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委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成26年第11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。 

 初めに、教育長報告をお願いします。 

教育長（小林光明） 

 改めまして、おはようございます。 

 委員の皆様方におかれましては、教育委員会

に公私ご多用のところご出席いただきまして、

ありがとうございます。 

 この季節、10月から12月にかけましては、さ

まざまな行事がございます。中でも11月３日の

教育委員会表彰にご出席をいただきましてあり

がとうございます。表彰に関しましては、表彰

規程について、表彰式が終わってから、ある議

員が私のところへ来られまして、表彰規程をも

うちょっと見直してくれと、この方は２回目な

んですね。今の表彰に至るまでの経緯、市の功

労者表彰とのかかわり合いについて説明させて

いただきましたけれども、おっしゃったのは、

功績の均衡みたいについてもうちょっと考えて

ほしいと。同じように教育委員会の文化教育功

労表彰するについても、ＡさんとＢさんの功績、

実績、比重があまりにも違い過ぎないかという

ことについては見直してほしいということをお

っしゃっていました。それから、客観性みたい

なものも説明できるように、ちゃんとそれらの

ことを考えてほしいというふうなこともおっし

ゃってましたので、この辺については私もちょ

っと以前から引っかかっていましたので、見直

しについては指示しております。何らかの形で

もう少し見直しができればと。具体的におっし

ゃったのは、ある方については活動していない

のではと思われる、というようなこともおっし

ゃってたんで、そういうことのないように、客

観的に説明できるような、そういうふうな基準

をもう一度見直していくべきかなと思いますの

で、また、検討した結果につきましては委員会

にかけさせていただきたいと思っております。 

 それから、教育委員会関係の行事としては、

まるごとパック、西小学校で10月31日、狭山中

学校で11月11日。それから、さやりんピックが

あり、シンポジウムがあり、議会では、みらい

大阪狭山子ども議会が初めて実施されました。

これは議会改革特別委員会という委員会ができ

まして、市議会の活性化の一つの事業として、

子ども議会というものが開かれました。各校２

人ずつ出まして、まちづくりについて意見を言

っていただき、議員がそれについて感想を述べ

るというふうな形で粛々と進められました。次

年度以降どうされるかということまで聞いてお

りませんけれども、まちづくりに関心を持って

いただければいいなというふうに思っておりま

す。 

 それから、今週末にこどもフェスティバル、

11月28日に南第二小学校のまるごとパック、同

じく28日に府の補助事業を受けております通常

の学級における発達障がい等支援事業、これの

公開授業が第七小学校で２時から行われる予定

になっております。お時間がございましたら、

ご参加をいただければというふうに思っており

ます。 

 それから、今週の月曜日に富田林市の堂山教

育長が来られまして、大阪教育大学のほうから

連合教職大学院を開設するというふうなことで

ご報告をいただきました。 

 富田林市の教育長は、都市教育長協議会の副

会長をしておられまして、地区ごとの役員に対

して説明に大学側から来られたということで、

わざわざご説明に来ていただきました。内容に
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つきましては、大阪教育大学、関西大学、近畿

大学、この３つの大学が教員の資質能力の向上、

大阪の次世代教員リーダーとして学び続ける教

師を養成するため、連合して教職大学院を設置

するというものでございました。 

 現役教員の募集人員は15名、学校マネジメン

トコース５名、教育実践コーディネートコース

10名ということでございます。現職の教員が受

ける場合は、第６限目、18時、夕方６時から２

こま、90分授業を、この場合は多分３年になる

というふうに思います。 

 パンフレットをいただいたものを見ましても、

まだはっきりとわかりませんし、どういうふう

にこの連合教職大学院を私どものほうで活用す

るかということについては、またおいおい検討

してご相談を申し上げたいと思います。 

 それから、火曜日に評価育成システムの変更

につきまして、府の評価担当の部署から説明に

来てくれました。これにつきましては、21日の

大阪府の教育委員会議で決定してから公表する

ということで、現段階では教育長限りにしてお

いてくれということでしたので、資料もお配り

をしておりませんが、昨年から実施いたしまし

た教員の授業力評価、授業評価、生徒、それか

ら保護者による評価、これの結果を校長先生に

よる教員の評価に反映させるというふうな前提

で、昨年実施しています。 

 これは、ご承知と思いますけれども、大阪府

の行政職の職員は、評価自体は相対評価になっ

てまして、一定の率、下のほうの下位評価を必

ずするというふうな評価の仕方になっているん

ですけれども、教員はそれにはなじまないとい

うことで、頑張っていただいて絶対評価を死守

していただいています。その見返りとして、そ

れでも上に評価が固まるのはおかしいというこ

とで、授業評価というふうな制度が入れられた

んですね。その授業評価の結果が、25年度分と

して出てきたときに、生徒、保護者による授業

評価を反映した教員評価にはなっていませんね

ということで、府議会のほうでも指摘をされて

いるということで、より客観的に授業評価の結

果を個別に教員評価のほうに反映できるような

仕組みとして考えていますというご説明を受け

ております。 

 何かご意見ございませんかというふうなお話

がありましたので、客観性とか、透明性とか、

見える化とかという評価のことをおっしゃって

いましたけれども、そうだとしたら、生徒、保

護者による授業の評価の客観性はどうして説明

されるんですかということは、疑義として出し

ておきました。あくまで主観による評価じゃな

いんでしょうかということは言いましたし、そ

れより教員の入るところを工夫して、良質の教

員が入るような仕組み、要するに処遇をもうち

ょっとアップされたほうがいいんじゃないです

かという考えもつけ加えて申し上げておきまし

た。 

 評価育成システムは、何らかの形では変わる

という方向で今動いておられますけれども、21

日、今週末、明日ですね、教育委員会議もちょ

っと府教委のほうでもパワハラの件で、ちょっ

とごたごたしていて、それがちゃんと報告でき

ないかぎりは審議できないと委員長がおっしゃ

っているというようなこともおっしゃっていま

した。ただ、ちょっとどうなるか、不透明だと

思います。 

 それから、11月４日から14日、幼稚園児の募

集をいたしました。今年は例年より１月遅れで、

新しい制度のもとでどうなるかわからないとい

うことで様子見もしましたけれども、応募がご

ざいましたのが157人でございました。３歳児

全体で、大阪狭山市では532人いるうちの157人

ほどで、昨年は573人中215人でございましたの

で減っていることは確かかなと思います。 
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 それから、このもう１歳下の子どもたちの人

口を見ますと、これまた随分減っておりますの

で、今年の２歳児を見ますと、452人というこ

とで、今年の３歳児と比べて80人も減っていま

すので、少子化がそういう勢いで進んでいるん

だなというふうに思わざるを得ません。今後の

大阪狭山市の公立幼稚園のありようにつきまし

ても、それを踏まえて考えていかなければなら

ないのかというふうに思っております。 

 では、本日ご審議をいただきます案件でござ

いますが、議案が３件で、報告が１件でござい

ます。１つ目の議案では25号につきましては、

前回もお話をさせていただいたと思いますけれ

ども、二学期制から三学期制へ見直すことに伴

う学校の管理運営に関する取り組みについてご

審議をいただきたいと思います。 

 それから、第26号、幼保連携型認定こども園

の設置についてと。今、こども園と申し上げて

おります、大阪狭山市の南第三幼稚園と第二保

育所、これを正式に新しい制度のもとで幼保連

携型認定こども園にするというふうなことにつ

いて、お諮りをいたします。 

 それから、第３番目の案件、議案第27号、民

間保育所の新設についてでございますけれども、

新しい制度のもとでアンケートを実施いたしま

して、保育の利用料、これを算出いたしました

ところ、どうしても１つ、120人定員の保育所

を開設しないと待機児童を賄いきれないという

ことでございますので、これまでのように既存

の施設、大阪狭山市内幼稚園を閉園して、活用

して、新たに保育所をつくるというやり方では

なく、土地から全部用意をしていただくという

ふうなやり方で、今回も募集をしていきたいと

思いますので、一応12月から２カ月程度の募集

期間で、運営、募集をしていきたいというふう

に考えております。 

 それから、日程第４として、報告関係の一般

会計補正予算についてご説明をさせていただき

たいというふうに思います。 

 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、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25号、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。 

 担当に報告を求めます。 

学校教育グループ課長（中川 誠巳） 

 議案第25号、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一部を改正する規則

についてご説明いたします。 

 二学期制の見直しにつきましては、教育長の

ご報告や前回の会議でもお話しさせていただき

ました。来年度から中学校で三学期制とし、小

学校は平成28年度から三学期制の実施を予定し

ております。 

 今回それを踏まえまして、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を

行うものでございます。 

 改正の内容についてご説明いたします。 

 ３、４ページの新旧対照表でございます。今

回は、来年度に控えました中学校の学期の区切

り及び小・中学校の休業日の改正でございます。

第２条の文末にございますが、学校の学期及び

休業日は次のようにするという表現から、別表

のとおりとするといたしまして、別表を加えま

す。小・中学校では対応が異なりますので、表

により小・中学校の学期及び休業日を示すこと

といたしました。 

 まず中学校でございますが、これまで10月の

第２月曜日を区切りとして二学期制としており

ましたものを三学期制といたしまして、第１学

期を４月１日から８月20日まで、２学期を８月
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21日から12月31日まで、第３学期を１月１日か

ら３月31日までといたします。 

 夏季休業日は、今後短縮されまして、終業が

早まる場合も勘案いたしまして、第１学期の終

期を８月20日という形にいたしました。 

教育委員（瀬川武美） 

 もう一度、言ってもらえますか。 

学校教育グループ課長（中川 誠巳） 

 はい、わかりました。 

 中学校の第１学期は、これまで４月１日から

10月の第２月曜日というふうに区切っておりま

したが、第１学期を４月１日から８月20日まで、

第２学期を８月21日から12月31日まで、第３学

期を１月１日から３月31日までといたします。

第１学期を８月20日までといたしましたが、こ

れは夏季休業日が今後短縮され、終了が早まる

場合もあろうかと勘案して、８月20日までを第

１学期といたしました。 

 続きまして、休業日についてでございますが、

中学校は夏季休業日の７月21日から８月31日ま

でとしておりましたものを７月21日から８月27

日までとし、また小・中学校とも、冬季休業日

につきまして、12月25日から１月７日としてい

たものを１月６日までと改正いたします。加え

まして、旧の規定にありました学校創立記念日

につきましては削除いたします。 

 規則のほうは、平成27年４月１日としており

ます。なお、今年度、平成26年度の休業日につ

きましては、学校からの休業日の変更届けを受

け、既にこの形で実施しております。 

 なお、本改正につきましては、保護者への連

絡等につきましては、教育委員会のほうでお知

らせという形で手紙を全保護者向けにつくらせ

ていただくと同時に、各中学校で校長先生が各

学校の保護者対象に説明会をさせていただくよ

うにしておりまして、このことは校長会に了解

いただいております。あわせてお伝えをいたし

ますので、ご審議のほど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。 

教育委員（瀬川武美） 

 学校創立記念日を休業日から外した理由は何

ですか。 

学校教育グループ課長（中川 誠巳） 

 授業日数の関係もありまして、本年度もいろ

いろと変更していただいて、授業のほうをして

おります。そのため、そのまま規則として変え

ようということにいたしました。 

委員長（山崎 貢） 

 もう本年度から授業やってるんですね。 

 小学校のほうは、次の28年度からということ

ですね。それに関して、小学校とはちょっと違

う形になるけれども、その辺はちゃんと説明は

つきますね。 

学校教育グループ課長（中川 誠巳） 

 はい、それにつきましては保護者の兄弟関係

もあるかと思いますので、説明させていただき

まして、小学校につきましては、１年間、教育

課程のほうも研究をしていただきたいという形

で、28年度実施の方向にもっていきたいと思っ

ております。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 学期と休業を一致させない理由は何でしょう

か。評価の問題があって、今まで２学期制だと、

夏休みのことも、これで１学期の評価として出

していただいてたと思うのですが。 

 21日から27日まで休業なので、この期間の扱

いというのはどういうふうになるのか。一致さ

せない理由を教えてください。 
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学校教育グループ課長（中川 誠巳） 

 冬季休業日とか、春休みの学期の区切りと一

致しないかと思います。ですので、当初はそう

いう27日に考えましたが、環境等も中学校は整

えていただいておりますので、夏休み短縮がこ

れからもちょっと考えられるとなってきたとき

に備えまして、８月20日というふうにさせてい

ただきました。 

 ですから、評価的には７月の末の今までとい

うか、旧３学期制のときにあったように終業式

という形で、それぞれ評価を加えるという形に

なってこようかとは思っております。２学期に

つきましては８月28日からスタートするので評

価するということを考えております。 

教育委員（長瀬美子） 

 年間の合計日数が一致していれば、割り振り

というのは実際任されているんですよね。別に

１学期が何日ないといけないということはない

のですよね。 

教育部理事（田中典子） 

 付け加えてよろしいでしょうか。８月の終わ

りは、今は地区総体なんかが、まだその曜日に

よって８月の25日ぐらいまでかかってるんです

けれども、やっぱりいろんな市で環境整備を整

えていきますと、このあたりがどんどん後ろか

ら授業日数確保に向けて授業日が変更されてい

く可能性もあるということで、本年度８月27日

から中学校も始まりましたが、始まった日にも

う実力テストをしたりして、結局２学期のスタ

ートのような形になるということを踏まえて、

柔軟にちょっと幅を持たせた形で20日を区切り

とさせていただいたんです。 

委員長（山崎 貢） 

 将来的には、ひょっとして、もう少し前倒し

になる可能性もあるということですね。 

教育部理事（田中典子） 

 それはもうほかの市町村でも検討されている

動きがあります。 

委員長（山崎 貢） 

 そうですね。府立高校の中には、もう20日ぐ

らいから２学期になっているところもあって。 

教育委員（長瀬美子） 

 すると、その25日からのところって多かった

ですよね。８月25日が始業の小学校も多かった

ですね。そことも、今後は小学校の変更のとき

にも考えるということですね。 

教育部理事（田中典子） 

 そうですね。 

委員長（山崎 貢） 

 ほかよろしいでしょうか。 

教育委員（長瀬美子） 

この授業時間数確保の件で、今回この規定

にはもちろん入らないんですけど、土曜日授業

のことなどの検討というのはされているんでし

ょうか。それをお聞かせいただければ。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、どうぞ。 

教育部理事（田中典子） 

 今年度それについては検討しまして、国の事

業を受けているのが府内では八尾市が受けてい

るのですけれども、実際それが年間５日以上の

土曜日を授業日とするような授業指定だったそ

うなのですが、実際に八尾市のほうは、やっぱ

り地域との調整とかを入れると３日しかできて

ないということがあるそうです。 

 本市もそのようなことを踏まえて、土曜参観

を代休なしにして、教職員の休みだけは夏休み

に振り替えるという勤務条件のことも調整する

必要がありますので、その辺も踏まえて、後か

ら報告で説明させていただく、新年度の事業と

も絡めながら、検討は進めてまいりたいと思っ

ています。 

教育委員（長瀬美子） 

 ありがとうございます。 
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委員長（山崎 貢） 

 はい、ほかよろしいですか。 

 他にないようですので、日程第１、議案第25

号、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26号、幼保連

携型認定こども園の設置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） 

 議案第26号、幼保連携型認定こども園の設置

について、ご説明させていただきます。 

 まず設置目的及び内容につきましては、平成

27年度から施行予定の子ども・子育て支援新制

度に伴い、改正後の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、

認定こども園法といわれているものですが、こ

れで幼保連携型認定こども園が保育所、幼稚園

と同様に政府の認可施設として定められたこと

により、現行のこども園、南第三幼稚園と第二

保育所を幼保連携型認定こども園に移行します。 

 別に配付させていただいております、Ａ４横

長の表になっているものです。幼保連携型認定

こども園の諸類型というものをごらんいただき

たいと思います。 

 現行の本市のこども園につきましては、左の

黒丸、幼保連携型認定こども園並列型というも

のをごらんいただきたいんですが、現在のこど

も園につきましては、この認可幼稚園と認可保

育所というのが現行の南第三幼稚園と第二保育

所というふうになっております。これにつきま

しては、認定というのを現在はとっておりませ

ん。それが新制度になりますと、右の図表のほ

うです。新幼保連携型認定こども園といわれる

もので、単一の施設として認定され、一体的に

運用できるというものでございます。 

 ３歳から５歳、１号認定、２号認定と３号認

定というふうになっております。こういう形に

変わりますので、今まで認定をとっていなかっ

たものを新制度におきまして認定をとり、一体

的な施設というふうに運用していくということ

になります。 

 設置時期のほうに戻っていただきたいんです

が、平成27年４月１日に設置を考えております。

定員につきましては、右のほうの表ですが、現

行のこども園につきましては、南第三幼稚園、

４、５歳のほうが定員105人。第二保育所の定

員が130人で、合計235人という現行のこどもの

定員になっております。これが新幼保連携型認

定こども園に移行しますと、合計で１号認定と

いわれるものが３歳で教育を希望する子ども、

今でいう幼稚園です。それが80人。２号、３号

認定ということで、２号、３歳以上で保育を必

要とする子ども。３号認定は、３歳未満で保育

を必要とする子ども。これの合計が151人とな

ります。その合計としまして、231人の幼保連

携型認定こども園の定員を設置しようと考えて

おります。 

 ３歳児につきましては、１号認定は設けませ

んが、２号認定として教育時間に相当する時間、

４時間程度の時間を設けるために、25人学級定

員という形になっています。 

 現行のこども園の定員235人なんですが、幼

保連携型認定こども園に移行しますと、定員合

計は231人ということで、総合計では定員減と

いう形にはなるんですが、１号定員を減らしま

して、２号、３号の保育を必要とする子どもの

定員を合計で21人増やすようになります。 

 設置に関しての準備作業ということで、例規

関係、事務関係があります。 

 大阪狭山市立幼保連携型認定こども園につい

ては以上ですので、ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 
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 また、昨年12月に開園しました山本保育園も

平成27年の４月１日から幼保連携型認定こども

園として移行するための準備のほう進めてもら

っております。１号認定は３歳児は３人、４歳

児３人、５歳児４人の計10人の定員を増やし、

全体が80人から90人の定員となる予定ですので、

ご報告のほういたします。 

 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

ございませんか。 

 名称等は今と変わらないんですか。 

こども育成室次長（松本幸代） 

 名称につきましては、まだ仮称にはなるんで

すが、認定こども園ということで、１つの施設

になりますので、今考えているのは、仮称南こ

ども園ということを考えております。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 今の認定こども園の制度でいきますと、保育

所と幼稚園、それぞれの認可があってその上に

認定という３つ目の網をかぶらせることになる

んですが、今度の新制度でいきますと、うまく

幼稚園と保育所の認可、それぞれを返上してし

まいます。それで１つの認可を受けるというこ

とになりますので、今回の制度に乗っかって、

もともとそういう運営をしていますので、そう

いう方向でいきたいと思います。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、どうぞ、長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 現行では、それぞれ４、５歳混合の２クラス

編制かと思うんですけれども、新制度でマック

ス75名の定員になったときに、学級編制はどう

いうふうに考えておられるんでしょうか。 

こども育成室次長（松本幸代） 

 学級編制につきましては、４、５歳につきま

しては、27人の３クラスということで、ちょっ

と弾力化のほうを利用することも可能かなと思

っております。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 部屋の構成でいきますと27人が精いっぱいで

す。一応今のこの案でいきますと75名ですので、

25、あと１クラスに２人ずつぐらいは弾力化を

使えるという、ちょっと余力を残しているとい

うことでございます。 

 あと、３歳児のゼロなんですが、本来３歳児

は入れたいんですが、今の状態でいきますと、

施設的に入らないので、一応保育の必要な子ど

もだけに入っていただいてやると。 

教育委員（長瀬美子） 

 標準時間の扱いですね。 

こども育成室次長（松本幸代） 

 そうですね。保育の子どもにその時間帯を設

定して、教育をしていくという形になります。 

教育委員（長瀬美子） 

 もう75いなくって、もう70ぐらいのときに、

35掛ける２にはしない。27以下でもしていただ

く。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。一応保育所の基準、幼稚園の基

準、どちらもクリアするということで考えてい

ますので、あくまで部屋の最大人数でいくと27

ですので、35にもっていくということは。 

教育委員（長瀬美子） 

 それならいいです。在園時間の違う子どもた

ちが一緒に暮らすのって、35人を共有の時間を

つくっていくのは大変難しいと思います。でき

るだけ少人数とは言いませんけれども、保育の

しやすい人数にしていただきたいので、27をぜ

ひ守っていただいて、35以内にしていただきた

いと思うんです。ありがとうございます。 

委員長（山崎 貢） 

 今のお話だと３歳児に関しては、２号、３号

認定の子どものみということだけれども、教育
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を行うということで。施設のほうはどちらでや

るんですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 もともとの保育所の施設で行います。 

委員長（山崎 貢） 

 保育所のほうで教育を行うということですね。 

教育委員（長瀬美子） 

 当然、今もそうですけど、保育教諭の人の担

当ということになるんですよね。 

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） 

 教育時間に関して。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 それと、今の段階で保育士資格と幼稚園教諭

ですが、あと保育士の資格を持ってない人が１

人いるだけで。それも研修で今年度中には多分

取得してもらえるかなと考えています。 

教育委員（長瀬美子） 

取得率が高いですね。なかなかほかの自治

体はそこまでいかないですけど。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 いや、この事業を始めて取りに行ってくれて、

最後の２人になっていまして、１人取って、あ

と１人ということで。 

教育委員（長瀬美子） 

 もともと採用試験も一緒にされてきたので、

近年の方は皆さん取得して入ってこられてます

よね。もともとの方たちは研修を受けていただ

いているんですよね。 

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） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

委員長（山崎 貢） 

 ほかございませんか。 

 ないようですので、日程第２、議案第26号、

幼保連携型認定こども園の設置については承認

されました。 

 続きまして、日程第３、議案第27号、民間保

育所の新設についてを議題といたします。 

 担当より報告を求めます。 

こども育成室長（田中安史） 

 議案第27号、民間保育所の新設について、ご

説明いたします。８ページのほうお願いいたし

ます。 

 保育所の設置の理由といたしましては、子ど

も・子育て支援事業計画の策定にあたり、保育

を必要とする利用者の見込みに対して受け入れ

の施設定員が不足しています。また、平成27年

度において、保育所の待機児童が見込まれるこ

とから、新たな保育所の設置による保育の受け

入れ体制を確保するものでございます。 

 設置保育所の概要といたしましては、民間事

業者による新設の認可保育所で、施設定員は

120人程度、設置時期は平成28年４月１日を予

定しております。 

 事業者の選考は公募による選考でして、設置

条件につきましては、大阪狭山市内の市街化区

域内で、待機児童の解消が効果的に行われるよ

う考慮して設置することといたしております。 

 事業者の資格は社会福祉法人などで、国の審

査基準を満たすものとしております。 

 保育所運営の基本的条件といたしましては、

産休明け保育、一時預かり事業の実施などや、

障がい児の受け入れ、アレルギー対応給食の実

施など、従来から本市の保育所で設置してきた

保育所と同様の要件を定めております。 

 事業者の選考につきましては検討委員会を設

置し選考するものとしておりまして、保育所の

設置認可につきましては、大阪府の権限移譲に

よりまして、市が認可することになっておりま

すので、その認可の際には児童福祉審議会の意

見聴取も必要なことから、条例を改正の上、児
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童福祉審議会の設置を要請しております。  

 財源には、大阪府安心こども基金を活用する

予定でございます。 

 平成27年度当初予算に、歳入約１億6,900万

円を、歳出で約１億9,100万円を計上する予定

でございます。 

 以上、本当に簡単な説明でございますが、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。 

教育委員（長瀬美子） 

 たくさんあるんですけど、いいですか。 

委員長（山崎 貢） 

 いいですよ。 

教育委員（長瀬美子） 

 主として３点です。 

 １つは、保育園の新設だっていうことで、ま

ず、なぜこども園ではないのか。こども園募集

ではないのかが１点です。 

 それから、大阪狭山市は全体として小さいの

でそんなでもないのかもしれませんが、他の自

治体だと、この場所で、大体この範囲でってい

うふうな場所を限定して、ここら辺で用地を求

めてほしいっていうこともあるんですが、その

場所の制限等はあるのか。例えば、待機児童の

非常に多いところに設置をするなど、場所の制

限はあるのかどうかということが２つ目です。 

 それと、もう１つは、恐らく要項の中で細か

くは書かれるんだと思いますが、事業者の資格

であるとか、何時から何時までの保育だとか、

昼食は自園なのかどうなのかっていうふうな要

項について、どれぐらい私たちは後で希望が出

せるのかっていうところとかを３点お聞かせい

ただければと思います。 

こども育成室長（田中安史） 

 こども園でないということなんですけれども、

こども園にいたしますと、教育の利用の確保が

必要となってまいりまして、教育の量の教育過

剰といいますか量が多いですので、保育の量を

ふやす目的でこども園ではなく保育所というこ

とになっております。 

 場所の制限なんですけれども、今回は、先ほ

ど教育長のほうから申しましたように、民間事

業者が用地、建物等々全て用意していただくと

いうこともございます。なるべく参入しやすい

といいますか、立地しやすいようにということ

で、市内全域で。ですけれども、市街化区域と

いうことで、人口が十分あるところということ

で限定しております。大阪狭山市のほうは面積

のほうもそう広くございませんので、これに対

応できるかなと考えております。 

 あと、細かい内容につきましては要項のほう

で定めようと思っております。その件につきま

しては、次回の報告でさせていただく予定です。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 要項につきましては、これからつくっていこ

うと思っておりますので、できましたらご意見

をいただけましたら、それを盛り込みながら、

ちょっと考えていきたいと思っておりますので、

今回はまず場所を探していただかなければなら

ないので、募集の期間というのは、ちょっと早

目に募集しますよということで、今のところ１

月末までということを考えていますので、要項

もこれから作っていきますので、もし、こうい

うような方向で募集要項をということであれば、

きょうにでもご意見いただければ、その分考え

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。 

教育委員（長瀬美子） 

 今ので言うと、それ以外のものっていうのは

幾らでも理解があって、当然企業の参入も可能

とするのかどうかといったことであるとか、あ

るいは場所の問題というのも申し上げたのは、
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ちょうど新制度代わりのところで、一体自分の

園にどれぐらいの子どもたちが来るのかってい

うようなことを事業者が考えるときに、すぐ近

くにもう１つ保育園が建つっていうのは、実際

には影響がなかったとしても、デリケートな問

題なので、場所をどう考えているのかっていう

のを思って聞かせてもらいました。時間は現在

行っている保育園と大体同一ですかね。開園時

間としては。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 時間的には同じものを考えておりますし、で

きたら、今の働き方も多様化しておりますので、

大体のところ、今２時間の延長保育をやってい

ただいて、朝７時から夜８時ぐらいやっていた

だいていますので、最低でも朝７時から、夜７

時。 

教育委員（長瀬美子） 

 朝７時から夜８時ならいい。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 できれば朝７時から午後８時までというぐら

いは思っております。 

 ２点目の部分につきましては、先ほど田中の

ほうが言いましたように、本来、今の流れでい

うと、認定こども園というのも考えられるんで

すが、まず保育所の枠を取りたいということも

ありまして、将来的に子どもが減ってきたとき

には、そこを認定こども園に移行してもらって、

予定の子どもも入れるようにしていくっていう

のが一番いいのかなと。 

 今、大阪狭山市で450人ぐらいの子どもが市

外の幼稚園に行ってるんですね。そういう受け

皿ということでも、将来的な形としてはそうい

う方向もいいのかなと。 

教育委員（長瀬美子） 

 これってね、一旦設置をしたら何年間かは保

育園でいかなきゃいけないという縛りはないん

でしたっけ。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 いや、特にはないと思うんですけど。 

教育委員（長瀬美子） 

 一旦保育所として設置をして、こども園に位

置がえをするということは可能ですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 可能ですね。 

教育委員（長瀬美子） 

 わかりました。ありがとうございます。 

委員長（山崎 貢） 

 阪本委員。 

教育委員（阪本 栄） 

 今の話の続きになるんですけれども、今後要

項とか、選定委員会、検討会全部されると思う

んですけれども。 

 まずちょっと教えていただきたいのは、社福

以外の国の審査基準を満たすものって、例えば、

どういうふうな営利企業ということですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 営利企業もオーケーなんです。 

教育委員（阪本 栄） 

 オーケーやね。 

 恐らく民間でお願いするということで、でき

るだけ間口を広くしてると思うんですけれども、

ちょっと今言いましたように、事業者が持って

いる土地なのか、あるいは賃貸の期間ですよね。

それがやっぱり営利企業オーケーであれば、こ

れ採算取れないと撤退ということもあると思う

んで、土地を借りてやっていただく場合に、ど

のぐらいの年数なのかですね。バランスを取る

ことは難しいとは思うのですけれども、もし営

利企業が入ってきて採算が取れないので撤退と

なると、困ってしまいますので、土地を借りて

運営をお願いする場合は、どのぐらいの期間は

最低土地を借りていただくのか。 

 あと少子化の中で、どのぐらいの長期のスパ

ンは読みにくいとは思うんですけれども、その
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辺、あんまり安易に採算が取れないで、短期で

撤退できないように、募集要項なんかに盛り込

んでいただきたい。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 これちょっと会社法人なのか、社会福祉法人

なのかということで大分違うんですが、まず株

式会社の場合は、建物を建てるときに市から補

助金は出せません。ですから、全く自前でやっ

ていただくということになります。 

 社会福祉法人の場合は、ここに書いている１

億9,100万なりの補助金を出すと。これは基準

額の４分の３になります。４分の１が社会福祉

法人で自前で持つ分。４分の３は国とか、市と

かの補助金で、これでいくと１億九千万円とい

うことです。大体２億数千万円の工事費という

ことになります。実際には３億程度かかるんか

もわかりませんが、その基準額を上乗せする分

と、もともとの法定分というのか、４分の１に

つきましては、社会福祉法人で持っていただく。

これについては補助金ということになりますの

で、補助金出して簡単にやめられると困ります

ので、その辺は縛っていくということになりま

す。 

 ですから、土地を借りていただくにしても、

最低でも20年。30年というのが妥当なところか

なというふうに思います。 

教育委員（長瀬美子） 

 他法人の場合は出ないんですか。学校法人、

医療法人。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 出ないんです。学校法人はね、認定こども園

をつくるときだけ対象になるみたいです。 

教育委員（長瀬美子） 

 ですね。保育園ではだめなんですね。社会福

祉法人のみですよね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。そういう意見も社会福祉法人のみです。 

あと、認定こども園がちょっとややこしくって、

今のところ保育所は株式会社でも、参入はでき

るんですが、認定こども園はだめなんです。学

校法人か、社会福祉法人か、あとは公共団体だ

けになりますので、私が言いましたような、途

中で認定こども園に移行するという提案ができ

るのは、社会福祉法人。 

委員長（山崎 貢） 

 ということは、いわゆる株式会社等が参入す

るのは非常に厳しいということでしょうか。 

教育委員（長瀬美子） 

 ただ魅力があるかどうかですよね。大阪狭山

市に設置をする魅力があるかどうか。やはりネ

ームバリューのある市にまず出したいでしょう

から、出してくださいと。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 実は問い合わせがあったのはあったんです。 

教育委員（阪本 栄） 

 それは、経営母体が、本体は特に大阪狭山市

にあるといったことは問わない。ちょっと他府

県でもいいんですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。 

教育委員（阪本 栄） 

 極端なこと言えば。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 それ審査のとき聞くぐらいですよね、ちゃん

と地域の実情をご存じですかという。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 数件提出をしていただくとしたら、その中で

いろいろ聞いて、それこそ点数づけの段階で審

査ということでできるとは思うんですが、数が

少ないとちょっとしんどいところがね。 

 あと、社会福祉法人に限定しますと、独占禁

止法の関係がありまして、公正取引委員会から

通知が出てまして、社会福祉法人限定というの

が、事実上ちょっとしんどいところがございま
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す。 

 山本幼稚園を廃園するときも、あの建物を無

償譲渡するという条件がありましたので、株式

会社に財産を無償譲渡するというわけにはいき

ませんので、社会福祉法人に限定をさせていた

だいたということ。 

 今回はそれが何もないので、一応もう法人の

指定はできないという判断でやらせていただき

ます。 

委員長（山崎 貢） 

 ほかございませんか。よろしいですか。 

 ないようですので、日程第３、議案第27号、

民間保育所の新設については承認されました。 

 続きまして、日程第４、報告第19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。 

教育総務グループ（能勢 温） 

 報告第19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、ご説明させていただきます。 

 10ページをごらんください。 

 まず民生費、児童福祉費、放課後児童健全育

成事業の489万についてですけれども、平成27

年４月１日施行予定の大阪狭山市放課後児童会

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の中で、児童の人数が１クラス40人以

下となることと規定されました。それに伴いま

して、児童会室が不足する学校が出てくること

から、西及び北小学校の普通教室１教室をそれ

ぞれ児童会室に改修工事いたします。工事内容

といたしましては、エアコン及びシンクの設置、

床をクッションフロア敷きとする費用として

489万円を計上しております。 

 続きまして、その下の教育費、小学校管理費

の小学校教科書指導書等購入事業、事業費の分

ですけれども、こちらですが、平成27年度から

使用する小学校教科用図書の採択替えに伴いま

して、教員用の教科書、指導書及び教科書準拠

指導用教材を購入するもので997万4,000円を計

上させていただいております。 

 その下、小学校振興費、就学援助事業扶助費

についてですけれども、こちらは、今年度小学

校の就学援助認定者のほうが増加しております。

また、４月から消費税が増税になっており、そ

れに伴う支給額の改定が行われておりまして、

それに伴うこととして249万5,000円を今回計上

させていただいております。 

 その下、小学校整備費、支援教育環境整備事

業の事業費賃借料工事費、こちらのほうですけ

れども、平成27年度に障がいを持つ児童が西小

学校に入学予定であることから、その受け入れ

準備といたしまして、工事を行う予定をしてお

ります。工事の内容につきましてですが、エア

コン設置です。それに200万円。それから、階

段昇降機、こちら去年まででしたら購入という

形で対応させていただいてたんですが、今回は

リースという形で賃借料として３万7,000円を

要求させていただきます。あと、子どもさんが

教室の床で寝っころがれるようにということで、

ジョイントマットの購入を予定しており、12万

4,000円。合計といたしまして216万1,000円を

計上させていただいております。 

 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、委員の皆様、ご意

見、ご質問等ございませんか。 

 西小学校の入学する子どもの障がいの状況い

うのはわかりますか。 

教育総務グループ（能勢 温） 

 気管切開はしていないんですけれども、重度

の肢体不自由のお子さんで、あと気管切開を医

者よりも勧められているけれども、やってない
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ということです。そのまた１年後に、今度は気

管切開をした子どもが入ってくるので、２年続

きで兄弟なんですけれども、スロープとか、い

ろんな準備がかなり必要な状況です。 

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４、報告第19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。 

 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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