
 
 
 
 
 
 

平成２６年（２０１４年） 
 

第１２回大阪狭山市教育委員会 

定例会会議録 
 

 
 
 
 

平 成 ２ ６ 年 （ ２ ０ １ ４ 年 ） １ ２ 月 １ ８ 日  開 催  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪狭山市教育委員会 



第12回大阪狭山市教育委員会定例会会議録 

 

                平成26年（2014年）12月18日（木） 

                午前10時00分    開議 

                市役所３階 第一委員会室 

 

出席委員（５名） 

  山崎 貢  委員長 

  瀬川 武美 委員長職務代理者 

  阪本 栄  委員 

  長瀬 美子 委員 

  小林 光明 教育長 

 

出席事務局の職員 

  橋上 猛雄 教育部長 

  田中 典子 教育部理事 

  谷 富二男 こども育成担当部長 

  田中 安史 こども育成室長 

  能勢 温  教育総務グループ課長 

  中川 誠己 学校教育グループ課長 

  吉川 豊  学校教育グループ参事 

  寺下 憲志 学校教育グループ参事 

  寺本 芳之 社会教育・スポーツ振興グループ課長 

  西野 久雄 歴史文化グループ課長 

  松本 幸代 こども育成室次長 

  石川 吉胤 学校給食グループ課長 

 

書記 

  荒川 郁代 教育総務グループ主幹 

  中村 圭吾 教育総務グループ主任 



議事日程 

 

開会 

    教育長報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第28号 大阪狭山市教育振興基本計画（案）について 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 



－1－ 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成26年第12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。 

 いよいよ今年最後の教育委員会議です。寒い

中、どうもありがとうございます。 

 それでは、ご報告をさせていただきます。 

 まず第１点目、狭山池の国の史跡指定につい

てご報告をさせていただきます。 

 委員の皆様方は既にご承知のことだと思いま

す。11月の21日、国の文化審議会が、狭山池を

国の史跡として指定するよう文部科学大臣に答

申をされました。この答申を受けまして、近い

うちに正式に指定をされる予定でございます。

ここに至るまで、狭山池の総合学術調査委員会

のそうそうたる先生方のご指導をいただき、ま

た、橋上部長以下担当職員の尽力がここに結実

して、こういう結果になったと喜んでおります。

また、これに先駆けまして、国際かんがい排水

委員会、そちらのほうから狭山池が、かんがい

施設遺産ということに選ばれ、登録をされてい

ます。いずれにしましても、狭山池の築造1400

年を迎えて、１つの弾みになったかなと思って

おります。 

 それから２点目、教育振興基本計画の答申を、

この15日に策定委員会の委員長、今西先生から

答申を受理しております。お手元にお配りして

いると思います。今後、この答申の分、本日の

議案として出させていただいています。ご承認

いただきましたら、パブリックコメントをした

上で、そこの意見を反映し、教育委員会議で決

定をしていただきたいなというふうに思ってい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それからもう一つの計画、子ども・子育て支

援事業計画、これの素案というものがようやく

まとまってまいりました。これはまだ素案の段

階ですので、委員の先生方のご意見を反映しな

がら、直すべきところは直していきたいという

ふうに思います。ただ、この計画につきまして

は、市町村で策定するということになっており

ます。ほとんどは教育委員会所管のことではあ

るのですが、福祉絡みの例えば母子保健の関係

の分も含んでいます。その他の部分もございま

すので、市で策定するための組織を市の中で設

けております。教育委員会としても、そのほと

んどが所管している事務に当たりますので、見

ていただいてご承認をいただいておきたいなと

いうふうに思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 それから、民間保育所設置運営事業者の募集

をいたしました。12月５日に説明会をいたしま

したところ、お手元に一覧で資料をお配りして

いると思いますけども、６つの法人がご参加を

いただいております。一応１月の末までの間を

募集期間ということにしておりまして、別のと

ころからも問い合わせがあるようには聞いてお

りますが、後ほど担当のほうから説明をしてい

ただきます。 

 それから、南第二小のまるごとパックと七小

の通常の学級における発達障害等支援事業の公

開授業がございました。この２つとも、南第二

小の分につきましては委員長も見ていただきま

して褒めていただきましたし、七小の公開授業

につきましても大阪府の先生方から絶賛してい

ただいた状況です。とてもうれしかったですね。

この２つの公開授業を通して実感したことは、

先生方が１つにまとまって、保育・教育指針の
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ところでうたわれてます気持ちのそろった教員

集団づくり、これの１つのきっかけになって、

先生方がまとまって自分たちの力の向上に向け

て努力をしていただいてるというふうなことを

実感いたしました。環境整備や資料づくりなん

かでも、そういうふうな傾向が見られたという

ふうに思います。いい意味で、学校ごとの競争

心が芽生えてきているなというふうなことを感

じました。 

 それから、12月議会につきましては、お手元

に一般質問についてお配りをさせていただいて

ます。昨日、総務文教委員会が終わりまして、

教育委員会関連の補正予算も認めていただきま

した。支援学級の改修の部分と先生方の教科書

の分、それからもう一つは就学支援の経費の補

正の分が承認されております。 

 では、本日ご審議いただく案件でございます。

教育振興基本計画の案、先ほども申しましたよ

うに答申をいただきまして、来月１月の頭、正

確には13日から３週間、パブリックコメントを

したいと思います。この案をもってしたいと思

いますので、ご承認をいただけますようどうぞ

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） 

 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。 

 それでは、本日の議案でございますが、日程

第１、議案第28号、大阪狭山市教育振興基本計

画（案）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） 

 議案第28号、大阪狭山市教育振興基本計画

（案）についてご説明させていただきます。 

 大阪狭山市教育振興基本計画策定の経過とい

たしましては、平成25年度に学識経験者や公募

委員などによる大阪狭山市教育振興基本計画策

定委員会を設置しております。 

 昨年度は策定委員会を３回開催し、教育や生

涯学習に関する市民アンケートの内容について

審議をした上で、市民アンケートを実施させて

いただいております。 

 今年度は、これまでに策定委員会を７回開催

し、計画の土台となります基本理念、目指す子

ども像、基本方針、さらに計画の骨格となる重

点目標や取組施策などにつきまして、活発な意

見交換を行っていただきながら計画素案づくり

を進めてまいりました。先ほども教育長報告の

中でありましたように、今年26年12月15日に、

これまでの審議結果をまとめた大阪狭山市教育

振興基本計画策定（案）を、策定委員会の今西

委員長から答申をいただいたところでございま

す。その内容を事務局で精査した上で、今回議

案として提出させていただいております。 

 素案の内容につきましてですが、先日お配り

させていただきました素案資料をごらんくださ

い。 

 まず、１ページ目からの第１章では、計画策

定の背景や、この計画における国や府の教育振

興基本計画との関連性や、本市の総合計画を初

め現在策定中の子ども・子育て支援事業計画、

文化芸術振興ビジョン等との位置づけについて

説明しております。 

 また、３ページからの第２章では、大阪狭山

市の教育を取り巻く現状と課題について、本市

の人口等の現状や学力の状況、昨年度実施いた

しましたアンケート調査結果のまとめ等を記載

しております。 

 20ページからの第３章につきましては、本計

画の基本理念である、学び合い、つながり合い、

未来に輝く人づくりや、目指す子ども像、自分

らしく、生き生きと学び、さやまを愛する子や、

基本方針など計画の土台について説明しており
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ます。 

 26ページからの４章につきましては、具体的

な内容となります施策の展開となっています。

５つの基本方針について15の重点目標を設定し、

重点目標ごとに現状と課題や施策の方向性、主

な取り組みについて説明しております。 

 現在、教育委員の皆様にお配りしております

案につきまして、何か意見がございましたらよ

ろしくお願いいたします。 

 なお、案をお配りしてから２日しかたってお

りませんので、ご意見等がございましたら本日

お持ち帰りいただきまして、今月の26日までに

教育総務グループまでご連絡をいただけたらと

思います。 

 計画素案の確認ができましたら、１月13日火

曜日から２月３日火曜日までの３週間でパブリ

ックコメントを実施し、２月末までにはパブリ

ックコメントでいただいた意見を整理し、その

意見に対する回答について報告させていただく

予定とさせていただいております。最終的には、

３月の教育委員会で大阪狭山市教育振興基本計

画を報告させていただきたいと考えています。

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。 

 私たちも２回の学習会でいろいろ意見も言わ

してもらって、随分内容そのものは良くなって

いるなというのが率直な気持ちなんですけども、

これだけはちょっと言うとかなあかんなと思う

んですけど、ちょっと議論になってた最後の用

語解説の部分、62ページ、63ページについて、

瀬川委員のほうからもいろんな意見を出してい

ただいたと思うんですけども、やはり策定委員

会のほうではこれは必要だということで残った

のかな。 

教育総務グループ（能勢 温） 

 はい、一応表はつけてほしいということでご

ざいました。ただ、答申のほうでついておりま

したのですが、この場でもし不要という判断で

あれば削除するということも、ひとまず答申を

尊重して今回上げさせていただいているという

次第です。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 答申で、載せてほしいという意図だけちょっ

と確認をしたいのですけど。 

教育総務グループ（能勢 温） 

 国の使っている、文科省で使っている言葉と、

大阪狭山市で使っている言葉の整理がつきにく

いということが、第一というふうに考えており

ます。 

教育長（小林光明） 

 ここに出てきて説明している言葉というのは、

審議していただくとこに出てきた言葉なんです

ね。 

教育総務グループ（能勢 温） 

 はい、そうです。 

教育長（小林光明） 

 ご存じのない方はなかなかわかりにくいから、

同じように市民さんもわからないから、説明を

書いといてくれという要望があって、こういう

ふうな表になったわけね。 

教育総務グループ（能勢 温） 

 そうです、はい。もともと脚注で対応してい

たのですが、非常に読むだけではわかりづらい

ので、できたら表にしていただけませんかとい

うご意見をいただきまして、この表を作成した

という経過でございます。 

教育部長（橋上猛雄） 

 あくまでも、議論する中で同じような言葉が

出てきますよと、それが例えば国から来た名前

と実際市がやっているのとは違いますよと、そ

ういうところを整理するという意味からこの表

が必要あったんですが、ただ、それは審議の段
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階で必要だったので、基本的にはこの言葉は脚

注に全て入っておりますんで、計画として出す

ときにこれが必要かどうかというのは、この場

でご判断いただけたらと思っております。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 24ページの体系のところなんですけども、言

い出したら切りがないんですけど、１の、これ

からの社会を生き抜く力を養いますの６番目、

教員の資質の向上なんですけど、この教員の資

質の向上というのは、本当は２にも３にも係る

ことなんじゃないかと思うんです。そのときに、

１のところに位置づけるのがいいのか、本当に

それは全体を支える教員の資質向上そのものが

全部にかかわる重点目標のような形にしたらい

いのかというのを少し思っていて、２とか３に

もかなり高い教員の資質が求められると思うの

で、１にあるのがいいのかというのをちょっと

見たときに思いました。確かに１にはもちろん

必要なんですけど、もう少し全体的にかかわる

課題ではないかという気はするんですが、いか

がでしょうか。 

委員長（山崎 貢） 

 ここらは議論になってたんかな。どうやった

んかな。 

教育総務グループ（能勢 温） 

 一応、教員の資質の向上というこの１項目に

つきましては、教員免許の関係等で必ずこの言

葉を取り扱うというか、取り上げる必要がある

というふうに委員長のほうからも強いご意見が

ございまして、とりあえず基本方針の中の重点

目標、あくまでも１、２、３、４、５、６とい

う順番は単純に番号が振られてるだけですので、

１番が最重要だというわけではありませんので、

一応この形で上げてるということになっており

ます。 

教育長（小林光明） 

 一番困るのは、施策の体系で分けたときにど

こにも引っかかってくるやつがあって、これは

ほかの件で担当と話はしたのですが、全部関係

あるでしょうと。全部書くことをどうするかと

いうのは、確かに事務局としては、担当として

はそこを悩んだと。だけど、どこか１個に書か

ざるを得ないことになって、そこへ分けました

と聞いているんですけどね。やっぱり一番しん

どいとこですよね。１、２、３、４、５と５つ

に全部係るんやったら上からシャワーのように

かけられるんですけど、かけても良いのかわか

りませんけど、生涯にわたるスポーツ学習活動

の支援、郷土愛を育む、などかけても良いのか

わかりませんけどね。縦軸があって、横軸があ

って、マトリックスで上からかけてしまうとい

うふうなやり方もあるんですけどね。 

教育委員（長瀬美子） 

 あるいは６で起こすか。６番にして、基本方

針として、あらゆるところで教員の資質の向上

を図って教育の計画を進めていくという、６で

起こすかどっちかです。おっしゃるとおりだと

思います。こういうのを書くときに、整理をす

ればするほどどこにも係ってくるのでよくわか

ってるんですが、ただ、２とか３というのも非

常に大きな課題だと思うと、ここだけにあるよ

りも、今、教育長おっしゃったように全体にか

けるのか、６としてとりたてて、教員の資質向

上にも取り組む方針を６番目に立てるか、どち

らかの方法もあるなと思います。固執するわけ

ではありませんので、もちろんこれをもとにし

て、２とか３とか４とか５にも教員は積極的に

かかわっていただくということが共通理解でき

れば、それでももちろん結構ですが。 

委員長（山崎 貢） 

 確かに学習会でもちょっとここ議論あったね。

開かれた学校づくりという観点でね。どこに重
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点を置くかということで議論もしていただいた

と思うんですけどね。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 私は、長瀬委員のおっしゃったとおりだと思

ってるんですけども、全体に係るというと、こ

れ非常に難しくなってきて、どこかの重点目標

というふうにやっていかないと、教育振興基本

計画自体が、要するに根本は教員の資質能力向

上があるわけですよね。プラス、どうやって子

どもを地域で育てていくかということになって

ると思うんですね、大きく分けて。そうすると、

まず１番目の、これからの社会を生き抜く力を

養うときの一番大事なことは、教員の資質能力

を向上させないといけない、一番ウエートがこ

こに係ってくると思うんですね。あと、安全で

─２番目とか３番目というのは、これは教

員が地域とどう連携してやっていくかというこ

とになってくると思うので、そういうふうに一

応私なりにも、分けて考えないとこれはかなり

難しい整理になるなと思いましたので、一番教

員の資質能力を養成するものとして重点的に当

てはめるとすると、この１番のカテゴリーの中

にしか置けないんじゃないかという、そういう

解釈をさせていただいて、これを容認させてい

ただこうかというふうに思ってるんですね。だ

から、教育指導体制のところでまるごとパック

とかいろいろ出てきましたし、それは一般のと

ころに公開することによって教員自身が評価さ

れていくと、そういう形の中で教員が育ってい

くという、そういう解釈をさせていただきまし

た。ということで、これで良いのではないかな

というふうに思っています。 

委員長（山崎 貢） 

 教育長。 

教育長（小林光明） 

 事務局が答えてくれんのを待っていたのです

けど、事務局のほうが何とも言えませんのでか

わりに申し上げますけど、先ほどのような表現

の部分は比較的変えやすいんですけど、根幹に

係る部分というのは随分以前から決まってると

ころなんで、これを承認して事務局として策定

委員会の最終の会議にかけたと、それがこの段

階で変わってしまうというのはなかなか説明し

づらいという、策定の経緯、プロセスからした

らそういう状況なんです。長瀬委員のおっしゃ

っていることは、たしかそのとおりだと思うん

ですけど、どこかに集約しなければならないと

いう方法でこの方法をとっています。だけども、

例えば作文の部分で、今、ほかの部分のところ

に足し込むというふうなことができるんでした

ら、それはまだ考えられるのかなと思いますけ

ど、構成自身を根幹から変えるというのは、こ

の時点ではやはりちょっとしんどいなと思いま

す。それでよろしいですか。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 体系的なところで、もともと当初は教育指導

体制の充実と教員の資質向上がセットになって

２のほうにあったんですけど、そこであるより

は１ではないかという話もあって、割と早い段

階でこちらのほうで、もちろん教員の資質向上

は、今ご指摘いただいてるとおり全てに係って

いることでございますけれども、瀬川委員おっ

しゃっていただいたように、特に重点的には１

かなということで、これでいいかなと私は思っ

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） 

 では、構成はこのままにして、基本理念のと

ころに、２段落目ですけども、大きな役割を担

うのが教育ですと書いてある後ろに、その大き

な役割を担うのが教育であり、それに携わる教

員ですというふうにはできないですか。基本理

念、20ページ。構成がさわれないのであれば、
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基本の理念のところで、その大きな役割を担う

のが教育ですというふうに書いてるあたりにつ

け足して、教育であり、それを担う一人一人の

教員ですとか、何かとにかくあらゆる方面に対

して。重点目標として１に入れざるを得ないの

は理解しますが、文言が入れられないのであれ

ば、そういう周知もぜひしていただくなり、何

かできないでしょうか。 

委員長（山崎 貢） 

 20ページの第２段落ですか、基本理念のとこ

ろですか。 

教育委員（長瀬美子） 

 はい。その大きな役割を担うのが教育ですと

いうふうに。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

教育委員（長瀬美子） 

 でも、教育というのに実態があるわけではあ

りませんので。教育であり、それらに携わる教

員一人一人であるとか、何か教員の資質向上も

基本理念のとこに入れられないでしょうか。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 担い手自身、書かないといけない。 

教育委員（長瀬美子） 

 書かないといけないというか。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 人だという。 

教育委員（長瀬美子） 

 頭に乗っけるしかないのであれば、この文言

を少しいじっていただいて。あるいはどこかに

教員の資質向上を図りながらとか、何でもいい

んですけど、そういうふうなことが入れられな

いでしょうか。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 すいません、一応ご指摘いただいたところに

つきましては、また事務局のほうで調整させて

いただきまして、こういった形になるというこ

とでまたご報告させていただきたいと思います。 

教育委員（長瀬美子） 

 目指す子ども像で、こういう子どもを目指し

ます、こういう子どもを目指しますという表現

が書いてあるので、そこの後ろでも結構です。

そういう子どもたちを育てることに向けてとい

うことでも結構です。 

教育部長（橋上猛雄） 

 皆さんのほうから意見頂戴しても……。 

委員長（山崎 貢） 

 答申になってるからね、もうこれは。だから、

それを受けて、もちろん最終的には教育委員会

議で最終決定なんやけども。 

教育委員（長瀬美子） 

 結構です、今日答えがなくても。参考にして

いただいたら。 

教育部長（橋上猛雄） 

 そうですし、今日で皆さんの意見をもし統合

できるんやったら、していただいたらもうそれ

で。 

教育長（小林光明） 

 そうしなさいということで決めていただいて、

文章は私に一任していただいて入れると。 

教育委員（長瀬美子） 

 はい、もちろん結構です。そのまま入らなく

てももちろん結構です。一応思ったことは伝え

ておいたほうがいいと思いましたので。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

教育委員（阪本 栄） 

 先ほどの重点目標の（６）は、これ最初は２

の基本方針の中に入っていたのですか。２のほ

うのブランチに。教員の資質向上というのは教

育理念の２番のほうに入っていたんですか、最

初は。 



－7－ 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 一番最初、そうですね、はい。 

教育委員（阪本 栄） 

 それが１番のほうがよかろうということで。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 ということで策定委員会の中で意見がござい

まして、上に持っていったという経過で。 

教育委員（阪本 栄） 

 どう考えるかなんですけども、確かに今のま

までもいいかと思うんですけども、原案で出て

きた２のカテゴリーの中に今（１）とあります

けども、３として今の教員の資質向上を入れて

もそれは違和感はないかと思いますけどね。教

職員そのものと、連携の問題とハードの問題と

いうことでは、おかしくはないと思いますが。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 当初はその形になってたんですが、基本方針

のほうが安全で快適な教育環境を整備しますと

いう形で、上位のほうからブレークダウンして

いくとなるとちょっと違和感があるなというこ

とで、そこから１のほうに繰り上がったという

経過がございます。 

委員長（山崎 貢） 

 これからの社会を生き抜く力を子どもたちに

つけたいという思いでずっと重点目標があって、

最終的には一番基本となるというか、支えてい

るのは教員の資質向上だということで６に据え

るというのは分からなくはないですね。ただ、

教育環境という面では、単なる施設設備だけで

はなく、何といっても教育環境で一番大事なん

は教員ですからね、人的な環境というのが物す

ごい大事なんで、２の中にもということになる

やろと思います。これも多分、策定委員会の中

で随分議論された中で、１のほうに繰り上がっ

たんじゃないかと思うんですけどね。 

 １つ、長瀬委員から指摘された、この表の中

にはなかなか難しい面があれば、基本理念もし

くは目指す子ども像等の中で教員の資質向上を

入れられるかどうか、ちょっとまた事務局のほ

うで検討をしていただければと思います。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 完全に考えがまとまっていないんですけど、

気になるのは、２番の安全で快適な教育環境の

整備という言葉が引っかかるんですね。要する

に、教員の資質向上ということの整備っておか

しいと思うんですよ。だからそれは、この中に

教員の資質向上というのを入れるというのは、

このカテゴリーの見出しの上から判断したら不

具合があると私は思います。不適切だと思いま

すので、それだったら、ここの24ページの改定

表を見る限りは、やはりこれからの社会を生き

抜く力を養います、というカテゴリーのほうに

入れるべきだと私は思いますので、ここを見る

限りにおいてはこのほうがいいと思います。中

を見ていくと、ちょっと入れ子細工のようにな

っていて、あっちこっちになっているんですけ

ども、中を大体ざっと見た感じでも、ここに書

いてある答申の内容に従えば、やはり１の状態

でいいのではないかなというふうに、完全にそ

うだと言い切れない部分があるのですけども、

そのほうがまだ妥当かなというふうに私は思い

ますので、教員という言葉をどこかに入れると

するならば、２よりも１のほうが私はいいと思

いますし、このままでいいと思いますし。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、どうぞ。 

教育委員（長瀬美子） 

 私も瀬川先生とちょうど反対の同じような趣

旨なんですけど、私もこのカテゴリーからはそ

れは無理だというのはわかるのですが、カテゴ

リーが教育指導体制の充実も入れた上で教育環

境の整備という、このラベルのつけ方に少し無

理があるのではないか。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 
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 それは言ったんです。 

教育委員（長瀬美子） 

 ですね。先ほどおっしゃったとおり、２番は

教育体制の充実ですよね、タイトルとしては。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 そういうことです、はい。 

教育委員（長瀬美子） 

 指導体制もですけど、教育環境も含めて教育

体制の充実という看板になるのではないですか

ね。 

教育委員（阪本 栄） 

 環境整備というのはよく出てくるのですが、

人的な育成なんか環境整備の中に入るので、問

題ないと思うのですけども。 

教育長（小林光明） 

 施策の体系の部分はこれでいかせていただい

たらありがたい。あと１点は、基本理念のとこ

に入れることはできるか、できないかというこ

とですので、それを決めていただいたら。 

委員長（山崎 貢） 

 ここも大分前回からと変わっているから、多

分中で大分議論していただいたんかなと思いま

す。基本理念のところは随分変わって、めざす

子ども像も随分言葉も変わってきて、前回より

は随分私は良くなっているなというのはあるん

ですけども、長瀬委員が指摘されたあたりにつ

いてはちょっともう一回、せっかくここで出た

ので事務局のほうで検討していただいけますか。 

教育委員（長瀬美子） 

 基本的なものですので、私もこだわりません

ので、ちょっとラベルのつけ方だったりがわか

りにくいところがあるかなと。 

委員長（山崎 貢） 

 基本理念という場合、一番大事な柱やからね、

余り具体になってもどうかなと思ったりもする

ので、その辺はね。 

 ということで、ほかございませんか。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 結論どうしますか。 

教育委員（長瀬美子） 

 いいです、検討していただくという。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 でもいいの。 

教育委員（長瀬美子） 

 はい。 

教育委員（阪本 栄） 

 私もこの現状で結構です。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 現状でいくのか、教員という言葉をどこかに

入れるのかということでしたよね。もいいんで

すか、それ。このままでいいと。はい。 

 ということです。 

委員長（山崎 貢） 

 もう答申が出されてるということで。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 あと、委員長、すいません、先ほど言ってた

この表についても、一応答申でこれがあるとい

うことで、先ほど部長が言いましたけども、あ

くまでも策定委員会の委員さんの整理をする上

でこの表をつくってほしいという意見でしたの

で、実際には、例えば学校協議会はどういった

ものだとか、そんな表は脚注でありますので、

必ずしも、この表がないといけないというもの

ではないです。 

委員長（山崎 貢） 

 確かにわかりやすいと思うわ、一般市民から

見たらね。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 そしたら、要するに審議中に必要だからとい

うことで載せたのだったら、答申としては省い

たほうがいいと思います。答申ということが入

ってくると、これもう、やっぱり勘案して変え

ていかないといけないという方向性、ひょっと

したらこういう方向性も考えるということ、余
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地を残すというふうにとられますからね。それ

はそういう意思がないんだったらこれはやめて、

用語の脚注は全部本文に入ってますから、とっ

たほうがいいと思います。それは策定委員長は

分かってらっしゃるのですか。大丈夫なんです

ね。 

教育部長（橋上猛雄） 

 先ほども言いましたように、基本的に議論す

る中で理解を助けるための表をつくるまでであ

って、本としてそれをつけ加えるかつけ加えな

いかというのは、またちょっと違う問題だとい

うところは認識をしていただいておりますので。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 そしたら、私はとるということの意見を申し

上げておきます。 

委員長（山崎 貢） 

 そうか、学校協議会も地域協議会も脚注には

ありますね。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 入ってるんです。 

委員長（山崎 貢） 

 それであればあえて必要はないですね。大阪

狭山市の基本計画ですのでね。 

 学校協議会にしても地域協議会にしても、大

阪府も違う言葉使ってない。 

教育総務グループ（能勢 温） 

 全然、はい。 

委員長（山崎 貢） 

 だから国と違う言葉を使って、本市もまた大

阪府と、教育というのをちょっと省いてるんだ

と思います。できるだけ地域の方にどんどん入

ってもらおうという意図があると思うんでね。

そうするとかえってややこしいと思いますので、

一般市民が見た場合にね。 

 その辺もちょっとまた、策定委員会のいろん

な雰囲気、一番よく知っているのは事務局のほ

うですので、検討してもらえたらと。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 ここで決めてあげないと、事務局困る。 

委員長（山崎 貢） 

 決めても構わないの。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 はい。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 決めてほしいですね、どっちかにしたらね。 

委員長（山崎 貢） 

 どうでしょうか。 

教育長（小林光明） 

 これで、策定委員会の資料は、会議のときは

ついて出してるんやね。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 これは審議するのに必要だから作ってくださ

いという資料ですという認識は、皆さんしてい

るんですね。 

教育総務グループ（能勢 温） 

 はい、会議の中では。 

教育長（小林光明） 

 あえて答申として、これがついて出てきたん

ですね。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 ずっとこの資料をつけて会議しておりました

ので。 

教育長（小林光明） 

 これをとって本当に良いですね。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 あくまでも整理するだけでということですか

ら、絶対にこの表が要るということでは策定委

員会の中では出ておりません。 

教育長（小林光明） 

 出てないけど、要りますかという確認はして

いないんですね。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 
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 はい、しておりません。 

教育長（小林光明） 

 そうやね。 

委員長（山崎 貢） 

 ただ、目次の中にも入ってないですしね。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 脚注の取り扱いにしていたものですから、と

りあえずちょっと目次には入れてない形になっ

ております。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 大事なことなので、くどくなるかもしれませ

ん。確認したいのですけどね、前回、勉強会を

やったときに、これはここに載せないで、別紙

にしてプリントの形で資料として出してくださ

いとして、ではそうしますという形で終わった

と思うんのすが、それなのに、このままの形で

出されたわけですか、審議のときも。こういう

ふうに冊子の形で、こういう形で。 

教育部長（橋上猛雄） 

 一番最後のところに持ってきました。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 この状態で出したわけですか。 

教育部長（橋上猛雄） 

 前は、真ん中に入っておりました。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 それはいいんです。前回もこの形で勉強会の

とき見ましたので。これを全部やめて、プリン

トにして、資料として別刷りでお出ししてくだ

さいと要望して、そうしますという形で終わっ

たと思うんですね。 

教育部長（橋上猛雄） 

 前回のときは、今おっしゃってる基本方針の

３のところの重点目標の３のところに表があっ

たんです。その表を一番最後のほうに要は付録

として、だから今回は持っていってるというこ

となんです。審議の過程で必要であったという

ことですので、今、瀬川委員がおっしゃってい

るとおり、そこのところじゃなくして、一番最

後の付録としてそれを持ってきたというのが今

回の変更です。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 だから、そのときの出し方として、前回の勉

強会で、この冊子の中の付録としてこのままの

状態で出さないで、基本計画の１冊の中に織り

込まないで、別刷りにしてプリントにして資料

という形で配付してくださいというふうに言っ

たのですが、それでそうしますということで終

わっていたと私は記憶してるんですね。 

教育部長（橋上猛雄） 

 今おっしゃっているのは、次の策定委員会の

ときにということですか。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 いいえ、次ではなくて、この最終答申が出る

ときの策定委員会で、そのときの最終審議のと

きに、そういう形で出してくださいというふう

に言っていたのですが、結果的にこの形で出さ

れたということですよね。そのときの確認です

けども、それは議論をするときの資料として扱

うということで、皆さんは意見を一致させてい

ると理解していいわけですね。 

教育部長（橋上猛雄） 

 そうです。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 最終的な答申の中に、この最後の用語解説の

２ページをつけるかつけないかは、こちらで判

断していいということを今おっしゃってるとい

うふうに理解していいわけですね。 

教育部長（橋上猛雄） 

 そうです。はい。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 それでしたら私は、先ほど申しましたように

削除したほうがいいと思います。 

教育長（小林光明） 

 事務局の思い込みということはないですね。
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審議する者からしたら、これがなかったら分か

りにくいよと言われてつくったわけでしょう。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 今度パブリックコメントをしますよね。パブ

リックコメントをする市民は、余計にわからな

いのでは。なので、これ、出す出さないという

ことが、なしでパブリックコメントをしますと

いう形でするのか、これは参考資料として本体

とは、今、瀬川委員おっしゃったように、別個

のものとして出すのかということも考えておか

ないといけないと違うかなと。そういう意見を

おっしゃった方がいらして、それで答申を返し

てるのに、それを切り捨ててパブリックコメン

トに上げたときに、どう思うかを考えなければ

ならないと違うかなと思います。ですので、答

申ではついて出てましたよね。作ったのは事務

局ですよね。それを切り捨てて出すというふう

なことについては、ちょっと何かおかしいよう

に思いますね。計画としてつくるときに、それ

がある、ないということでさえ、今は良いと言

っているわけですよね、事務局の判断として。

なしでもいけますということでしょう。別につ

いているから。それで良いですね。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 私、でもそこ大事やと思いますよ。事務局の

判断なのか、審議会の委員の、策定委員会の合

意事項なのかということはものすごく大事なん

ですよ。だから私、ちょっとくどくなるけども、

今質問をあえてしているんです。 

教育長（小林光明） 

 私もそれは気になる。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 明確に、そんな形では諮っていないです。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 それはちょっと危ない。 

教育長（小林光明） 

 そうでしょう。危ないと思いますね。そう判

断しましたと。それなら最終のときにそれを確

認しないと。答申にはそれはつけません、もし

くは参考資料としてつけますと言って、みんな

オーケーなら構わないけど。そうでないなら。 

教育部長（橋上猛雄） 

 最終の形は、委員長一任の修正事項も含めて

委員長一任になって、委員長のほうにそれをお

出しすれば、それで了解できるか、と考えまし

たけど。最終に教育委員会に出す答申について

は、委員長に一任されたということであります

ので。 

教育長（小林光明） 

 だから、答申を出すということは、もう回答

ができないので、あとはもう行政の話。そこは

シビアに考えないと、議会で追求されたときに

どう説明するかということですよ。今の理屈で

いけますか。 

委員長（山崎 貢） 

 これは策定委員さん全員、持っているんです

か。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 いえ。まだ、15日に頂いたところですので。 

委員長（山崎 貢） 

 だから、策定委員会の今西委員長から教育委

員会のほうに答申が出されたということですね。

これも含めて。 

教育部長（橋上猛雄） 

 ほかの委員さんには、まだこれはお配りして

あるものではないです。 

委員長（山崎 貢） 

 教育長、どうなんですか。策定委員長からい

ただいて、教育長が。このままですよね。 

教育長（小林光明） 

 これは絶対曲げられないと思いますよ。 

委員長（山崎 貢） 
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 曲げられない。 

教育長（小林光明） 

 それやったら、答申前にもうちょっと調整し

ておかないと。 

委員長（山崎 貢） 

 ということなのね。 

教育長（小林光明） 

 これでいただいたということは、これが答申

です。この部分を、いやいやこれは計画じゃな

いんですよと、あえて言うとしたら、パブリッ

クコメントをするときは少なくとも参考資料と

して添付しても良いかなと思います。 

委員長（山崎 貢） 

 なるほど。 

教育長（小林光明） 

 ということは、計画のときもついてくるので

は。参考資料として。という気はしますね。 

 この学校評議委員会、教育運営協議会、学校

支援地域本部が、審議のときにややこしいから

ということで、では審議終わりましたのでとら

してもらいます。案の中でそれぞれ脚注を説明

しているということですね。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 はい、しております。 

教育長（小林光明） 

 それやったら、参考資料としてパブリックコ

メントのときにはつけとくということがあって

も良いと思うし、もうこんなん絶対大丈夫です

と事務局が入っていてそう判断していただける

なら、そういう意見があるからとっても構わな

いとは思いますけどね。そこをもうちょっとは

っきりしておくべきやったね。学習会でそうい

う意見が出ているんやから。 

委員長（山崎 貢） 

 じゃ、基本計画のいろんな文章の中に全く出

てこないものを、こうやって参考に、最後とは

いえ、載せるというのはどうかなと思うんです

けどね。大阪狭山市の学校支援の組織、学校協

議会とか地域協議会については脚注にちゃんと

説明もされていますしね。この辺、今西委員長

にちょっと、部長、相談していただけますか。 

教育部長（橋上猛雄） 

 今、小林教育長が、おっしゃったみたいに、

基本的にはこの形でさせていただいて、できた

ら、もしパブリックコメントをするときには、

これを参考資料として入れると、ただ本体とは

ちょっと違うので外しましょうと、それだけは

ご了解を頂戴するようにします。ご相談をさせ

て頂いたうえで。 

委員長（山崎 貢） 

 教育長、その辺難しいですか。 

教育長（小林光明） 

 いや、はい。今、部長言われたような形で。 

委員長（山崎 貢） 

 答申が出された、そのものはとても重いもの

だと思うのです。それは分かるけれども。ただ、

この基本計画の内容を鑑みて、これは要するに

つけ足しみたいなものではないかというように

思うんですけどね。あえてここ入れる必要はど

うかなと、私も思います。ただ、答申を受けて、

これを変えることは非常に今の時点では難しい

ということであれば。 

教育長（小林光明） 

 答申は答申として尊重しないといけないと思

います。ただ、教育行政の執行機関である教育

委員会議がこうですと言ったら、責任を持って

そうすればいいんですよ。ですから、それは全

然問題ないと思いますよ。 

委員長（山崎 貢） 

 なるほど。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 だから、くどくなりますけど、結局本文の中

にも入ってないような、国の政策の学校評議委

員制度とか学校運営協議会制度とか、そういう
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学校支援地域本部のことはもう入れていますよ

ね、説明も、用語解説、この分じゃなくて、本

文の中に脚注が入っていますから、それ以外の

ものをあえて書くという意図が私には理解でき

ないし、それは単なる付録で済まない部分が、

非常に重い内容のものがありますので、制度的

に。ひょっとしたら本市の意向にそぐわないよ

うなものまで、現在の段階で教育委員会として

も余りそういう方向を望んでないのに、なぜそ

ういうふうなことをあえて制度として、国がや

っているからということで参考として上げなき

ゃいけないのかということには非常に疑問を感

じますので、やはり私は、これは本市の教育振

興基本計画に入ってないものですから、入れる

必要はないと思います。 

教育長（小林光明） 

 基本的にとるという方向でいくと。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 その分は、先ほど部長申しましたように、今

西先生にはお伝えをして、確認はとってもらう

ということでよろしいですか。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 じゃ、そうさせていただきます。 

委員長（山崎 貢） 

 ということで、教育委員会としては、この62、

63ページについては削除していただくと。 

教育長（小林光明） 

 はい。 

委員長（山崎 貢） 

 ということで決めさせていただきます。 

教育長（小林光明） 

 はい。 

委員長（山崎 貢） 

 ほか、ございませんか。よろしいですか。 

 ほかにないようですので、日程第１、議案第

28号、大阪狭山市教育振興基本計画（案）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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