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                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 

  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10号 教育長の職務に専念する義務の特例及び教育長の勤 

           務時間その他の勤務条件に関する規則について 

 

日程第２ 議案第11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規則の整備等に関す 

           る規則について 

 

日程第３ 議案第12号 大阪狭山市教育委員会公印規則の一部を改正する規 

           則について 

 

日程第４ 議案第13号 大阪狭山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正 

           する規則について 

 

日程第５ 議案第14号 大阪狭山市就学支援委員会規則の一部を改正する規 

           則について 

 

日程第６ 議案第15号 大阪狭山市放課後児童会条例施行規則の一部を改正 

           する規則について 

 

日程第７ 議案第16号 大阪狭山市社会教育指導員規則の一部を改正する規 

           則について 

 

日程第８ 議案第17号 大阪狭山市立幼保連携型認定こども園条例施行規則 

           について 

 

日程第９ 議案第18号 大阪狭山市保育所等における保育の利用に関する規 

           則について 

 

日程第10 議案第19号 大阪狭山市教育委員会事務局等に勤務する職員の勤 

           務時間等に関する規則等の一部を改正する規則につ 

           いて 

 



日程第11 議案第20号 大阪狭山市保育の実施に関する条例施行規則を廃止 

           する規則について 

 

日程第12 議案第21号 大阪狭山市教育委員会事務決裁規程の一部を改正す 

           る規程について 

 

日程第13 議案第22号 平成27年度大阪狭山市保育・教育指針について 

 

日程第14 議案第23号 平成28年度使用中学校教科用図書の採択に係る諮問 

           について 

 

日程第15 報告第５号 平成26年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書 

           について 

 

日程第16 報告第６号 大阪狭山市立こども園・幼稚園・小学校・中学校の 

           管理職人事異動について 

 

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年第３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。 

 まず、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。 

 平成26年度の年度末の会議でございます。何

かとお忙しいところ、ご出席を賜りまして、委

員の先生方には厚くお礼を申し上げたいという

ふうに思います。 

 本日のご審議いただく議案は随分たくさんあ

りまして、議案が14件と報告が２件あります。

したがいまして、教育長報告を簡単にさせてい

ただきます。 

 まず１点目でございます。３月13日に中学校

の卒業式を皮切りに、17日の幼稚園、小学校、

それぞれの卒園式、卒業式、ご参加をいただき

まして、ありがとうございました。大変お世話

になりました。また、４月になりますと、小・

中学校の入学式が４月６日、７日に幼稚園の入

園式がございますのでどうぞよろしくお願いい

たします。 

 それから、お手元にお配りしております新聞

にも報道されておりましたので、ご存じだと思

いますが、大阪府の都市教育長協議会のほうか

ら、府教委に対しまして、今回要望書を提出さ

せていただきました。この要望書、お手元にお

配りをさせていただいています。また、のちほ

どご覧になっていただいたらと思います。 

それから、文化財の諮問でございます。お

手元に資料をお配りしていると思います。３月

２日に私どもから文化財保護審議会に諮問を行

いました。狭山藩の陣屋、上屋敷図と下屋敷図、

これが大阪狭山市の指定有形文化財の指定に相

当するものかどうかということで、審議会の意

見を求めるためです。 

 委員の先生方もご覧になったことはあろうか

と思います。幕末の陣屋の様子を描いたとされ

る陣屋内の道の位置とか、屋敷の配置などを知

ることができる唯一の資料となっております。

所有者につきましては、池尻の都築精宏さんと

いう方がお持ちの分で寄託を受けているもので

ございます。 

 その次に、２月17日から24日まで、校長面談

を実施いたしました。私にとりましては、今回

３回目の校長面談になりまして、校長先生方の

顔ぶれは変わっているんですけれども、少しず

つ学校の組織が自発的に課題に取り組んでくれ

るというふうな姿勢を示してくれているように

思って、大変うれしく思いました。校長先生方

にも、その旨お伝えして感謝申し上げました。 

 学校自身の力、学校力というんですが、高ま

ってきていることを実感しています。来年度に

つきましては、今年の積み残し課題の克服、新

しい課題を踏まえて、よりバージョンアップし

た目標設定をしてくるということでお願いをし

ております。 

 冒頭申し上げましたように、本日ご審議いた

だく案件につきましては議案が14件、また、報

告２件でございます。議案につきましては主に

新しい教育委員会制度に基づくものと、それか

ら、子ども・子育ての新しい制度の実施に伴っ

て対応するものでございます。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10号、教育長の職務に専念する義
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務の特例及び教育長の勤務時間その他の勤務条

件に関する規則について、日程第２、議案第11

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規則の

整備等に関する規則について、日程第３、議案

第12号、大阪狭山市教育委員会公印規則の一部

を改正する規則について、日程第４、議案13号、

大阪狭山市教育委員会事務局組織規則の一部を

改正する規則についてにつきましては、関連す

る案件ですので、一括して担当に説明を求めま

す。 

 お願いします。 

教育総務グループ（能勢 温） 

 議案第10号、教育長の職務に専念する義務の

特例及び教育長の勤務時間その他の勤務条件に

関する規則についてご説明させていただきます。

こちらのほうは、教育長の職務に専念する義務

の特例に関する条例が施行されることに伴いま

して、新たに本規則を制定するものです。 

 ２ページをご覧ください。 

 第１条で趣旨について、第２条で教育長の職

務に専念する義務の特例及び教育長の勤務時間、

その他の勤務条件については、一般職の職員の

例によると、また、第３条で委任について規定

させていただいております。 

 なお、新教育長に関しての規則であることか

ら、経過措置といたしまして、現教育長が従前

の例により在職する場合、その在任中に限り、

この規則を適用しないということを附則で定め

ております。 

 以上でございます。 

 議案第11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

関係規則の整備等に関する規則についてご説明

申し上げます。 

 まず、こちらのほうですが、議案11号、12号、

13号についてですけれども、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日から施行されることにより、

規則改正を行うものです。 

 まず、議案第11号ですが、法律の改正に伴い

まして、教育委員会の委員長と教育長の職責を

一本化した新たな教育長を置くことに伴い、所

要の改正を行っております。 

 ７ページをご覧ください。 

 まず、大阪狭山市教育委員会公告式規則につ

いてです。規則の公布の署名を「委員長」から

「教育長」に、規則の公布の名称を「委員長」

から「教育長」に、「委員長印」から「教育長

印」に改めます。 

 ８ページをご覧ください。大阪狭山市教育委

員会会議規則についてです。こちらのほうを先

ほどの地教行法の改正に伴いまして、条文が条

ずれを起こしたため、改正しております。また、

その中で、委員長及び委員長職務代理者の職が

廃止されることにより、選任方法を削除、会議

の招集につきましては、「委員長」から「教育

長」に改めるとともに、字句の整備を行います。

また、「会議録」から「議事録」に改め、議事

録の公表について規定することとしております。 

 11ページをご覧ください。大阪狭山市教育委

員会傍聴規則の一部を改正いたします。こちら

も委員長から教育長に改めさせていただいてお

ります。 

 12ページをご覧ください。教育長に対する事

務委任規則についてですが、地教行法の改正に

伴いまして、条ずれが行った関係で規程条文を

改正し、「教育長」を削り、委任された事務等

について、教育委員会に報告することとしてお

ります。こちらのほうも新教育長の制度ですの

で、附則のほうで現教育長の残任期間について

は、今までのとおりということで、させていた

だいております。 

 簡単ですが、以上です。 
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 それから、議案第12号になります。まず、先

ほども申し上げましたが、法律の改正に伴いま

して、委員長と教育長の職責を一本化した新た

な教育長を置くということで、大阪狭山市教育

委員会委員長及び委員長職務代理者の職が廃止

されますため、このことから、所要の改正を行

います。また、大阪狭山市立幼保連携型認定こ

ども園条例が施行されることに伴いまして、大

阪狭山市立南第三幼稚園及び園長の公印を廃止

し、新たに、大阪狭山市立こども園及びこども

園長の公印を作成するため、所要の改正を行っ

ております。 

 19ページをご覧ください。従前ございました

教育委員会委員長及び委員長職務代理者の印を

廃止とさせていただいております。 

 20ページをご覧ください。大阪狭山市立南第

三幼稚園及び園長印を廃止し、新たに大阪狭山

市立こども園及びこども園長の印を定めており

ます。 

 こちらの規則につきましても、先ほど申しま

したが、経過措置を設けさせていただいており

ます。 

 続きまして、議案第13号、大阪狭山市教育委

員会事務局組織規則の一部を改正する規則につ

いて、ご説明させていただきます。 

 こちらのほうですけれども、同じく地教行法

の改正に伴いまして修正をさせていただいてお

ります。まず、31ページをご覧ください。まず、

教育長が一般職から特別職に変更されることに

伴いまして、事務局職員から職務代理者を指定

する規程は削除されます。また、大阪狭山市立

幼保連携型認定こども園条例が施行されること

に伴いまして、名称の変更や、字句の修正等、

所要の改正を行わせていただいております。 

 31ページですが、旧のほうの第５条、部長は

教育長を補佐し、教育長に事故あるとき、また

は、教育長が欠けたときはその職務を代理する

という、この部分を削除し、新たに部長は教育

長を補佐すると修正させていただいております。 

 そのほかにつきましては、認定こども園等の

呼び名、条例に伴いまして、幼稚園、小学校、

中学校の後ろに並びに幼保連携型認定こども園

等の整理をさせていただいております。 

 こちらのほうも全て附則におきまして、経過

措置をつけさせていただいております。 

 簡単ですが、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。よろしいですか。 

 ないようですので、日程第１、議案第10号、

教育長の職務に専念する義務の特例及び教育長

の勤務時間その他の勤務条件に関する規則につ

いて、日程第２、議案第11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規則の整備等に関する規則

について、日程第３、議案第12号、大阪狭山市

教育委員会公印規則の一部を改正する規則につ

いて、日程第４、議案13号、大阪狭山市教育委

員会事務局組織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５、議案第14号、大阪狭

山市就学支援委員会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。 

 担当に説明を求めます。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 議案第14号、大阪狭山市就学支援委員会規則

の一部を改正する規則について、ご説明いたし

ます。 

 35ページの新旧対照表をご覧いただければと

思います。 

 改正の内容はこれまで教育長が就学支援委員

会の委員であり、かつ委員長としておりました

ものを制度の変更に伴い改正するものでござい

ます。 
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 まず、第３条で教育長を削り、第７号、専門

医師のところに、識見を有する者を加え、第１

号といたします。 

 第３号の幼稚園長のところに、条例によりま

して、幼保連携型認定こども園長を加えること

といたします。 

 第６号の障害の字句を整えております。 

 それから、第５条の委員長及び副委員長のと

ころでございますが、同様に教育長を削ること

で、委員長及び副委員長について互選とし、２

項以降でそれぞれの職務について整理したもの

でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問等

ございますか。 

 ないようですので、日程第５、議案第14号、

大阪狭山市就学支援委員会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６、議案第15号、大阪狭

山市放課後児童会条例施行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。 

 担当に説明を求めます。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本芳

之） 

 議案第15号、大阪狭山市放課後児童会条例施

行規則の一部を改正する規則について説明をさ

せていただきます。 

 改正の理由につきましては、平成27年４月１

日付にて大阪狭山市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例が施行

されることに伴い、大阪狭山市放課後児童会条

例規則に規定する名称が変更されるため、所要

の改正を行うものです。内容につきましては、

38ページ、まず１点目、「定員」を改め、「支

援の単位」とし、「40人」を「おおむね40人以

下」とする。また、ただし書きを削除すること

としました。 

 ２点目といたしまして、「指導員」を改め、

「放課後児童支援員」として、第２項の規程を

補助員に関するものとしました。 

 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、ご意見、ご質問等

ございますか。よろしいですね。 

 ないようですので、日程第６、議案第15号、

大阪狭山市放課後児童会条例施行規則の一部を

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７、議案第16号、大阪狭

山市社会教育指導員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。 

 担当に説明を求めます。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本芳

之） 

 議案第16号、大阪狭山市社会教育指導員規則

の一部を改正する規則について説明をさせてい

ただきます。 

 改正の理由につきましては、社会教育指導員

は非常勤職務とすることから、雇用対策法第10

条に基づき、所要の改正を行うものです。雇用

対策法第10条の内容につきましては、労働者の

募集及び採用について、厚生労働省令で定める

ところにより、その年齢にかかわりなく、均等

な機会を与えなければならないというものです。

改正の内容につきましては、41ページ、指導員

の年齢制限を削除することとさせていただきま

した。 

 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、ご意見、ご質問等

ございませんか。 

 ないようですので、日程第７、議案第16号、

大阪狭山市社会教育指導員規則の一部を改正す
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る規則については承認されました。 

 続きまして、日程第８、議案第17号、大阪狭

山市立幼保連携型認定こども園条例施行規則に

ついて、日程第９、議案第18号、大阪狭山市保

育所等における保育の利用に関する規則につい

て、日程第10、議案第19号、大阪狭山市教育委

員会事務局等に勤務する職員の勤務時間等に関

する規則等の一部を改正する規則について、日

程第11、議案第20号、大阪狭山市保育の実施に

関する条例施行規則を廃止する規則につきまし

ては、関連する案件ですので、一括して担当に

説明を求めます。 

こども育成室長（田中安史） 

 議案第17号から、議案第20号までの４議案に

つきましては、いずれも、本年４月１日から施

行される子ども・子育て支援新制度に伴います

南第三幼稚園と第２保育所の幼保連携型認定こ

ども園の移行及び保育所、認定こども園等にお

ける保育の利用並びに保育の実施に関しまして、

規則の制定、一部改正及び廃止を行うものでご

ざいます。 

 まず、議案第17号、大阪狭山市立幼保連携型

認定こども園条例施行規則について説明いたし

ます。 

 議案書の43ページをご覧ください。 

 本規則は大阪狭山市立こども園の設置に関す

る大阪狭山市立幼保連携型認定こども園条例が

平成27年３月20日に公布されたことに伴い、同

条例の施行に関して必要な事項を新規の規則で

定めるものでございます。規則案の概要につい

て説明いたします。 

 第２条におきまして保育を必要とする園児の

定員を151人、保育を必要とする園児以外の園

児の定員を80人とし、また、保育を必要とする

園児以外の園児の資格について定めております。 

 第３条では保育を必要とする園児以外園児が

定員を超えるときは選考するものといたしまし

た。 

 第４条では開園時間は午前７時15分から午後

６時15分までとし、保育の認定区分や必要量な

どに応じて利用できる時間を定めました。 

 第５条でございますが、教育の学期について、

１学期を４月１日から８月31日まで、２学期を

９月１日から12月31日まで、３学期を１月１日

から３月31日までといたしました。 

 第６条では園児の一月以上の無断欠席のとき

は出席の停止または退園させることができると

しました。 

 第７条から第10条にかけましては、職員に関

することについて定めております。園には園長、

副園長及び保育教諭を置き、各職務と園長の専

決事項や職員会議を置くことができることを定

めました。 

 第11条では保護者との連絡調整について定め、

第12条から第15条では施設及び設備等に関する

ことについて定めました。 

 第17条から第19条では学級編成、教育課程に

ついて、教育委員会に届け出等を義務づけたほ

か、教育指導の計画を報告するものといたしま

した。 

 第21条では保護者の費用負担について定め、

預かり保育料及び延長保育料のほか、実費を負

担しなければならないといたしました。 

 附則におきまして、施行期日を平成27年４月

１日とし、また、このたびの幼保連携型認定こ

ども園条例の制定により、大阪狭山市保育所条

例が廃止されたことに伴いまして、大阪狭山市

保育所条例施行規則につきましても廃止するこ

とといたしました。 

 以上、大阪狭山市立幼保連携型認定こども園

条例施行規則についての説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第18号、大阪狭山市保育所

等における保育の利用に関する規則について説
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明いたします。 

 議案書の49ページをご覧ください。子ども・

子育て関連３法によりまして、子ども・子育て

支援新制度が施行されることとなりますが、こ

のうち、子ども・子育て支援法の施行等に関し、

保育所、認定こども園、または家庭的保育事業

等における保育の利用について必要な事項をこ

の新規の規則で定めるものでございます。 

 規則案の概要について説明いたします。 

 第２条では教育委員会は支給認定保護者で保

育所等の利用を希望する者について調整を行う

とともに、認定こども園の設置等に利用の要請

を行うものといたしました。また、調整は利用

定員に達するまで行い、利用定員を超える場合

は選考するものといたしました。 

 第３条では保育所等を利用できる保護者に対

し、利用承諾書により通知するものとし、次の

ページの第４条では保育所等の優先利用を必要

とする事由をひとり親家庭、生活保護世帯、保

護者の失業、虐待、ＤＶ、障害児、育児休業の

復職、兄弟姉妹同時利用などの事由といたしま

した。 

 第５条では退所するときの届け出を義務づけ、

第６条では保育所等の利用を解除する事由を１

号認定該当、転出などにより支給認定の取り消

し、利用困難な疾病、無断欠勤、行方不明など

の事由といたしました。 

 附則におきまして、施行期日を平成27年４月

１日とし、準備行為といたしまして、本規則の

施行日前においても、規程の例により、必要な

事項を行うことができるものといたしました。 

 なお、関係様式につきましては52ページ以降

に記載をさせていただいております。 

 以上、大阪狭山市保育所等における保育の利

用に関する規則についての説明とさせていただ

きます。 

 続きまして、議案第19号、大阪狭山市教育委

員会事務局等に勤務する職員の勤務時間等に関

する規則等の一部を改正する規則について説明

いたします。 

 議案書の61ページ、新旧対照表をご覧くださ

い。 

 本規則の一部改正は大阪狭山市立幼保連携型

認定こども園条例が４月１日から施行されるこ

とに伴い、幼保連携型認定こども園について、

定義に加えるなど、名称の変更、字句の修正な

どの必要があるため、所要の改正を行うもので

ございます。 

 規則案の概要について説明いたします。 

 第１条の大阪狭山市教育委員会事務局に勤務

する職員の勤務時間等に関する規則の一部改正

では市教育委員会事務局として、定義される組

織のうち、市立第２保育所を市立こども園に改

めました。 

 また、別表の勤務時間の割り振り等の区分の

うち、保育所をこども園に改めました。 

 63ページをお願いいたします。 

 第２条の大阪狭山市教育振興基本計画策定委

員会設置規則の一部改正では委員について、幼

保連携型認定こども園の代表も加えることとい

たしました。 

 64ページをお願いいたします。 

 第３条の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

例施行規則の一部改正では、幼保連携型認定こ

ども園についても、公務災害の報告をしなけれ

ばならないといたしました。 

 65ページをお願いします。 

 第４条の市民ふれあいの里、青少年野外活動

広場管理運営規程の一部改正では、使用料の減

免の対象に幼保連携型認定こども園を加えるこ

とといたしました。 

 また、附則におきまして施行期日を平成27年

４月１日といたしました。 
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 以上、大阪狭山市教育委員会事務局等に勤務

する職員の勤務時間等に関する規則等の一部を

改正する規則についての説明とさせていただき

ます。 

 最後ですが、議案第20号、大阪狭山市保育の

実施に関する条例施行規則を廃止する規則につ

いて説明いたします。 

 議案書の67ページをお願いします。 

 保育の認定につきましては、これまで市の条

例で定める事由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りました。 

 大阪狭山市保育の実施に関する条例を廃止す

る条例が平成27年３月20日に公布されたことに

より、同条例が３月末日限りで廃止されますこ

とから、条例規程に基づき制定していた本規則

についても廃止をするものでございます。 

 廃止されます本規則の規程と関係様式につき

ましては大阪狭山市子ども・子育て支援法施行

細則において規程することとなります。 

 大阪狭山市保育の実施に関する条例施行規則

を廃止する規則についての説明とさせていただ

きます。 

 以上、４議案の説明とさせていただきます。

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） 

 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。 

 少し、教えてほしいんですけれども、43ペー

ジの第２条の表で、保育を必要とする園児とい

う表現、あるいは、保育を必要とする園児以外

の園児という、園児という表現がここでされて

るいのと、表の中で、児童の氏名、52ページ、

53ページの様式のところですけれども、児童の

氏名というのは、就学前の子どものいわゆる呼

び方なのか、これでいいのか、わからないんで、

教えてください。 

こども育成室長（田中安史） 

 43ページの第２条の園児につきましては、幼

保連携型認定こども園に限定された条例でござ

いますので、こちらのほうは園児ということに

なっております。 

 52ページ以降の様式につきましては保育所等

の保育に、利用に関する規則の中についている

ものでございますので、園という名称だけでは

ないため、こういうふうに表現をいたしており

ます。 

教育委員（長瀬美子） 

 おそらく児童福祉法でいう児童というのは小

学校の子どものことではなくて、ゼロから18ま

での子どものことなので、ということですよね。

全部まとめて児童ということだと思います。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、わかりました。それですっきりしまし

た。この通知書とかの様式は、これはあくまで

もここで出してもらった形で、正式なものはま

た新たに作るのですか。このままであると、名

前のところや、生年月日のところが狭いように

感じました。あるいは、52ページとか、53ペー

ジの児童の氏名と生年月日は、ちょっと書きに

くいと思います。54ページあたりは、ゆったり

とってあり良いと思います。 

こども育成室長（田中安史） 

 例規登載するときはこういう形で登載いたし

ますが、実際の書式につきましてはもうちょっ

と読みやすい形に多少修正しております。 

 項目につきましては全く同じということにな

りますが、字の並びなどの部分は若干、体裁を

整えて見やすくはなる予定でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 書きやすいような形でゆったりとってあげる

ほうが、親の立場としてはありがたいかなとい

うように思います。56ページの住所、氏名あた
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りももちろん、変えていただけるかなと思いま

す。ほかはございませんか。 

 ないようですので、日程第８、議案第17号、

大阪狭山市立幼保連携型認定こども園条例施行

規則について、日程第９、議案第18号、大阪狭

山市保育所等における保育の利用に関する規則

について、日程第10、議案第19号、大阪狭山市

教育委員会事務局等に勤務する職員の勤務時間

等に関する規則等の一部を改正する規則につい

て、日程第11、議案第20号、大阪狭山市保育の

実施に関する条例施行規則を廃止する規則につ

いては、承認されました。 

 続きまして、日程第12、議案第21号、大阪狭

山市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する

規程について担当者より説明をお願いします。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 議案第21号、大阪狭山市教育委員会事務決裁

規程の一部を改正する規程について説明させて

いただきます。 

 まず、改正の理由ですけれども、子ども・子

育て支援法施行規則の制定及び大阪狭山市立幼

保連携型認定こども園条例が施行されることに

伴いまして、名称の変更や字句の修正の改正を

行うものです。 

 改正の概要についてですが、70ページをご覧

ください。 

 まず、改正前では「幼稚園、小・中学校」と

あたったところを、「幼稚園、小学校、中学校

及び幼保連携型認定こども園」の文字を追加さ

せていただいております。 

 あと、保育所、旧、改正前の保育所の文字を

幼保連携型認定こども園と、また、保育料につ

きましては、利用者負担額ということで、修正

を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） 

 ただいまの説明についてご意見、ご質問等ご

ざいませんか。 

 これ、17のところ、幼保の保の字が抜けてい

るんですね。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 すみません。 

委員長（山崎 貢） 

 ないようですので、日程第12、議案第21号、

大阪狭山市教育委員会事務決裁規程の一部を改

正する規程については承認されました。 

 続きまして、日程第13、議案第22号、平成27

年度大阪狭山市保育・教育指針について担当者

より説明をお願いします。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 議案第22号、平成27年度大阪狭山市保育・教

育指針についてご説明いたします。 

 まず、27年度に先立ちましてお手元に本日、

昨年度同様本年度の指針に基づく振り返りアン

ケートの結果から、肯定的な回答をした先生方

の割合を学校ごとに集計したグラフをＡ３横置

き両面刷り含めて申しわけございませんが、２

枚の形でお渡ししております。各小学校、中学

校が裏面でございまして、中学校校区ごとの３

校ないし４校の平均したものをそれぞれグラフ

にしてあるものであります。項目が非常に小さ

い字になっておりまして、大変申しわけござい

ませんが、参考に見ていただければと思います。 

 平成26年度までの大阪狭山市保育・教育指針、

さやまっ子の夢をふくらませる教育、また、レ

ボアクションも３年目の最終年ということであ

りました。本年度のまとめによりますと、小学

校では読書活動、あるいは、ＩＣＴの活動、支

援教育、生徒指導体制で成果が、また、中学校

におきましては学校公開、地域連携、教職員の

集団づくり、小学校同様読書活動、ＩＣＴなど

で成果があったと実感している職員が多かった

ということがわかりました。 

 これらの結果と幼稚園、保育所の結果も踏ま
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えまして、平成27年度の保育・教育指針を作成

いたしました。お手元に色刷りの冊子を置かせ

ていただいております。表紙をめくっていただ

きまして、目次の後に、平成27年度の指針がご

ざいます。ご審議をお願いいたします。 

 なお、今回、指針とともに、本市での教育に

ついて冊子にまとめたものでございます。市内

校園の教職員等に配布する予定としております。

合わせ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。 

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。 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 ちょっと目についたところで申しわけないん

ですけれども、１枚目のところで、西小学校が

幾つか、すごく下になっているところがあるん

ですけれども、これは教育委員会のほうから見

て、適切と考えるのか、それとも自己評価が余

りにも低いと考えるのか、その辺はどうでしょ

うか。 

委員長（山崎 貢） 

 これは教育委員会のほうの評価ではなく、自

己評価ですよね。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 単純にまとめさせていただいたものでござい

まして、昨年度より、たしか西小学校は幾つか

の項目で下回っているというのが見てとれまし

た。こちらの校長のほうにも、これは校長会で

全ての校長にお渡ししておりますし、各学校で

の振り返りに使ってもらうようにということで、

使っております。 

 教育委員会の評価というよりは、各学校での

自己評価に使ってもらうようにということで、

考えておりますので、そこは十分、学校のほう

も認識があろうかと理解しております。 

教育委員（長瀬美子） 

 自己評価が低過ぎるというよりも、きちんと

認識していると考えていいということですね。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 認識されているであろうと、個人的には捉え

ております。 

教育委員（長瀬美子） 

 ありがとうございます。 

 ３枚目の第三中学校もそうですか。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 第三中学校、そうです。校区全体、中学校と

しても、見ていただいたらわかるように、第三

中学校としては低い項目が多くございますし、

第三中校区の西小学校、今ありました西小学校、

第七小学校、第三中学校ともに、ちょっと、先

生方の意識として捉えが、ここは不十分であっ

たという捉えでなっておりますので、合わせて

しまうと、やっぱり校区としても、低くなって

おりますので、それも合わせて、今、連携、小

中の連携もずっとうたってきたことでございま

すので、また、横のつながり、縦のつながり等、

とってもらいまして、また、改善のほうに向か

っていけたらというふうに思っております。 

委員長（山崎 貢） 

 この表の左の50から100いうのは、いわゆる

パーセントですか。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 パーセントです。職員の数を分母にいたしま

して、肯定的な評価、要はそう思う、ややそう

思う、肯定的な評価をした職員の割合をパーセ

ントにしたものです。 

 ですから全員がそこにいたら100％というこ

と、一応４つの回答の項目を設けておりますの

で、その上位２つということ、肯定的な評価を

した者の割合を示しているというふうに捉えて

いただければと思っております。 

委員長（山崎 貢） 
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 小学校のほうを見たら、西小学校はかなり低

い分がぱっと目立つわけやけれども、それでも、

60％を上回っているというような捉え方もでき

ますね。 

教育委員（長瀬美子） 

 北小学校と西小学校がすごく差があって、そ

れだけ北小学校が努力されているとは思うんで

すけれども、西小学校が本当はそんなに低くな

くてもいいのに、低いのか、逆に低いのもきち

んと認識しているのかということをちょっとお

聞きしたかっただけなので。きちんと認識でき

ているなら結構なんです。ありがとうございま

す。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 非常に難しいんですけれども、いろいろとば

らつきが出てくるところもあるんですけれども、

２点、ちょっとお伺いしたいのは、さやまっ子

の夢をふくらませるためにというここにまとめ

られているものは一応、こういう指針の反省を

踏まえて、考えたというふうに理解してよろし

いわけですね、１点は。それについては、それ

でよろしいですね。 

 もう１点はちょっと、具体的に細かいこと、

特に、先ほどの西小学校のこともそうなんです

けれども、中学校のところに、裏面ですね、２

ページ目といいますか、ここのところで、異常

に低いのが狭山中学校のＩＣＴの⑥のところな

んですね。こちらのこれからの方針には、ＩＣ

Ｔ活用推進事業として上げているわけですけれ

ども、この辺の現場とのギャップといいますか、

これを現実、いろいろ質問されて、なぜこうい

うふうになったのかということを聞かれたのか、

そういうのを踏まえて、これから、どういうふ

うに改善していこうとされているのかという、

そういう一応検討をされた結果なのか、今後ど

ういうふうに対策を進めていこうとされている

のかというのを、ちょっと、今の段階で考えて

いらっしゃるところを教えていただきたいです。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 ＩＣＴの推進につきまして本年度、26年度に

かなり予算をつけていただきまして、各学校で

どういう機器を活用したいかということで、必

要なものを上げてもらったりして、プレゼンを

行ったわけでございますけれども、狭山中学校

につきましてはそこに、手を上げてこなかった

というものがございます。２校ありましたです

けれども。ですから、他の学校につきましては

機器の導入も進んで、おそらく周りの小学校の

様子とかも見ながら、あるいは、ほかの中学校

の様子も見ながら進んでいる様子を先生方が実

感して、やっぱりこれはいけないということで、

もうちょっと進めたいという、多分、そういう

先生方が持っている欲求といいますか、授業を

改善していこうというそういう気持ちは多分た

くさんお持ちだと思いますので、その点でおそ

らく、これを進めていきたいという面で今だっ

たらできていないんじゃないかという捉えをし

て、回答をしたものではと捉えておりまして、

来年度、また、予算、まだでございますけれど

も、推進事業のほうはまた進めていくことを思

っておりますので、ぜひ狭山中学校にそういう

ものを導入できたら、そういう活用をしていた

だいて、そういう素地は十分あろうかと思って

いますし、実際に活用している先生もいらっし

ゃいますので、それが全体化できたらいいかな

と思っております。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 狭山中学校の先生の意識、これは活用したい

と思わないのか、活用するのに抵抗があるのか、

最初からＩＣＴなんて必要ないと思っているの

か、やりたいけれども、使い方がわからないの

か、いろいろあると思うんですけれども、その

辺のところは聞かれましたか。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 
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 十分、聞き取りは個々にやっているわけでは

ありませんが、推測の域ですけれども、先生方

にはそういう素地、さっきも申しましたけれど

も、使ってみたいと、一部導入して授業の中で

それを使いたいという気持ちは多分持っている

と思います。 

 ですから、その裏返しとして、やっぱりでき

なかったという、お答えになっている。先ほど

の答えと一緒ですけれども、ですから、実際に、

数学でありますが、英語にしても、ずっと今ま

でも、自分で工夫なさってパソコン、あるいは、

大型テレビを使った授業も展開しておりますし、

それがまだ全体化できていないところで、そう

いう結果になってきているのかなというように

思います。実際に機器の問題もあろうかと思い

ますけども。 

教育部理事（田中典子） 

 ＩＣＴの授業というのは、南中学校と南第一

小学校が昨年度から取り組んでおりまして、そ

の中でまるごとパックなんかで、結構広がって

いったんです。２年目、たくさんの予算つけて

いただいたときに、それをみんなに分担するの

がいいのか、今、そういう意欲が高まっていて、

取り組みの体制ができているところから、そう

いう事業をつけたほうがいいのかということで、

市教委として、プレゼンを各学校から希望に応

じてしていただくということで、こちらのほう

でプレゼンの審査をさせてもらったんです。そ

のときに、狭山中学校と第三中学校はまだそう

いう体制ができていないし、今、機器だけもら

っても、なかなかそれを十分活用するには至っ

ていないということで、事業を受けなかったん

ですね。ところが、受けなかったその２つの学

校は今年度のまるごとパックや、他の公開授業

を見るにつれて、うちの学校はすごくできてい

ないんだ、これはもうよその学校では市内でも

どんどんやっているということで、ある意味振

り返ったときに、うちの学校が遅れているとい

うことに気づいたということで、次年度、まだ

骨格予算で予算はいただいておりませんけども、

その第三中学校と狭山中学校については、今、

すごくそういうことを要望しておられますので、

３年間かけてやっと市内全体に広がるかなとい

う見通しを持っております。 

 だから、ちょっと、先進的にやっている学校

と、そのちょっと遅れをとっているけれども、

今、課長も言いましたように、やっていきたい

ということでうちはやれてないという振り返り

ができている学校であると、市教委としては捉

えております。 

教育委員（阪本 栄） 

 教職員自己評価ということなんですけれども、

当然、客観的な評価もあってしかりと思うんで

すけれども、これ見ましたら、３枚とも左から

２番目、指導の内容や方法について、校種間で

連携することができたというのが、いずれも低

いんですね。ですから、その辺、客観的な評価

というか、やっぱりより一層連携をして、外か

ら見た目で評価というのはやっぱり必要やと思

いますので、その辺の工夫が今後、課題かなと

いうふうに思いました。 

 ２枚目の連携のところを見ますと、緑色の南

中学校は結構高いんですね。連携できていると、

意識が。あとの２つが低いんですね。この辺が

非常に、連携してお互いをほぼ同じ値でないと

いけないのかなというふうに思うんですが、か

なり乖離しているので、そのあたりがやっぱり

自己評価だけではなくて、より連携を深めての

客観的な評価を入れていただきたいと思います。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、どうぞ、理事。 

教育部理事（田中典子） 

 南中学校については、今年度、すごく斬新な

取り組みをたくさんされて、南中学校区には、
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３つの小学校があるんですけれども、中学校の

ほうがまるごとパックの年度でないにもかかわ

らず、自主的に公開されるのを小学校の先生た

ちを招いて、見ていただいた子どもについて、

小学校のときはこうだったけれども、中学校で

今、こんな姿だというような子どもを軸にした

ような交流も積極的になさったんです。小学校

のほうから参加した先生たちもすごく話が具体

的だったので、連携が深まったという意識はす

ごくあります。 

 実はそのような連携というか、今後まるごと

パックの中で今までは、一巡回る中では各学校

の取り組みの報告で終わっていたんですけれど

も、今回はそういうグループワークなんかをし

ながら、子どもについての情報交換や授業の取

り組みの内容についてもっと深いところで交流

を進めていこうということで、今年の南中学校

がやったそういうやり方をほかの２つの中学校

にも、広げていきたいなというふうに考えてお

ります。 

 南中学校についてはこちらが指導するまでも

なく、中学校の校長先生がリードなさって、校

区でそのような模範的な取り組みをしていただ

きましたので、それで意識が高まったというこ

の数字もほかの中学校に伝えて、そのような形

で次年度からやっていただけたらなというふう

に考えています。 

 教科の内容については、やっぱりなかなかそ

ういうカリキュラムがつながるような形ではで

きてなくて、今後の学習指導要領の中でも小中

一貫の部分での計画を立てるようにということ

は出てくると思いますので、今後、そのような

ことに向けて、市教委としても指導していかな

いといけないなというふうに考えております。 

教育委員（阪本 栄） 

 やはり、自己評価ですので、これでよかれと

思う人とか、まだもっと頑張らなければならな

いと、その辺がどうしても出てくるので、より

客観的なデータを使うことで、これが生きてく

ると思います。 

教育部理事（田中典子） 

 わかりました。 

委員長（山崎 貢） 

 瀬川委員。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 希望なんですけれども、今、阪本委員がおっ

しゃったことに、ちょっと関連して、私も考え

たんですけれども、今後のこういう、調査をし

て新しく提案をするときに、調査の結果の総括

を一度お願いしたいですね。こういう結果であ

って、これを私たちはこう総括しましたと、そ

のときに、各学校の共通的な傾向。それと異質

な傾向、それぞれになぜそういう傾向が生まれ

たのかという理由の分析、共通しているものと

異質なもの、そういう２点を押さえていただい

て、それを総括として私たちに教えていただい

て、そういう結果を踏まえて、新しく今後、こ

ういう方向で改善していきたいというプランを

出していただくという形にしていただいたほう

がありがたいかなと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

教育部理事（田中典子） 

 それについてはＰＤＣＡサイクルのもっとも

なところで、実は４月２日の管理職総会には、

このグラフに基づいて今年は課長が去年の振り

返りについて今ちょうど、瀬川委員がおっしゃ

ったような形でこの部分ができてないので、今

年はこんな事業をしましたとかいう、説明をし

たんですが、委員の皆さんはちょうど退席され

た後なので、この説明、今年も４月の２日には

そのような形のプレゼンをする予定にしており

ますので、毎年この結果に基づいて、次の指針

はこうですよとか、こんな事業をしますよとい

うことは４月２日に説明させていくところです
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ので、そのデータについては、次の機会にお渡

しするようにできると思いますので、よろしく

お願いします。 

教育長（小林光明） 

 今瀬川委員からご指摘あった保育指針につい

て審議をしていただく段階でそれを出していた

だいたほうがいいね。 

教育部理事（田中典子） 

 そうですね。申しわけございません。 

教育長（小林光明） 

 それから、さっき、長瀬委員からもご指摘が

あった西小学校のアンケート結果については、

どういうふうに思うかというのを含めて、この

結果をお示しするのも必要かどうか分かりませ

んが、教育委員会としてどう捉えているかとい

うことは教えてほしいと思いますので、次回か

らやらせていただこうと思います。 

委員長（山崎 貢） 

 ほかございませんか。 

 大体、データばっかりの議論、意見だったと

思うのでこちら側について、今日で最終になる

んですね。もうでき上がってるのかな。 

教育部理事（田中典子） 

 一応、これで。 

委員長（山崎 貢） 

 でき上がってんやね。 

教育部理事（田中典子） 

 前に渡したときから、ご意見いただいてない

ので、ほかからいろいろ調整とか指摘あった部

分については直させていただいております。 

委員長（山崎 貢） 

 なかなか立派な。年々充実してきているね。 

教育長（小林光明） 

 これは、冊子になるんやね。 

教育部理事（田中典子） 

 そうです。印刷屋さんには、もうお願いして

います。微調整はまだあるかもしれません。 

教育長（小林光明） 

 いつごろ上がりますか。 

教育部理事（田中典子） 

 ４月２日の管理職総会には間に合うようです

から。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいですか。 

 ほかにないようですので、日程第13、議案第

22号、平成27年度大阪狭山市保育・教育指針に

ついては承認されました。 

 続きまして、日程第14、議案第23号、平成28

年度使用中学校教科用図書の採択に係る諮問に

ついてを議題といたします。 

 担当に説明をお願いします。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 議案第23号、平成28年度使用中学校教科用図

書の採択に係る諮問についてご説明させていた

だきます。 

 現在使用しております中学校の教科書につき

ましては、平成23年度に採択を行い、平成24年

度から平成27年度までの使用ということになっ

ております。 

 平成28年度から使用する教科書につきまして、

来年度、平成27年度に選定を行いますので、選

定委員会に対しての諮問についてお諮りいたし

ます。 

 選定委員会は新年度が始まりましてすぐに、

発足する予定にしております。構成メンバーは

前回と同様になりますが、規則にのっとりまし

て、小・中学校校長、教頭、教諭、保護者、教

育委員会事務局職員からの任命、または、委嘱

という形になろうかと予定しております。 

 教科用図書採択の観点は裏面にございます。

本年度の小学校の採択時とほとんど変わってお

りませんが、文言等の整理をしておりますので、

今回の分につきまして、ご覧いただきまして、

ご審議のほど、よろしくお願いいたします 
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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。 

 ないようですので、日程第14、議案第23号、

平成28年度使用中学校教科用図書の採択に係る

諮問については承認されました。 

 続きまして、日程第15、報告第５号、平成26

年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書に

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） 

 報告第５号、平成26年度大阪狭山市教育委員

会点検・評価報告書についてご説明させていた

だきます。お手元のほうに平成26年度の教育委

員会点検・評価報告書を配付させていただいて

おります。ご承知のとおり、この点検・評価書

につきましては、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律に基づきまして、教育委員会の権

限に属する事務の管理、また、執行についてみ

ずから点検を行い、そして、教育に関しまして、

学識経験を有する者の知見の活用を図り、報告

書を作成し、そして、議会に提出するとともに、

公表しなければならないとされております。 

 お手元のほうにある今年度の点検・評価書に

つきましては、教育部の運営方針に掲げました

重点施策に係る事業について点検・評価を行い

ました。 

 １ページ目の目次をご覧ください。まず、第

１番目で点検・評価という趣旨、今申し上げま

した教育部の運営方針、２番目に教育委員会の

活動状況として、教育委員の皆様方にこの１年

間、活動していただいた内容、あるいは、定例

会の中の審議内容につきまして、ここで報告し

ております。 

 ３番目が点検・評価ということで、評価書に

なっております。 

 これが、教育委員会事務局教育部の運営方針

に基づいたものでございまして、１番目では子

育てに優しい環境づくりという中では、こども

フェスティバルの開催以下、９つの事業、２番

目に学ぶ力、生きる力を伸ばす教育環境づくり

ということで21の事業、３番目に学校給食の充

実ということで３つの事業、４番目に生涯スポ

ーツの推進ということで４つの事業、５番目に

社会教育の充実ということで３つの事業、最後

に歴史文化の振興で９つの事業を点検・評価し

ております。 

 そして、学識経験者等の意見ということで、

今年の２月23日に部長を初め、担当課長が大阪

総合保育大学の大方教授、神戸学院大学の今西

教授のヒアリング及びご指導を受けまして、74

ページ、75ページではございますが、評価をい

ただいております。 

 我々各課長におきましては、この自己点検、

また、評価によりまして、今後の課題、あるい

は、目標もはっきりと見えてきたものもござい

ます。そういうものにつきましては真摯に受け

とめながら、平成27年度の各事業のさらなる効

果を求め、取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 委員の皆さん方には一昨日配付させていただ

いたところでございますので、また、一度ゆっ

くりとご覧いただきまして、点検・評価のあり

方、また、各事業の内容等につきまして、ご意

見等がございましたら次回にでも、ご意見等い

ただけたらというふうに思っております。 

 簡単ではございますが、報告とさせていただ

きます。 

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。 

 年々、お２人の先生にはいい評価をいただい

ているように思いますね。 

 ないようですので、日程第15、報告第５号、
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平成26年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報

告書については承認されました。 

 続きまして、日程第16、報告第６号、大阪狭

山市立こども園・幼稚園・小学校・中学校の管

理職人事異動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） 

 報告第６号、大阪狭山市立こども園・幼稚

園・小学校・中学校の管理職人事異動について

ご説明させていただきます。お手元に２枚もの

の一覧表のほうを配付させていただいておりま

す。こちらのほう、ご覧いただきたいと思いま

す。 

 まず、異動につきましては、この一覧表のと

おりでございます。あと、退職される先生です

けれども、表の一番下のところに、書かせてい

ただいておりますが、５名の先生方が退職され

ます。また、教育委員会内部の人事異動につき

ましては、次ページのほうに一覧としてさせて

いただいております。 

 簡単ですけれども、これで報告とさせていた

だきます。 

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。よろしいですか。よろしいです

ね。 

 ないようですので、日程第16、報告第６号、

大阪狭山市立こども園・幼稚園・小学校・中学

校の管理職人事異動についての報告を終わりま

す。 

 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 

 

 

 

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。 
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