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委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成26年第９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、阪本委員、長瀬委員

を指名いたします。 

 初めに、教育長から報告をお願いします。 

教育長（小林光明） 

 今日は議会の最終日ということでちょっとイ

レギュラーな時間に開会をさせていただきまし

た。 

 委員の皆様方、ご多忙のところご出席をいた

だきまして、ありがとうございます。 

 それでは、二、三、報告をさせていただきま

す。 

 まず、本日最終日でございました９月議会に

ついてご報告をさせていただきます。 

 一般質問、お手元にお配りしております資料

のとおりでございまして、代表７件、それから

個人が５件、計12件のご質問をいただきました。

答弁の内容につきましても添付をしております

ので、ごらんをいただき、ご意見等がありまし

たら、お聞かせいただければというふうに思っ

ております。 

 先月の教育委員会議でご審議をいただきまし

た９月議会に提案いたしました条例は３件とも

ご承認をいただきました。また、条例の一部改

正につきましても１件ございましたけれども、

これを含め、補正予算、それから決算認定、教

育委員会関係の分８件、全てご承認をいただき

ました。この件についてご報告をさせていただ

きます。 

 続きまして、２点目、全国の学力・学習状況

調査の結果につきましても、お手元に資料をお

配りしているとおりでございます。 

 ４月22日に実施されまして、８月25日に結果

公表がございました。新聞等で報道もされてお

りますのでご存じのことと思います。 

 この結果につきましては、事務局、それから

各学校で分析中でもございますので、今回はグ

ループ報告の中で概要について説明をさせてい

ただく予定にしております。来月、正式に議案

としてご報告をさせていただき、その後、公表

をしていこうと思っております。 

 この学力テストにつきまして、大阪府教育委

員会、ご承知のとおり新聞等でも報道されてい

ましたが、大阪府の成績が、今回特に悪かった

ということで危機感を持っておられまして、緊

急に、この議会開会中の９月16日に教育長を召

集されまして、府の教育委員会に対応について

かける前に説明をするということでご説明があ

りました。私は、議会がありましたので、代理

で田中理事に行っていただきました。 

 その後、19日に小学校の校長先生を集めて、

24日に中学校の校長先生をそれぞれ急遽召集さ

れまして、残り半年間、この半年間で27年の学

力テスト、ここで大阪一発頑張ってくれという

ふうな発破をかけられたようでございます。そ

の中身につきましては、大阪府の教育委員会議

の資料として送付してきていただいていますの

で、ちょっと簡単にご説明を申し上げます。 

 まず、大阪の現状ということで、各教科・区

分における大阪府全体の平均正答率と全国の平

均正答率、この差ですけれども、小学校でマイ

ナス0.8からマイナス2.9の間の差があるという

ことであります。中学校でいいますと、マイナ

ス2.4からマイナス3.8、これだけの差があると

いうことであります。 

 小学校につきましては、全ての教科・区分に

おいて全国との差が拡大しており、中学校につ

いては、国語Ａ、数学Ｂに改善が見られたけれ

ども、全国との差は依然として大きいというこ
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とで、課題として、府内43市町において、この

間の調査結果の状況はさまざまであります。平

成19年度以降に着実な改善が見られる市町村も

あれば、全国水準に比べて低位な状況がずっと

継続している市町村も多いということをおっし

ゃっています。 

 学力を上げるための施策や手法・経験が不足

している場合や、生徒指導や家庭状況など、学

習環境面で課題を抱えている場合もある。その

各課題に対応した取り組みを進めていきたいと

いうふうなことで、課題として上げられており

ます。 

 府教委として、対策として、府全体の学力向

上に向けて、上記の課題に対応した指導・助

言・援助を迅速かつ積極的に推進することが必

要という認識のもとで、これも新聞等で報道さ

れましたのでご承知かと思いますけれども、ま

ず１つ目、大きな課題を抱えている市町村を重

点対策市町村とするということです。 

 ２つ目、そういう市町村に対して、学校ごと

のカルテを作成し、課題検証の報告、解決に向

けた方策の具体的な実施計画、工程表を盛り込

んでもらうというふうになっています。 

 ３つ目、学校ごとの取り組みを実効性あるも

のとするために、府教育委員会の事務局職員が

市町村を通じて進捗を定期的・継続的に確認し、

必要な指導を行うというふうにおっしゃってい

ます。 

 ４つ目として、府の教育委員会による市町村

の教育委員会を訪問する。学校訪問も適時実施

していくというふうなことをおっしゃっており

ます。 

 生徒指導や家庭状況などの環境面での課題に

ついては、当面、現在の施策、生徒指導上のノ

ウハウの提供等で対応しながら、新たな助言、

援助策を検討していきますということで、重点

対策市町村につきましては、府の教育委員会の

ホームページの中にも掲げております。 

 ちなみに、大阪狭山市は、小学校、中学校と

もその重点対策調査の中には入っておりません。 

 学テにつきましては、以上でございます。 

 それでは、本日ご審議いただきます議事につ

いてご説明を申し上げます。議案が３件で報告

が１件となっております。 

 まず、議案第20号につきましては、放課後児

童会条例施行規則の一部を改正する規則でござ

いまして、７条関係の別表２に引用している法

律名の変更に伴うものでございます。 

 21号が、11月３日に挙行いたします文化教育

功労者の被表彰者の決定についてご審議いただ

きたいと思います。 

 議案第22号につきましては、本年２月28日に

諮問をいたしました指定文化財の指定につきま

して、８月20日に答申をいただきましたので、

これについて市の指定文化財として指定するこ

とについてご審議をいただきたいというふうに

思います。 

 その次に、報告第14号として、平成25年度の

一般会計の決算認定を受けましたので、その内

容についてご報告をさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの教育長報告について、委員の皆様、

ご意見、ご質問等ございませんか。 

 それでは、本日の議案でございますが、日程

第１、議案第20号、大阪狭山市放課後児童会施

行規則の一部を改正する規則についてを議題と

いたします。 

 担当に説明を求めます。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本 

芳之） 

 日程第１、議案第20号、大阪狭山市放課後児

童会条例施行規則の一部を改正する規則につい

て説明をさせていただきます。 
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 この規則の改正の理由といたしましては、平

成25年12月13日付で、中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律の一部を改正する法律が公布されたこと

に伴い、大阪狭山市放課後児童会条例施行規則

に規定する名称が変更されたため、所要の改正

を行うものです。 

 改正案の概要につきましては、３ページをご

らんください。 

 大阪狭山市放課後児童会条例施行規則の第７

条にございます放課後児童会の負担金の減額ま

たは減免を受けることができる場合及びその額

を示すもので、別表２（１）のうち、下線部分、

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第30号）を、中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成25年法

律第106号）に改正いたします。 

 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、委員の皆様、ご意

見、ご質問等ございませんか。結構ですね。法

律改正に伴うものですので。 

 ないようですので、日程第１、議案第20号、

大阪狭山市放課後児童会施行規則の一部を改正

する規則については承認されました。 

 続きまして、日程第２、議案第21号、平成26

年度大阪狭山市教育委員会文化教育功労者表彰

被表彰者の決定についてを議題といたします。 

 担当に報告を求めます。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 議案第21号についてご説明させていただきま

す。 

 文化教育功労者表彰の表彰候補者の推薦につ

きましては、８月から各グループ等を通じまし

て各学校園、社会教育関係団体等各種団体の方

に幅広く説明を求めました。 

 ９月１日に推薦を締め切らさせていただき、

各種団体等よりご推薦をいただきまして、９月

12日に大阪狭山市教育委員会表彰規程第５条に

基づきまして、表彰選考会を開催し、慎重に審

議いたしました。 

 その結果、お手元の資料のとおり、19名の

方々を選考しております。 

 候補者一覧表をごらんいただきたいと思いま

す。氏名のほか、住所、生年月日、そして表彰

該当の根拠規程を記載しております。また、そ

の右側には、所属と功績を記載させていただい

ております。 

 それでは、簡単に候補者の方々についてご説

明申し上げます。 

 まず、１番の方でございますが、根拠規程第

１号の１で、クラブ活動を通じまして、大阪府

代表選手として全国大会へ出場され、優秀な成

績をおさめられた方です。この方は、中学生の

クラブ活動を通じてということです。 

 ２番及び３番の方につきましては、根拠規程

第２号の１、市の教職員研修のそれぞれの分野

で指導的な役割を務めるなど、教職員の模範と

なり、本市の学校教育の振興に大いに貢献され

た方々でございます。 

 ４番から14番の方につきましては、根拠規程

第３号の１、文化・スポーツ活動等において関

係団体の育成や地域への振興等、10年以上にわ

たり顕著な功績をおさめられた方々でございま

す。 

 15番の方につきましては、根拠規程第３号の

２で、婦人会の役員として５年以上会の運営や

活動に尽力され、本市の社会教育活動の推進に

貢献していただいております。 

 16番及び17番の方につきましては、根拠規程

第４号の２で、学校医として通算15年以上勤務

していただき、本市の学校保健の推進に大いに
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貢献していただいた方々でございます。 

 18番及び19番の方につきましては、根拠規程

第４号の３で、それぞれの競技の世界大会で優

秀な成績をおさめられた方々でございます。 

 以上、19名の方々を選考会におきまして平成

26年度の文化教育功労者表彰の被表彰者として

選考いたしましたので、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、ご意見、ご質問等

ございませんか。 

 全てあれやね、表彰規程に合致しているわけ

ですね。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 選考会の中でその旨も審議させていただきま

した。お手元に冊子のほうをお配りさせていた

だいておりますが、この中の基準に合致してい

るということで上げさせていただいております。 

委員長（山崎 貢） 

 時折、議員さんから何か質問とか来ませんか、

この表彰に関して。時折、私の耳にも何であの

人が表彰されんねんとかいうようなのが入って

くるんやけれども。それが、質問する方がおか

しいんかな。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 直接、私のところに来られたことはなくて、

ただ、教育長のところには、ちょっとお話があ

ったというふうには聞いております。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいでしょうか。 

 ないようですので、日程第２、議案第21号、

平成26年度大阪狭山市教育委員会文化教育功労

者表彰被表彰者の決定については、承認されま

した。 

 続きまして、日程第３、議案第22号、大阪狭

山市指定文化財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。 

歴史文化グループ課長（西野 久雄） 

 ご説明させていただきます。 

 10ページをごらんください。 

 これは、平成26年２月28日に、本市教育委員

会から本市文化財保護審議会に諮問を行った大

阪狭山市域等採集石器資料の市指定につきまし

て、本年８月20日に開催された同審議会におい

て、本資料は歴史的・学術的に貴重であること

が認められたため、大阪狭山市指定文化財とし

て指定し、保護を図ることが適当であると答申

が出されました。 

 本資料の種類は、有形文化財考古資料、名称

は、諮問した後、西野氏のご遺族から故人の名

前を名称に冠することの承諾を得たため、大阪

狭山市内等採集考古資料（ニシノコレクショ

ン）といたしました。員数は、旧狭山町に生ま

れ育った故西野良政氏の採集石器を主とした考

古資料465点と、その記録資料11点でございま

す。 

 主な石器資料を11ページから14ページに上げ

させていただいております。 

 所見では、本資料は、昭和60年に逝去されて

以降、散逸することなく平成17年に遺族から大

阪狭山市教育委員会へ一括寄贈されたものであ

る。主な採集地であった寺池などの池は、現在、

護岸工事が完成し、昭和30年代から40年代当時

のように石器採集ができる状態でなくなってい

ることからも、本資料は大阪狭山市の縄文・弥

生時代を解明する学術上貴重な資料である。ま

た、西野良政氏という故郷の地に愛着を持った

一市民が、大阪狭山市名誉市民の故末永雅雄博

士の指導のもと、地元の先史時代に光を当て、

地道に活動されたその姿は、市民への文化財保

護思想を普及させ、その意識を啓発・高揚させ

た功績は絶大である。本コレクションの中には、

土器片など石器資料以外の遺物や大阪狭山市市
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外の資料も含まれるが、それらを一括して文化

財指定することは、在野にあって活躍された

野氏個人の足跡を総体として検証するという意

義がある。以上の諸点から本資料は、本市指定

文化財としてふさわしく、その価値を有するも

のと考えると報告がありました。 

 この答申を受けて、大阪狭山市文化財保護条

例第６条の規定に基づき、本資料を市指定文化

財に指定したいと考えております。 

 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。 

 ないようですので、日程第３、議案第22号、

大阪狭山市指定文化財の指定については、承認

されました。 

 続きまして、日程第４、報告第14号、平成25

年度（2013年度）大阪狭山市一般会計決算（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。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 報告第14号について、平成25年度（2013年

度）大阪狭山市一般会計決算（教育委員会関

係）について報告させていただきます。 

 16ページをごらんください。 

 まず、一般会計の歳入決算額につきましては、

193億1,340万3,735円、歳出の決算額は、184億

5,851万7,157円、歳入歳出差し引き額は、８億

5,488万6,578円ということになっておりまして、

前年度比較におきましては、歳入で503万8,257

円、0.03％の増、歳出で、4,001万3,633円、

0.2％の増加となっております。 

 全体的な予算規模の微増ということはござい

ましたが、歳入歳出の収支につきましては、平

成25年度も黒字の決算額でございました。ただ、

消費税アップによる消費低迷から、経済情勢は

曇り空であり、市税の伸び等は期待できない状

況にあります。また、歳出では、公債費の占め

る割合が非常に高く、今後も職員の定年退職等

が大量にあることから、今後も扶助費が高い水

準で推移すると思われます。こうした要素から、

本市における財政状況は依然として厳しい状況

にあるということが予測されております。 

 この９月議会におきまして、各品目の決算内

容について審議されまして、市税と自主財源の

確保が厳しい中で財政調整基金を取り崩すこと

なく当初の各事務事業の目的達成を効率的に執

行されたというような評価をいただきまして、

決算認定をいただいております。 

 こうした中での教育費の決算でございますが、

予算科目の上から４行目をごらんいただきます

と、平成25年度の教育費の歳出は16億6,225万

6,428円、対前年度６億4,925万4,514円、率に

いたしまして、28.1％の減となっております。

この減少の主な要因といたしましては、学校の

耐震化事業が完了したことによるものでござい

ます。 

 数字の説明ばかりで非常にわかりにくいかと

思いますが、平成25年度の決算で、前年比で金

額で100万以上、かつ10％を超える増減のあっ

た科目につきまして、簡単にご説明申し上げま

す。 

 まず、教育委員会費の増額の主な要因ですが、

教育振興基本計画策定に向けて経費を計上した

ことによるものです。 

 教育指導費の増額の主な要因ですが、人件費、

図書館の司書５名、看護師４名、それから生徒

指導サポーター１名の増加による人件費増によ

るものです。 

 小学校管理費ですが、理科教育設備整備等補

助金事業の新規実施や光熱費、主に電気代の増

加によるものが主な原因となっております。 

 小学校整備費ですが、平成24年度は北小学校

屋内運動場の耐震補強工事を施行いたしました
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が、平成25年度は、支援教育環境整備、この整

備は東小に全盲の子どもが入学することへの対

応に係った整備ですけれども、それのみの施工

となりまして、事業量の減少によるものです。 

 中学校費ですが、理科教育整備等補助金事業

の実施や光熱水費の増加―これも先ほどの

小学校と一緒で、電気代の増加及び楽器の修繕

等に係ったお金が増加の要因となっております。 

 幼稚園整備費につきましては、平成24年度は

南第三幼稚園、東野幼稚園の屋根の屋上防水の

改修工事を施行いたしました。平成25年度は、

東及び西幼稚園の屋上防水を施行いたしました

が、施工面積増加に伴う工事費の増加によるも

のが主な要因となっております。 

 公民館費につきましては、平成24年度は、営

繕工事がなかったんですけれども、平成25年度

は、耐震補強工事5,190万9,900円を施行したこ

とによる増加が原因となっております。 

 市史編さん費の増加につきましては、主に市

史本編通史刊行による原稿執筆等報償費の増加

によるものです。 

 社会教育施設管理費の減額につきましては、

平成24年度は、野外活動広場遊具改修工事を施

行いたしましたが、平成25年度は、改修工事が

行われなかったことによる減額です。 

 社会体育総務費の減額につきましては、平成

24年度は、西小学校プールろ過器改修工事を施

行いたしましたが、25年度は、改修工事が行わ

れなかったことによる減額です。 

 総合体育館管理費の減額につきましては、平

成24年度は、総合体育館屋上防水の改修工事を

いたしましたが、25年度については、営繕工事

がなかったことによる減少です。 

 続きまして、17ページにまいります。 

 児童福祉費でございますが、児童福祉費の総

額は25億3,677万6,927円、対前年比１億6,194

万5,817円の増加、6.5％の増加となっておりま

す。 

 児童福祉総務費の増額につきましては、平成

25年度に山本保育所新設に伴う補助金などを計

上したことによるものです。 

 子育て支援センター費の増額につきましては、

アルバイト職員の時間数の増加及び樹木の剪定

などの施設管理業務費を新たに委託したことに

よるものでございます。 

 お手元のほうには、詳細な資料として毎年お

配りさせていただいていますまちの報告書のほ

うお配りさせていただいていると思います。ま

たご一読いただきまして、その内容でご質問等

がございましたら、教育総務グループまでお問

い合わせいただけたらと思います。 

 簡単な説明でございましたが、決算の内容を

含めまして、またご意見等がございましたら、

教育総務のほうまでご意見等、ご指導等いただ

けたらと思います。 

 これにて報告を終わらせていただきます。 

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。 

 ないようですので、日程第４、報告第14号、

平成25年度（2013年度）大阪狭山市一般会計決

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、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 
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  教育委員会 委員 

 

  教育委員会事務局職員 


