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委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成27年第２回教育委員会定例会

議を開会いたします。 

 本日は市長との意見交換会がありますので、

５時をめどに会議を閉会したいと思いますので、

よろしくご協力願います。 

 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。 

 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、こんにちは。 

 公私ご多忙のところ、委員会にご出席いただ

きましてありがとうございます。 

 それでは、私から３点ほどご報告を申し上げ

ます。 

 まず、２月３日に開催をいたしました南河内

地区の教育委員会の委員研修、ご出席をいただ

きましてありがとうございました。 

 自分で言うのも何なんですけども、私がこの

３年間の間に行かせていただいたほかの地区の

研修会に比べまして、なかなか出来がよかった

んじゃないかとうれしく思っています。 

 他市の教育長、先生から学芸員の説明もすご

くよかった。自分の専門のことをひたすら話す

だけじゃなくて、大阪狭山市のまちづくりに絡

んで話してくれていると、そういうふうな視点

を持っている職員がいてくれましたというふう

に、スカウトしたいなというようなことをおっ

しゃっていただきまして、すごく鼻高々でござ

いました。はい、うれしかったです。 

 委員の先生方のご指摘いただいたこともさる

ことながら、事務局の職員の皆さん方が頑張っ

ていただいたと思っています。どうもご苦労さ

までした。ありがとうございます。 

 １月30日でございます。先月ですけれども、

大阪教育大学との連携協力の調印式に行ってま

いりました。今後は、さくらプロジェクトに基

づきまして、大阪教育大学との間で連携協力を

進めていきたいというふうに思っています。個

別具体には双方で話し合いはしているんですけ

ども、実施に当たっては、またこの委員会のほ

うでもご報告をさせていただきたいと思ってい

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、２月６日に、大阪府の補助事業に

伴う公開保育と公開授業が実施されました。通

常の学級における特別障害等支援事業でござい

ます。西幼稚園と第三中学校で公開保育授業を

実施していただきました。 

 事業の目的を改めて申し上げますと、自己肯

定感を育む安心できる授業づくり、わかる授業

づくり、それに取り組んで、そこで得られた成

果を普及していくということで実施されている

事業です。教育センターの総括主任指導主事、

それから大阪大谷大学小田教授に公開保育授業

を総括、講評していただきました。比較的授業

の内容については高く評価をしていただきまし

たので、今後、そのご助言等を踏まえて、より

よい授業づくりに取り組んでまいりたいと思っ

ております。ご報告はその３点でございます。 

 本日、ご審議いただく議案についてご報告を

申し上げます。全部で議案は８件でございます。

これはいずれもですね、教育委員会制度が新し

く変わることに伴うものと、子ども・子育て支

援新制度が平成27年４月から実施されるという

ことに伴うものが主なものであります。 

 １件、ちょっと例外として青少年問題協議会

条例の一部を改正する条例というのがございま

すが、これも法律が変わったことに伴いまして

条例をそれに合わせて改正するものでございま

す。 

 あと、報告案件として教育振興基本計画の案
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について、パブリックコメントを実施した結果

等も含めてご報告をさせていただきます。 

 あと、平成26年度今年度の一般会計補正予算

と平成27年度の一般会計の予算、教育委員会関

係についてご報告をさせていただく予定でござ

います。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２号、教育長の職務に専念する義

務の特例に関する条例についてを議題といたし

ます。 

 担当に説明を求めます。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 議案第２号、教育長の職務に専念する義務の

特例に関する条例についてご説明申し上げます。 

 まず、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が平成27年４月１日

から施行され、同法において任命される教育長

については、常勤の特別職として新たに規定さ

れています。それに伴いまして、新教育長、先

ほどの４月１日以降に改正される法律に基づき

任命される教育長を新教育長と呼ばせていただ

きますが、新教育長の職務に専念する義務の免

除規定を定める必要があることから、本条例の

制定を新たにするものでございます。 

 なお、新教育長の職務に専念する義務の免除

規定につきましては、資料にございます２ペー

ジの第２条のところに規定させていただいてお

り、教育委員会の承認を得て免除されるという

ことになります。また、経過措置といたしまし

て、現教育長の在任期間中においては、この条

例は適用しないものと規定させていただいてお

ります。 

 以上です。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。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。はい、よろ

しいですね。 

 ないようですので、日程第１、議案第２号、

教育長の職務に専念する義務の特例に関する条

例については、承認されました。 

 続きまして、日程第２、議案第３号、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関

する条例についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 議案第３号、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の施行に伴う

関係条例の整備等に関する条例についてご説明

申し上げます。 

 先ほども申し上げましたが、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

律が平成27年４月１日から施行され、同法にお

いて任命される教育長は、地方公共団体の長が

議会の同意を得て任命する職となることから、

特別職としての規定整備を行う必要があり、関

係条例について所要の改正等を行うものです。 

 なお、経過措置といたしまして、現教育長の

在任期間中に限り、本条例による改正後の関係

条例は適用せず、改正前の規定を有効といたし

ます。 

 議案書のまず７ページをごらんください。 

 こちらのほうなんですけども、まず、先ほど

も申し上げましたが、教育長が特別職になると

いうことから定数を１名削除しまして、120人

であったところを119人と規定するものです。 

 その下の第２条関係、こちらのほうは報酬並

びに費用弁償支給条例中、新教育長が現行制度

の教育委員会委員長と教育長の職責を一体化し

た職となることにより、教育委員会委員長の職

務が廃止されるため、別表から当該職について
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の項目を削ることとしております。 

 次の８ページをお願いいたします。 

 所掌事務ですけども、こちらに同じく大阪狭

山市特別職報酬等審議会条例中、新教育長が一

般職から特別職に変更されることに伴う所要の

改正を行うものです。 

 また、その下の４条関係。こちらは特別職の

職員の給与に関する条例中、新教育長を特別職

として位置づけるとともに、引用している条例

の廃止に伴う所要の改正を行うものです。 

 ９ページのほうをお願いいたします。 

 こちらは、大阪狭山市特別職の職員等の退職

手当に関する条例中、新教育長を特別職として

位置づけるとともに、引用している条例の廃止

に伴う所要の改正を行うものです。 

 10ページをお願いいたします。 

 こちらのほうは、教育長の給与及び旅費に関

する条例については、本条例の根拠法令であっ

た教育公務員特例法第16条が削除されることか

ら廃止することとしております。 

 以上、簡単ですけども、こちらに載ってる条

例のほうにつきましては、先ほども申し上げま

したが、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部が変わることに伴い、所要の改正を

する条例提案であります。 

 以上、簡単ですが、説明を終わります。 

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。いいですね。 

 ないようですので、日程第２、議案第３号、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

等に関する条例については、承認されました。 

 続きまして、日程第３、議案第４号、大阪狭

山市青少年問題協議会条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

 担当に報告を求めます。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本芳

之） 

 議案第４号、大阪狭山市青少年問題協議会条

例の一部を改正する条例についてご説明をさせ

ていただきます。 

 この改正につきましては、法律地方青少年問

題協議会法の改正に伴う改正でございます。 

 もとの法律の内容につきましては、会長が当

該地方公共団体の長をもって充てる。また、委

員は、地方公共団体の議会の議員、関係行政機

関の職員及び学識経験のある者のうちから、当

当該地方公共団体の長が任命するとされていま

した。 

 しかし、市町村の課題に応じた柔軟な委員構

成を可能とするため、この内容が撤廃されまし

た。これに伴い、大阪狭山市青少年問題協議会

の会長の選任方法や委嘱の要件について、新た

に定める必要があることから、この条例の一部

を改正するものです。あわせて秘密保持に関す

る規定を行えることとさせていただきました。 

 改正の概要につきましては、16ページ、17ペ

ージをごらんいただきたいと思います。 

 １点目、第２条関係。協議会委員を25人以内

とし、委員の要件を新たに規定することとしま

した。 

 第３条関係。委員が委嘱の根拠となる職、ま

たは身分を失った場合、委員の職を失うことと

しました。 

 第４条関係。会長及び副会長は委員の互選に

より定めることとしました。 

 第５条関係。委員の秘密保持に関する規定を

追加することとしました。 

 ５番目、附則といたしまして、この条例の施

行の際、現に委員である者は、改正後の規定に

より委嘱されたものとみなし、この委員の任期

は改正前の条例の規定による任期の残任期間と

することとしました。 
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 以上、よろしくお願いします。 

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。よろしいですか。 

 はい。ないようですので、日程第３、議案第

４号、大阪狭山市青少年問題協議会条例の一部

を改正する条例については、承認されました。 

 続きまして、日程第４、議案第５号、大阪狭

山市立幼保連携型認定こども園条例についてを

議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

こども育成室長（田中安史） 

 議案第５号、大阪狭山市立幼保連携型認定こ

ども園条例についてご説明いたします。 

 本年４月から認定こども園制度の見直しによ

りまして、新たな幼保連携型認定こども園は、

認定こども園法に基づく単一の施設として認可

を受け、指導監督も一本化されます。 

 これまで本市では他市に先駆け、平成18年４

月から南第三幼稚園と第２保育所という２つの

施設を一体的に運営してきたところでございま

す。 

 今般の制度の見直しによりまして、運営上の

課題が一定整備できますことから、幼稚園と保

育所をそれぞれの認可を返上して、改めて幼保

連携型認定こども園として再置するため、本条

例を定めるものでございます。 

 条例案の概要についてご説明いたします。議

案書の19ページです。 

 第２条におきまして、名称を大阪狭山市立こ

ども園とし、その位置を南第三幼稚園と同じ位

置に定めております。 

 第３条では、認定こども園が行う事業を教育

保育の提供のほか、預かり保育事業、延長保育

事業、子育て支援事業といたしました。 

 第４条では、入園できる子どもは、子ども・

子育て支援法第19条第１項に定めます１号認定

子ども、２号認定子ども及び３号認定子どもと

いたします。 

 第７条でございますが、休園日を日曜、祝日、

年末年始とし、このほか土曜日及び各等の長期

休業日においても教育の提供を行えないことと

いたしました。 

 21ページ、第８条におきましては、認定こど

も園の使用料を子ども・子育て支援法に基づく

公定価格といたしまして、保護者は使用料のう

ち、子ども・子育て支援法に規定する市町村が

定める利用者負担額を月末までに納付しなけれ

ばならないことといたしました。 

 第９条及び第10条では、預かり保育事業と延

長保育事業の内容と保育料をそれぞれ定めるこ

とといたしました。 

 22ページの附則でございますが、附則におき

まして施行期日を平成27年４月１日とし、第３

項では、経過措置として施行日から２年間、教

育認定子ども園の利用負担額が現行の幼稚園の

保育料と同額の月額7,000円を超えるときは

7,000円とするということといたしました。 

 また、附則第４項では、市立第２保育所が幼

保連携型認定こども園に移行することに伴い、

大阪狭山市立保育所条例を廃止することとし、

あわせまして第５項、第６項、第７項では、報

酬並びに費用弁償支給条例、大阪狭山市立学校

の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例及び重要な公の施設に関す

る条例の一部につきまして、議案書の新旧対照

表のとおり所要の改正を行うことといたしまし

た。 

 まことに簡単な説明ではございますが、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） 

 はい。ただいまの報告について、ご意見、ご

質問等ございますか。よろしいですか。 

 ちょっと質問なんですけど、小・中学校の学
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期とは異なり、幼稚園は、日にちは従前の形に

なっているんですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね、はい。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいですか。 

 はい。ないようですので、日程第４、議案第

５号、大阪狭山市立幼保連携型認定こども園条

例については、承認されました。 

 続きまして、日程第５、議案第６号、大阪狭

山市立幼稚園設置に関する条例の一部を改正す

る条例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） 

 議案第６号、大阪狭山市立幼稚園設置に関す

る条例の一部を改正する条例についてご説明い

たします。 

 子ども・子育て支援法を初めとする子ども・

子育て関連３法が本年４月１日から施行され、

子ども・子育て支援新制度は本格施行いたしま

す。私立幼稚園も施設型給付費の対象となる教

育保育施設となりますので、利用者負担を中心

に所要の改正を行うとともに、南第三幼稚園が

幼保連携型認定こども園に移行することに伴い、

市立幼稚園から南第三幼稚園を削除するもので

ございます。 

 改正案の概要についてご説明いたします。 

 議案書の30ページで新旧対照表のほうをご参

照お願いいたします。 

 第１条の表中の大阪狭山市立南第三幼稚園の

ほうを削除することといたしました。第11条の

入園料は無料とする規定を削除することといた

しました。 

 第８章の証明を保育料から使用料及び預かり

保育料に改めることといたしました。 

 第21条では、幼稚園の使用料を子ども・子育

て支援法に基づく公定価格とし、保護者は使用

料のうち、子ども・子育て支援法に規定する市

町村が定める利用者負担額を月末までに納付し

なければならないことといたしました。 

 第22条では、預かりに係る保育料を預かり保

育料に改めることといたしました。 

 31ページになりますが、第４条関係の別表で

ございますが、大阪狭山市立南第三幼稚園のほ

うを削除することといたしました。 

 最後ですが、附則におきまして施行期日を平

成27年４月１日とし、経過措置として試行期間

２年間、教育認定こども園の利用者負担額が月

額7,000円を超えるときは7,000円とすることと

いたしました。 

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、

ご審議いただきますようお願い申し上げます。 

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。 

 今考えているのは、２年間は経過措置でこの

ままの状態で進めていくということでよろしい

んですね。この間、他市町村の状況等も含めて、

２年後には、もちろん保育料か、授業料か変え

ていかないといけない。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 また、ちょっとその他報告の中で今考えてい

る分をご報告させていただきたいと思っていま

すので、よろしくお願いします。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、わかりました。 

 ほかよろしいでしょうか。 

 ないようですので、日程第５、議案第６号、

大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例の一部を

改正する条例については、承認されました。 

 続きまして、日程第６、議案第７号、大阪狭

山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題とい

たします。 
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 担当に報告を求めます。 

こども育成室長（田中安史） 

 議案第７号、大阪狭山市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する条例の一部を改正する条

例についてご説明いたします。 

 児童福祉法の改正によりまして、本年４月以

降の保育所の認可行為を行う上で、児童福祉審

議会の設置が必要となりましたことから、市に

児童福祉審議会を設置すること。さらに引用す

る法律の名称が改められておりますことから、

所要の改正を行うものでございます。 

 改正案の概要についてご説明いたします。議

案書36ページの新旧対照表のほうをお願いいた

します。 

 第４条におきまして、最低基準を超えて設備

及び運営の水準を向上させるよう行う勧告につ

きましては、大阪狭山市児童福祉審議会の意見

を聞いて行うことといたしました。 

 第38条では、母子家庭等を引用する法律の名

称が改められましたことから、所要の改正を行

うことといたしました。 

 また、附則におきまして、この施行期日を平

成27年４月１日といたしております。 

 以上、簡単な説明ではございますが、ご審議

いただきますようお願い申し上げます。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。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。よろしいですか。 

 はい。ないようですので、日程第６、議案第

７号、大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、承認されました。 

 続きまして、日程第７、議案第８号、大阪狭

山市附属機関設置条例の一部を改正する条例に

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） 

 議案第８号、大阪狭山市附属機関設置条例の

一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 子ども・子育て支援新制度の本年４月からの

施行に伴い児童福祉法が改正され、４月以降、

保育所を認可しようとするときは、あらかじめ

児童福祉審議会の意見を聞くことが義務づけら

れました。 

 このことを受けまして、本市児童福祉審議会

を設置するに当たりまして、本条例について所

要の改正を行うものでございます。 

 この児童福祉審議会の組織や所掌事務等につ

きましては、規則で別途定める予定をしており

ました。組織といたしましては、児童福祉に関

する事業に従事する者、学識経験者など委員５

人以内で組織し、その任期は２年とする内容で

規則を予定しております。 

 今回の改正案についてご説明いたします。議

案書の39ページ、新旧対照表のほうをよろしく

お願いいたします。 

 第２条中の市長の附属機関に大阪狭山市児童

福祉審議会を加え、その所掌事務として家庭的

保育事業等及び保育所の認可についての審議並

びに児童福祉に関する事項についての調査及び

審議に関する事務を規定することといたしまし

た。 

 附則におきまして、施行期日は平成27年４月

１日として、あわせて報酬並びに費用弁償支給

条例の一部を改正し、第２条関係の別表に児童

福祉審議会委員の項を設け、報酬を１回につき

7,000円と定めることといたしました。 

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、

ご審議いただきますようお願い申し上げます。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。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。よろしいですか。 

教育長（小林光明） 

 児童福祉審議会条例で大阪狭山市児童福祉審
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議会を附属機関にすることによって規則をつく

らないといけない。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。 

教育長（小林光明） 

 その規則は４月１日現在。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうです。４月１日から施行する規則を。 

教育長（小林光明） 

 つくらなあかんね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 ということは、３月の教育委員会議に諮るわ

けね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。教育委員会の規則とするんであ

れば、そうなんですけど。 

教育長（小林光明） 

 教育委員会の規則じゃないんか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 市長の附属機関になっていますので。 

教育長（小林光明） 

 あ、そうか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 市の規則ということに。 

教育長（小林光明） 

 市がつくるんやな。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 いずれにしろ、４月に出るということですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね、はい。 

教育長（小林光明） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。他にないようですので、日程第７、議

案第８号、大阪狭山市附属機関設置条例の一部

を改正する条例については、承認されました。 

 続きまして、日程第８、議案第９号、大阪狭

山市保育の実施に関する条例を廃止する条例に

ついてを議題といたします。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 委員長、すみません。ちょっと事務局のほう

の不手際がございまして、議案書のほうを議案

書に綴じることができておりません。また、改

めて修正させていただいて、お届けさせていた

だきますが、とりあえず今お配りした資料で説

明のほうをさせていただきたいと思います。 

委員長（山崎 貢） 

 わかりました。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 申しわけございません。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。今配布されたのがその条例ですね。説

明をお願いします。 

こども育成室長（田中安史） 

 議案第９号、大阪狭山市保育の実施に関する

条例を廃止する条例についてご説明いたします。 

 子ども・子育て支援法を初めとする子ども・

子育て３法が本年４月１日から施行されますが、

保育の認定につきましては、これまで市の条例

で定める基準に照らして行っておりましたが、

新制度では、子ども・子育て支援法に基づき保

育の必要性を認定することとなることに伴い、

大阪狭山市保育の実施に関する条例を本年３月

末日限りで廃止するものでございます。 

 制度上の変更点でございますが、保育の実施

に関する条例では、保育の認定事由といたしま

して居宅内外での就労、妊娠・出産、疾病・障

害、介護・看護、災害復旧などの事由がござい

ましたが、子ども・子育て支援法施行規則では、

これらに加えまして求職活動、就学職業訓練、
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虐待・ＤＶ、育児休業等の継続理由が加えられ

たものでございます。 

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、

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） 

 はい。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。よろしいですか。 

 ないようですので、日程第８、議案第９号、

大阪狭山市保育の実施に関する条例を廃止する

条例については、承認されました。 

 次回の教育委員会議で、もうちょっときっち

りしたものを出してくださいね。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 はい、すみません。 

委員長（山崎 貢） 

 続きまして、日程第９、報告第２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。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 報告第２号、大阪狭山市教育振興基本計画

（案）についてご説明申し上げます。 

 前回委員会で議案として出させていただきま

して、１月13日火曜日から２月３日までの３週

間、パブリックコメントを募集いたしました。 

 その結果、期間中には意見が全然ございませ

んでした。それをまずご報告させていただきま

す。 

 それによりまして、市民からの意見等がござ

いましたら、前回お手元にお配りしているこの

教育振興基本計画のほうなんですが、その意見

に基づいて回答をつくって修正ということもあ

り得たんですけども、今回パブリックコメント

の結果、意見等ございませんでしたので、今お

手元に配らせていただいています、前回もお配

りしてますが、こちらのほうをもって教育振興

基本計画とさせていただきたいと思います。ま

た、これで承認をいただきましたら、製本のほ

う上げていきたいと思っております。また、来

月の定例教育委員会のときには成果物をお渡し

できるかなと思っております。 

 あと、それにあわせて概要版もつくらせてい

ただこうと思っておりますので、それも改めて

一緒にご報告させていただけたらと思います。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。パブリックコメントがゼロ。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 ゼロです。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。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。 

教育長（小林光明） 

 結局、これ、案というのがとれて、それで平

成27年１月の部分が…。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 が、３月になります。 

委員長（山崎 貢） 

 これが３月ですね。ありがとうございます。 

教育長（小林光明） 

 これはもう字ばっかり。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 多少色とかも入るんですが。 

教育長（小林光明） 

 写真とか、かわいらしい絵とかは入りますか。 

委員長（山崎 貢） 

 これは白黒印刷でわかりにくかったけど、こ

の重点目標のところがちょっと字が見にくいの

で、その辺製本するときに調整してください。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 はい。もうちょっと分かりやすいように。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいでしょうか。 

 はい。ないようですので、日程第９、報告第
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２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。 

 続きまして、日程第10、報告第３号、平成26

年度（2014年度）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。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 報告第３号、平成26年度（2014年度）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。 

 42ページをごらんください。 

 今回の補正につきましては、大きな２つの要

因がございます。 

 まず１つは、増額補正で、放課後児童会指導

員賃金166万7,000円。こちらのほうは４月当初

に予定していた子どもの数が申し込みを受ける

と、その数を予定したよりもかなりオーバーを

いたしまして、そのオーバーした分の指導員を

雇う賃金といたしまして、これだけの金額を補

正要求させていただいております。 

 あと、小学校費保健体育費の減額補正ですけ

れども、こちらは工事を夏休み期間中などを使

って行わさせていただきました。その際に落札

減があったため、その落札減を補正するという

ことで、今回マイナスの予算を組まさせていた

だいております。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。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。 

教育委員（瀬川武美） 

 ちょっと確認だけ。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

教育委員（瀬川武美） 

 何人ぐらいオーバー、予想よりオーバーして、

何人の指導員を雇ったんですか。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本芳

之） 

 26年４月１日の段階で484名が入会しました。

そのときにどうしても入れない待機児童が発生

しました。その後７月１日以降に東小学校のク

ラスを１クラス増設を行い、入会児童数が575

名となりました。それに伴いまして、指導員を

８名、補助員を14名の増員を行いました。 

 以上でございます。 

教育委員（瀬川武美） 

 はい、ありがとうございます。 

教育部長（橋上猛雄） 

 東小学校は１クラス増やしたんですか。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本芳

之） 

 １クラス、はい。夏休みだけです。 

委員長（山崎 貢） 

 東小学校は何クラスになってますか、放課後

児童会は。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本芳

之） 

 グループとしては３グループ、３クラスです。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本芳

之） 

 今はまた減りましたんで、２クラスに戻って

おります。 

委員長（山崎 貢） 

 分かりました。 

委員長（山崎 貢） 

 ほかよろしいですか。 

 はい。他にないようですので、日程第10、報

告第３号、平成26年度（2014年度）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11、報告第４号、平成27
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年度（2015年度）一般会計予算（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。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 報告第４号、平成27年度（2015年度）一般会

計予算（教育委員会関係）について簡単にご説

明をさせていただきます。 

 お手元のほうに別冊で平成27年度主要事業

（教育委員会関係）という資料をお配りさせて

いただいております。 

 あと、それと同じく事業別予算額対前年度比

較表というのもあわせてお配りさせていただい

てます。こちらのほうをごらんいただけたらと

思います。 

 平成27年度の主要事業としまして８事業を上

げさせていただいております。 

 まず、子育て世帯臨時特例給付金給付事業で

ございます。 

 これは平成26年度は、１人当たり１万円の給

付を実施しておりましたが、平成27年度も引き

続き該当者１人当たり3,000円を給付すること

となっているその事業のことでございます。予

算書のほうでいきますと、１ページ目の上から

32行、一番最終の行になるところになります。 

 それから、保育所整備事業でございます。 

 こちらのほうですが、予算書のほうでいきま

すと１ページの上から４行目、民間保育園等対

策事業の項目に当たります。こちらは書いてあ

るとおり、待機児童解消を図り、新たに民間保

育園を整備するための民間保育園施設整備補助

金を見させていただいております。 

 それから、幼稚園就園奨励事業でございます。 

 こちらのほうなんですけども、予算書のほう

でいきますと、４ページの上から４行目、これ

は子ども・子育て支援新制度に移行しない私立

幼稚園に在園する園児に対する就園奨励費用を

国基準並みの補助額で支援するために設けてお

ります。 

 それから、給食センター施設改修事業でござ

います。 

 こちらは今年度もありましたが、２年目の工

事ということでございます。こちらのほう予算

書でいいますと、最後の５ページの21行目がこ

の欄に当たります。施設管理事業の中の１つの

項目ということになります。 

 あと、東小学校空調機改修事業でございます。 

 これは今年度設計のほうをさせていただきま

して、来年度の夏休み期間中に工事を行うもの

でございます。こちらのほうが３ページ17行目、

こちら、内容としましては、普通教室14室、特

別教室３室、管理諸室２室、合計19室にエアコ

ンの設置を予定しております。 

 続きまして、第三中学校大規模改造事業でご

ざいます。 

 これも今年度実施設計をやっていただいてお

ります。それに伴いまして、この夏休み期間に

改修を予定しております。こちらの学校ですが、

開校が昭和56年３月で建築後33年が経過してお

ります。こちら、27年と28年に分けて改修工事

を予定しております。 

 今年度施工する場所は校舎棟の普通教室のあ

る棟のほうをまず改修工事を行う予定で、内容

としましては屋上防水の全面改修、あと、それ

から内装の全面改修、こちら廊下と教室を隔て

ている建具がかなり傷んでおりますので、そち

らのほうを全面改修させていただきたいと思っ

ております。あと設備です。特にエレベーター

のほうが今の建築基準法に適合しておりません

ので、このエレベーターのやりかえを、全面改

修。それから、消化ポンプや防火扉、放送設備

等も老朽化しておりますので、こちらのほうも

全面更新ということを考えております。 

 それから、続きましてこども園設備改修事業

でございます。 
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 こちらは１ページ目の24行目の施設管理事業

の中に入ってまいります。こちらは快適な保育

教育環境を維持することを目的として、老朽化

したこども園の遊戯室等の空調機や照明器具を

改修するということになっております。 

 最後に、行基資料集発行事業をいたします。 

 こちら市史編さん事業、４ページ目の25行目

の市史編さん事業の中に入ってまいります。こ

ちらは本市の歴史文化豊かなまちづくりを進め

るため、奈良時代の僧で狭山池と深くかかわっ

た行基に関する資料をまとめた行基資料集を刊

行するため設けたものでございます。 

 簡単ですが、以上、説明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

ございませんか。 

教育長（小林光明） 

 資料でつけていただいてる表で、前年度、本

年度と書いてあるでしょう、冒頭に。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 前年度って26年度のこと。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 26年です、はい。 

教育長（小林光明） 

 本年度って27年やね。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 27です。 

教育長（小林光明） 

 そやね。本来やったら本年度と次年度やね。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 すみません、それは財政からいただいた資料

をそのまま使わせていただいたので、そこまで

見てませんでした、すみません。 

委員長（山崎 貢） 

 この間からちょっと大阪教育大学との連携で、

また生きる力の向上室か何か、推進室か。 

教育長（小林光明） 

 はい。 

委員長（山崎 貢） 

 それから、生きる力向上推進室の運営に関し

ての予算というのは。 

教育長（小林光明） 

 人件費だけ認めていただきました。 

委員長（山崎 貢） 

 どこに入ってますか。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 学力向上推進事業に。 

委員長（山崎 貢） 

はい。22のところですか。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 はい。事業はそこに。 

委員長（山崎 貢） 

 ここがあれですか、生きる力の、いわゆるさ

くらプロジェクト推進室ですね。 

委員長（山崎 貢） 

 幼稚園就園奨励金、これだけ要るんですか。 

教育委員（小林光明） 

 これは、大阪狭山市が私立のところは国基準

払ってなくて公立に合わせていまして、ずっと

怒られ続けていたんです。今回は国基準に合わ

せました。だから表で、さきほど説明していた

だいていた表の１枚目の裏に4,850万円の下に

括弧で書いてます数字の3,852万ですか。これ

何かなと思って見てたんですけど、これまでが

７万9,000円やったっけ、年間。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうです。 

教育長（小林光明） 

 私立に行ってる保護者に対しても７万9,000

円の補助しかしてなかったんですよ。 

こども育成担当部長（谷富二男） 
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 最大で。 

委員長（山崎 貢） 

 なるほど。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 30万8,000円です。 

委員長（山崎 貢） 

 そんなに。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 あくまで最大ですけど、一応国が言っている

のは、年間にかかる費用が民間であれば、平均

30万8,000円。公立の場合で７万9,000円という

ことで、大阪狭山市は公立でずっと充実させて

きましたので、民間に行かれる場合も、それは

自分で選ばれたものだということで、７万

9,000円を上限としていたんですね。 

委員長（山崎 貢） 

 ああ、なるほど。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 30万8,000円を使わずに。今回は国基準とい

うことで30万8,000円を使ったらこうなります

と。 

 これはどうしてかと言いますと、また、これ

も後での説明と関係しますが、子ども・子育て

新制度がスタートしますので、市が決めた保育

料で納めていただくということになりますので、

もうそうなってくると、公立も民間もなくなる

ということになります。 

 新制度に移行する幼稚園なりとそのままの私

学助成で残る幼稚園とが出てきますと、保護者

にとりましたら、行った民間の幼稚園が私学助

成に残るのか、新制度に移行するかで保育料の

面で大きく差がつくということになりましたの

で、就園奨励だけでも国基準として合わしとて

おこうと。で、差がなるべく出ないようにしよ

うということで、今回大きく予算を組ませてい

ただいたということです。 

教育長（小林光明） 

 これまで歳出に比べて余分に計上してる額が

3,852万ということやね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。 

教育長（小林光明） 

 そうやね。その差額がこれまで出ていたとい

うことやね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうです。 

教育部長（橋上猛雄） 

 委員長。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

教育部長（橋上猛雄） 

 新年度は市長選挙の関係で骨格予算となって

おります。その骨格予算ですけれども、教育費

等につきましては、投資的な事業がたくさんあ

ります。今年も第三中学校の大規模改造につい

ても今年度は設計して、国庫負担で。そういう

部分が入っておりますので、実質骨格ですけど

も、教育費については今年度も同じ額が増えて

くるということになっております。 

委員長（山崎 貢） 

 そうやね。合計のとこ見たら、次年度のほう

がかなりね、増えてますね。 

教育長（小林光明） 

 約７億ですか。 

委員長（山崎 貢） 

 やっぱり大規模改修とか入ってね、かなり費

用がかかりますね。 

 他にはないですか。 

 はい。ないようですので、日程第11、報告第

４号、平成27年度（2015年度）一般会計予算

（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
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議を閉会いたします。 

                  以上 
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