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委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成26年第８回教育委員会定例会

議を開会いたします。 

 先ほども話がありましたが、本日は、定例会

議の後、市長との意見交換会を実施しますので、

５時をめどに終われるように、ご協力をお願い

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） 

 大変暑い中、遠いところまでお出ましいただ

きまして、ありがとうございます。 

 また、７月は教科書選択で委員の皆さんには

大変ご協力いただきまして、おかげさまで無事

円滑に選択をすることができました。どうもあ

りがとうございました。 

 それでは、私から２点ばかりご報告をさせて

いただきます。 

 １点目は、府立高等学校の選抜制度、これの

改革につきまして、去る７月29日に市町村の教

育長を集めまして説明会がございました。この

時点では、まだ府の教育委員会議には諮ってい

ないということでございましたが、例によって

また新聞等で先に報道はされていました。 

 冒頭で中原教育長のほうから、こんなことに

なるはずではなかったというふうな言いわけが

ありましたけども、事前に漏れて既成事実のよ

うな中で説明会がありました。 

 かいつまんでご報告をさせていただきます。

いただいた資料はいまだに取り扱い注意で、外

へ出すなということですので、資料はございま

せん。口頭でご報告をさせていただきます。 

 まず、検討項目、一番最初に、選抜の枠組み

と選抜日程についてということでご報告があり

まして、日程につきましては、全日制の課程を

中心に、前期・後期の枠組みというのがござい

ましたよね。前倒しで２クラス分、80名を前期

でやるというふうな制度がありましたけれども、

あれをなくしまして、３月10日ごろに統一して

試験選抜日とするというふうなことで、今考え

てるということでございました。 

 これは、現行の後期の分に比べますと、３日

程度前倒しになる日程だというふうにお聞きし

ております。実技試験や面接などを実施する学

校は、特別の選抜として、２月に若干の学校は

実施するということでございますが、原則はも

う一本化するというふうなことです。 

 今の前期に全学校、80名、２クラス程度の選

抜をするというふうなことになりましたのは、

23年度から私立高校の授業料の無償化、これの

拡大に伴いまして、公私の流動化が起こったと

いうことで、府立学校、これの多くで定員割れ

が起きたことに起因するものでありまして、そ

の状況を受けとめて、当面の課題解決策として、

府教委では25年から選抜日程の前倒し、普通科

の前期・後期分割募集を実施したということで

あります。 

 以来２年が経過しました。一方ではメリット

として複数の受験機会ができたと喜んでいる人

もいるということでしたけども、多くの不合格

者が出ているということです。その不合格者に

対して進路指導する期間の短さ、進路指導する

ための時間がないというふうなことも指摘され

ていたということであります。 

 高等学校側からすれば、新聞にもよく報道さ

れましたけども、採点のミスなんかありまして、

選抜実施にかかる時期が長くかかってしまって、

在校生の進級や進学の指導、これと重なること

が課題であって、在校生に対するケアのほうが

できなかったということです。あとは、ミスの
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関係の分もありまして、原則一本化するという

ふうに考えているという説明でございました。 

 一般選抜を３月10日前後にするという理由は、

中学校での勉強、これをしっかりしてほしいと

いう思い、それがメッセージですというふうな

ことでおっしゃってました。 

 例年より３日間繰り上げる理由としては、高

校学習を一日でも早く実施したいと、そういう

思いがあって、遅くなれば遅くなるほど公立学

校離れが促進される危惧があるというふうなご

説明でございました。それと、あと、採点期間

を確保する、そのために３日ほど前倒しにした

ということであります。 

 次に、選抜の資料と選抜の方法についての説

明がございました。 

 ボーダーラインにある受験生は、調査書の活

動・行動の記録、これは以前にもあったんです。

ただ、実際は、正直におっしゃっていましたけ

ども、ほとんど見てませんということで、書か

すだけ書かせて見てないのかと、怒っておられ

る教育長がいらっしゃいました。調査書、内申

書の活動・行動の記録と、それから、自己申告

書というものをこれから書いてもらうようにす

るというふうなことでございました。 

 何でその学校を自分は志望するのかというこ

とを書くということです。全員に書いてもらう

んですが、内申書の活動・行動の記録とか、自

己申告書を加味して判定する人らは、ボーダー

ラインの上下、例えば、10点ずつ、その範囲内

に入った人たちについてのみ、それを考慮して

合格者を決めるというふうなご説明でありまし

た。 

 それから、一つちょっと気になる説明、これ

は、詳細はおっしゃいませんでしたが、調査書

の評定と学力検査の間に余りにも乖離がある場

合、すごく調査書の評価が高いのに当日の得点

は、学力テストの得点は低かったとか、その逆

もありますけども、その乖離がある場合には、

総合点に加点をしたり、減点したりする手法を

考えているということです。これは補正すると

いうことだと思います。 

 その手法、やり方については、説明がありま

せんでした。何らかの形で乖離がある場合には、

加点・減点する方法、それをこれから検討して

いきたいということをおっしゃっていました。 

 その一つとしては、今の３年生の指導要録上

の評定、指導要録は合格した学校へ送るという

ことですので、その指導要録上の評定、これを

使って検証したいというふうなお話で、今考え

てるというお話でございました。特に、市町村

教育委員会や、中学校に何らかをお願いすると

いうふうなことではないということをことわっ

た上で、受験生が合格した府立高校に、中学校

から指導要録の写しを送っていただくことにな

るけども、その評定と学力検査の結果を照らし

合わせて一定の基準をつくっていきたいという

ふうなお話がございました。 

 これについて、質疑等もありましたけども、

その分はちょっと割愛をさせていただいており

ます。 

 それから、もう１点は、教員の評価の関係で、

現在の教員は、授業アンケートということで子

どもたち、保護者で教員の評価をしてもらって

います。その教員の評価を、授業評価した結果

と、校長先生による教員の評価、それとの相関

関係について、府議会が注視をしているという

お話でございます。 

 教員評価の寛大化、教員評価がどっちかとい

うと甘くつけられるというふうな傾向があると

いうことで、府教委のほうが頑張って、相対評

価を教員にもしてくれという府議会の申し出と

いうか、意見があったものを、絶対評価を残し

た、そのかわりに授業評価を入れたわけです。

その授業評価の結果と教員の評価の結果、その
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相関関係を見てるんだということを、繰り返し

おっしゃってました。 

 授業アンケートを実施しまして、教員評価に

与えた影響、これについて検証するようにとい

うことで、府議会のほうから申し出があって府

教委も検証しますというふうに答えてるんやと、

だから、これを、結果を返していかなければな

りませんというふうなことでございました。 

 この説明会があった時点では、まだ正式なも

のではない、決裁はとっていませんということ

でした。上位２区分、ＳＳ、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃと

いう区分ですけど、ＳＳ、Ｓの上位２区分がこ

の授業アンケートをしたことによってかどうか

はわかりませんけども、減少して、下位２区分、

ＢとＣですね、この２区分がふえていると、そ

ういうふうなことで、一定教員評価は修正され

てきてるんじゃないかというのが、府教委の見

解だそうです。 

 アンケート結果では、特段に低い、標準、特

段に高いという３つの評価をするようになって

るみたいですが、アンケート結果の特段に低い

という方が授業力評価と総合評価の相関性が低

いというふうな結論になっている。アンケート

結果で、特段に低いという結果が出てる先生方、

それが授業力評価と総合評価の相関性が低いと

いう結果になってる。相対評価でないと客観性

が担保できないという議論がずっとあって、授

業力アンケートしたって結局一緒やんというふ

うなことになって、そういう議論がまた蒸し返

されるということを恐れているというニュアン

スの説明でした。 

 授業評価を一定の割合で教員評価にビルトイ

ンしなければいけないという意見もあるんだと

いうことで、授業評価で出てきました。その授

業評価が先生の授業力をちゃんと評価している

という前提なんでしょう。校長先生が教員を評

価するときに、授業評価の結果を反映させる、

ビルトインさせるという表現で言ってましたが、

反映させるような仕組みを作るべきではないか

かという意見が府議会で出てるというご説明で

ありました。 

 学校現場に相対評価はなじまないという点は

頑張って残していきたいという思いを、府教委

のほうはおっしゃっておられます。こういう府

議会の意見、授業アンケートと教員評価の相関

関係の結果について、詳しい資料を持って各ブ

ロックを回って、ご意見をお聞かせくださいと

いうことで、８月末に回るというお話でござい

ました。 

 これで２点ですね。その結果として、府議会

対応をしていくということでございました。 

 ３点目、ちょっと簡単に申し上げますと、７

月14日に私立の幼稚園の経営者、経営陣と新し

い子ども・子育ての制度のもとでどういう対応

をしていかれるのかということで、意見交換を

しております。 

 いろいろ意見は出ました。ただ、今の状況で

制度として固まっているという状況じゃないよ

うに思いますんで、私学の幼稚園経営者の方の

ご意見は、総括しますと、現場の様子見の状況

かなと思いました。新しい制度に乗って幼稚園

経営をするというよりも、今のままの幼稚園で、

現状のままの幼稚園で来年はいかれるんじゃな

いかなという印象を持ちましたですね。以上で

ございます。 

 それから、きょうの議案書につきまして、議

案につきましては、今回、９月議会に上程する

４つの議案と報告３件を予定しております。 

 議案につきましては、子ども・子育ての新制

度のもとで大阪狭山市として制定する条例、そ

れが放課後児童会も含め３件と、あと、法律の

ウエイトを図りまして、母子福祉センターのと

ころに、父子の部分が入る部分ですね。 

 それと、あと、報告といたしましては、教育



－4－ 

施設に係る指定管理者の指定について２件ご報

告をさせていただきますのと、あと１件は補正

予算でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの報告について、委員の皆様、ご意

見、ご質問等ございませんか。よろしいですか。 

 ございませんので、それでは、本日の議案で

ございますが、日程第１、議案第16号、大阪狭

山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例についてを

議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

こども育成室長（田中 安史） 

 議案第16号、大阪狭山市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例についてご説明いたします。 

 平成27年４月から施行予定の子ども・子育て

支援新制度におきましては、確実に教育・保育

に要する費用に充てるため、子どもが教育・保

育を受けた場合に、保護者に対する個人給付を

前提に法定代理受領の仕組みの調査の確認を受

けた施設が、施設型給付費や地域型保育給付費

を受けることができるとされております。 

 これに伴いまして、国が定める基準を踏まえ

て、子ども・子育て支援法の規定に基づき、本

市が確認を行う上で必要となる特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定めるため、本条例案を提案するものでご

ざいます。 

 また、市町村は、条例制定に当たって内閣府

令で定める基準を踏まえることとされており、

その中で従うべき基準と参酌すべき基準が示さ

れております。本市の事情に国の基準と異なる

基準とすべき特段の事情や特性はないことから、

基本的には国の基準を用いて、本条例案を作成

しております。 

 条例の概要として、主だった規定について説

明させていただきます。 

 お手元の議案書２ページをご覧ください。 

 この条例は、第１章の総則に続きまして、第

２章で、認定こども園、幼稚園、保育所の特定

教育・保育施設の運営基準を、第３章で、比較

的小規模な保育の特定地域型保育事業者の運営

基準を規定しておりまして、主に２つの運営基

準から構成されております。 

 第１条から第３条は、総則として、趣旨、定

義、一般原則について規定しております。 

 第２章でございます。４ページ、第４条から

第36条につきましては、特定教育・保育施設の

運営基準について規定しております。 

 そのうち、第４条につきましては、利用定員

について規定しており、保育所、認定こども園

は利用定員20人以上であることや、法に定める

区分ごとに利用定員を定めるものとしておりま

す。 

 第５条以降は、運営に関する基準について規

定しております。利用申し込み者に重要事項を

文書により説明を行うこと。提供開始の同意を

得なければならないこと。利用申し込みは正当

な理由がなければ拒んではならないことなどと

なっております。 

 13条以降につきましては、利用者負担額など

について規定しております。施設は保護者から

利用者負担額の支払いを受けること。質の向上

のための上乗せや便宜に要する実費の支払いを

受けることができること。支払いを求める際に

は、理由を説明し、同意を得ることなどと規定

しております。 

 10ページをお願いします。第16条以降は、特

定教育・保育施設の評価などについて規定して

おります。教育・保育の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。保育者等の

評価を受けて、結果を公表し、改善を図るよう
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努めることなどと求めております。 

 11ページ、第20条以降は、運営規定などにつ

いて規定しており、施設運営の重要事項に関す

る規定や職員の勤務体制を定めなければならな

いなどとしているほか、苦情処理体制、事故の

発生の防止や必要な処置、利用児童の人権の保

障、機密の保持に関することを定めております。 

 15ページの35条、36条につきましては、特例

施設型給付費に関する基準を定めており、特別

利用保育・特別利用教育の基準と利用定員など

を定めております。 

 17ページ以降、第３章になります。37条から

52条につきましては、特定地域型保育事業者の

運営区分について規定しております。この基準

は第２章で申し上げました特定教育・保育施設

の運営基準に準じた規定を定めておりますので、

異なる部分についてのみご説明いたします。 

 17ページの37条でございますが、利用定員に

ついて規定されておりまして、家庭的保育事業、

小規模保育事業でＡ型及びＢ型、小規模保育事

業Ｃ型、居宅訪問型事業の区分ごとに各利用定

員を定め、事業所ごとに１歳未満と１歳以上の

子どもに区分することとしております。 

 19ページの42条では、特定教育・保育施設等

などの連携について規定しており、特定地域型

保育が適正かつ確実に実施され、保育・教育が

継続的に提供されるよう、連携施設を行う保育

所、幼稚園またはこども園を適切に確保しなけ

ればならないなどと規定しております。 

 24ページ以降、特例地域型保育給付費に関す

る事例について規定しております。51条と52条

でございます。特定地域型保育事業者が特別利

用地域型保育を提供する場合の認可基準と特別

利用地域型保育の利用定員を定めております。 

 最後になりますが、25ページの附則では、条

例の施行期日と特定保育所に関する特例、経過

措置などについて規定しております。 

 なお、前回の会議でご報告させていただきま

したとおり、本条例は素案の段階でパブリック

コメントを実施しております。パブリックコメ

ントの結果、条例案に反映すべきご意見などは

特にございませんでしたので、条例素案の段階

から語句の整理あるいは法制上の条文の整理を

行いまして、本条例案といたしております。 

 以上であります。まことに簡単な説明ではご

ざいますが、ご審議賜りますようよろしくお願

いいたします。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、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でしょう

か。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 すみません、簡単な質問で、17ページの37条

のところで、37条の４行目、中ほどに括弧があ

るんですけど、その中に、平成26年条例第何号

という、これは何か入るんですか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうですね。決まってから。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 決まってから。一応何号になるんですか。 

こども育成室長（田中 安史） 

 今回の議案で番号が決まって、議決……。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 ああ、それでということで。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 いや、決定してから、平成26年の条例の…… 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 何号。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうそう、１番、２番、３番ということでな

っていきますので。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 そういうことですね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 
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 もう一つ、今回の議案として上げさせていた

だく次の議案の条例がここに入りますんで。は

い、それはもう最後、議会で承認受けて公布す

るまで。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 自動的に入ってくるということですね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 順番どおりに入ってきます。 

教育長（小林 光明） 

 もともとこの条例は、厚生労働省令でしたか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 いや、これは内閣府令です。 

教育長（小林 光明） 

 内閣府令か。内閣府令の中を大阪狭山市仕様

に変えているというのは特にないですか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 全国的には離島とか、ああいう表現がありま

したので、離島は大阪狭山市の場合はないとい

うことですので、その辺の表現は削除させてい

ただきました。 

教育長（小林 光明） 

 内閣府令ほぼそのまま。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 はい、ほぼそのままです。 

教育委員（長瀬 美子） 

 当てはまらないところはないということでし

たよね。必ず守るべき基準だけではなくて、参

酌すべきところについても国基準でいけるだろ

うという判断だというふうに、そうおっしゃい

ましたけど、余り大阪狭山市の状況では、特別

な事情はなさそうだということですね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうですね。 

教育委員（長瀬 美子） 

 かなり過疎地なんかだと、違う条件を入れな

いとというところがありますけど、そういうこ

とがほとんどないということですね。逆に、ま

た大都市型ほどもないということですね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 特に連携施設の関係が、家庭的保育等やって、

何かあったときには連携施設である保育所

―幼稚園は余り考えにくいんですけどね。 

教育委員（長瀬 美子） 

 認可施設でね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 認定こども園と連携するというのが難しい場

合がありますので、離島等でしたらその辺が緩

和されてるんですけど、あえて緩和する必要も

ありませんので、要らないところは削除するよ

うな形で条例案をつくらせていただきました。

基本的には、これをすることによって公費が流

れると。 

教育委員（長瀬 美子） 

 いくつか決まってからですね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 はい。ということになります。その公費を流

すための手続として、この確認という行為をす

る、その基準がこれになるということでござい

ます。 

教育委員（長瀬 美子） 

 条例用語だから仕方がないんですよね。実際

には、非常にわかりにくい文言が並びますよね、

たくさん。パブコメ出してもわかりにくい…… 

委員長（山崎 貢） 

 条例いうのは、これだけ長い。 

教育委員（長瀬 美子） 

 呼び方自体が一々特定教育・保育施設と言わ

なきゃいけない。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうですね、教育・保育施設の中には、幼稚

園と保育所と認定こども園の３つがあるんです。 

 それで、教育・保育施設で、市が確認したら

特定という言葉がつくんで、その特定ついたと

きに大阪狭山市から公費が流せると。 
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教育委員（長瀬 美子） 

 またそれとは別に小規模型が入ってくるから、

事業名が長いですね、今回。 

 でも、それは全部条例には入れていないと、

その当たる施設にならないことになってしまう

んですね。 

こども育成室長（田中 安史） 

 正式名称をきっちり入れておかないと。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 中には、小規模であるとか家庭的保育の中で、

例えば、居宅訪問型なんか絶対しないかもわか

らない。でも一応入れておかないと。はい。 

教育長（小林 光明） 

 確かにこれもたくさんありますね。 

教育委員（長瀬 美子） 

 量も多いし、言葉もややこしいですよね。 

委員長（山崎 貢） 

 これを読んで、自分自身が十分理解できたと

は思えない。何か細かいとこまでちゃんと書か

ないとあかんのね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうですね、見方がややこしかったら困るの

で、定める時は、こうなりますね。回りくどい

言い方とか、その辺も出てくるという。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいですか。 

教育委員（長瀬 美子） 

 直接ではないんですけど、先ほど、特にパブ

リックコメントのほうで判断しなければいけな

いようなことなかったということなんですけど、

実際にもう市内で事業されてるような方からの

ご意見というのはあったりしたんでしょうか。 

こども育成室長（田中 安史） 

 パブリックコメントとしてはなかったです。 

教育委員（長瀬 美子） 

 なかったですか。 

教育長（小林 光明） 

 先生、お手元にパブリックコメントの意見募

集の結果はございませんか。 

教育委員（長瀬 美子） 

 これですね、ありがとうございます。 

教育部長（橋上 猛雄） 

 パブコメのこれの説明について、担当部長の

からお願いします。 

教育委員（長瀬 美子） 

 そうですね、お願いします。 

委員長（山崎 貢） 

 関連がありますので、これについてちょっと

説明していただけますか。 

こども育成室長（田中 安史） 

 お手元の子ども・子育て支援新制度において

市が定める事業等の基準に関する、この意見募

集の結果ということで、Ａ４で２枚の資料があ

ると思います。 

 ただいま、お配りしたのをそのまま公表とい

う形で、ホームページと、パブリックコメント

を行った施設に全部配置しております。 

 中身なんですけれども、お寄せいただいた意

見と意見に対する大阪狭山市の考えを取りまと

めて公表するコメントにさせていただいており

ます。 

 意見募集期間は、以前にお話ししたとおり６

月30日から７月25日まで。寄せられた意見者の

数といたしましては、５名の方です。意見の数

といたしましては16件ございます。 

 ご意見につきましては要約等の上、整理して

取りまとめさせていただいており、国の制度に

対する要望等などにつきましては、パブリック

コメントの対象外ということで回答はしており

ませんので、その旨も注釈を入れさせていただ

いております。 

 次のページから、意見の趣旨とその考え方を

書いております。 

 ３つ条例がございますので、３つに分かれて
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書いておりますが、主だったものを申しますと、

就学前教育の大きい視点で子どもたちの心身と

もに成長していけるように保障していくことが

大切で、どの施設や事業でも国の最低基準を守

るようにしてくださいというような趣旨のご意

見ございました。その考え方といたしまして、

３つの条例に規定する施設の事業の基準は全て

国の基準以上としております。それが基本的な

市の考え方になっております。 

 その次の２段目なんですけれども、新制度に

変えなければならない必要性が感じられないで

すとか、次の下の段としまして、市町村の義務

を守っていってくださいというような表現のご

意見ございました。これに関しましても、国が

構築した子ども・子育て支援制度のもとで、本

市としては従来どおり保育・教育の質の向上に

努めてまいりますと。趣旨がちょっとわかりに

くいところがございまして、大きく受けており

ますけれども、そういう形で市の考え方を書か

せていただいております。 

 家庭的保育事業につきましては、一番上には、

市として把握するのは難しく、保育士の資格の

ない保育者も可能であり、慎重に行ってくださ

いというのが主にありまして、その下には、２

段目の箱なんですけれども、何よりも安全が大

切で、免許を持つ専門の保育士導入には賛成で

すというような賛成のご意見ですね、そういう

のもございました。市の考え方といたしまして、

家庭的保育者を保育士に限定して、家庭的保育

者２名以上というふうに、国の基準よりも厳し

くしているということで、国の基準と比べて違

うところを説明するという形で、市の考え方を

述べさせていただいております。 

教育長（小林光明） 

 まだ条例のほうで説明していないので、家庭

的保育とはどういうものか、簡単に説明してく

ださい。 

こども育成室長（田中 安史） 

 はい、わかりました。 

 従来の認可保育所の枠組みに加えまして、家

庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保

育事業、事業所内保育事業という、４つの類型

の地域型保育事業ということで、新たにこちら

が市町村の認可事業として今後設けられること

になります。 

 それの総称として、次の議案第17号の表題に

もありますとおり、「大阪狭山市家庭的保育事

業等の」という表現で、この４つの類型を表現

させていただいているところでございます。 

教育長（小林光明） 

 基本的な対象の子どもの年齢は。 

こども育成室長（田中 安史） 

 対象年齢につきましては、就学前児童という

ことになります。 

教育委員（長瀬 美子） 

 ０歳から２歳だけですね。小規模が０歳から

２歳だけなのと、あと、20人以下ですよね。20

じゃない、19以下ですね。20人で分けます。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 要は、20人以上は施設ということになります。

施設の場合は、施設の認可ということで、都道

府県なり市なりが認可権者ということであるん

ですけど、それ以下の19人までですので、施設

としてではなくて、事業として市が認可する。

その認可の基準というのが、今回のこの条例で

す。 

委員長（山崎 貢） 

 ある程度施設は必要ですよね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 必要です。 

教育委員（長瀬 美子） 

 ただ、同条件ではないので、認可施設になる

と厳しい条件ありますけれど、そこはそれほど

必要なくて、１室であっても可能なこともあり
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ますし、空き店舗を利用してるような場合も。

割としやすいのはしやすいですね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうですね。 

教育委員（長瀬 美子） 

 ただ、年齢は０歳から３歳未満ってだけなの

で、上の子たちは来られない。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 兄弟関係が多いと利用しにくい。 

教育委員（長瀬 美子） 

 そうですね。お兄ちゃん、お姉ちゃんは来れ

ないけど、下の子だけっていうふうになったら、

２カ所になってしまうので、０歳、１歳でどう

しても必要だという人には利用しやすい…… 

こども育成室担当部長（谷 富二男） 

 そうですね。 

教育委員（長瀬 美子） 

 兄弟がいるとちょっと利用しにくいのと、ち

ょっと基準を厳しくしていただいたんですよね。

教育審議で。 

教育長（小林 光明） 

 ちょっと、はい。 

教育委員（長瀬 美子） 

 ここ、各自治体で割と悩んでいるところです

ね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 どうしても家庭的保育のほうが１対３で見て

いくということになると、ちょっと不安がある

ということで、複数で見ていただくということ

と、保育士と、あるいは保育士と同等以上の経

験がある人という…… 

教育委員（長瀬 美子） 

 はい、認めた者ですね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 それがややこしいということもあって、もう

保育士に限定しました。 

 そのことは、素案では家庭的保育事業につい

て、何よりも安全が大切で、免許を持った専門

の保育士という、それは賛成ですということで、

書いていただいて、これ、基本的に反対の方ば

かりパブコメを出しておられてますので。 

教育委員（長瀬 美子） 

 保育士に限定するとこまで踏み切ってないと

ころが多いですよね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうですよね。 

教育委員（長瀬 美子） 

 私がかかわっているところはみんな国基準ど

おりなので、それに比べて厳しくしていただい

てますよね。 

 ただ、それで、ほかの自治体だと、その要件

を厳しくすればするほど事業者が出てこないん

じゃないかということもあって、そのせめぎ合

いでどこも苦労されたみたいですけど。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 それは何回もいい話をして、教育長は、来な

いんやったら来ないでもいいから子どもの安全

が大事やということで、こっちの方向で。 

教育委員（長瀬 美子） 

 はい、いいと思います。安心ですと。 

こども育成室長（田中 安史） 

 途中でございますが、一旦説明に戻らせてい

ただいて、放課後のところはまた放課後の説明

のときにと思います。 

教育長（小林 光明） 

 はい。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、この第16号議案ですね、日程第１、

議案第16号、大阪狭山市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例については、承認ということでよろし

いですね。 

 引き続きまして、日程第２、議案第17号、大

阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関
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する基準を定める条例についてを議題といたし

ます。 

 先ほどからもう説明もいただいてるんですが、

改めてよろしく、担当のほうお願いします。 

こども育成室長（田中 安史） 

 議案第17号、大阪狭山市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例につい

てご説明いたします。 

 ４つの類型ということで、市町村認可事業が

設けられまして、これに伴いまして、国が定め

る基準を踏まえて、児童福祉法の規定に基づき

まして、家庭的保育事業を行う事業者が遵守す

べき設備及び運営に関する基準を定めるために

本条例案を提案するものでございます。 

 また、市町村は条例制定にあたって、厚生労

働省令で定める基準を踏まえることとされてお

り、その中で従うべき基準と参酌すべき基準、

先ほどの条例と同じなんですけれども、基準が

示されております。 

 本市の実情に国の基準と異なるべき基準また

は特段の事情や特性はないことから、一部本市

独自の基準がございますが、基本的には国の基

準を用いて本条例を作成しております。 

 議案書の29ページのほう、地域型保育事業の

４事業の設備及び運営の基準ということで説明

があったんですけれども、第１章で総則、第２

章で家庭的保育事業、第３章で小規模保育事業、

第４章で居宅訪問型保育事業、第５章で事業所

内保育事業について規定しております。 

 第１条から22条は総則といたしまして、各事

業に共通の事項について規定しております。そ

のうち第３条につきましては、基準の目的につ

いて規定しており、事業者は保育指針に準じ、

乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しな

ければならないことであると定めております。 

 30ページになります。第６条は一般原則につ

いて定めておりますが、その中で第５号になり

ますが、事業者は暴力団員または暴力団員密接

関係者に該当してはならないということで、国

の基準に新たに加えて本市の独自の基準をここ

で設けております。 

 31ページの第７条でございますが、保育所等

の連携について規定しております。事業者は連

携協力を行う保育所、幼稚園または認定こども

園を適切に確保しなければならないこととして

おります。 

 また、第８条以降には、その他、非常災害対

策、職員の要件、利用児童の人権の保障に関す

ること、衛生管理などについて規定しておりま

す。 

 33ページをお願いいたします。16条と17条で

は、食事の提供の特例などについて規定してお

ります。基本的には食事は自園内で調理するこ

とを原則とすることや、連携施設などの搬入の

特例などについて定めております。 

 34ページの18条以降につきましては、その他、

健康診断、運営規定、台帳の整備、機密保持、

苦情の対応などについて規定しております。 

 36ページ以降の第２章でございますが、こち

らのほうは、家庭的保育事業について規定して

おります。 

 第23条では、設備の基準を規定しており、家

庭的保育事業者は家庭的保育者の居宅その他の

要件を満たす場所で実施することなど基本的な

ことを定めております。 

 37ページ、第24条でございますが、職員につ

いて規定しておりまして、その中で先ほど来か

らお話がございます、家庭的保育者は市長が実

施する研修を修了した保育士であることと、保

育士限定の規定と、家庭的保育者は２人以上と

することということで、複数による家庭的保育

者ということを規定しております。これは、国

の基準に上乗せして本市独自の規定ということ

にさせていただいています。 
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 38ページの第３章では、小規模保育事業につ

いて規定しておりまして、第28条では、小規模

保育事業の区分、Ａ型、Ｂ型、Ｃ型という区分

を規定し、29条から37条につきましては、各事

業における設備の基準と職員の配置等について

規定しております。設備の基準といたしまして

は、例えば、乳児または２歳未満の幼児を利用

させる事業所には、乳児室またはほふく室、調

理設備、便所を設け、２歳以上の幼児を利用さ

せる事業所には、保育室または遊戯室、屋外遊

戯場、調理設備及び便所を設けるなどというよ

うな規定をしております。 

 職員の配置といたしましては、各事業区分ご

とにその利用者定員や配置する職員の種別、保

育士等の職員配置などについて規定しておりま

す。 

 このうち、42ページ、32条なんですけれども、

こちらのほうでＢ型の保育従事者について規定

しておりますが、こちらのほうで国の基準に上

乗せして、保育士の割合を国の基準より多くし

て本市独自の規定としております。国の基準で

は半数ですが、それを３分の２以上というふう

に規定しております。 

 43ページの第４章でございますが、こちらの

ほうでは居宅訪問型事業について規定しており

ます。居宅訪問型の保育の要件と家庭的保育者

１人に対し、乳幼児１人であること。連携施設

を確保しなければならないことなどを規定して

います。 

 44ページ以降の第５章では、事業所内保育事

業について規定しております。43条で、利用定

員数の設定について定めて、44条以降では、利

用定員20人以上の保育所型と、19人以下の小規

模型に区分して、その利用者定員、配置する職

員の種別、保育士等の配置、連携施設の要否な

どについて規定しております。 

 最後になりますが、48条の附則では、条例の

施行期日と経過措置について規定しております。 

 先ほど来話もありましたとおり、パブリック

コメントの結果、本条例に反映すべきご意見は

特になかったことが、条例素案に語句の整理な

ど法制上の条文の整理などを行い、条例案とい

たしております。 

 以上、簡単な説明ではございますが、ご審議

賜りますようよろしくお願いします。 

委員長（山崎 貢） 

 ありがとうございました。 

 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、よろしくお願いします。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 補足しますと、実態として、今ここに書いて

る事業をやっているところは、前倒しででもそ

ういうことをやってるところはないんです。 

委員長（山崎 貢） 

 本市ではない、現時点ではない。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 小規模も。はい。補助金をもらって、実際に

大阪市とか、そういうところでやっておられる

ところはありますけども、大阪狭山市内におき

ましては、家庭的保育も特段やっておりません

し、小規模保育も、やっておりませんので、事

業者が今困るとかいうことはないんです。 

委員長（山崎 貢） 

 条例ができてから、周知されると。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そういう事業やったらできるということで事

業者が出てくる。 

委員長（山崎 貢） 

 可能性ありますね、できる可能性ある。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 はい。 

委員長（山崎 貢） 

 企業なんかで現在やっているところあります

ね、大きな企業なんかで。 
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こども育成担当部長（谷 富二男） 

 事業所内。 

委員長（山崎 貢） 

 事業所ね。あれは、やっぱり国から補助金、

同じようにもらってるんですか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 いや、あれは、もしかしたら労働関係のほう

で何かあるかもわかりませんが、多分事業所自

体が。 

委員長（山崎 貢） 

 でやってるわけですね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 はい。 

委員長（山崎 貢） 

 そしたら、これからは、国から。 

教育委員（長瀬 美子） 

 事業所型に。 

委員長（山崎 貢） 

 事業所のということで。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうですね。 

委員長（山崎 貢） 

 補助金が。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 入ってたら、それはできると思うんです。 

教育委員（長瀬 美子） 

 減ってると言ってますよね。以前は大きな病

院には必ずのようにありましたけど、今はもう

民間保育所が整備されてきたこともあって、各

病院が持つのも難しくなってきてるとは言って

ましたけどね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうですね。今、近大病院と樫本病院と辻本

病院にはあるということですけども、基本的に

は、看護師さんが夜間勤務のときに、小さい子

どもさんを連れてくると。保育所になるべく行

ってもらって、保育所でだめな時間帯を預かる

というような形になってると思うので、なかな

かこの事業に持っていくのは難しいかもしれま

せん。 

委員長（山崎 貢） 

 今どこの市もやってる、ファミリーサポート

事業か何か言うんですか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 はい、ファミリーサポートセンターです。 

委員長（山崎 貢） 

 あれが変わってくるという可能性もあります

か。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 あれはあれで残ります。 

 一応、施設型給付、あるいはこういう特定地

域型保育と、もう一つの形として、子育て支援

の事業をやっていきます。子育て支援の事業の

中にやっぱり組み込まれてますので、今後も補

助金を出しますんで、どうかやってくださいと

いうような形になるんかなというふうに思うん

です。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいですか。 

 ないようですので、日程第２、議案第17号、

大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例については、承認され

ました。 

 続きまして、日程第３、議案第18号、大阪狭

山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例についてを議題といた

します。 

 担当に報告を求めます。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本 

芳之） 

 日程第３、議案第18号、大阪狭山市放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例について説明をさせていただきます。 

 こちらの条例に関しましても、子ども・子育
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て関連３法によるものです。子ども・子育て支

援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律により、児童福祉法第34条の８の２が

新設され、市町村は放課後児童会健全育成事業

の設備、運営について、条例で基準を定めなけ

ればならないこととされました。 

 条例を定めるに当たっては、放課後児童会健

全育成事業に従事する者及びその人数について

は、厚生労働省で定める基準に従い定めるもの

とし、その他の事項については、厚生労働省で

定める基準を参酌するものとされています。こ

ちらの条例につきましても、ほぼ厚生労働省、

国の基準ですね、それに沿った形で制定させて

いただいております。 

 パブリックコメントにつきましては、先ほど

の資料の一番後ろです。パブリックコメントの

内容につきましては、保育時間は学校休みの日

も含めて、保護者の就労が保証できるものにな

っているのでしょうかという意見に対しまして、

開設時間については、全ての事業者に適用され

る最低基準です。本市としては時間延長制度を

設けるなどして、保育時間を確保しており、現

行の運営水準を維持してまいります。 

 次に、２つ目の意見といたしまして、保護者

の就労に伴い、学童保育の希望者が多く、教室

が手狭になっているようです。施設面でも基準

が守れるように改善してほしいですという内容

につきましても、前向きに努力していきますと

いう回答をさせていただいております。 

 概要につきましては、資料の51ページから条

例の内容を記載させていただいておりますが、

第１条、趣旨、第２条、定義等から始まりまし

て、主な内容を申しますと、まず、第６条で一

般原則、放課後児童会健全育成事業一般原則と

いうことで、対象が小学生、その保護者が就労

により昼間いない児童ということで決めさせて

いただいております。 

 あと、市独自といたしまして、暴力団の排除

についての条項を加えさせていただいておりま

す。 

 あと、設備の基準として、第10条で、専用区

画の１人当たりの面積は1.65平方メートル以上

という形で加えさせてもらっております。 

 あと、第11条で、職員、これに関しては、従

うべき基準ということで、支援員の数、単位ご

とに、クラスごとに２名以上として、その単位

を構成する児童の人数はおおむね40人以下とす

るとしています。 

 あと、支援員につきましては、資格等を明記

し、保育士、社会福祉士、高校卒業等で２年以

上児童福祉事業に従事した者、あと、幼稚園、

小学校、中学校、高等学校の免許を有する者な

どと規定をさせていただいております。 

 あと、その資格を持った者については、都道

府県知事が行う研修を修了した者という形で加

えさせてもらっております。 

 あと、開所時間につきまして、第19条で、小

学校の授業休業日は１日につき８時間、小学校

の授業の休業日以外の日は１日３時間、開所日

数については、１年につき250日以上という内

容で規定させていただいております。 

 以上、概略について説明をさせていただきま

した。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの報告について、委員の皆様、ご意

見、ご質問等ございませんか。 

 実際、小学校の授業を行っている日は、１日

に３時間ということなんですけども、例えば、

１年生なんかやったら授業終わるの早いでしょ

う。このとき、例えば、昼から３時間というわ

けにはいかないですね。そういうのはどうされ

たんですか。 
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教育部長（橋上 猛雄） 

 これは、委員長がおっしゃるように、この今

回の条例というのは、あくまでも最低基準を定

めるとなっていて、要は、３時間は最低ですよ

と。本市みたいに、１時半から６時、延長で７

時とやっているところについてはクリアしてま

すよということで、民間事業者とか入ってきた

ときに、そういうふうに事業するように、最低

の基準というのが今回の条例でございます。 

 だから、市としては、それ以上にもやってる

というところでございます。 

委員長（山崎 貢） 

 ということは、この条例に基づいて、今、市

のほうでやっていただいてますね、各小学校の

空き教室を使ってやっていただいてると思うん

ですけども、民間も、出来るということですね。 

教育委員（長瀬 美子） 

 今も業務委託してますから。 

教育部長（橋上 猛雄） 

 今現在でも、市内に放課後児童会の事業をや

ってる民間の事業者もございます。 

委員長（山崎 貢） 

 そうですか。 

教育委員（長瀬 美子） 

 学校使ってされてますよね。ところもありま

すよね。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 委託ですか。 

教育委員（長瀬 美子） 

 委託をされてるところもありますよね。学校

で公的にされてるところもあれば、事業者に委

託しているところもありますよね 

教育部長（橋上 猛雄） 

 指定管理制度によって、放課後育成事業その

ものを出してるところもありますし、また、委

託ということで出してるところもあります。そ

のときは、学校を使ってやっております。 

委員長（山崎 貢） 

 今現在民間の方、何件くらいあるんですか。 

教育部長（橋上 猛雄） 

 それほど多くないんですね。阪南市とか大東

市とか。 

教育長（小林 光明） 

 ２件あるの。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本 

芳之） 

 狭山で、英語教育をやりながら、１件だけ民

間であります。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうです。塾の関係のところがやってるのと

かね。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいでしょうか。 

 ちょっと57ページの附則の２の第２項のとこ

ろで、私、２点間違うてた。見てください。 

 ２のところで、この条例は施行の日から平成

32年３月31日までの間、第11条第４項の規定の

適用については、同項中修了した者である者は

という、ここの文言、第11条第４項といえば。 

教育部長（橋上 猛雄） 

 申しわけございません、これ、第３項の誤り

でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 そうですよね。 

教育部長（橋上 猛雄） 

 ３項に修正しておきます。 

委員長（山崎 貢） 

 ３項ですね、はい、わかりました。 

教育長（小林 光明） 

 ほかにもあれば言ってください。 

委員長（山崎 貢） 

 そしたら、53ページ、11条、今のところなんです

けど、第11条の３項には修了した「もの」で、平仮名

ですが、３項の３号、学校教育を修了した「者」と、２
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カ所出てきます。これは、漢字の「者」。そういう法

令があるんですか。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本 

芳之） 

 私もうまく説明できないんですけども、法令の

ルールで、こういう書き方をしてるということ

で、すみません、うまく説明できなくて申しわ

けないんですけども。はい。ここは確認はして

おります。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 「もの」って先使ってるんですよ、これ。文

部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると

認定した「者」と、ここでもう「者」を使って

るんで、２回は使わないので、その後は平仮名

で「もの」。 

 １項、２項は、それを使ってないので、

「者」、「者」ということで、「者」を使って

るんですね。１項、２項やない、１号、２号で

すね。 

教育長（小林 光明） 

 今の３項の…… 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 ３号がそうです。 

教育長（小林 光明） 

 いや、３項のやつな、11条３項のやつは、放

課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当

する「者」であって、ここも修了した「者」で

…… 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうそう。 

教育長（小林 光明） 

 なければならないと。こっち側が「者」やか

ら、こっちは…… 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 前に「者」があるんで。 

教育長（小林 光明） 

 「もの」にすると。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 はい。という話を聞いたことがあります。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本 

芳之） 

 僕も一回聞いたんですけど 

委員長（山崎 貢） 

 どうもよくわからないですね。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 普通言うと、意味が全然違うんですけどね。 

教育委員（長瀬 美子） 

 人は指してないんですか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうです。先、人を指してますんで。 

教育委員（長瀬 美子） 

 修了したという状態であることということな

んですよね。後ろの「もの」というのは。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうです。 

教育委員（長瀬 美子） 

 こちらの「もの」というのは。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 条件ですと、平仮名の「もの」。 

教育委員（長瀬 美子） 

 そうですね。修了しているという状態を指し

ているという。 

委員長職務代理者（長瀬 美子） 

 そうですね。 

 だから、下のほうは全部有するものという、

保持にかかると思いますけど。 

委員長（山崎 貢） 

 それでわかったわ。こういうように説明して

もらったら。 

 よろしいでしょうか。 

 ないようですので、日程第３、議案第18号、

大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例については、承

認されました。 
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 続きまして、日程第４、議案第19号、大阪狭

山市立心身障害者福祉センター及び母子福祉セ

ンターの設置及び管理に関する条例の一部を改

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） 

 大阪狭山市立心身障害者福祉センター及び母

子福祉センターの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について、ご説明させてい

ただきます。 

 まず、条例改正の理由ですが、次世代の社会

を担う子どもの健全な育成を図るため、職場や

地域において、子育てしやすい環境の整備に向

け、次世代育成支援対策推進法の有効期限の延

長や、一般事業主行動計画の策定、届け出義務

に係る特例措置の創設、母子家庭及び父子家庭

に対する支援の拡充、児童扶養手当と年金の併

給調整の見直しなどの措置を講ずることを目的

に、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図

るための次世代育成支援対策推進法等の一部を

改正する法律が、平成26年４月23日に公布され

ました。 

 一部改正された主な法律につきましては、次

世代育成支援対策推進法、母子及び各福祉法、

児童扶養手当法などです。 

 この母子及び各福祉法につきましては、10月

１日から施行されます。それに伴いまして所要

の改正を行う必要があるため、本条例の改正を

行うものです。 

 条例改正案の概要についてですが、60ページ

の新旧対照表のほうをご覧いただきます。 

 まず、１点目としまして、題名を、大阪狭山

市立心身障害者福祉センター及び母子・父子福

祉センターの設置及び管理に関する条例に改め

ます。 

 ２点目に、第１条中、施設名を、大阪狭山市

立心身障害者福祉センター及び母子・父子福祉

センターに改めます。 

 ３点目に、第４条中、指定管理者が行う相談

及び指導に関する業務に、父子家庭の父及び児

童の生活に関することを加えます。 

 ４点目に、第７条中、センターを利用できる

者に、父子家庭の父及び児童を加えます。 

 施行期日につきましては、平成26年10月１日

です。 

 附則２の重要な公の施設に関する条例の一部

を改正し、第２条９号中、施設名を、心身障害

者福祉センター及び母子・父子福祉センターに

改めます。 

 それと、最後になりましたが、修正がありま

す。心身障害者福祉センター及び母子福祉セン

ターの設置及び管理に関する条例の新旧対照表

の左側のほうなんですが、改正後のほうです。

下から２行目、心身障害者福祉センター及び母

子福祉センターを、（リツ）心身障害者福祉セ

ンターというふうに書いております。申しわけ

ありません、このリツを削除していただけます

ようよろしくお願いします。 

委員長（山崎 貢） 

 削除したらいいんですね。 

こども育成室次長（松本 幸代） 

 以上、簡単な説明ですが、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

ございますか。 

 我々の意識を変えなあかんね。そういう時代

ですね。 

 父子家庭というのは、大分ふえてるんですか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 実際ふえてるかどうかというのは、昔から把

握しているものがありませんのでわかりません

が、昔は父子家庭は、経済的には、仕事してい

るのでいけると。ただ、生活の面でということ
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があったんですけど、だんだん制度が母子家庭

だけじゃなくて、同じように扶養手当が出たり

ということがありまして、今でも十数件は児童

扶養手当、母子家庭に出してた手当が出されて

ますので、そういう意味では若干ふえてるのか

なと。 

委員長（山崎 貢） 

 わかりました。 

 よろしいですか。 

 ないようですので、日程第４、議案第19号、

大阪狭山市立心身障害者福祉センター及び母子

福祉センターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例については、承認されました。 

 ということで、母子・父子福祉センターとい

う名称になるんですね。 

 もう、看板とかそんなんもかえるわけですね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 看板はないんですよ。さつき荘という名前で

言うてますので。 

委員長（山崎 貢） 

 そうですか。一般的にはさつき荘。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうですね。 

委員長（山崎 貢） 

 わかりました。 

 続きまして、日程第５、報告第11号、教育施

設に係る指定管理者の指定についてを議題とい

たします。 

 担当に報告を求めます。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本 

芳之） 

 日程第５、報告第11号と日程第６、報告第12

号を合わさせていただいてよろしいでしょうか。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、結構です。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本 

芳之） 

 教育施設に係る指定管理者の指定について、

大阪狭山市立公民館と大阪狭山市立図書館の指

定管理者の指定について説明をさせていただき

ます。 

 平成27年３月31日で指定管理満了することに

伴い、改めて各施設の指定管理者を指定するこ

とについて、選定の結果、公民館につきまして

は、アクティオ株式会社、図書館につきまして

は、株式会社図書館流通センターを指定管理者

とすることを、議会に提案させていただきます。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 日程第５、報告第11号と日程第６、報告第12

号、指定管理者の指定についてということで、

公民館と…… 

教育部長（橋上 猛雄） 

 委員長、ちょっと補足の説明させていただき

ます。 

 公民館につきましては、４社の事業者からの

応募がありました。その中で、２社が第１次の

書類審査を通りまして、２社残りまして、その

２社によってプレゼンテーションを行いました。

そのプレゼンテーションの結果をもちまして１

社を選考したということでございます。 

 その選考の理由としましては、公民館が社会

教育施設であるとの認識が高いこと、そしてま

た、本市が推進している市民協働や円卓会議な

どの本市のまちづくりの特性を十分認識した提

案であることなどが評価されております。 

 また、図書館につきましては、これは１社の

応募がありまして、この図書館流通センターは、

平成19年の指定管理者制度の導入から、まず３

年間とっておりまして、今現在も平成22年から

今年度の５年間、合計の８年間の実績がござい

ます。その実績があるにもかかわりませず、ま

た新たな事業提案として、返却ポストの設置で

ありますとか、あるいは、学校への配本事業な
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どの提案がございました。その点が評価されま

して、この流通センターのほうが選定されてお

ります。 

 説明は以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいですか。 

 ないようですので、日程第５、報告第11号、

日程第６、報告第12号、教育施設に係る指定管

理者の指定については、承認されました。 

 続きまして、日程第７、報告第13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） 

 補正予算につきまして説明させていただきま

す。 

 まず、歳出のほうからご説明させていただき

ます。 

 内閣府、今回、保育緊急確保事業ということ

で、保育所の整備等により、量的拡大を図るた

め、保育の担い手である保育士の人材確保対策

の一環として、保育士の処遇改善に取り組む民

間保育所に対しまして、資金交付を行う保育士

等処遇改善臨時特例事業を実施することになり

ました。 

 つきましては、本市の民間保育園に対しまし

ても保育士等の処遇改善を図るため、運営費の

補助金を歳出のほうで1,525万5,000円増額し、

事務費の消耗費として５万円、合計1,530万

5,000円の増額補正を行います。 

 この歳出に係ります経費のうち、国庫補助基

本額の８分の６に当たります1,247万3,000円が

国庫補助金から、また、８分の１に当たります

207万8,000円が府の補助金から支払われること

になりますので、これを歳入のほうで補正いた

します。 

 次に、平成24年度までは子育て支援交付金と

して国庫補助で支払われていましたファミリー

サポートセンター事業ほかの６事業が、国の予

算編成の変更に伴いまして、平成25年度には、

大阪府安心こども基金特別対策事業に移行され

ました。そして、補助金額が確定しました今年

の３月に補正予算として計上し、採択されたと

ころです。 

 平成26年度の大阪府安心こども基金特別対策

事業として予算計上していましたが、来年度か

ら施行予定の子ども・子育て支援新制度におき

まして、これら７つの事業につきましては、地

域子ども・子育て支援事業になることから、新

制度への円滑な移行を図るために、今年度から

保育緊急確保事業ということで行うことになり

ました。 

 つきましては、歳入にあります大阪府安心こ

ども基金特別対策事業費補助金の1,918万1,000

円を減額しまして、保育緊急確保事業費国庫補

助金のほうに移行します。その金額が1,380万

4,000円、保育確保事業費、府の補助金としま

して1,380万4,000円を補正するものです。 

 歳入の合計につきましては、2,297万8,000円

を補正することになります。 

 なお、大阪府安心こども基金特別対策事業費

の補助金では、各事業によりまして補助率が違

い、金額が少なかったんですが、今回の保育緊

急確保事業につきましては、補助率は国が３分

の１、大阪府が３分の１と大きくなっているこ

とから、歳入としては増額されることになりま

す。 

 以上、簡単な説明ですが、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

はございますか。よろしいですか。 

 ないようですので、日程第７、報告第13号、

平成26年度（2014年度）一般会計補正予算（教
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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、本日の教育委員会定例会

議を閉会いたします。 

                  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 


