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委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成26年第10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） 

 皆さん、おはようございます。 

 前回の教育委員会議以降、２つの教育委員、

教育長を対象にした研修会がございましたので、

その会議の内容を簡単にご報告させていただき

たいと思います。 

 まず１つは、近畿市町村教育委員研修大会で

ございまして、山崎委員長と長瀬委員、それと

私と３人で出席をさせていただきました。10月

２日に行われまして、文部科学省の初等・中等

教育企画課の堀野企画官が教育委員会制度改革

についてご講演をされました。その中身につき

ましては、以前の教育委員会議で配らせていた

だきました文科省のパンフレットに基づいての

お話でございました。 

 それと、もう一つ、その際にお配りをさせて

いただきました文科省の初等・中等教育局長の

通知で、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部を改正する法律についてという通知

をお配りしておりますけども、それ以上のこと

についてはお話がなかったんですね。 

 簡単に中身をおさらいいたしますと、これま

での教育委員会制度の改正に至る経緯について

お話がありました。具体的に申し上げますと、

2006年に世界史の未履修問題があったというこ

とで、教育委員会が教育課程のチェックができ

ていないという批判がわき起こって、首長の組

織、全国市長会、全国知事会のほうからも、教

育委員会を廃止すべきというような意見とか、

選択制にすべきというふうな考えが出されまし

て、政府内でもそういうふうな話があったと。

いわゆる規制緩和と地方分権の観点からそうい

うふうな意見があったということで、そこに大

津の事件が加わって、今回の見直しになったの

であって、大津のいじめの事件だけで見直した

んじゃないですよというお話があったと思って

います。 

 今回の教育委員会制度の見直しにつきまして

は、中教審の答申の結果と違う形で来ている感

じがされています。そのことで、企画官のお話

では、これまで廃止しようとしていた教育委員

会制度が残ったということを重要視しておられ

るような意見であったと思ってます。 

 そのために、危機管理にどう迅速に対応でき

るかとか、どのように風通しのよい組織に変革

できるかというのが問われているんです。教育

委員会の不要論が払拭できたわけではなくて、

また下手をすれば教育委員会がなくなる可能性

もあるんですよというふうなことをおっしゃっ

て、活性化に向けて取り組んでくださいねとい

うふうな趣旨であったと思います。 

 その後で、複数の近畿の教育委員会の活性化

の取り組みのご紹介事例がありました。中には

参考になるようなこともございましたので、事

務局のほうで今それを精査してもらって、大阪

狭山市の教育委員会として取り組んでいけるよ

うなものがあるかないか検討した上で、また、

ございましたらご提案をここでさせていただき

たいと思っております。 

 政治の関与につきまして特にお話はなかった

んですけども、法改正により対応が必要な条例

規則、またこれ３月のときに、２月になるんか

な、お願いをしなければならないと思いますが、

たくさん条例改正、規則改正とか出てまいりま

すので、それの一覧表なんかの提示をいただき
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ました。それはそれで参考になったのかなと思

います。 

 それから、続きまして、同じ週の10月23日、

24日、加古川で近畿都市教育長協議会の研究協

議会がございました。 

 講演としましては、加古川出身の講談師の人

が黒田官兵衛と光姫のお話をされて、それは特

に教育がどうのこうのということじゃなかった

んですけれども、その最後におっしゃったのは、

加古川というのは全国的には名を知られていな

い。だから、そういう資産を持っている自治体

なんかはいいですけれども、ないところは何か

をつくるなり、見つけるなり、発掘なりをして、

そこにお住まいの子どもたちが大きくなって全

国に知れ渡ったときに、それぞれの地域で自分

の出身地が発信できるようなそういうふうな教

育をしてほしいというようなことで締めておら

れました。 

 それから、その後に、グローバル社会を生き

る力の育成、一人一人の主体的な学びの実現に

向けてというテーマでございましたので、この

テーマで取り組んでおられる近畿の３市の事例

発表がございました。中でも、滋賀県の守山市

の発表が、私は随分参考になるなというふうに

思いましたので、かいつまんでご説明を申し上

げます。 

 守山市というまちは人口が８万4,000、いま

だに毎年1.1倍ずつ人口が伸びているというよ

うな、京都、大阪のベッドタウンなんだそうで

す。だから、昔からの古いまちじゃなくて、ど

んどん最近人口が増えつつあるまちだと聞いて

ます。 

 そういうまちで、自治会加入率が95％だとい

うことです。これは驚異的な数字じゃないかな

と思っております。 

 それから、地域と家庭、学校が一体となって

子供たちを育てていかなければならないという

ふうに教育長はおっしゃってましたけれども、

それができるような地盤があるんだなと思って

おります。 

 ちなみに、2010年の住みよいまちランキング

では近畿で１番、芦屋を抜いて１番になったと

いうことでございました。 

 その中で、私が特に感激というか、感銘を受

けたのは、少人数学級をしておられまして、１

クラス１年から３年までは32人でクラスをつく

っていると。平均、実際には28人でやっておら

れるということです。 

 そのいきいき支援員というふうな、少人数学

級のための講師の採用だけじゃなくて、いきい

き支援というふうに名前をつけまして、普通学

級で支援の必要な子どもたちの面倒を見てくれ

る講師をこれも採用しているということであり

ました。大規模校で担任を持たないいきいき支

援員が３人、中規模校で２人、小規模校で１人、

市単独で雇っておられるということです。少人

数学級とこういうふうないきいき支援員の人件

費だけで五千五、六百万を出しているというこ

とでありました。 

 準要保護、保護世帯、いわゆる就学の支援を

受けている人の率は、これまでは５％だったん

です。小学校で今、７％、中学校で10％まで増

えてきつつあるんだそうです。そういう子ども

たちに対してもきめ細かな教育、指導ができる

ということで、成果としておっしゃってたのは、

子どもにかかわれる先生の時間が1.3倍に増え

ましたと。つまずきの早期発見など細やかな指

導ができますということで、保護者からは安心

感を持って信頼していただけるような教育がで

きておりますといったことでした。 

 不登校の子どもたちが平成23年まではずっと

漸減していたようでございますが、24年、25年、

こういうふうにやってるにもかかわらず、少し

ずつ今は増えてきつつあると。これまでと違う



－3－ 

のは、親のネグレクトが増えてきているという

のと、やはり普通の学級に発達障害の可能性の

ある子どもたちが増えてきているということを

実感しているというお話でございました。 

 おっしゃったのは、小１プロブレムというふ

うなものはうちは一切ございませんと断言され

たのにはびっくりいたしました。 

 こういう状況で義務教育を施しておられるん

ですけど、全国学力・学習状況調査全ての科目

で全国平均以上ということをおっしゃっていま

した。資料もいただいています。独自に全国学

力・学習状況調査を教員が集まって、市の独自

のクロス集計、解析をしていると。学習状況調

査の結果と学力との相関関係を、リーフレット

をこしらえておられまして、そのリーフレット

のもとに、毎年新年度が始まるときに保護者に

対して学級の担任がこういう状況ですと前年度

の結果を報告されて、今年度はこういうふうに

やっていきますというご説明をそれぞれの学年

でしておられるというふうにお聞きしてます。

具体的には、家庭学習や基本的な生活習慣の定

着について、家庭に対して協力を求めるという

ことをやっておられる。家庭内の家族間の会話

の促進みたいなやつも取り上げてお話をしてお

られるということでございました。 

 そのほか、１年生から３年生までにつけたい

力ということで、指標を学力の面と生活習慣面

と２面にわたってうまくつくったやつを配布し

ておられて、家庭と、それから学級担任がチェ

ックしているということでございまして、大阪

狭山市でも取り組んでいけるようなことがあれ

ば、積極的に取り組んでいきたいなと思ってい

ます。 

 うちのほうも、一応、先ほど言いましたそれ

ぞれの年齢、学年に応じた力につきましては、

事前に検討はしていると聞いてます。この分に

ついては前向きに進めていけるのかなと思って

ます。 

 以上で、２つの研修会についての報告を終え

させていただきます。 

 本日、ご審議いただく案件、議案につきまし

ては、報告15号から18、いずれも報告案件でご

ざいまして、二学期制についてと、本市の学

力・学習状況調査における結果と分析、それか

ら平成26年度の一般会計の補正予算、教育委員

会関係の分についてと、最後に、子ども・子育

て新制度における利用者負担の検討状況につい

てでございます。 

 とりわけ、日程第４の保育料、利用料負担の

検討状況についてでございますが、これは以前、

８月でしたか、資料をお配りさせていただきま

して、なかなか難しい課題やというふうなこと

でご説明をさせていただいたと思います。今回

もお手元に資料をお配りさせていただいて、今

の検討の状況についてご説明させていただきま

して、３月議会にかける段取りで事務を進めて

まいります。 

 実は、12月議会にできたらかけたいなと私は

思ってたんですけども、まだ国のほうの法定価

格が確定しておりませんし、先ほどご報告いた

だきました教育長研修会におきまして、ほかの

県の状況も含め、何人かに、いつ確定されるん

ですかと聞きましたけども、ほとんど３月でご

ざいましたので、もう３月に向かってこの事務

を進めていきたいと思います。 

 以前も説明させていただきましたけれども、

今は7,000円という定額の幼稚園の保育料が応

能負担で上がっていくと。一番高い所得の人は

２万5,400円でしたか、払っているというよう

な状況で、なかなか理解は得られないのじゃな

いかなということも思いますけども、そのほか

には公私ともに保育料は基本的に同額にしなけ

ればならないとか、所得階層の区分が幼稚園と

保育所で異なっているという形で国は提示して
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きてますので、この辺はいかんともしがたいな

というふうに思いますし、もう１点気になって

いるのは、教育とそれから短時間保育の費用、

時間数が逆転しているという事例もありまして、

なかなか単独の市ですと、調整して払拭、きれ

いに課題を解決していくのは難しいのかなと思

っています。 

 また後ほどご報告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） 

 ありがとうございました。 

 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。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 ちょっと感想を言っていいですか。 

 守山市の報告を聞きまして、ちょっと一言感

想を。 

 現在、教育のいろんなさまざまな制度とか方

法の指示のようなものが上からトップダウンで

洪水のごとくおりてきているんですけど、守山

市のことを聞いておりますと、要するに、誰の

ための教育をしてるかということをやっぱり一

番目標に置いて、そして学校と家庭が一緒に連

携してやっていくということを目標にしたら、

いい結果が、望ましい結果が後からついてくる

という、そういう、方法論じゃなくて目的をし

っかりと明確にして、そこに向かってやってい

くと、結果はおのずとついてくるという、そう

いうすばらしい事例だったかなというふうに思

って、常々思っていることを守山市でやってい

るんだなと思って、すごく、ちょっと感想とい

いますか、うれしいなと思って、ちょっと感想

を述べさせていただきました。 

 本市もできるんじゃないかというふうに期待

をしておりますので、よろしくお願いいたしま

す。すみません。 

委員長（山崎 貢） 

 一番大事なとこがね。ともすると組織とか

我々のためというようなところに、つい陥りが

ちなんですけど、教育はあくまでも子どものた

め、市民のためということ、そういう目的を外

さないようにということです。 

 それでは、本日の議案でございますが、日程

第１、報告第15号、二学期制についてを議題と

いたします。 

 担当に報告を求めます。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 報告第15号、二学期制について報告いたしま

す。 

 本市での二学期制につきましては、これまで

も成果や課題につきましてお伝えしてまいりま

した。 

 ２ページをご覧いただけますでしょうか。 

 教育課程の編成、あるいは評価の工夫、学校

行事の充実、長期休業中の学習支援など、各学

校における取り組みの工夫、改善が進んだこと。

また、そういったことに関して、教員の意識を

高めることができたことは大きな成果であると

捉えております。 

 しかし、小学校で二学期制が浸透する反面、

中学校における部活動や定期テストの実施時期

等の課題は残ったままであり、府の公立高校入

試制度の見直しにおいても、ほとんどが三学期

制を基本とした計画になっております。 

 そこに成果と課題を幾つか列挙させていただ

いております。ご覧いただければと思います。 

 以上のような成果及び課題につきましては、

教育振興基本計画策定委員会でお伝えし、ご意

見をいただいたところでございますけれども、

二学期制を見直す方向で検討を進めることにつ

きましては、特にご異議はございませんでした。 

 校長会でも説明をしておりますが、校長先生

方からも特にご意見は今のところ伺っておりま

せん。 
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 ３ページのスケジュールが案としてございま

すけども、校長会のほうで示したものでござい

ます。 

 今後の予定といたしましては、次回11月の教

育委員会議で大阪狭山市立小学校及び中学校の

管理運営に関する規則の改正についてお諮りし

たいと考えております。 

 その後、教育振興基本計画の中でパブリック

コメントを求め、来年度から中学校で三学期制

とし、小学校につきましては、来年度、連絡会

を立ち上げて、教育課程の検討を行い、平成28

年度から三学期制を実施してまいりたいと今の

ところ考えておりますので、ご報告をいたしま

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、ご質問等ございましたらお願いします。 

教育長（小林 光明） 

 補足ですけど、よろしいですか。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

教育長（小林 光明） 

 この前の９月議会に議会議員さんのほうから

二学期制の見直しの分が出ておりましたし、そ

の以前にも出てました。 

 また、市民の方からも、二学期制を見直して

三学期制に戻してほしいというような動きがあ

りまして、教育委員会のほうの動きがなければ

署名活動も辞さないというふうなことをおっし

ゃって、事務局には来られているそうです。 

 だから見直して三学期制にするというんじゃ

なくて、これまで二学期制の部分について検証

してこなかったので、私が教育委員会に寄せて

いただいてから、その部分、どっちにするかは

別として、検証するように着手はしておりまし

たので、府のほうの高校の選抜の方法が変わっ

て、チャレンジテストというようなやつも入っ

てきますし、今、課長がご報告したような内容

も含めて二学期制の部分を見直していくと。 

 形としては、中学校は来年から、もう早速や

らせていただかないと、子ども達が不利になる

かもしれないと。小学校の分につきましては、

１年遅れで今、予定をしているところでござい

ます。 

 こういう状態で進めてまいりたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員長（山崎 貢） 

 ほかの委員さん、いかがですか。 

教育長（小林 光明） 

 委員長、二学期制のときに随分苦労されたの

ですか。 

委員長（山崎 貢） 

 二学期制に移る過程でも随分反対もありまし

てね。ただ、何とか５日制に伴って授業数を確

保しなければならないということで、二学期制

のほうがかなりの時間、授業数に充てることが

できるということがあったんですけど、実際、

特に中学校現場では、進路と部活動がものすご

く大きな課題でして、課題はあったんですけれ

ども、その方向でということで移った経過があ

りますね。 

 懇談と通知表とが一致しないというのが、や

っぱり保護者からは随分不満の声がございまし

たね。 

教育委員（長瀬 美子） 

 私は、子どもが三学期制を経験したことがな

くて、東小学校の施行の年から小１でしたので、

全部二学期制で来たんですけど、小学生のとき

は何も違和感がなかったんですけど、やはり中

学校になると、今、委員長おっしゃられたとお

り、テストのことと進路のことがあって、大阪

狭山市から大阪狭山市の高校に行くのであれば

何も問題はないんだと思うんですけど、ちょう
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ど学区も変わったりしたときでもあったので、

中学校で二学期制のよさが感じにくいというの

はここに書かれていたとおりです。小学校のと

きは特に違和感はなかったですし、夏休みの学

習も含めて前期で評価をするということは、そ

れはそれで意味があることだと思いましたので、

小学生の期間は何とも、特別無理は感じてなか

ったんですけど、やはり中学校となると、単独

市では解決できにくい問題が多いという点は、

やはり難しさを感じてました。 

 実際に書かれているように、大阪府下でほと

んどの自治体が三学期制のままだということが

あると、１市での努力というのが、また全府で

のということがあると、確かに中学校教育にお

いては難しいなと感じてたので、委員長と同じ

ようなところです。 

 保護者として時期がずれることについてとい

うよりも、やはりどうしても定期テストのこと

というのがありましたので、そのことは常に、

実際の施行とテストの実施との間のずれは感じ

てましたので、それは思っていました。 

 ありがとうございます。 

委員長（山崎 貢） 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 去年でしたかね、これ出していただいたのが、

去年の夏ぐらいやったと思うんです。その後、

検討意見云々という話があったんですけども、

教育振興基本計画の委員会が立ち上がったとい

うことで、その中で議論もしていただくという

ことで、いずれにせよ、現場が一番いい方法、

いい形で、やりやすいという言い方はおかしい

んですけども、中身があって、なおかつ進路や

部活動、あるいは保護者への説明も十分できる

形で三学期制に戻すのであればいいんじゃない

かと私も思いますがね。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 先ほど言ったこととちょっと関連するかもし

れませんけど、反対ではないんですけどね。 

 つまり、本市とちょっとほかの他市と比べる

とやり方が違ってて、そちらのほうが多数なの

で、三学期制のほうにやっていかないと、さま

ざまな事務、私から言えば事務的な成績の通知

とか懇談の時期とかそういう時期的な、いわゆ

る事務的な、そういう制度的なずれがあるので、

変えていかざるを得ないという感じでちょっと

受けとめたんですけども、１番目に書いてる二

学期制の成果の中の一つに、授業時間数確保に

対する教職員の意識が向上したとあるのに、三

学期制にして、その意識がどうなるのかなと。

それが、要するに、先ほど言ったように、子ど

もを育てるという、子どもを望ましい方向に育

てていくというのが教育の目的なのに、その制

度上のちょっとさまざまなずれとか問題がある

ので、じゃ、またもとに戻そうかということで

いいのか。これやっていくと、また次、何か起

こってきたら、またどこかが二学期制いうたら

また二学期に戻すという方向に行くんじゃない

かという、そういうちょっと懸念があって、そ

れはもう日本の学校制度の全体の問題だと思う

んですね。大学もいろいろとセメスターとか何

か出てきて、実質変わらないのに、制度が変わ

るから多くの方向に流れていこうというふうに

行っているんですけれども、じゃ、それで本当

に教育の成果が向上していってるのか、好転し

ていってるのかというと、必ずしもそうとは言

い切れなくて、正比例の、正の相関はとれてな

いという、いろんなひずみがかえって出てきて

いるという現実をちょっとかいま見ております

ので、今回はこれで別に反対はしませんけれど

も、今後そういうふうにいろんな制度を変えて

いくときに、やっぱりスタンスを余りぶれない

ようにするということがやっぱり大事だなとい

うことをちょっと感じましたので、ちょっとそ

れだけ申し上げておきたいと思います。 
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委員長（山崎 貢） 

 ほかないですか。 

 はい、どうぞ。 

教育部理事（田中 典子） 

 瀬川委員がおっしゃるとおりで、多くに流さ

れてということであれば、これはまた戻したら

戻したでいろんなお叱りも受けることがあると

思いますが、今回は絶対そのような形にならな

いように、まず二学期制の成果というところで、

校長会のほうでも、よかったところと見直した

いところをまとめていただいたところです。 

 この見直しに当たっては、私もいろいろ二学

期制の検討委員会の中で教職員と一緒に考えて

きましたけども、意識が向上したというのが戻

るということではなくて、そのときには、今ま

であった行事を全部見直したんですね。実際に

この行事にどれぐらいの時間がかかるか。その

１日ではなくて、その前には必ず準備の期間が

あるんです。修学旅行にしても、宿泊行事にし

ても、運動会にしても、卒業式にしても、その

準備の時間に先生たちが膨大な時間を使ってい

て、それによって授業時数は一体どうなってい

るかというその辺のことを、二学期制にするの

としないのとではどれぐらいの時間が違って、

その行事それぞれで何時間ぐらいを減らさない

と、週５日制の中でこの学習指導要領に掲げら

れた授業時数ができないかということをそのと

きに見直したんですね。そこで、かなりの無駄

がやっぱり先生たち同士の中で気づいたという

ことがあって、その気づきは今にもずっと生か

されてますし、これが三学期制に戻ったからな

くなるのではなくて、それによって授業時数の

カウントが大阪狭山市では非常に綿密にどの学

校もできるようになったんです。 

 だから、その辺の成果というのは、三学期制

に戻しても継承されていくことですし、それと、

クーラーもつきましたし、今年度でいえば８月

27日から前倒しで２学期をもう、２学期という

か、夏休み明けの授業再開を中学校ではしてま

すし、創立記念日も授業日にしましたし、あと、

１月７日から始めようということは、もうこれ

通っていますので、授業時数ということで三学

期制に戻す方向でも、二学期制での確保した時

数は確保しようということで、それはもう教職

員のほうにも一定理解はしていただいている。

だから、そういう意識も今までなかったのが、

これをやることによって変わったということは

大きく成果としてありますので、その辺は備え

ていきたいなと。 

 あともう一つは、大阪府の北のほうでは、も

うかなり夏休み、後ろ１週間ぐらい授業ちょっ

と再開日早くしたり、それから土曜日なんかも

年に３回程度ですけれども、八尾市なんかが国

の事業を受けて、どんな地域との連携で授業時

数としてできるかというような取り組みもスタ

ートしてますので、その辺のことを絡めながら

三学期制を検討していきたいなというふうに、

だから、前に進む、前に戻るんじゃなくて、前

の三学期制とは違う新たな三学期制に取り組ん

でいくという姿勢で、各学校へも、市民、保護

者へも説明していきたいなというふうに考えて

います。 

 一つは、その管理運営規則を見直すときに、

２学期の開始が前に戻るんだったら９月１日に

なってるんですけども、今年は８月27日から中

学校が始めて、それが９月１日だったらその３

日間は１学期だったのかと、ややこしいことに

なりますので、またそのあたりも踏まえて、今

後こちらのほうで事務局案をつくっていかない

といけないなというふうに思っております。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 よろしくお願いしておきます。 

 制度の改革って非常に大変だと思うんですね。 

 ただ１点、やっぱり子どもがそれによって本
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当によくなっていくという、望ましく成長して

いくということだけはやっぱり忘れないで進め

ていっていただければありがたいと思います。

よろしくお願いします。 

委員長（山崎 貢） 

 一応、これは決定するのはいつの時期に、予

定になるのかな。 

教育長（小林 光明） 

 今、まだいつというのは言い切れませんけど、

３月ですので、２月の前ですね。議会にも報告

しないといけないので。報告ぐらいですね。こ

れ、議決事項じゃないですよね。委員会報告ぐ

らいですね。だから、質問もいただいてますの

で、何らかの形で報告はしていかないといけな

いと思いますから、方向的には、もうこの二学

期制から三学期制へ変えていくというふうな方

向で進んでいきますので、決めていただけるの

はいつでもいけるのかなと思いますけど、また

保護者に対して、学校に対してという説明の部

分がきっちりできてから。 

委員長（山崎 貢） 

 まあ、二学期制になって10年、ちょうど10年

になるのかな、10年かぐらいになりますので、

大阪狭山市のほうでは随分定着もして、それな

りの成果も上がっているということですので。 

教育長（小林 光明） 

 12月ぐらいのほうがいいのかな。 

教育部理事（田中 典子） 

 新しい新年度の行事とか、それから評価の仕

方なんかが、学校のほうでやっぱりスタートし

ないといけないということで、校長先生方はも

うそちらに向けてご準備は少しずつやってきま

した。教職員までは、そんな方向でいく可能性

が大ということでスタートしてもらってるんで

すけれども、保護者にもやっぱりは説明したほ

うがいいかなとは思います。 

教育長（小林 光明） 

 そうですね。そこを固めて、またここで。 

委員長（山崎 貢） 

 新しい年になったら、早速学校現場では来年

度の計画ということで動いていかないといけな

いので、ある程度早目に決定してあげないと、

準備が大変だと思います。 

 先ほども話がありましたように、制度を改正

するということは、それによって喜ぶ方もおれ

ば、何でということで疑問を感じる方もいらっ

しゃいますので、それについての説明はよろし

くお願いしたいなと思います。 

 それでは、日程第１、報告第15号、二学期制

については、承認されました。 

 続きまして、日程第２、報告第16号、平成26

年度全国学力・学習状況調査における結果と分

析の概要についてを議題といたします。 

 担当に報告を求めます。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 報告第16号、平成26年度全国学力・学習状況

調査における結果と分析の概要について報告い

たします。 

 お手元に、平成26年度全国学力・学習状況に

おける結果と分析の概要についてとしまして、

９枚とじまして冊子にしたものを配付させてい

ただいております。 

 昨年、平成25年度とほぼ同じ形で、今年度の

結果及び分析の概要をまとめました。 

 まず、表紙をあけていただきまして、調査の

概要につきまして、３ページにわたり掲載して

おります。昨年と形は変わっておりません。 

 各学校の分析とありますけども、各学校でも、

前回お示しした様式に従いましてまとめをして

いただきました。各学校の公表もきょうあすの

うちにしますので、それとリンクを張る形で本

市もホームページのほうに掲載を予定しており

ます。 

 続きまして、ページを打ってなくて大変申し
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わけございませんけども、上の番号で確認いた

だけたらと思います。 

 続きまして、１番、２番で、小学校国語、小

学校算数の平均正答率及び誤答率、無回答率を

グラフにしたもの、それから対全国比の経年比

較のグラフを掲載しております。 

 また、下には、成果と課題のある問題をいく

つか、全国の平均正答率とともに紹介しており

ます。 

 本年度、各学校にも成果のあった問題、課題

のあった問題ということで２問ずつ挙げていた

だいて、全国の平均正答率の比をそのまま数字

を載せるという形をとっておりますので、本市

も全国の数字をあわせて掲載することにいたし

ました。 

 次に、３、４といたしまして、中学校の国語、

数学を同じ形で記載しております。 

 よろしいでしょうか。 

 続きましては、５番になりますが、生活・学

習状況に係る質問紙調査といたしまして、毎年

行ってきておりました大阪狭山家庭教育への10

の提言に関する項目について、本年度の本市の

結果を、小学校、中学校別にグラフ化したもの

でございます。 

 ただ、項目によりましては、昨年度までと質

問の中身が変わってきておりますので、昨年と

全く同じということではありません。それに関

係する項目について、９項目挙げまして、小・

中学校、昨年度との比較と、今年の全国との比

較という形でグラフ化したものを載せておりま

す。 

 右ページになりますけども、続きまして、本

市の児童・生徒で90％以上の子ども達が肯定的

な回答をした項目について、これは昨年度も載

せましたけれども、載せております。新と書い

ておりますのが、昨年度なかった、今年新しく

設定された設問についての記載でございます。 

 おおむね昨年度と同じような傾向が見られる

かというふうには思っております。ただ、中学

校では、数字がちょっと改善されているのが多

いかなという印象は持っております。 

 続きまして、６番といたしまして、子どもの

学力を高めるためと題しまして、これも昨年度

も載せましたけども、質問紙の中にあります、

授業に関する質問の項目について、小・中学校

３つずつ結果をグラフで示しております。自分

の考えを発表する機会、友達との話し合い活動、

それから説明したり、文章に書いたりすること

についてでございます。 

 小・中学校とも肯定的な回答が昨年度を上回

るという結果になっておりますが、全国と比較

しますと、中学校ではまだ数字が低いので、改

善の余地があるかなというふうには考えており

ます。 

 これは昨年度も載せてありますので、また比

較いただければと思います。 

 続きまして、同じく１ですけども、（２）と

しまして、目当てと振り返る活動という形で、

各授業の冒頭に、授業の内容の目当て、あるい

は目標がちゃんと子ども達に提示されているか。

それから、振り返る活動が最終、授業の終わり

に行われているかということについて着目して

グラフ化してみました。この目当てと振り返る

活動につきましては、学力や学習意欲との相関

が言われている項目でありますので、それにつ

いて記載しましたけども、小学校ではほぼ全国

を上回る結果が得られていると。中学校では逆

に下回っているという結果になりましたので、

授業について今後また指導をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 次のページからは、質問紙調査と学力調査の

関係からということで、クロス分析のデータで

ございますので、その項目、各質問項目の中で、

学力調査の平均正答率と相関関係が見られるも
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のを小・中学校共通の項目としまして８項目挙

げまして、グラフ化して示しているものでござ

います。 

 ２ページにわたりまして、ちょっと見にくい

かもしれませんけども、小学校、中学校それぞ

れ別の項目で相関があるものもございますけれ

ども、同じ項目で小・中学校共通してやっぱり

見られる傾向があるということで、保護者の方

にも知っていただきたいという形で掲載をいた

しました。 

 詳しく見ていただく時間がなくて大変申しわ

けございませんけども、ご覧いただければと思

います。 

 本日午後に、この委員会の会議終わりました

ら、ホームページのほうで公開をさせていただ

くようにお願いしたいと思います。 

 先ほど申しましたけども、括弧のまとめにつ

きましても、今日、明日午前中には公表して、

市のページとリンクを張るという予定にしてお

ります。ご覧いただきまして、ご意見等いただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

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

ざいましたらよろしくお願いします。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 ちょっと断片的なことしか申し上げられない

のですけども、この全国26年度、全国学力調査

の国研が分析したものをネットで見たんですけ

ど、そうしますと、やっぱり、私なりの言葉で

ちょっとまとめて言いますと、物事を関連づけ

るというのが数学も国語も算数もともに弱いと

いうような子供たちの課題だというふうに言わ

れているように思いますね。 

 それから、正答率と学校での目標、目当てを

教室で示したり、振り返りをするというものと

の相関があると。正答率が高い学校は、授業の

中で必ず目的をまず示し、そして振り返ってい

るという、そういう分析結果があったように、

私の記憶ではその２点が残ってるんですね。 

 それが、やっぱり本市にもちょっと同じよう

に出てるかなというふうに思いましたので、国

研の分析は間違ってないとまで、変な言い方で

すけど、よく見てるんかなというふうに思いま

した。 

 それで、ちょっと強調させていただきたいの

は、関連づけるというのは論理的思考ですよね。

これは従来の学力調査の結果からずっと引きず

ってきてるんですね。なかなかこれ改善が難し

いと思うんですけど、やっぱり授業のやり方に

問題があると思うんですよね。だから、それぞ

れの、特に国語と数学、算数、これはどうして

も論理力が、どれもそうなんですけど、論理力

絶対必要ですので、ぜひ集中的にこれを解決す

るための授業改善をぜひやっていただきたいと

いうことですね。 

 それから、中学校では、やっぱり、私も教育

実習の現場を訪問指導して見ておりますけども、

指導教諭の影響というのはかなり出てくるんで

すけれども、実習生に、やはり目標を明記でき

る学生とできない学生というのは、大学で指導

しても、やっぱり指導教諭によってはもうそれ

が崩れてしまうということが現実にあるんです

ね。ですから、やっぱり現場で、特に中学校で

はそこを徹底していくように指導していただき

たいなというふうに思いました。 

 振り返りは最近出てきたことなので、なかな

か定着しにくいかもしれませんけれども、まと

めという段階が課程でありますよね、授業課程

でね。ですから、その段階のところを、先生が

まとめるだけじゃなくて、生徒によって、今日

何をやって何を学んだかということを振り返ら

せるということを積極的に取り入れていってい
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ただけるように指導をしていただかないといけ

ないんじゃないかと。現場に任せるんじゃなく

て、もうここから、教育委員会から積極的にこ

の点とこの点はきちっとやってくださいという

ふうに言っていただいたほうがいいんじゃない

かなというふうな気がいたしました。 

 よろしくお願いします。 

教育委員（阪本 栄） 

 後ろから２枚目の生活習慣や学習状況と学力

の相関関係が見られる項目示したというグラフ

なんですけども、一番下、「地域や社会で起こ

っている問題や出来事に関心がありますか」、

縦軸が平均正答率パーセント、横が「当てはま

る」「どちらかというと当てはまる」というふ

うなグラフの表示になって、特に横軸が「当て

はまる」「どちらかというと当てはまる」とい

うのは、ちょっと違和感が非常にあるんですけ

ど、このグラフの結果を見て「当てはまる」

「当てはまらない」ということを言うわけで、

この設問に対して横軸がこういうふうなのは、

ちょっと違和感があると思います、これ。 

 ですから、例えば、関心がありますかという

設問なので、「非常にある」とか、「どちらか

といえばある」とかいうのならわかるんですけ

ども、「当てはまる」「当てはまらない」とい

うのは、このグラフを見ての結果のことなので、

ちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど。 

 それによく似たことが、もう１枚手前のほう

に戻りまして、上のほうで、６番の子供の学力

を高めるためにということで、これも「当ては

まる」「どちらかというと当てはまる」という

ことなんですね。これはどうなんですかね。 

 最後の生活習慣・学習状況と学力の相関関係

ということは、これはグラフを見て、当てはま

る、相関関係を見るべきで、横軸は、これは設

問に対して答えにはなっていないと思います。

どうなんですかね。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 横軸の先ほどの地域や社会で起こっている問

題等、子供たちに質問をかけまして、「地域や

社会で起こっている問題や出来事に関心があり

ますか」と、その回答の選択肢が「当てはま

る」「どちらかといえば当てはまる」という、

そういう形になっているんです。 

教育委員（阪本 栄） 

 そういう質問になっているんですか。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 ですから、当てはまると答えた子の平均正答

率はこのグラフで示されますよという形で。 

教育委員（阪本 栄） 

 その関心があるということと、正答率は当て

はまると思いますかという設問なんですか。で

はないんですね。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 いや、正答率ではなくて、当てはまると答え

た子の平均正答率が高いという傾向があるとい

うことなんです。 

教育委員（阪本 栄） 

 関心があるということに当てはまると。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 そうです。 

教育委員（阪本 栄） 

 ああ、そういう設問なんですか。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 そういう設問なんですね。ですから、ちょっ

と、非常に…… 

教育委員（阪本 栄） 

 わかりにくいですね。関心があるというのに

当てはまると、関心があるとかないとか、非常

にあるとか、ちょっとだけあるというのが自然

かなという気がしたんです。当てはまるという

のがちょっと。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 質問に対して、そう思いますということが、
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当てはまるということなんでしょう。 

教育委員（阪本 栄） 

 そうなんです。 

教育委員（阪本 栄） 

 いや、もうそういう質問でも出したでの結果

でしようがないと思うんやけど、何かちょっと

違和感を感じたので。そういう聞き方をしたわ

けですね。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 そうなんです。設問の回答の……。 

教育委員（阪本 栄） 

 ああ、なるほど。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 ですから、本当はそういう設問に合わせたよ

うな文言を…… 

教育委員（阪本 栄） 

 上３つはそのとおりなんですよ、時間とかね。

それが、一番下だけがちょっと当てはまるか、

当てはまらないか、ちょっと違和感があったん

で。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 もうそのままで、申しわけございません。 

教育委員（阪本 栄） 

 わかりました。 

委員長（山崎 貢） 

 これやったら、回答、当てはまるところを

「関心がある」、それから「どちらかといえば

関心がある」、このほうがわかりやすいかもし

れませんね。 

表を見るときにね、どちらかといえば関心

はない、関心もないとか。 

教育部理事（田中 典子） 

 市民向けですので、もうそのように変えたほ

うが良いかと。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 はい、変えさせていただきます。 

教育委員（阪本 栄） 

 うん。これはもう分析をした結果、それをや

っぱり示すのに…… 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 いいんですか。うちが査定外じゃないですか。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 いや、グラフというか…… 

教育長（小林 光明） 

 もうちょっと子ども達が書きやすいように変

えていただいたほうがいいですね。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 これ、私達というか、子ども達を私達と言っ

てるんですけど、結局、上がつくった問題をさ

せられて評価されているわけですね。その問題

を受ける側が一度チェックしたらどうですか。

家で先生方が問題を見てみて、この問題は本当

に妥当な問題なのかどうかということですよね。

それをちょっと私、一度先生方に本気でやって

みたらどうかなと思います。そうすると、これ

に振り回されないで、もっと自信持って教育で

きるんじゃないかとちょっと思って見たんです

けどね。 

委員長（山崎 貢） 

 もう、これはあくまでも子どもの…… 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 国研にかかわってますよ。だから無責任にし

て欲しくないです。 

委員長（山崎 貢） 

 だから、我々もこれだけに振り回されんよう

にせな、子どもの能力ってさまざまやからね。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 そういうふうに思っとかないといけないです

が、ただ、さっき言った点はやっぱりずっと課

題としておりますので、それはやっぱり大事に

しないといけないなと思います。 

委員長（山崎 貢） 

 示す以上はわかりやすいようにね、表現を変

えても…… 
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学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 はい、問題…… 

委員長（山崎 貢） 

 ない。 

学校教育グループ課長（中川 誠己） 

 わかりました。そのようにさせていただきま

す。 

委員長（山崎 貢） 

 例えば、「読書は好きですか」も、「当ては

まる」を「好きです」「どちらかといえば好き

です」とか、こういうように変えたほうがわか

りやすいと思いますね。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、どうぞ。 

教育部理事（田中 典子） 

 先ほどの瀬川委員の目当て、振り返りの件で

すけども、これはもうおっしゃるとおり、委員

会のほうから強く指導しているところです。 

 授業のユニバーサルデザイン化という視点か

らも、特に授業の理解に課題のあるお子さんに

ついては、今日はこれをやります、最後、それ

についてできましたか、できませんかというこ

との振り返りというのはもう非常に大事なこと

ですし、秋田や福井の毎年行かせていただいて

る視察でも、やっぱりそのような調査結果のい

いモデルとなるような学校は、もう全学年、全

授業、目当てがあって、最後の振り返りをきち

っとしているというのは、もう本当に見たらど

の教室もはっきりわかる目当てを提示した授業

をしてます。ですので、それを日常的にできる

ようにということで、第三中学校なんかでは、

寺下教頭のときにきちっとその目当てというの

をラミネートしたものをつくって、教室に、黒

板に常に置いておいて、どの授業でも活用しよ

うということでされているんですけど、やっぱ

りその流れについていけてない先生がまだいる

ということで、それはもうこちらからの指導で

きちっと今やっているところですし、これから

も協力して指導していきたいと思います。 

 あと、これで見られる課題について、では、

教育委員会は何をするのかという視点で、今、

家庭学習というのが、前からの課題ですので、

小学校の４年生から６年生の算数、国語につい

ては、現場の先生たち、プロジェクトチームで

来てもらって、自学自習教材を市独自のものを

今つくっていて、年度末に向けて印刷上がるよ

うにやってます。現場の先生たち、本当に熱心

に取り組んできてくれてまして、過去の、今や

ってることは宿題でやるんですけども、例えば

５年生の子は４年、３年のその辺の復習がきち

っとできるようにということで、学年を前の学

年に戻ったような問題集かつ自学ノートみたい

なことの、今、構成を検討しているところです

ので、そんな形で、教育委員会としてやること

も、またこれとあわせて発表していきたいなと

いうふうには考えているところです。 

 また取り組んでいきますので、よろしくお願

いいたします。 

委員長（山崎 貢） 

 今、お話がありましたように、ともすると、

全国学力テストはいわゆる点数のほうばっかり

に気とられてしまう傾向がありますけども、本

来は、この生活学習状況調査というものが一番

のいろんな子ども達の能力のもとになるところ

なんで、ここらあたりが大事だと思いますので、

この結果を次に生かせるようにということで。 

教育部理事（田中 典子） 

 もう一つ、大阪府の中では29市町村がその結

果とか取り組みが弱いということで、直接府教

委が百ます計算だの漢字だのというような反復

学習をするような計画をこの残り半年で府教委

に報告して、それをやっているかどうかを確認

するようなことが厳しく指導されている状況な

んです。 
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 本市はその対象にはなっていない。小学校も

中学校もそれはなってないんですけども、近隣

の市町村もみんなそういうことで、今までの、

瀬川委員もおっしゃった、授業改革に重点を置

いた取り組みとは違うことをこの半年でやるよ

うな指示が来ているような状況にあります。 

 本市は、この年の結果はそういうことにはな

らなかったんですけれども、そういうことの結

果によっては、府教委が直接そのようなことを

指示してくるという、これはもう大きなうちの

取り組みとは違う方向にされてはいけないとい

うこともあって、教育委員会の事務局のほうで

教科を分担して、全部そんなことをやり出した

ら、うちだけそういう過去問とかやってないこ

とで逆に差がついてはいけないので、過去問の

中から抽出して、狭山独自のプリントをつくっ

て、あと残りの半年の中で各学校が、それは宿

題でもいいし、自習のときでもいいし、使える

ようなものを10枚ずつ程度学校に渡すというこ

とで、あとは活用を学校にしてもらおうという

ことで、一応対策もやっておかないと、変なと

ころで差がついて、何か変な評価されても嫌な

ので、それはやっているところです。 

教育長（小林 光明） 

 自分のところの教育を…… 

委員長（山崎 貢） 

 ええ、やりたい。各市町村の教育委員は、そ

れに対して、じゃ、いわゆる府教委から、しっ

かり頑張れよと言われてる教育委員会はどう対

応するのか。今まで自分とこがやってる教育の

中身のほう、やっぱりちょっとストップしてや

な。 

教育長（小林 光明） 

 いや、それはね、学校の何人かの先生とお話

ししてたら、それ、教育長と話ししてたら、そ

れは絶対学校現場にそんなこと指示出来ない。

それはもうやめて、こっちをしなさいというこ

とを言ってるのと同じです。今までやってたや

つはやりますと。で、それ以外にひょっとした

らプラスアルファで何かされるんかわかりませ

んけども、自分らがやってきた教育を曲げるこ

とはしないというふうにはおっしゃてるんです

ね。 

 結果的に、これ、アップダウンがあって、そ

の年にしたら、もうすぐあかんのかというと、

話、そうじゃないように府教委は言ってますわ。

これも悪かったけども、これまでの経過見てき

たら、一定ここはちゃんと教育の力があるから

というところは指定してないというふうにおっ

しゃってましたんでね。すぐに来年、うちをし

たからどうのこうのということじゃないとは思

いますけれども、学力定着というふうに向けて、

家庭学習をしていくための一つの方策として、

副委員長おっしゃったように、学習状況調査と

学力との相関関係を示して、ここ、今ありまし

たけど、この折れ線ってなかなかわかりにくい

んですが、さっきの守山なんかは棒グラフです

ね。一目瞭然なんですね。だから、そういうふ

うなやり方も検討していって、家庭に対しての

働きかけが一つの主流にもなってきていますか

ら、一定の学力は必ず保持していかないと、テ

ストどうのこうのということについて、今の体

制の府教委が言い続けていかれるかなと思いま

すので、ここちょっとよく注意していきたいな

と思います。 

委員長（山崎 貢） 

 これもあんまりやけど、ちょっと最近の府教

委自身がもう学力テストに振り回されている。

それを市町村にかぶせてきているというような

傾向がありますのでね、そんなことにならない

ように、大阪狭山市としてもしっかりと取り組

んで欲しいと思います。 

 あれ、他の市町村に比べたら非常に丁寧にま

とめてるん違うかな。わかりやすいと思います。 
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 はい、すみません。 

 ほかにないようですので、日程第２、報告第

16号、平成26年度全国学力・学習状況調査にお

ける結果と分析の概要については、承認されま

した。 

 続きまして、日程第３、報告第17号、平成26

年度（2014年度）大阪狭山市一般会計補正予算

（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。 

こども育成室長（田中 安史） 

 報告第17号、平成26年度（2014年度）大阪狭

山市一般会計補正予算（教育委員会関係）につ

いてご報告いたします。 

 このたびの補正予算は、平成26年10月28日開

催の10月緊急議会におきまして議決されました

一般会計補正予算のうち、子育て世帯臨時特例

給付金に係るものでございます。 

 ページのほうは、６ページを、よろしくお願

いいたします。 

 子育て世帯臨時特例給付金につきましては、

消費税率の引き上げによる子育て世帯への影響

を緩和するなどの観点から、臨時的な給付措置

として、７月１日から給付金を支給していると

ころでございます。 

 補正前の額でございますが、予算額6,500万

円は、児童手当の対象児童数を基本に、国が示

す計算方式により算定しておったところですが、

本市の対象児童数が積算数を上回り、予算不足

が生じたため、歳入歳出ともに264万円を増額

補正し、予算額を合計6,764万円としたもので

ございます。 

 また、申請受け付け期間につきましても、当

初10月１日までとしておりましたものを、臨時

福祉給付金とあわせまして12月26日まで延長い

たしましたので、あわせてご報告いたします。 

 なお、本来であれば、この教育委員会議に提

案し、ご承認をいただいた後に市議会へ提案す

べきところですが、今回は９月末日の受け付け

時点で支給予定額が予算額を上回ってしまった

こと、ほかの事業でも補正予算案件があり、緊

急議会が開催されたことによりまして、市議会

議決後の事後報告とさせていただいたものでご

ざいます。 

 以上、報告でございます。 

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。よろしいですね。 

 ないようですので、日程第３、報告第17号、

平成26年度（2014年度）大阪狭山市一般会計補

正予算（教育委員会関係）については、承認さ

れました。 

 続きまして、日程第４、報告第18号、子ど

も・子育て支援新制度における利用者負担の検

討状況についてを議題といたします。 

 担当に報告を求めます。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 議案第18号、子ども・子育て支援新制度にお

ける利用者負担の検討状況についてご報告申し

上げます。 

 冒頭、教育長からご報告いただきましたよう

に、この子ども・子育て支援新制度における利

用者負担につきましては、８月のシティプラザ

での会議やったと思いますが、教育委員会の会

議の中で各課報告、グループ報告の中で、国が

示す利用者負担のイメージや金額を説明させて

いただきました。その後、この利用者負担、保

育料の設定方針を現在検討しているところです

が、この保育料の金額など具体的な枠組みにつ

きましては、今年度中に決定ということになり

ます。 

 保育料をどのように設定するか、それによっ

て、これからの公立幼稚園のあり方にも大きく

影響しますので、特に、今後具体的に詳細を決
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定していくに当たりまして、あらかじめ教育委

員の皆様のご意見をお伺いできればと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 前と重複する部分もありますが、資料をちょ

っと用意させていただきましたので、ご報告を

させていただきます。 

 まず１枚物で、子ども・子育て支援新制度に

おける利用者負担の検討状況（平成26年10月時

点）ということです。 

 まず、１、初めにというところで、３つ目の

段落のところです。市町村は、新制度の実施主

体として、３歳以上で教育の認定を受けた子ど

も、これが１号認定の子ども、３歳以上で保育

認定を受けた子ども、これが２号認定の子ども、

及び３歳未満の保育認定を受けた子ども、３号

認定の子どもごとに利用者負担額を決定しなけ

ればならない。これが根拠となっております。 

 なお、設定に当たっては、子ども・子育て支

援法の規定によって、政令で定める額を限度と

して、その保護者、その世帯の所得の状況、そ

の他の事情、例えばひとり親家庭であるとかそ

ういうことだと考えていただいたらいいかと思

います。それを勘案して、市町村が定めるとな

っております。 

 国のほうが、今、言っておりますのは、１号

認定、教育の分で最高額が２万5,700円という

ことですが、これが正式決定ではなくて、あく

まで、今、国が示す仮の金額ということになっ

ております。正式には、ここで書いております

政令で定められて初めて正式決定ということに

なります。 

 中ほどにちょっと図を入れておりますが、ま

ず、公定価格というのが各施設ごとに額が決ま

ってくるということになります。その中には、

地域、規模、子供の年齢、その辺が加味されて、

この公定価格、１カ月当たりその子供１人当た

りにいくらかかるのかという判断、単価が出ま

す。これは、その２段目の中間部分のところに

施設型給付費と国基準の利用者負担額というこ

とで書いておりますが、その単価のうち、国が

示す利用者負担額を除いて施設型給付というこ

とで、例えば民間の幼稚園にこれを支払うとい

うようなイメージをしていただいたらいいかと

思います。 

 その３つ目の段、これがその財源を示すもの

です。単価から利用者負担額を引いた残りの部

分について、国は半分、負担金として市にお金

をくれます。府は４分の１くれます。市は４分

の１は負担してくださいねというものです。 

 ただ、国基準のとおりに市が保育料を設定で

きません。あくまで上限としてということにな

りますので、そこからどれだけ引き下げるかと

いうことで、市負担の、市の独自負担というの

が出てきます。ですから、ちょっと網かけして

いる部分が、もともとの法定分の市負担４分の

１と独自に下げる４分の１、すみません、独自

部分、この部分がこれからの市として財源を確

保していかなければならない部分ということに

なります。 

 それと、２番目、国が示す利用者負担の考え

方ということです。これも前に説明をさせてい

ただきましたが、まず、国は施設や事業の種類

を問わず、ですから、保育所であれ、幼稚園で

あれ、認定こども園であれ、どこの施設かとい

うことではなくて、利用者負担については、教

育の認定を受ける子どもなのか、保育の認定を

受ける子どもなのかということで利用料が変わ

ってくるということで、利用する施設によって

保育料は変わりませんということです。 

 それと、１号認定の利用者負担は、現行の私

立の幼稚園就園奨励費適用ということになって

おります。ですから、大阪狭山市は、今、就園

奨励費はきちっとしたものを出してません。公

立に来ていただきたいというのがありまして、



－17－ 

私立の就園奨励費そのものを出しておりません

ので、まず、こうしただけで、私立に現在行か

れている方につきましては負担が軽減すると。

なおかつ、先ほどの市負担で独自に下げていく

と、かなり今と比べると負担が軽減されるとい

うことになります。 

 それと、一番下の丸のところですけど、２号、

３号、保育の利用者負担につきましては現行の

とおりとするということですが、その中で、保

育の標準時間と短時間、要は、今までどおり11

時間を上限に保育所を使える方、保育を使える

方と、例えばパートタイム等で１日上限８時間

ですよという保育の利用の仕方で２種類に分か

れます。その保育の短時間の利用の負担額が国

ではマイナス1.7％ということで、そんなに変

わらないということになっておりますので、こ

の辺はちょっと問題かなというふうには思って

おります。 

 裏に回っていただきまして、それを受けて、

大阪狭山市として今後どのような設定方針をつ

くっていくかということで、ここでは案という

ことにさせていただいております。 

 その中で、教育標準時間、１号認定の保育料

につきましては、国が今、５階層ということで

言うておりますので、基本的には５階層でいき

たいというふうに思っておりますが、２号認定、

保育のほうの保育料、年齢が同じになりますの

で、それとの整合を図る上で必要な場合は、そ

の５階層のうち１つを２つに分けるとか、そう

いうふうなやり方も考えていかなければならな

いのかなというふうに思ってます。 

 ２つ目の丸ですが、現在の公立幼稚園の保育

料が7,000円と安い金額になっておりますので、

保護者の負担が大きくならないように、できる

だけ低く設定したいという思いがあります。そ

のために、３歳児と４歳・５歳児の年齢区分は

２区分で保育料は設定したいと。そのほうが、

４歳・５歳は安くできるんではないかなという

ことでやっております。 

 現実に、今、保育所のほうも基本的には３歳

以上ということには設定、国のほうはなってい

るんですが、現実は、３歳児と４歳・５歳児で

金額が違うということになっておりますので、

そのようにしたいというふうに思っております。 

 ３つ目の丸ですが、市立幼稚園の保育料につ

きましては、経過措置として、7,000円を上限

として２年間、27、28はしたいというふうに思

ってます。その中で、非課税の人が、例えば無

料になるとかそういうことであれば、その制度

はその制度で運用して、例えば１万円とか２万

円になるというような場合に、経過措置として

それを7,000円に据え置くというような経過措

置を考えたいなというふうに思っております。 

 ４つ目のちょぼですが、その一方で、民間に

行かれている方につきましてもやっぱり対象と

なりますので、公立分だけ安くするというのが

難しいので、市の財政負担がどうなるかという

のも考えていかなければならないということで

す。 

 それと、５つ目の丸のところですが、幼稚園、

教育時間の短い時間、その子どもさんと保育の

短い時間、保育の短い時間といいましても８時

間いてると。保育料で比べると、当然長い時間

のほうが高くなるはずなんですが、国の設定で

は逆転していると、教育のほうが高いという階

層がありますので、この辺をどうしていくかと

いうことも考えていかなければならないという

ことです。 

 それと、最後の２番の保育認定の保育料につ

きましては、基本的には現行どおりでいきたい。

その中で、標準と短時間が出ますので、国が今、

保育所の基準額を今度の制度の標準時間の設定

をしてますので、ですから、大阪狭山市の場合

も現在の保育料を標準に持っていって、短時間
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をそこからいくらか下げていくというような方

向で考えていきたいと思います。 

 ただ、そのときに、1.7％だけですので、本

来、今までやったら11時間使えてた、実際に使

ってる、使ってないは別として、11時間使える

という設定であったのに、８時間しか使えない、

それでも保育料はそんなに安くないという、そ

の辺の矛盾が出てきますので、その辺も若干整

理しながらまとめていかなければならないとい

うふうに思っています。 

 あと、ホッチキスどめでしております資料の

説明を若干させていただきたいと思います。 

 まず、めくっていただいて、資料１。 

 これが、国が示している５階層です。年齢は、

先ほど言いましたように、区分なく３歳以上と

いうことになっておりますが、生活保護世帯で

ゼロ、市民税の非課税世帯が9,100円、以降、

１万6,100円、２万500円、２万5,700円という、

今のところ基準案ですけども、これが出ており

ます。 

 それに対して、一定の比率で落としていった

のが、案１から案４ということになっておりま

す。特にこう下げていった根拠もないんですが、

１つだけ言えますのが、保育所の保育料が国基

準のおおむね70、71％ということで、そういう

ことでいきますと、こういう数字を出して、あ

と調整していくというのも一つの方法かなとい

うふうに思っております。 

 資料２ですが、もう既に案としてホームペー

ジで公開されている市がありますので、ちょっ

とまとめてみました。 

 大阪狭山市のところでいうと、案１と案４と

載ってますが、案１が最も高くて、案１から４

の中で最も高い案１と、案４をここで載せてお

ります。 

 隣の堺市では、第２階層が若干安く設定され

ている。それも２つに分けて安く設定されてい

るということと、第５階層では割と国基準に近

い数字になってるかなというふうに思っており

ます。もちろん、これが今の案ということで、

正式には決定されてませんので、今後どういう

ふうに変わっていくのかと、多分これより若干

下げてでも決定するんかなというふうには思っ

ておりますが、この辺はちょっとわからないと

ころがあります。 

 大阪市は、３歳と４歳・５歳に分けてやって

おります。大阪市も考え方として、現在、保育

所のほうが大体何％やから、幼稚園のほうもこ

うすると。そのときに保育所のほうの基準も何

か上げたような新聞報道があったというふうに

思います。 

 吹田も同じく３歳、４歳、特にここについて

は第５階層の上にもう一つ階層を独自につくっ

ているということで、本来であれば、税額22万

1,201円以上が36万6,901円、ちょっと細かいみ

たいですけども、この数字で第５階層に上に第

６階層みたいなのをつくっていると。もっとこ

の中もあったと思うんです。かなり細分化して

ました。 

 東大阪は、単純に国基準の72.5％でいくとい

うことです。 

 あと、他府県になりますが、近いところでは

尼崎、大津市というところもちょっとホームペ

ージから見ることができましたので、資料とし

て出させていただきました。大津が非常に安い

なという印象を受けております。 

 続きまして、資料３ですが、これは現行の保

育所の保育料ということで、国基準が第８階層

に対して大阪狭山市では現在12ということにな

っております。この辺も区分については特に変

えずに持っていきたいというふうに思っており

ます。 

 資料４ですが、先ほど言いましたように、保

育標準時間と短時間が出ますので、これを現行
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どおり、保育標準時間を現行どおりにしたとき

に、保育短時間について国が示すマイナス

1.7％でやりますと、こうなるということです。

ほとんど金額が変わらないです。何百円単位と

いうことになりますので、この辺が保護者にと

ってどういうふうな印象を受けるのかなという

ふうに、今、考えざるを得ない。 

 一番下の欄に、現行保育料総額との比較とい

うことで、１カ月単位で、ですから三角が出る

分は減額になりますので、その分でいいますと、

５万5,000円とか保育料収入が減っていくとい

う、月当たりですけども。そのときの計算とし

ましては、子ども達が半分は標準時間、半分は

短時間というふうな設定で考えますと、こんな

数字になっております。 

 最後に、資料５ですが、１号認定と２号認定、

２号認定でも金額は変わらないとは言いました

が、保育短時間との保育料の比較ということで、

２つ表を挙げさせていただきました。 

 １つは、案１から４ありましたので、案１、

教育の保育料として一番高い分、右側は案４と

いうことで、一番安いやつの比較をしてみまし

た。かなり金額というんか、世帯区分のところ

の分を１号と２号・３号とで区切りが違います

ので、ちょっと細分化しております。 

 それで、それぞれそこに当たるときに保育料

がどっちが高いのか安いのかということで比較

をしました。三角が出てる分は、教育だけのほ

うが高いということです。保育よりも教育だけ

のほうが高いということで、これが、施設が全

然違えばそんなには気にならないんですが、こ

ども園に入ってる子ども達、保護者から見て、

自分のほうが早く帰るのに高い保育料を払わな

いといけない、そういう矛盾が出てきますので、

この辺もできたら整理はしたいなとは思うんで

すが、単純にいかないところは、多子軽減、子

どもさんの多い家庭の軽減として、１号、教育

だけの場合は小学校３年生までにお兄ちゃん、

お姉ちゃんがおれば、その子は２人目、あるい

は３人目とカウントして、２人目は半額、３人

目は無料ですよというのがあります。保育のほ

うは、小学校にお兄ちゃん、お姉ちゃんがおっ

ても保育所とか幼稚園にいてる子どもからカウ

ントするということで、若干違いがありますの

で、ある程度の矛盾はやむなしということでは

考えていかざるを得んのかなというふうには思

いますが、できるだけ整合を図れればなという

ことです。 

 これから実際にその辺を詰めていくに当たり

まして、ご意見をいただければ、またその方向

もあわせて検討していきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

教育長（小林 光明） 

 委員長。いいですか。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

教育長（小林 光明） 

 逆転現象ありますでしょう。こども園におけ

る逆転現象いうのが。教育の部分は同じように

受けて、４時間受けて、あと、２号認定受けて

いる人は保育がついてきます。時間でいうと、

さっきも話がありましたように、８時間と４時

間ですので、８時間のほうが安いというふうな

体系に今のところ、国が示しているのは、なっ

ているんですよね。 

 だから、実感としては、あれっということに

なると思うんですけれど、これを整理していく

のというのはなかなかしんどいのかなと。この

逆転現象の差を縮めるような方向では考えてい

かなければならない、そういう余地はあるのか

なとは思うんですけど、全部を解決するという

のは、市単独でそれを解決していくということ

になるのはちょっと難しいのかなとは思ってい

るんで、そこらあたりが、多分一番、保護者の
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方からしたら気になるところやと思います。こ

ども園じゃなくて、１号認定、２号認定別々の

とこやったらそうなんですけど、一緒やったら

特にそれがわかりますので、一番頭の痛いとこ

ろですね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 これだけの時間おる人が8,000円で、これだ

けの時間の人が１万円という。違う施設やった

らあんまり気にはならないですけど。 

委員長（山崎 貢） 

 こども園の保育をしてる家庭といったら２号

認定になります。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 いや、こども園は全員です。１号、２号、３

号出てくる。３号は別に関係ない。 

委員長（山崎 貢） 

 だから、いわゆる教育だけ受ける子どもは１

号やね。両方受ける子は２号認定になって、そ

れはもうこのあれか、２号認定でのいわゆる保

育料ということになるわけやね。だから逆転す

ると。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうです。 

委員長（山崎 貢） 

 なるほど。悩ましいとこやね。 

 でも、まあ言うたら、同じ所得で変わってく

るわけやね。親が家庭におられる、働いておら

れないとこは高くなると。働いておられるとこ

は安くなると。ということは、こども園の民間

でも一緒なんですね。これ、こども園のところ

はみんなそういう逆転現象が起きてくるいうこ

とやね。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 その資料２のところで、もう私、全くこうい

うとこわからないんですけども、市によってこ

の金額が違う理由って何が原因になるんですか

ね。すごいばらつきがあるの、なぜかなと。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 もともとの市がとってきたスタンスなりそう

いうものが影響してくるんやと思うんですが、

というのは、大阪狭山市の場合、特に民間に対

しては、民間に行く保護者に対してきつく当た

ってたということですね。本来、全国的にやっ

てる就園奨励費すら出してませんので、公立に

来てほしいという思いがまずあって、その辺も

あって、市によっては、独自にまだ上乗せして

民間に行っていただきやすいように負担を軽減

する措置をやってるのもありますので、その辺

の関係があって、もともとそういう素地がある

ところは、低くやっぱり設定をしたいと。設定

せざるを得んとかいう考え方はあろうかと。 

教育長（小林 光明） 

 大阪狭山市外のこども園に行ってる同じ保育

なり教育を受けている子ども達は、どこに居住

しているかによって変わってくるわけやな。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうです。 

教育長（小林 光明） 

 負担がね。同じことなんですね。同じ幼稚園

に行ってても、ですよね。 

教育委員（長瀬 美子） 

 同じ幼稚園に行ってても、堺市と狭山市の子

が同じ幼稚園に行ってても、市が違うので払う

お金が違うという、ちょっと不思議です。 

 今まで幼稚園は応益だったので、みんな同じ

保育料を払ってたんですけど、今度はそうじゃ

なくなって、大きな民間の園だったら、三、四

自治体の子が集まることがありますけど、違う

保育料、市の設定したものになってしまうので、

すごくややこしい制度ですね。それによって、

市に、移動が起こるじゃないですか。ね、人口。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 子育てに力を入れてるとか、それだけではな

いですけど、そこだけを捉まえて、大阪狭山市
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は子育てに優しいとか優しくないとかいう話に

もなりかねないです。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 じゃ、優しいほうに行こうかとかね。ものす

ごく影響ありますね。何かおかしいわ。 

委員長（山崎 貢） 

 大変ですが、一応２年間経過措置があるよう

な形で。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

一応議会でも御質問をいただきましたので、

２年間考えているということで、来年度、今、

入園手続をされた人に何の説明もできておりま

せんので、そういう方には、今の制度というん

か、経過措置を卒園するまで２年間認めるとい

うことでの、そういう方向であることを説明し

ております。 

教育長（小林 光明） 

 ただ、２年たってすぐ、どんと上げるのでは

なく、上げるにしても、３年で例えば段階的に

上げていくとか、そんなことも含めて議会とし

ては考えていかないといけない。一気に上げて

しまうというのはちょっと負担と思うけど。 

委員長（山崎 貢） 

 ものすごく難儀な課題やね。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 国の矛盾がすごい出てる。 

教育長（小林 光明） 

 基礎自治体で成立できないです。 

委員長（山崎 貢） 

 場合によったら、本市の公立の幼稚園に行く

子どもが少なくなる可能性も出てくるもんね。 

教育委員（長瀬 美子） 

 それもあると思います。保育料が変わらない

のであれば、民間を選択するということは十分

考えられるので、他の自治体は大変危惧されて

います。公立中心でやってきている市なんかも、

例えば泉大津市は市内に民間はないんですけど

も、周囲にはたくさんあるので、そうなってく

ると横に逃げるんじゃないかとか、たくさん、

どこの自治体もちょうど制度の矛盾で。 

委員長（山崎 貢） 

 ということは、幼稚園の再編整備を考えてい

かざるを得ないということですね。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 何か国に文句ばっかり言うてるみたいで。結

局、国策として人間の育成というものをどう考

えてるのかという、一番の宝をどうしたいのか、

本当にちょっと考えさせられますね。地方分権

になってきたら、もっと加速するんじゃないで

すか、ひずみというか、矛盾点というか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 特に経済優先みたいなことになってくると、

やりたくてもできない。 

委員長職務代理者（瀬川 武美） 

 そうです。できなくなりますよね。 

委員長（山崎 貢） 

 担当課、大変ですけれども、ひとつよろしく

お願いします。 

 それでは、日程第４、報告第18号、子ども・

子育て支援新制度における利用者負担の検討状

況については、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 
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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 


