理及び
執行の状況の点検・評価報告書に
ついて  
20 堺市立学校において令和 2 年
度に使用する教科用図書の採択に
ついて 
21 市長からの意見聴取（令和元
年度 一般会計補正予算（第 2号））
について 
22 市長からの意見聴取（堺市立
学校授業料等及び幼稚園保育料に
関する条例の一部を改正する条
例）について 
23 堺市立図書館協議会委員の委
嘱及び任命について 

17 事務局職員の人事異動
について 

 

第 10回 
R1.9.6 

9月定例会 
市役所本館 

 18 市長からの意見聴取
（堺市会計年度任用職員の
給与及び費用弁償に関する
条例、地方公務員法及び地
方自治法の一部を改正する
法律の施行に伴う関係条例
の整備等に関する条例）に
ついて 
19 市長からの意見聴取
（市長等の退職手当の特例
に関する条例を廃止する条
例、副市長等の退職手当の
特例に関する条例）につい
て 
20 市長からの意見聴取
（消費税率の改定に伴う関
係条例の整備に関する条
例）について 

①「平成 31年度（令和元
年度）全国学力・学習状
況調査」について 
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回・開催日 月・種類・場所 議案（数字は議案番号） 報告（数字は報告番号） 教育長の報告 

第 11回 
 R1.10.11 

10月定例会 
市役所本館 

24 いじめ重大事態に係る調査の
諮問について 

21 堺市立学校授業料等及
び幼稚園保育料の徴収、減
免等に関する規則の一部改
正について 
22 事務局職員の人事異動
について 

①議会報告について 
②2020年度堺市立学校教
員採用選考試験結果につ
いて 

第 12回 
R1.11.11 

11月定例会 
市役所高層館 

25 令和 2 年度堺市立学校園教職
員定数配分方針の策定について 
26 市長からの意見聴取(地方教
育行政の組織及び運営に関する法
律第 23条第 1項の規定に基づく職
務権限の特例を定める条例の一部
改正）について 
27 市長からの意見聴取（堺市教
育文化センター指定管理者の指
定）について 
28 市長からの意見聴取（工事請
負契約の締結）について 
29 市長からの意見聴取（堺市立
みはら歴史博物館指定管理者の指
定）について 
 

23 堺市いじめ防止等対策
推進委員会特別委員の委嘱
について 

①全員喫食の中学校給食
の実施に向けた取組につ
いて 

第 13回 
R1.12.17 

12月定例会 
市役所本館 

30 堺市立学校設置条例の一部を
改正する条例の一部の施行期日を
定める規則の制定について 
31 堺市指定有形文化財の諮問に
ついて 
32 令和元年度堺市教育委員会表
彰（功績の部）の被表彰者の決定に
ついて 

24 議会からの意見聴取
（地方教育行政の組織及び
運営に関する法律第２３条
第１項の規定に基づく職務
権限の特例を定める条例の
一部を改正する条例）につ
いて 
25 市長からの意見聴取
(令和元年度 堺市一般会計
補正予算（第 3号）)につい
て 
26 市長からの意見聴取
(令和元年度 堺市一般会計
補正予算（第 4号）)につい
て 
27 市長からの意見聴取
（堺市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条
例）について 
28 市長からの意見聴取
（堺市いじめ防止等対策推
進委員会条例の一部を改正
する条例）について 

 

第 1回 
R2.1.17 

1月定例会 
市役所本館 

1 堺市教育委員会会計年度任用職
員の給与及び費用弁償に関する規
則の制定について 
2 堺市教育委員会職員の勤務時間
等に関する規則の一部改正につい
て 
3 堺市立学校職員の勤務時間、休
日、休暇等に関する規則の一部改正
について 
4 令和 2 年度全国学力・学習状況
調査の参加について 
 

1 堺市立学校職員の期末
手当及び勤勉手当に関する
規則の一部改正について 
2 堺市立学校園教職員人
事について 
3 いじめ重大事態に係る
調査の諮問について 
4 堺市いじめ防止等対策
推進委員会特別委員の委嘱
について 
5 堺市いじめ防止等対策
推進委員会特別委員の委嘱
について 

① 議会報告について 
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回・開催日 月・種類・場所 議案（数字は議案番号） 報告（数字は報告番号） 教育長の報告 

第 2回 
R2.2.5 

2月定例会 
市役所本館 

5 堺市教育委員会事務局等事務分
掌規則等の一部改正等について 
6 堺市立学校職員の通勤手当に関
する規則の一部改正について 
7 堺市立学校職員の期末手当及び
勤勉手当に関する規則の一部改正
について 
8 堺市立学校職員安全衛生管理規
則の一部改正について 
9 堺市教職員の人事評価に関する
規則の一部改正について 
10 堺市教職員の勤勉手当に係る
勤務成績区分の決定に関する規則
の一部改正について 
11 市長からの意見聴取(令和 2 年
度堺市一般会計予算)について 
12 市長からの意見聴取(令和元年
度一般会計補正予算(第 5 号))につ
いて 
13 市長からの意見聴取（堺市区教
育・健全育成会議条例を廃止する条
例）について 
14 市長からの意見聴取（堺市と和
泉市との間における学齢児童及び
学齢生徒の教育事務の委託に関す
る規約の変更に関する協議）につい
て 
15 市長からの意見聴取（堺市立学
校職員の給与及び旅費に関する条
例の一部を改正する条例）について 
16 市長からの意見聴取（堺市職員
の勤務時間、休日、休暇等に関する
条例の一部を改正する条例）につい
て 
17 堺市立学校園教職員人事につ
いて 
18 堺市立学校園教職員人事につ
いて 

 ①堺市幼児教育基本方針
改定版（案）の策定につ
いて 
②「中央図書館基本指針
～図書館サービス機能の
向上のために～」の素案
について 

第 3回 
R2.2.29 

3月臨時会 
市役所本館 

19 堺市立学校園教職員の人事異
動について 

6 新型コロナウイルス感
染症の拡大防止に向けた堺
市立学校園の臨時休業措置
について 

 

第 4回 
R2.3.16 

3月定例会 
市役所本館 

20 堺市教育委員会会計年度任用
職員の給与及び費用弁償に関する
規則の一部改正について 
21 堺市教育委員会職員の勤務時
間等に関する規則の一部改正につ
いて 
22 教育長に対する事務委任等に
関する規則等の一部改正について 
23 「全員喫食制の中学校給食の実
施に向けた基本的な考え方」につい
て 
24 堺市学校施設整備計画の策定
について 
25 保育施設設置に向けた平岡小
学校の敷地の一部変更について 
26 堺市指定有形文化財の指定に
ついて 
27 事務局職員の人事異動につい
て 

7 市長からの意見聴取(令
和元年度堺市一般会計補正
予算(第 6号))について 
8 堺市立学校園教職員人
事について 
9 堺市立学校園教職員人
事について 
10 堺市いじめ防止等対策
推進委員会特別委員の委嘱
について 

①新型コロナウイルス感
染症への教育委員会の対
応について 
②令和 2 年度堺市立学校
園に対する指示事項につ
いて 

 


