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書記 
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議事日程 

 

開会 

    教育長報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第12号 大阪狭山市教育振興基本計画検討委員会設置要綱の 

           一部を改正する要綱について 

 

日程第２ 議案第13号 大阪狭山市立幼稚園就園奨励のための保育料減免に 

           関する要綱の一部を改正する要綱について 

 

日程第３ 議案第14号 大阪狭山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の 

           一部を改正する要綱について 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 
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委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成26年第６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、阪本委員

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。 

 一番初めに、委員のお手元にお配りをいたし

ました新聞記事、富田林高校が中高一貫校、府

立で初めて作るという記事について、簡単にご

報告をさせていただきます。 

 去る６月12日に府教委から担当がお越しにな

られまして、富田林高校から府立中学校を併設

して中高一貫校をつくりたいという要望があっ

て、時間的な経過の部分は省略いたしますけれ

ども、大阪府教育委員会としても、６月20日に

教育委員会議を開いて、これの取り組みの方向

を決めるということでご報告がありました。そ

れに先立って、産経新聞が６月10日にスクープ

みたいな形で報道されましたのでご存じの方も

たくさんいらっしゃるかと思いますけれども、

大阪府内では初めてで、近畿圏ではどこもある

というふうにお話を聞いています。直接的に大

阪狭山市にどうこうというふうなことで依頼が

あったとかそういうことじゃございません。南

河内地区でそういうふうな動きがあるというお

話がございましたので、ご報告をさせていただ

きます。 

 それから、これもお気づきのことかもわかり

ませんが、就学支援費の件で大阪狭山市の名前

が報道されておりました。これは、昨年の８月、

今年の４月、来年の４月と３段階で生活保護費

を圧縮していって、最高10％の削減というふう

なことを厚生労働省のほうが進めているところ

で、生活保護基準を参考にして就学支援費を出

しているところは、そのまま下げると当然子ど

もたちの就学支援の関係の分で影響が起きるの

で、文科省のほうからは、生活保護、いわゆる

要保護の子どもについては、国は従前の基準に

基づいて補助費を出しますよと。だから、自治

体もそういうふうにご協力くださいというお話

でございました。準要保護の補助金については、

以前の三位一体改革のときにもう既に廃止され

てまして、それについては補助金は一切出ない

と。ただ、一般財源化されて交付税の基準財政

額の上には乗せると、算出されるということで

すけれども、そういうことを含めて、国のほう

から市町村に子どもたちがそういうふうな影響

を受けないようにということで依頼があったよ

うですね。大阪狭山市では、生活保護基準が変

わるということで同じように変えてまいりまし

たけれども、生活保護の基準自身を算出してい

くそれぞれのお一人ずつに支給される生活扶助

費自身は、実は上がっているんですね。年齢に

よっては若干下がっているところあるんですけ

れども。上がったやつに低減するために一定の

率を掛けると。例えば、２人世帯やったら0.95

を掛けるとか、３人世帯やったら0.9掛けると

か、生活保護費を圧縮するようなやり方が厚生

労働省のやり方なんですね。その就学支援の基

準額を算出するときに、私どもではその逓減率

というのは掛けてませんので、結果的には時間

の経過ごとにもらう額がふえてきている、結果

的には漏れる人が、ゼロとは言いませんけれど

も、少なくなっている。実際の今のケースで言

いますとゼロなんですね。ただ、新しく申請さ

れるケースで見てみないとわかりませんけれど

も、今のところはそういう影響はないというこ

とで、一応補足で説明をいたします。 

 それから、子ども・子育て関連３法の改正に
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伴う条例制定、これは以前にもちょっとお話を

させていただきました。なかなか難しい煩雑な

仕組みになっています。また一度、条例を９月

議会に上程する予定で事務を進めていますけれ

ども、それ以前に委員の先生方にはまたお話を

させていただいて、ご意見を賜りたいというふ

うに思っていますが、９月に条例を出すという

ことですので、７月中にはパブリックコメント

を終えておきたいというふうに考えております。

６月30日、来週の月曜日から７月25日金曜日ま

で、この期間をパブリックコメントの期間とし

て、今、予定しております。後ほど担当のほう

から報告をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 それから、市議会について、これも後ほど報

告があると思います。13の一般質問、代表・個

人合わせてございました。内容については、発

達障害の現状と取り組み、放課後児童会のあり

方、小学校へのエアコン設置などの施設整備。

それから、学力テストに関しましては、学校別

平均正答率を公表したらどうですかという提案

もございました。 

 私のほうから、報告の分は以上でございます。 

 本日ご審議をいただきます案件につきまして

は、議案が３つございます。 

 １つ目の教育振興基本計画の委員会の設置要

綱一部改正につきましては、私どものほうで職

の改正がありましたので、それに基づいて要綱

を変えるということでございます。 

 それから、２番目の幼稚園就園奨励のための

保育料減免に関する要綱の一部と私立幼稚園就

園奨励費補助金交付要綱、これにつきましては、

国の就園奨励費の補助基準の部分が上がってま

いりましたので、それに合わせて修正をしまし

たので、それの改正であります。 

 以上でございます。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、ご意見、ご質問等

ございましたらお願いします。 

 よろしいですか。 

 それでは、本日の議案でございますが、日程

第１、議案12号、大阪狭山市教育振興基本計画

検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱につ

いてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 議案第12号、大阪狭山市教育振興基本計画検

討委員会設置要綱の一部を改正する要綱につい

てご説明させていただきます。 

 ２ページをごらんください。 

 先ほど教育長のほうからもありましたが、本

年４月に職階の名称が変わったことによる一部

改正になっております。条例でいきますと、第

４条第４項中「教育部理事」を「教育部のこど

も育成担当部長、理事、こども育成室長及び次

長」に。「政策調整室」を「政策調整室の」と

いう言葉に変更し、あと「教育部」を「教育部

の」に及び「参事、教育部各グループ主幹」を

「、室次長、参事、課長補佐及び室次長補佐」

に改めるものでございます。 

 なお、この要綱につきましては、公布の日か

ら施行し、26年６月１日から適用するというこ

とにさせていただいております。 

 よろしくお願いいたします。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問ご

ざいませんか。 

 ないようですので、日程１、議案第12号、大

阪狭山市教育振興基本計画検討委員会設置要綱

の一部を改正する要綱については承認されまし

た。 

 続きまして、日程第２、議案第13号、大阪狭

山市立幼稚園就園奨励のための保育料減免に関
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する要綱の一部を改正する要綱についてを議題

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） 

 大阪狭山市立幼稚園就園奨励のための保育料

減免に関する要綱の一部を改正する要綱につい

てご説明させていただきます。 

 低所得者、特に生活保護世帯と子どもの人数

が多い多子世帯の保護者の軽減、保護者の経済

的負担の軽減を目的に、平成26年４月１日付で

国の幼稚園就園奨励補助金の交付要綱の一部が

改正されました。これを受けまして、本市の保

育料減免限度額を見直し、６月議会で補正予算

を提案し採択されましたので、今回本市の要綱

の一部改正を行うものです。 

 主な改正内容につきましては、８ページの新

旧対照表をごらんください。 

 別表減免の限度額Ａの表のほうですが、生活

保護世帯につきましては、一人でも就園してい

れば、園児数に関係なく保育料の減免額を７万

9,000円に拡大するようになります。また、上

記区分以外の世帯、いわゆる市町村民税が課税

されている世帯であっても、所得に関係なく２

人以上就園していれば、２人目の園児の減免額

を４万円に拡大します。ちなみに、現在の市立

幼稚園の年間保育料は８万4,000円です。 

 次に、減免の限度額Ｂの表ですが、小学校１

年生から３年生に該当する第１子がいる場合、

幼稚園に就園している第２子の園児は、生活保

護世帯の場合は７万9,000円を、市町村民税が

非課税または所得割が非課税の世帯は５万円を、

市町村民税が課税されている世帯は減免額を４

万円に拡大します。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの説明について、委員の皆様、ご意

見、ご質問等ございませんか。 

 よろしいですね。 

 ないようですので、日程第２、議案第13号、

大阪狭山市立幼稚園就園奨励のための保育料減

免に関する要綱の一部を改正する要綱について

は、承認されました。 

 続きまして、日程第３、議案第14号、大阪狭

山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一

部を改正する要綱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） 

 大阪狭山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付

要綱の一部を改正する要綱についてご説明させ

ていただきます。 

 改正の目的は、先ほどの議案第13号と同じで

す。 

 改正内容につきましては、14ページをごらん

ください。 

 私立幼稚園の補助額につきましては、今まで

の経緯もありますので、市立幼稚園の減免額と

同じ基準の補助額で改正いたします。 

 補助対象は、現在は４・５歳児が対象になっ

ておりますが、多子世帯の保護者負担の軽減と

いうことで、３歳児から拡大したいと考えてお

ります。 

 以上、ご審議のほど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、ご意見、ご質問等

ございませんか。 

 これで、今まで大阪狭山市が他市に比べて私

立の奨励費、就園奨励費に関して非常に少ない

とか、あるいはいただけないとか、３歳児につ

いてはという声がちょっとあったんですけれど

も、それが解消されるということですか。 

こども育成室次長（松本幸代） 

 解消はされないのですが、近づくというか、
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国の基準につきましては、所得によりまして区

分階層というのがありまして、それに基づいて、

最高額であれば第２子の場合は15万4,000円の

補助ということになるんです。ただ、大阪狭山

市の場合につきましては、今まで私立幼稚園に

関しましても公立幼稚園の基準並となっていま

したので、今回急にということには、ちょっと

経緯的なものもありまして、同じ公立幼稚園の

基準でというふうに考えさせていただいており

ます。ですので、第２子につきましては４万円

の補助、第３子につきましては７万9,000円の

補助という形をとらせていただきたいと考えて

おります。 

教育長（小林光明） 

 最高30万8,000円。 

こども育成室次長（松本幸代） 

 そうですね。 

教育長（小林光明） 

 私立の場合に基準、国の基準の最高は30万

8,000円。 

委員長（山崎 貢） 

 従来から、本市の場合は公立の幼稚園へとい

うことでね、非常に手厚い形で設置してきた経

過がありますのでね。 

教育長（小林光明） 

 だから、私立に対しても、これまで２万円や

ったんですね。だから、今回もアッパーで７万

9,000円になるんです。 

委員長（山崎 貢） 

 なったということやね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 その７万9,000円に該当される人自体が、今、

幼稚園の生活保護世帯が民間の幼稚園に行って

いるかといったら実際そうでもありませんので、

その面では余り影響はないのかなという。 

委員長（山崎 貢） 

 あ、そうですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 今回、特に国のほうが、子どもさんが何人も

いてはるところの負担を軽減するということを

言いましたので、そういう形で３歳も含めてや

らないと、今までは公立が４歳・５歳やから４

歳・５歳だけがやっているということやったん

で、ちょっと合わないということがありまして、

変えております。 

教育長（小林光明） 

 この制度が適用された26年度、１年限りやね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 子ども子育ての制度が導入されていきますの

で、そうなってくるとあまりもう関係なくなる

ということになります。 

教育長（小林光明） 

 あ、そうか。場合によって、私立が残るとき

は、継続する可能性もあるんですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。民間の幼稚園が子ども子育ての

制度の中に入っていくのはちょっと躊躇すると

いうこともあるかもわかりません。その場合は

残していかないとと考えています。 

委員長（山崎 貢） 

 その場合は、この制度が残るということです

ね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。 

委員長（山崎 貢） 

 わかりました。 

 よろしいでしょうか。 

 ないようですので、日程第３、議案第14号、

大阪狭山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要

綱の一部を改正する要綱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、本日の教育委員会定例会

議を閉会いたします。 
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                  以上 

 

会議の経過を記載し、その相違ないことを証す

るため、署名する。 

  教育委員会委員長 

 

  教育委員会委員長職務代理者 

 

  教育委員会 委員 

 

  教育委員会事務局職員 


