
 
 
 
 
 
 

平成２６年（２０１４年） 
 

第５回大阪狭山市教育委員会 

定例会会議録 
 

 
 
 
 

平 成 ２ ６ 年 （ ２ ０ １ ４ 年 ） ５ 月 １ ５ 日  開 催  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪狭山市教育委員会 



第５回大阪狭山市教育委員会定例会会議録 

 

                平成26年（2014年）５月15日（木） 

                午前10時      開議 

                大阪狭山市役所３階 委員会室 

 

出席委員（５名） 

  山崎 貢  委員長 

  瀬川 武美 委員長職務代理者 

  阪本 栄  委員 

  長瀬 美子 委員 

  小林 光明 教育長 

 

出席事務局の職員 

  橋上 猛雄 教育部長 

  田中 典子 教育部理事 

  谷 富二男 こども育成担当部長 

  田中 安史 こども育成室長 

  能勢 温  教育総務グループ課長 

  中川 誠己 学校教育グループ課長 

  吉川 豊  学校教育グループ参事 

  寺下 憲志 学校教育グループ参事 

石川 吉胤 学校給食グループ課長 

  寺本 芳之 社会教育・スポーツ振興グループ課長 

  松本 幸代 こども育成室次長 

 

書記 

  荒川 郁代 教育総務グループ主幹 

  中村 圭吾 教育総務グループ主任 



議事日程 

 

開会 

    教育長報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第１１号 社会教育委員条例の一部を改正する条例について 

 

日程第２ 報告第 ８号 市立学校給食センター耐震補強等工事請負契約の 

            締結について 

 

日程第３ 報告第 ９号 平成２６年度（2014年度）一般会計補正予算（第 

            ３号・教育委員会関係）について 

 

日程第４ 報告第１０号 平成２６年度（2014年度）一般会計補正予算（教 

            育委員会関係）について 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 



－1－ 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成26年第５回教育委員会定例会

議を開会いたします。 

 本日の出席委員数は定足数に達しております

ので、会議は成立いたします。 

 なお、会議録の署名委員は会議規則第20条第

２項の規定によりまして、瀬川委員、長瀬委員

を指名いたします。 

 それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長（小林光明） 

 おはようございます。 

 昨日、平成26年度の通年議会が始まりまして、

５月14日から明けて来年平成27年４月30日まで

の会期が352日で始まりました。議長とか役職

の選出のほかに、教育委員会でもご報告させて

いただきましたように、教育委員会絡みの案件

が２件ございました。両方とも承認されました

のでご報告をさせていただきます。 

 １つは、給食センターの耐震補強等工事の工

事請負契約の締結についてご承認をいただきま

した。もう一つは、山本テニスコート、人工芝

の張りかえということで、改修工事1,762万

6,000円、これをご承認いただきましたのでご

報告をさせていただきます。 

 それから、先月の教育委員会議の後、姫路の

ほうで近畿都市教育長協議会の総会がございま

した。その中で、文科省の職員が来られまして、

幾つかの情報提供をいただいていたみたいです。

私がちょっと間に合いませんでしたので、資料

を見ていますと、教育委員会制度、これはもう

新聞等で報道されております新しい教育委員会

制度の改正関連法の説明があったようでござい

ます。それから、学校教育関係の地方財政措置。

これは、義務教育の諸学校における新たな教材

整備計画とか、学校図書館の図書整備計画、学

校図書司書の配置関係の部分について、交付税

で参入しますのでぜひ整備してくださいという

ふうなお話がございました。これは、私どもの

ほうは一応対応をしております。 

 先ほどちょっとお話をさせていただきました

教育の情報化についても、地方交付税措置で対

応しますので、どんどん進めてくださいという

ふうなお話でありました。 

 それから、それぞれの県代表の都市の取り組

みについて３件ご報告がありまして、京丹後市、

それから大阪の柏原市、それから奈良市ですね。

この３市の事例発表がございました。京丹後市

は、学校の再編と小中の一貫教育、地域連携に

ついてのお話でございました。柏原市は、保・

幼・小・中一貫教育と、奈良市は世界遺産学習

に限定してお話をしていただきました。一番教

育長の反響が大きかったのは学校再編の部分で

ございまして、京丹後市は、合併によって市に

なったところで、学校の再編が喫緊の課題であ

るというふうなことで事例発表がありました。

ここに質問が集中しまして、市長部局との関係、

どういうふうに支援していただいているのかと

いうふうなことがございまして、どっちかとい

いますと、合併をした自治体が主にこういうふ

うな問題を抱えているのかなと思いましたけれ

ども、東大阪のほうもこういうふうな課題を抱

えているんですということでご質問をしておら

れました。 

 後でちょっと報告させていただきますけれど

も、南河内の指導主事全体研修会の中でもそう

いうふうな話が出ていますので、文科省が、今、

小中学校の適正配置について、公立小中学校の

適正配置について研究会をつくって、それぞれ

の意見、委員さんの意見をホームページに載せ

ているんですけれども、教育再生の一連の動き

の中で、この動きが文科省としては進めていく

のかなというふうに思って聞いておりました。 

 それから、予算の関係のときにお話をさせて

いただきましたＩＣＴの関連予算の執行につき
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まして、小中学校10校にそれぞれどういうふう

な熱意を持ってＩＣＴの教育を進めていってい

ただくのか、活用した教育を進めていっていた

だくのかということでプレゼンをしていただき

ました。４月24日でございます。10校のうち８

校参加してくださいまして、なかなか活発に熱

意を込めてプレゼンをしてくださったようです。

私、一番うれしかったのは、学校が一丸となっ

て、まとまって、気持ちを揃えてその予算を獲

得しようとした。そういうふうな一つのきっか

けになったのではないかということが一番うれ

しかったと思います。１校当たり最大で300万

というふうな額ですので、それをいかに有効に

使っていただくか、この１年、また実績の報告

なんかもお願いしたらおもしろいかなと思って

いますので、楽しみにして待っているところで

す。 

 ちょっと触れました南河内指導主事の全体研

修会というのが、これは年に２回ほどあるらし

いですけれども、５月８日、本市で集まってい

ただきましたので、私も各自治体の取り組みに

つきまして、ちょっと聞かせていただこうとい

うことで入らせてもらいました。この中で、さ

まざまな取り組みがあったのですけれども、特

に印象に残りましたのが英語教育の関連事業が

多いというふうに思っております。私どものほ

うも、ＡＬＴを２人追加するというふうなこと

で予算を確保しておりますけれども、他の自治

体の例を見ておりますと、割合、教育予算の中

で英語にかける事業費の比重が多いように感じ

ました。例えば、英語教育につきまして、生徒

を外国へ送るというふうな団体が、太子町と千

早赤阪。それから、英検の検定料を補助すると

いう自治体もございました。それから、ちょっ

と私が関心を持ったのは、子どもの登校を支援

する、そういうふうな介助員、障害のある子ど

もの自立支援ということで、そういうふうな介

助員を64人も採用するというふうなことを、富

田林のほうがおっしゃっていました。これは、

それなりにちょっと関心を持って見守っていき

たいなと思っています。それから、小中一貫の

カリキュラムを作成しましたという自治体もご

ざいました。施設一体型の幼・小・中一貫校の

設立というのは、これは羽曳野なのですけれど

も、そういうふうなのも、南河内でぽつぽつ出

てきております。さっきちょっと触れましたけ

れども、小学校の統合準備室を設置するという

自治体も出てきていますので、必ずしも合併自

治体だけの問題じゃなくなってきているなとい

うふうに思っています。統廃合適正配置になり

ますと、そう短期間で事業が進むわけじゃない

ので、長期のスパンでこの計画を検討していく、

そろそろ時期に来ているのかなというふうに思

っております。 

 本日の議案でございますが、議案が１件と報

告の案件が３件ございます。１つ、議案といた

しましては、社会教育委員条例の一部を改正す

る条例、報告案件としましては、先ほど申しま

した耐震補強工事の請負契約の締結分と一般会

計補正予算（教育委員会関係）の分ですね。も

う一つが、一般会計補正予算第３号と第４号で

ございます。 

 よろしくご審議いただきますようお願いいた

します。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの教育長の報告について、委員の皆

様、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 すみません。1,500万いうのは、どこから。

初めから予算として認められておったんですか。 

教育長（小林光明） 

 はい。 

委員長（山崎 貢） 

 あ、そうでしたか。 

教育長（小林光明） 
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 はい。予算要求のときは、１校当たり300万

で掛ける４やったんですよ。去年、南中と南第

一小学校が先にモデル的にやっていますので、

そこが150、150で300掛ける５で1,500というの

で予算要求しました。 

教育長（小林光明） 

 最初から全校には行かなかったのですけれど

も、それぞれの、お配りしても眠るような配り

方はしたくないということで。はい。 

委員長（山崎 貢） 

 これは画期的な、プレゼンして、やる気のあ

るところにお金をつけるということですか。 

教育長（小林光明） 

 そうですね。どこも、全くゼロというような

状況にはできませんので、やれるような学校運

営を管理職にしていただいてね。少しでも早い

こと対応していただかんと、来年がちょっと、

骨格予算になりますので。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。楽しみですね、どういう取り組みをし

ていただけるのかいうことはね。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の議案でございますが、日程

第１、議案11号、社会教育委員条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 はい、どうぞ。 

社会教育・スポーツ振興グループ（寺本芳之） 

 失礼します。 

 議案第11号、社会教育委員条例の一部を改正

する条例について説明させていただきます。 

 ２ページ、３ページをごらんください。 

 社会教育委員の委嘱の基準につきましては、

これまで社会教育法で定められていましたが、

その一部が改正され、文部科学省令で定める基

準を参酌して、それぞれの地方公共団体におい

て条例で定めることとなったことから、本条例

についての所要の改正を行うものです。 

 内容につきましては、第２条の見出しを定数

及び委員の構成に改めます。 

 第２項として次の内容を加えます。 

 委員は、次の各号に掲げるものの中から、教

育委員会が委嘱する１、学校教育及び社会教育

の関係者、２、家庭教育の向上に資する活動を

行う者、３、学識経験者のある者。 

 ２点目としまして、８条の見出しを委任に改

めます。 

 ３点目といたしましては、経過措置の内容を

加えております。 

 以上、よろしくお願いします。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問等

ございますか。 

 問題ないですね。 

 はい。ないようですので、日程第１、議案第

11号、社会教育委員条例の一部を改正する条例

については承認されました。 

 続きまして、日程第２、報告第８号、市立学

校給食センター耐震補強等工事請負契約の締結

についてを議題といたします。 

 担当に報告を求めます。 

学校教育グループ（石川吉胤） 

 失礼します。 

 報告第８号、市立学校給食センター耐震補強

等工事請負契約の締結について説明させていた

だきます。 

 当該工事の件名につきましては、市立学校給

食センター耐震補強等工事となっております。

契約の相手方でございますが、大阪市西区江戸

堀１丁目25番30号、タツト・建設株式会社代表

取締役大川大助でございます。契約金額につき

ましては、１億2,835万4,760円となっておりま

す。うち、取引に係る消費税等でございますが、

950万7,760円でございます。工期につきまして
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は、議会の議決日の翌日から平成26年９月30日

までとしております。工事の内容につきまして

は、耐震補強工事と施設等の改修工事となって

おります。 

 なお、当該契約につきましては、予定価格が

１億5,000万を超えておりますので、議会の議

決が必要となっております。先ほど教育長から

ご報告させていただきましたように、昨日の議

会で当該工事の請負契約が議決されております

ので、工事の本契約日が平成26年５月14日で、

工期につきましては平成26年５月15日から平成

26年９月30日までとなっております。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問等

ございますか。工期が９月30日になっているけ

れども、給食が始まるときまでには終わるね。 

学校教育グループ（石川吉胤） 

 はい。実際の工事期間ですけれども、夏休み

の期間中で、７月19日から８月24日、この期間

に工事を終わる予定をしております。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。昨日、もう議会のほうで決めていただ

いているということですので、よろしいですね。 

 はい。ないようですので、日程第２、報告第

８号、市立学校給食センター耐震補強等工事請

負契約の締結については承認されました。 

 続きまして、日程第３、報告第９号、平成26

年度（2014年度）一般会計補正予算（第３号・

教育委員会関係）についてを議題といたします。 

 担当に報告を求めます。 

 はい、お願いします。 

社会教育・スポーツ振興グループ（寺本芳之） 

 はい、補正予算の分を説明させていただきま

す。 

 山本テニスコートにつきまして、1,762万

6,000円の補正予算をいただきました。 

 山本テニスコートにつきましては、以前桃山

学院大学から購入して開設したもので、18年以

上にわたり部分張りかえを行ってまいりました。

８月の利用頻度の低い時期に工事を進めていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。この件についても、昨日の議会で決め

ていただきました。 

 ご意見、ご質問等ございますか。 

 ないようですので、日程第３、報告第９号、

平成26年度（2014年度）一般会計補正予算（第

３号・教育委員会関係）については承認されま

した。 

 続きまして、日程第４、報告第10号、平成26

年度（2014年度）一般会計補正予算（教育委員

会関係）についてを議題といたします。 

 担当に報告を求めます。 

こども育成室次長（松本幸代） 

 26年度６月の補正予算ということで、幼稚園

就園奨励事業についてです。 

 26年４月１日付で、国の幼稚園就園奨励費補

助金交付要項の一部が改正されました。国庫補

助限度額が見直しされたということで、それに

伴います本市の補助限度額を見直し、６月議会

での補正を行うものです。また、本市の要綱改

正も後日行う予定をしております。 

 補正の目的は、低所得者、特に生活保護世帯

と多子世帯の保護者負担を軽減するためです。 

 内容といたしましては、生活保護世帯では、

今まで第１子では２万円だった補助額を７万

9,000円に、第２子では、５万円の補助額を７

万9,000円に拡大いたします。また、今までは

生活保護世帯と市民税の非課税世帯及び第３子

以降の子を持つ課税世帯が補助の対象となって

いましたが、今回の見直しで第２子以降につき

ましては、所得に関係なく課税世帯へも補助を
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拡大いたします。例えば、第２子には４万円の

補助を、第３子以降には７万9,000円の補助を

することになります。第２子への補助が今回大

幅に増える見込みとなります。さらに、子ども

の人数が多い多子世帯の保護者負担軽減をする

ということで、今までは４、５歳児が対象でし

たが、３歳児から５歳児に対象を拡大いたしま

す。 

 補正金額につきましては、９ページのほうご

覧ください。 

 まず、歳出のほうから説明いたしますと、幼

稚園就園奨励費補助金といたしまして、支出し

ているのは私立幼稚園の園児のみとなりますの

で、補正額は890万2,000円となります。 

 次に、公立幼稚園の園児につきましては、毎

月徴収しています保育料から補助額を減免しま

すので、歳入の上段に記載しています幼稚園保

育料が683万円の収入減の補正額となります。

公立幼稚園の保育料減免額と私立幼稚園補助金

支出額の合計の約４分の１が国庫補助金の対象

となりますので、歳入の２段目に記載していま

す432万9,000円が国庫補助金の補正額となって

おります。 

 ちなみに、私立幼稚園の園児につきましては、

補助金の支給は３月末となっております。 

 以上、簡単にご説明させていただきましたが、

よろしくお願いいたします。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの報告について、ご質問等ございま

したらよろしくお願いします。 

 よろしいですか。 

 要は、全体的には非常に補助額が、親にとっ

ては増えてありがたいということでしょうかね。 

こども育成室次長（松本幸代） 

 そうですね。はい。 

 特に、第２子につきましては、今まで非課税

世帯、生活保護世帯だけが対象だったのですが、

それが課税世帯にまで補助をさせていただくと

いうことになってきますので。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいでしょうか。 

 はい。無いようですので、日程第４、報告第

10号、平成26年度（2014年度）一般会計補正予

算（教育委員会関係）については承認されまし

た。 

 本日の議案は以上でございます。 

 これをもちまして、教育委員会定例会議を閉

会いたします。 

                  以上 
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