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教育長（長谷雄二） 

 それでは、平成27年第５回教育委員会定例会

議を開会いたします。 

 また、本日の出席委員数は定足数に達してお

りますので、会議は成立いたしております。 

 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、阪本委

員を指名いたします。 

 なお、傍聴の方々というのは、今日は傍聴の

方々はおられません。 

 それでは、初めに、私のほうから一言各委員

の皆様方にご挨拶申し上げます。 

 紹介のほうは先ほどさせていただきました。

教育長就任に当たり、一言ご挨拶申し上げます。 

 教育委員の皆様には、まずもって、これまで

本市の教育行政の推進に尽力されてこられまし

たことに、心から敬意を表するとともに厚く御

礼申し上げます。 

 さて、平成27年４月施行の、改正地方教育行

政法において、教育委員会改革として、首長の

任命する責任者としての新教育長、首長を主宰

者とする総合教育会議、首長による教育に関す

る大綱の策定などが定められました。 

 また、今後の教育改革では、現行の小学校、

中学校のほかに、小中一貫教育を行う義務教育

学校の制度化や、コミュニティースクールの必

置化などが進められようとしています。 

 明治の学制から150年、戦後の教育改革から

70年ですから、ある意味でさまざまな制度疲労

が出てきても不思議ではございません。しかし

ながら、委員の皆様には、釈迦に説法になりま

すが、これまで言われてきた、あるいは大切に

されてきた教育の公平性・中立性・継続性の確

保は不易のものであり、決して覆るものでない

ということは言うまでもございません。 

 という、私の見解も含めて、今、お話しさせ

ていただいておりますが、昨年、委員の皆様方

にご尽力いただきました大阪狭山市教育振興基

本計画の基本理念、「学びあい、つながりあい、

未来に輝く人づくり」を念頭に、市民と保護者

の思いに乖離することなく、今後、教育長とし

て、私も教育委員の皆様方と誠心誠意取り組ん

でまいりたいと思っております。 

 これから、５人でしっかり合議して、審議の

推進と事務局に対する指導をよろしくお願い申

し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

 なお、今後の定例会の進め方についてでござ

いますが、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律、第13条第１項におきまして、「教育長

は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を

代表する。」と規定されております。つきまし

ては、本日の定例会から私が進行を務めさせて

いただきますので、ご理解よろしくお願いいた

します。 

 次に、教育長職務代理者の指定でございます

が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、

第13条第２項におきまして、「教育長に事故が

あるとき、又は教育長が欠けたときは、あらか

じめその指名する委員が職務を行う。」と規定

されております。この規定に基づきまして、教

育長職務代理者に山崎委員を指名いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、山崎教育長職務代理者から一言ご

挨拶お願いいたします。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 改めまして、こんにちは。 

 ただいま教育長より、教育長職務代理者の指

名をいただきました。この職務は、でき得れば、

そういう役目がないほうがよいと思っておりま

す。といいますのも、教育長が健康で、欠ける

ことのないように、これからもしっかり取り組

んでいただきたいなと思っております。 

 委員として、あるいは職務代理者といたしま
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しても、今後とも大阪狭山市の教育の充実、発

展のために、微力ながら努めてまいりたいと思

いますので、皆さんよろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございました。 

 事故が起きないよう、しっかりと私も務めま

すので、よろしくお願いいたします。 

 また、教育委員会会議規則第23条におきまし

て、「教育長及び教育長の指名する委員２名が、

議事録を作成した職員とともに署名の後、議事

を公表するものとする。」と規定されています。

全ての発言を記録し、公表しますので、その旨

よろしくお願いいたします。 

 私、教育長報告につきましては、５月19日火

曜日１時半からアウィーナ大阪におきまして、

平成27年度大阪府都市教育長協議会定期総会が

あり、山崎委員、瀬川委員と出席し、基調講演

としまして、大阪府教育委員会事務局より、国、

大阪府の教育の動向の講演がございました。 

 続きまして、５月20日水曜日、２時からＳＡ

ＹＡＫＡホールにおきまして、山崎委員と出席

し、大阪狭山市人権協議会総会がございました。 

 続いて、教育長が委任された事務の管理・執

行状況の報告事項については、ございません。 

 また、次回から、教育長の報告につきまして、

かなり報告件数が多くなると予想されます。会

議の進行上、次回からは一覧にして委員のほう

にお渡しさせていただくと。主なものについて

のみ報告ということでご了解お願いしたいので

すが、よろしいでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 それでは、早速ですが、議事に移りたいと思

います。 

 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、児童・生徒の健全育成に関

する学校・警察相互連絡制度の協定書の締結に

ついてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 失礼します。 

 議案第25号、児童・生徒の健全育成に関する

学校・警察相互連絡制度の協定書の締結につい

てご説明いたします。 

 資料２ページから３ページをご覧になってく

ださい。 

 本連絡制度は、児童・生徒の非行やいじめ等

の問題行動が多様化・深刻化している現状を踏

まえ示されたものです。 

 平成25年度に大阪府及び大阪市教育委員会が

作成した指針、いわゆる問題行動への対応チャ

ートに、これまで以上に警察を初めとする関係

機関との情報交換、情報共有等、連携強化の必

要性が明記されてきました。さらに、平成25年

９月28日施行のいじめ防止対策推進法にも、警

察との連携について示されております。 

 このことを受けまして、大阪府警察本部少年

課が進めております各市町村教育委員会と地域

警察署との間で本制度の協定について進めてい

くものでございます。 

 本制度の協定につきましては、昨年度の12月

に教育委員会議の中で締結に向けて取り組む旨

のご報告をさせていただいておりますが、２月

20日に開かれました本市の個人情報保護審査会

におきましてご指摘いただきました、教育委員

会議の議案とすること、それから、相談基準及

び相談事例を作成すること、この２点について

改めて資料の４ページから６ページにあります

ように、資料を作成しまして、お諮りするもの

でございます。 

 よろしくお願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの事務局の説明について、委員の皆

様、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 
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教育委員（長瀬美子） 

 ４ページに書かれてるＱ＆Ａのところなんで

すけれども、学校から警察にどのような事案で

連絡をするのかということで、もちろん児童・

生徒の生命・身体の安全が脅かされるという事

態だと思うんですが、教職員に対する安全が脅

かされるような事態も、この、後者の学校の対

応のみでは解決が困難なものに入っていくのか

どうかということを、ちょっと教えていただけ

ますでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの長瀬委員のご質問ですが、担当の

ほう、お願いします。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 連携内容につきましては、主に児童・生徒に

特化したものになっておりますので、基本的に

は子どもたちに関することということで連携を

することになっております。 

教育委員（長瀬美子） 

 対教師、対器物というようなときには余り直

接は対象にならないということでしょうか。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 もちろん、対教師への暴力等に関しましても、

今、そういうことに関しましては、警察と連携

していく方向になっています。 

教育委員（長瀬美子） 

 分かりました。ありがとうございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ほかにございませんか。 

 それでは、ほかにないようですので、日程第

１、議案第25号、児童・生徒の健全育成に関す

る学校・警察相互連絡制度の協定書の締結につ

いては、承認されました。 

 続きまして、日程第２、議案第26号、大阪狭

山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定め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。 

 担当に説明を求めます。 

こども育成室長（田中安史） 

 議案第26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基準を定める条例の一部

を改正する条例についてご説明いたします。 

 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令

及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準の一部を改正する省令が、平成27年３月31

日に公布され、４月１日から施行されました。 

 その内容といたしましては、小規模保育事業

所等における保育士の数の算定について、保健

師または看護師に加え、准看護師についても保

育士とみなすこととするものでございます。 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準は、市町村が条例を定めるに当たって従うべ

き基準または参酌すべき基準とされております

ことから、この省令の改正を受けまして本条例

について所要の改正を行うものでございます。 

 改正の概要でございますが、議案書の９ペー

ジの新旧対照表のほうをご参照願います。 

 第30条と32条では、利用定員が６人以上19人

以下の小規模保育事業所Ａ型及びＢ型において、

これまでの保健師または看護師に准看護師を加

えて、１人に限り保育士とみなすことができる

ように改めるものでございます。 

 10ページをお願いいたします。第45条では、

利用定員が20人以上の保育所型事業所内保育事

業所、48条では、利用定員が19人以下の小規模

型事業所内保育事業所において、同様に、これ

までの保健師または看護師に准看護師を加えて、

１人に限り保育士とみなすことができるように

改めるものでございます。 

 また、附則では、この条例は公布の日から施

行するとしております。 

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、

よろしくご審議いただきますよう、お願いいた

します。 
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教育長（長谷雄二） 

 ただいまの説明について、委員の皆さん、ご

意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 特にないようですので、日程第２、議案第26

号、大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定め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３、報告第９号、平成27

年度（2015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。 

 担当に説明を求めます。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（能勢 

温） 

 報告第９号、平成27年度（2015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。 

 まず、13ページから16ページまでのほうで、

歳入歳出についての表をつくらせていただいて

おります。また、17ページから21ページまでに

つきましては、教育委員会の各グループの中で

主要な事業についてわかりやすく説明文の文章

を入れさせていただいてます。 

 こちらのほうは読んでいただいたら、大体内

容的にはわかるかと思われますので、これ以外

の事業について、各グループごとにご説明させ

ていただきます。 

 まず、歳入のほうですが、5,939万9,000円の

ほうが補正になっております。歳出につきまし

ては、市全体で７億1,793万3,000円、そのうち

教育委員会の補正額といたしまして３億352万

5,000円を補正させていただいております。市

全体における教育委員会の占有率といたしまし

ては約42.3％になっております。 

 あと、教育総務グループ主管の分で、17ペー

ジに書かれている３つの主な事業以外に、７つ

の事業を補正で採択していただいております。 

 まず、学校図書整備事業として500万、こち

ら、図書の購入ということです。 

 それから、理科等備品整備事業、これは理科、

算数、数学の授業に使う備品の購入の事業とし

て650万。 

 それから、小・中学校備品更新事業、こちら

のほうは、体育用備品及び子ども、児童・生徒

の机、椅子、こちらのほうで、小・中合わせて

806万7,000円。 

 それから、楽器整備事業、こちらも年次で２

年目になりますけれども、200万円。 

 それから、ＰＣＢ含有機器取替事業、こちら、

去年学校についていたＰＣＢの分を保管してい

たんですけども、それの処分する時期がまいり

ましたので、その分の処分費ということで63万

5,000円、これは南中に保管してある分です。 

 それから、消防設備改修事業、これも２年目

で、この改修工事を終わりまして、ほぼ指摘が

ありました設備のほうは改修が終わるというこ

とで、金額といたしまして267万6,000円。 

 それから、中学校改修事業としまして、南中

学校と狭山中学校の高圧引き込みケーブルが経

年劣化で交換が望ましいという点検報告が来て

おりますので、こちらのほうを予算、つけてい

ただきまして、643万3,000円で、９月まで、で

きましたら夏休みを考えているんですが、そち

らのほうで改修工事を予定しております。 

 教育総務管轄の金額の合計といたしまして

5,182万6,000円になって、教育委員会全体の割

合で言いますと、17.1％の金額の補正をさせて

いただきます。 

 そしたら、社会教育のほうで。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長（寺本芳

之） 

 社会教育・スポーツ振興グループの補正関係

を説明させていただきます。 

 資料につきましては、19ページからでござい

ます。 
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 こちらのほう、記載されてる分に関しまして

はごらんいただきたいと思いますが、ここに記

載されておらない内容といたしまして、放課後

児童会分で、南第一小学校放課後児童会の空調

整備事業ということで170万円の予算を計上し

ております。 

 これは、４月から増員に伴い１教室を、放課

後児童会室といたしました。そちらの教室の空

調整備でございます。 

 次に、社会教育関係で、図書館の整備事業と

いうことで、こちらに掲載されていないもので、

備品購入費といたしまして324万9,000円、こち

らに関しましては、図書館の老朽化している書

架などを購入する予定でございます。以上でご

ざいます。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（能勢 

温） 

 歴史文化のほうよろしくお願いします。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 歴史文化グループ関係の補正予算につきまし

て、ご説明申し上げます。 

 まず、歳入でございます。 

 議案書の13ページでございますが、雑入とい

たしまして、狭山池惣絵図等の印刷物の売り払

い代金としまして６万円を計上するものでござ

います。 

 次に、15ページ、16ページの歳出でございま

す。郷土資料館管理事業では、報償費で特別展

におけます調査協力報償費としまして１万

7,000円、講演会講師等謝礼、調査・展示使用

謝礼としまして20万円を計上するものでござい

ます。 

 次に、旅費でございますが、北条氏の特別展

を実施することに当たりまして、調査及び資料

を借用するため、神奈川県立博物館等に赴くた

めに必要な管外旅費で、37万3,000円を計上す

るものでございます。 

 次に、需用費で、特別展を実施することに伴

います、のりパネなどを購入するための消耗品

費５万7,000円、印刷製本費としまして図録、

ポスター、チラシの作製及び郷土資料館特別展

の図録を復刊するため、317万円を計上するも

のでございます。 

 次に、委託料で、美術品の搬送業務、展示業

務、写真撮影業務、有人警備業務を委託するた

め、447万2,000円を計上するものでございます。 

 次に、使用料及び賃借料で、著作権等使用料

としまして、９万8,000円を計上しております。 

 続きまして、市史編さん事業では、需用費で、

出前講座関係ののりパネ等を購入するため、消

耗品費としまして５万円を計上しております。 

 最後になりますけども、狭山池の魅力発見活

用事業では、報償費で、こども歴史塾に係りま

す講演会の講師謝礼としまして５万円を計上し

ております。 

 次に、需用費で、狭山池、陣屋の下敷き、こ

ども歴史塾関係ののりパネなどを購入するため、

消耗品費115万7,000円を、狭山池惣絵図等の印

刷物、リーフレットを作成するため、印刷製本

費229万7,000円を計上しております。 

 最後になりますが、委託料で、狭山池史跡指

定記念碑を作成・設置するため、550万円を計

上するものでございます。 

 以上が、歴史文化グループの関係の補正予算

でございます。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 そしたら、最後に学校教育お願いします。 

教育部理事（田中典子） 

 すみません、ちょっと課長のほうが戻ってま

いりませんので、私のほうから説明させていた

だきます。 

 ＩＣＴ活用推進事業といたしまして……。 

 帰ってまいりましたので。 
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教育長（長谷雄二） 

 それでは、学校教育グループ課長、よろしく。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 申しわけありません、ちょっと遅れました。 

 学校教育グループのほうからは、４つの事業

について補正予算を上げさせていただいており

ます。 

 学力向上推進事業、ＩＣＴ活用推進事業、学

校ホームページ作成支援事業、家庭学習バック

アップ事業の４事業でございます。 

 学力向上の推進事業のほうでは、そこにあり

ますように、土曜授業の指導者への謝礼という

ことを考えております。これにつきましては、

学校や地域の実情に応じて土曜日を有効に活用

する取り組みについて研究し、学校の特色づく

りを推進するとともに、総合的な学習の幅を広

げてまいりたいと考えております。 

 それから、ＩＣＴ活用推進事業のほうでは、

子どもの学習意欲を一層高めるため、デジタル

教材やプロジェクターの活用など、ＩＣＴを効

果的に活用し、子どもたちの課題に対する意欲

を高める授業を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 また、学校ホームページ作成支援事業では、

小・中学校のホームページの充実及び更新作業

の能率化を図るために、各校のホームページの

コンテンツマネジメントシステムを導入して、

学校の情報をスピーディに公開できるようにし

ていきたいと考えております。 

 最後に、家庭学習バックアップ事業でござい

ますが、子どもたちの家庭学習を支援するため、

特に中学生を対象にいたしまして、土曜日に加

えまして、長期休業中にも集中して学習支援を

実施し、どの子にも学習環境を保障できる体制

を整えてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、各担当からの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

せんでしょうか。 

 どうぞ、山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 従来からちょっと、学校のホームページがな

かなか更新率が少ないというように思っておっ

たんですけども、今年はこのように作成支援事

業を入れていただいて、ありがとうございます。 

 各学校では、ホームページの更新等で、ホー

ムページ担当の先生なんかいてはるんでしょう

か。その辺、ちょっとどうなってますか。 

教育長（長谷雄二） 

 課長。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 各校では、そういった担当を、管理職である

とか、あるいは一般教員、あるいは主席、指導

教諭等を任命してやっておるんですけれども、

学校によって、ホームページの形式がちょっと

異なっておりまして、なかなかそれに精通して

ない者がなかなか更新を自由にできないという

ような問題もございます。 

 そういうことから、もう市内のホームページ

をある程度統一化させてもらって、そして、こ

のシステムを導入することで、誰もがといった

ら変ですけれども、いろんな先生方がホームペ

ージに関われるようにしてまいりたいと考えて

おります。 

教育長（長谷雄二） 

 これまでの学校教育課のホームページの、い

わゆる各学校の更新日もかなり遅れていて、実

際に学校のホームページを開くと結構更新して

るということもありますので、その辺の齟齬も、

今後調整しながらやっていただくということを、

要望します。 

 ほか、委員の先生方、ございませんでしょう

か。 
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 瀬川委員。 

教育委員（瀬川武美） 

 18ページの真ん中の土曜授業サポート事業な

んですけれども、金額的にという質問ではなく

て、具体的にどういうふうな授業が、サポート

授業が行われているかということ、そういう情

報を、ちょっとつけて報告していただいたらあ

りがたいなというふうに思いますので、今後、

そういうことがあればよろしくお願いしたいと

思います。 

教育長（長谷雄二） 

 今の要望のほう、担当課長のほうで留意して

いただきたいと思います。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 分かりました。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。 

 それでは、他にないようですので、日程第３、

報告第９号、平成27年度一般会計補正予算につ

いては、承認されました。 

 続きまして、日程第４、報告第10号、市立第

三中学校大規模改造（教室棟）工事請負契約の

締結についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（能勢 

温） 

 報告第10号、市立第三中学校大規模改造（教

室棟）工事請負契約の締結についてご説明させ

ていただきます。 

 今月、５月21日の日に入札が行われまして、

23ページに書かれている業者と仮契約を結んで

おります。 

 まず、契約の相手方ですが、住所が、大阪市

中央区久太郎町２丁目５番30号、前田建設工業

株式会社関西支店となっております。 

 契約金額ですが、３億7,381万1,760円、その

うち消費税等に係る額ですが2,768万9,760円と

なっております。 

 工期についてですけども、１億5,000万円以

上の価格になっておりますので、議会の議決が

必要となることから、議会議決日の翌日から平

成27年10月９日まで、議会議決日の予定の日で

すけども、一応６月８日にお願いをしておりま

して、今のところ６月９日が始期になると思わ

れます。 

 工事の内容ですが、屋上防水の全面改修、そ

れから、内部の全面改修、床、天井、あと、ス

クールパーテーションの全ての取りかえになっ

ております。あと、防火扉の改修等になってお

ります。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等

ございませんでしょうか。 

 ほかにないようですので、日程第４、報告第

10号、市立第三中学校大規模改造工事請負契約

の締結については、承認されました。 

 続きまして、日程第５、報告第11号、市立学

校給食センター改修工事（１期）請負契約の締

結についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

学校給食グループ課長（石川吉胤） 

 それでは、報告第11号、市立学校給食センタ

ー改修工事（１期）請負契約の締結についてご

説明いたします。 

 当該工事につきましても、設計金額が１億

5,000万を超えるため、議会において請負契約

の議決が必要となるものでございます。 

 件名につきましては、市立学校給食センター

改修工事（１期）でございます。 

 契約の相手方は、大阪市西区江戸堀１丁目25

番30号、タツト・建設株式会社でございます。 

 契約金額につきましては、消費税等を含む１

億3,542万3,360円でございます。 
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 工期につきましては、議会議決日の翌日から

平成27年10月30日まででございます。こちらの

工事も同様に６月８日に議決される予定でござ

います。 

 工事内容につきましては、屋上防水工事、外

壁改修工事、設備改修工事としまして、自動扉

更新、電気設備更新、調理機器更新などでござ

います。 

 なお、当該契約につきましては、平成27年５

月16日に仮契約を締結しております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの説明について、委員の皆様、ご質

問、ご意見ございませんでしょうか。 

 特にないようですので、日程第５、報告第11

号、市立学校給食センター改修工事（１期）請

負契約の締結については、承認されました。 

 続きまして、日程第６、報告第12号、社会教

育委員の委嘱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（寺本芳之） 

 日程第６、報告第12号、社会教育委員の委嘱

について報告させていただきます。 

 資料につきましては、26、27ページでござい

ます。 

 社会教育法15条及び社会教育委員条例第２条

に基づき、別添名簿のとおり10名の方を委嘱さ

せていただきます。 

 任期につきましては、平成27年５月１日から

平成29年４月30日の２年間でございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問等

ございませんでしょうか。 

 それでは、日程第６、報告第12号、社会教育

委員の委嘱については、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。 

 ありがとうございました。 

                  以上 
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