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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１号 大阪狭山市教育委員会と大阪教育大学との連 

           携協力に関する協定書について 

 

日程第２ 報告第１号 大阪狭山市子ども・子育て支援事業計画（素 

           案）のパブリックコメント募集について 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 
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委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成27年、本年第１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。 

 本日は、教育委員会定例会議の後で南第一小

学校を見学する予定にしておりますので、ご協

力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、教育長報告をお願いします。 

教育長（小林光明） 

 おはようございます。 

 それでは、教育長報告をさせていただきます。 

 まず初めに、年始でございましたけども、成

人式を１月12日に挙行させていただきましたと

ころ、お忙しい中、ご出席をいただきました委

員の皆様にはお礼を申し上げたいと思います。 

 620名対象で468名の成人が出席をしてくれた

ということで、比較的今年は穏やかな成人式で

あったと喜んでおりましたけども、成人式終了

後に階段の前の広場で、ちょっとお酒を飲んで

何人かが騒がしくして救急車で運ばれたという

ふうなことを聞いていますので、そういうこと

のないように、最後まで立派な成人式を行える

ようにしていきたいなと思います。 

 それから、次に「大阪狭山の歴史」という本

を刊行しましたので、お手元にお配りをしてお

ります。これは、25年度に出来上がりました

「大阪狭山市史」の通史の中身を子どもたち用

に分かりやすいように取りまとめたものでござ

います。小学校５年生の児童を対象にそれをお

配りしたいと、今年度に限っては６年生も含め

て配布をしていきたいと思っています。 

 次年度以降、ふるさと学習教材として活用し

ていただければと思っています。大人が読んで

も読むにたえるような出来栄えになっていると

思いますので、おうちでも、保護者も含めて見

ていただければなというふうに思っております。 

 次に、27年度予算でございますけども、ご承

知のとおり統一地方選挙がありまして、首長が

出ないということでございますので、今回は骨

格予算ということになっています。 

 お手元に予算要求で取りまとめた資料をお配

りしていると思います。後ほど簡単に触れさせ

ていただきたいと思いますけども、そこで「当

初」と書いてある部分が当初予算として要求し

ている部分、印のない部分につきましては、次

の新しい市長のもとでもう一度査定をしてもら

うということで教育委員会として出している事

業の一覧をお手元にお配りをしているというこ

とでございます。 

 当初分につきましては、ほぼ認められるのか

なという感触でおります。１つ２つちょっとカ

ットされるような分がありますけども、今の状

況ではほぼ認められるんじゃないかなと思って

います。まだ結果は出ておりません。 

 それから、次に、教育振興基本計画のパブリ

ックコメントについてご報告をいたします。 

 １月13日からパブリックコメントを実施して

おります。２月３日までの間ですけども、現時

点でご意見は０件という状況であります。本日

ご報告をさせていただきます子ども・子育て支

援事業計画（素案）のパブリックコメント、こ

れも２月２日から実施をしていく段取りであり

ます。今週、市役所内の本部会議で承認を得て

おりますので、お手元にお配りをしております

素案でパブリックコメントを実施してまいりた

いと考えております。 

 それから、民間保育所の設置運営事業者の募

集、これを１月の末までしております。現時点

で応募者はございません。応募できる期間は今

週の月曜日から金曜日までの間ですので、今の
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ところ応募者はないと聞いていますけども、説

明会に出席していただいた法人とか電話等で事

務局に何らか接触をしていただいている法人、

合わせまして10法人ほど今あると聞いておりま

す。多分、今日、明日中で集中して応募がある

んじゃないかなというふうに思っております。 

 それから、お手元にお配りしています授業公

開アンケート（南中学校）という、１月19日で

したか、南中学校が独自で南中学校区の小学校

の先生方を対象に授業公開をするのでぜひとも

来てくれということで、授業公開をやっていた

だきました。目的として、校長先生は、南中の

小学校との連携を一層推進するということを目

的に、小学校の先生方にも授業を見ていただき

たいと、情報交換しながら生徒たちの成長を図

っていきたいということで実施をされました。 

 ただ単に授業公開だけじゃなくて、その後で

小中の先生方の情報交換もしていただいていま

す。その折に実施いたしましたアンケート、そ

の結果を、即日、校長先生自らまとめていただ

いたということで、私の手元に届きましたので、

委員の皆様方にもぜひともごらんいただきたい

なと思っております。 

 それから、１月６日、年の頭、まだ学校も始

まっていない前日のときに、秋田に、先生方、

行っていただきました。その先進地視察の研修

の報告をしてくれました。これも随分時間をか

けてやっていただいたという跡がうかがえる立

派なものであったと思っています。 

 このように、教育委員会の指示指導のもとじ

ゃなくて先生方が自主的に動いていただいたり、

改善しようという、そういうふうなエネルギー

が学校に満ち満ちているという感触を受けまし

た。あとは立派なリーダーがそれをまとめ上げ

て持っていけば、より一層、大阪狭山市の学校

は良くなっていくんじゃないかなという実感を

得ました。うれしかったのでお配りをいたしま

した。 

 以上でございます。 

 本日ご審議をいただく案件は、審議議案とし

て１件、報告議案として１件でございます。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１号、大阪狭山市教育委員会と大

阪教育大学との連携協力に関する協定書につい

てを議題といたします。 

 担当に報告を求めます。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 それでは、議案第１号、大阪狭山市教育委員

会と大阪教育大学との連携協力に関する協定書

についてご説明いたします。 

 前回ご報告しておりますように、大阪教育大

学との連携協力に向けて調整を進めております。

協定書は、調整させていただいて資料のとおり

でございます。 

 連携内容については幅広く書かれておりまし

て、詳細については、その資料にあります第２

条のところの５点で考えております。その５点

書かれてあるところの（５）番、詳細について

はその都度協議ということで、幅広く連携を進

めていくというふうに考えております。 

 連携協力に向けた協定についてご審議くださ

いますよう、よろしくお願いします。 

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、ご質問等ございましたら、よろしくお願い

します。 

 今の段階でまだどれぐらい費用というのか、

予算が必要かということがわからないとは思う

んですけども、先ほど、政策的経費のところで

は、まだ骨格予算ということで、この中には入
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れられないのかなとは思うんですが、その辺は、

予算についてはどうお考えになっているんでし

ょうか。ちょっとわからないですか。 

教育部理事（田中典子） 

 予算につきましては、さくらプロジェクトと

いう形でこの間お示しさせていただいた中に、

そのような大学との連携も含めたいろんな取り

組みをしていくものとして、嘱託の先生を１人

雇用していただく形でお願いしましたところ、

先ほどの教育長の報告にありましたが、おおむ

ね認めていただける方向で、今、進んでおりま

す。 

 ただ、場所につきましてとか、それから必要

な備品等につきましては、今後検討していく、

骨格予算ですのでそのあたりはもう徐々にとい

うことで、今の段階ではそのような状況です。 

 以上です。 

委員長（山崎 貢） 

 内容については、以前にこのさくらプロジェ

クトで出していただいた方向で進めていくとい

うことでよろしいでしょうか。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 主に大阪教育大学と連携していく具体の中身

ですけれども、基本的には、まず学生を派遣し

ていただこうと。いろんな形で人材を各学校に

入れておりますけれども、なかなか人材不足と

いうこともあって、でも学校はニーズが非常に

たくさんありますので、大阪教育大学の学生に

も、またそれについてご協力いただこうと。 

 それから、体育大会等の行事についても、先

生方だけではなかなか、特に小学校は難しい面

もありますので、そこも学生にサポートしてい

ただく。そのかわりといたしまして、教育実習

に大阪教育大学の実習生を受け入れていこうと。 

 それから、教職員研修についても、大阪教育

大学の先生方にもご協力いただけたらという、

そんなことを考えております。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 本市の現場の先生方と学校には、もうこうい

うプランというのは連絡されているんですよね。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 はい、特に講師も今非常に不足しておりまし

て、今後、教員確保という意味でも、教員をめ

ざす学生を育成していくことが重要だというこ

とで説明させていただいて、ご了承を得ており

ます。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 せっかくですから、現場の先生方の要望とか、

いろいろあると思いますので、密接な連携をと

って、成功する方向でやっていただければあり

がたいなと思います。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 ありがとうございます。 

教育部理事（田中典子） 

 もう一点、今回、この大阪教育大学との連携

の中で、ここ10年ぐらい前ではなかった体力調

査、学力調査の結果分析について、やっぱり指

導主事だけでやるのが非常に苦しいところがあ

ります。大阪教育大学では、そのような分析な

んかも調査研究を専門的になさる教授の先生も

たくさんいらっしゃいますので、そのあたりに

ついても、こちらで一定、嘱託の先生を中心と

した部屋で、プロジェクトの中で分析したもの

をさらにいろいろ考察していただくような、そ

んな連携も考えております。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 嘱託の方って大阪教育大学の専任、行かれた

方ということですか。 

教育部理事（田中典子） 

 いえ、違います。本市で教員経験のある先生

を考えています。指導主事もそこへ一緒に入っ

て、指導主事と嘱託の先生を中心に、学生が実

習に入る前にいろんなことを先に指導をしたり、

大学との連携をしながら、学生自身も研究した
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いテーマと、それから行くべき学校とのそうい

う調整を図ったりという、そのあたりをさくら

プロジェクトの中で考えて一緒にやっていきた

いと思います。 

 だから、英語をやりたい人は英語のそういう

ことをやっている小学校へ行ったりとか、体力

向上についてやりたい人は体力の校内研なんか

で頑張っている学校に行くとかいう調整をその

嘱託の先生と一緒にやっていただくとか、調査

も含めて、いろいろ連携していっていただこう

かなというふうに思っています。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 そうすると、委員会の事務局のどこかに置か

れるんですか。 

教育部理事（田中典子） 

 場所は今まだ検討しているところです。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 じゃ、それに伴って予算というか、経費等も

生じてきますよね。 

教育部理事（田中典子） 

 そうなんです。本来、どこかにそういう部署

を作りたかったのですが、その予算の見通しが

つきませんので、とりあえず事務局の中かフリ

ースクールみ・ら・いの中か、そのような場所

で、大学生を集めていろんな研修をするような

ときには、どこかの学校の会場とか市の中の会

場を使ってやるというような形で考えています。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 動線の関係で、あんまり離れていると、現場

とか教育委員会と、もうだんだん、せっかく良

いのを建てても、もう遠いからというふうにな

ってしまって密度が薄くなったら困るなという

気がしますので、その辺の配慮もしていただき

たいなと思います。 

教育部理事（田中典子） 

 とりあえずスタートをして、だんだん充実し

ていくような方向で考えていきたいと思います。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 頭の中にそういうアイデアと方向性だけは持

っていたほうがいいですよね。よろしくお願い

します。 

教育部理事（田中典子） 

 はい。ありがとうございます。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにないようですので、日程第１、議案第

１号、大阪狭山市教育委員会と大阪教育大学と

の連携協力に関する協定書については承認され

ました。 

 続きまして、日程第２、報告第１号、大阪狭

山市子ども・子育て支援事業計画（素案）のパ

ブリックコメント募集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１号、大阪狭山市子ども・子育て支援

事業計画（素案）のパブリックコメント募集に

ついてご報告いたします。 

 資料として、「大阪狭山市子ども・子育て支

援事業計画（素案）」、冊子になっているもの

ですけれども、こちらと、パブリックコメント

募集の案内をご参照お願いいたします。 

 本年４月から子ども・子育て支援新制度が始

まることとなりますが、子ども・子育て支援法

では、市町村は、国の定める基本指針に則して、

５年間の計画期間における幼児期の教育・保育

や地域の子育て支援についての需給計画であり

ます子ども・子育て支援事業計画を定めるもの

といたしております。 

 計画（素案）の７ページのほうにもございま

すが、計画の策定方法といたしまして、本市に

おきましては、前年度に市民の意見を反映する

ため、子どもの育ちと子育てに関するアンケー

ト、こちらのほうを実施いたしまして、その結
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果を踏まえまして、公募の市民、学識経験者な

どから構成された大阪狭山市子ども・子育て協

議会におきまして合計６回にわたりまして審議

を行い、幅広い意見をいただいております。 

 そして、市長を本部長といたします大阪狭山

市子ども・子育て支援事業計画推進本部を設置

いたしまして、その下部組織であります関係課

長で構成いたします推進本部幹事会を開催いた

しまして具体的な事項について検討を行った上、

本部会議において慎重な審議を行っております。 

 このたび大阪狭山市子ども・子育て協議会か

ら計画（素案）の提出がございましたので、本

会議にてこれを審議し、本計画（素案）として

こちらの素案に至ったものでございます。 

 計画（素案）の内容といたしましては、一部

整理し切れていなかった統計データ、こちらの

ほうを前回の会議におきまして報告させていた

だいた内容のほうに加えまして、全体にわたっ

て文章の表現を整えたものでございます。 

 この計画（素案）をもちまして、市民の皆様

の意見を募集いたしますパブリックコメントを

募集する予定でございます。募集の期間は、２

月２日から23日までということでございます。 

 パブリックコメント後の予定でございますが、

提出された意見を取りまとめた上で、これに対

する市の考え方を整理し、検討を行い、３月に

計画を策定する予定でございます。 

 以上、まことに簡単ではございますが、ご報

告とさせていただきます。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの報告について、ご意見、ご質問等

ございましたらお願いします。 

 前回説明もしていただいて、私どもも読ませ

ていただいていますので。はい、よろしいでし

ょうか。 

 ないようですので、日程第２、報告第１号、

大阪狭山市子ども・子育て支援事業計画（素

案）のパブリックコメント募集については承認

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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