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  谷 富二男 こども育成担当部長 
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  能勢 温  教育部次長兼教育総務グループ課長 

  吉川 豊  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 

  塔本 弘一 歴史文化グループ課長 

  植田 隆司 歴史文化グループ参事 

  松本 幸代 こども育成室次長 
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書記 

  荒川 郁代 教育総務グループ課長補佐 

  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27号 大阪狭山市教育委員会の後援に関する規程の一部を 

           改正する規程について 

日程第２ 議案第28号 大阪狭山市狭山池総合学術調査委員会規則の一部を 

           改正する規則について 

日程第３ 議案第29号 大阪狭山市狭山池総合学術調査委員会委員の委嘱に 

           ついて 

日程第４ 議案第30号 大阪狭山市文化財保護審議会委員の委嘱について 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 
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教育長（長谷雄二） 

 それでは、定刻になりましたので、第６回教

育委員会定例会議をただいまから行います。 

 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。 

 また、本日は、１名の方から傍聴の申し込み

がありましたので、これを許可したいと思いま

す。事務局は傍聴人を会場へ案内してください。 

 それでは、平成27年第６回教育委員会定例会

議を開会いたします。 

 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、山崎教育長職務代

理者、阪本委員を指名いたします。よろしくお

願いします。 

 教育長報告につきましては、前回ご了承いた

だいたとおり、本日お配りの資料の中に一覧表

にしております。 

 なお、主な報告につきまして、今からご報告

いたします。 

 ５月30日、平成26・27年度大阪狭山市ＰＴＡ

連絡協議会総会に参加いたしました。 

 続きまして、６月４日、第65回大阪狭山市社

会を明るくする運動推進委員会に出席いたしま

した。 

 ６月８日、６月18日、６月19日、昨日６月25

日、それぞれ開会議会に参加いたしました。 

 6月15日、社会教育委員会議に参加いたしま

した。 

 ６月21日、平成27年度大阪狭山市母子寡婦福

祉大会のほうに出席いたしました。 

 そのほか、この６月に市内小中学校へ赴き、

校長面談及び授業視察を行いました。 

 以上でございます。 

 今の報告につきまして、委員の皆様、ご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。 

 それでは、早速ですが、議事に移りたいと思

います。 

 本日の議案でございますが、日程第１、議案

第27号、大阪狭山市教育委員会の後援に関する

規程の一部を改正する規程についてを議題とい

たします。 

 担当のほうに説明を求めます。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（能勢 

温） 

 議案第27号、大阪狭山市教育委員会の後援に

関する規程の一部を改正する規程についてご説

明させていただきます。 

 ２ページをご覧ください。 

 こちら、第２条第８号を第９号とし、同条第

７号の次に、次の１号を加えるということで、

新しく「暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２

号に規定する暴力団の利益になると認める事

業」、この１文を追加させていただいておりま

す。 

 また、第３条第２号中の「プログラム案」の

前に「収支予算書」を、同じく第５条第２号中

の「前号に掲げるもののほか」の次に、「収支

決算書」を加えさせていただいております。こ

ちらのほうですけども、３ページの旧の改正前

のところを見ていただきたいんですけども、第

２条の後援の対象としまして、第８号に全各号

に掲げるもののほか、教育委員会が後援するこ

とが不適当と認められる事業の中に入っていた

ものなんですけども、項目として新たに規定し

ておくほうがいいということで、今回新たに第

８号としてこの文章を入れさせていただいてお

ります。 

 また、同じく申請手続の第３条のところで、

「プログラム案、ポスター案等」ということで、

この「等」の中に、もともと「収支予算書」と

いうのを入れさせてもらっていたんですが、こ

の後援名義の規定をホームページに掲載してい

る関係で、このプログラム案とポスター案だけ
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をお持ちいただく方が多々ございまして、文章

的に、案内文としては、窓口に来られた場合は

この部分が必要ですということでペーパーをお

渡ししていますが、ホームページを見ただけの

方でしたら、その収支予算書の添付が遅れるこ

とになりまして、この部分、新たに明確になる

ようにということで、規則のほうで予算書、ま

た同じく報告書の提出のときにも、口頭により

まして決算書の提出を依頼しておりましたが、

こちらのほうも明確に規則の中で定めさせてい

ただきまして、ホームページ上で分かるような

形にさせていただきたいと思いまして、今回の

規程の改正ということでさせていただいており

ます。 

以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの担当の説明について、委員の皆様、

ご意見なり、ご質問等ございませんでしょうか。 

教育委員（山崎 貢） 

 改定の規程に関しては、これで私はいいなと

思うんですけれども、他府県で時折、教育委員

会の後援について、ちょっとトラブルが起こっ

ているのを新聞なんかでお聞きすることがある

んですけれども、本市においては、過去、何か

後援することによっての団体が何らかの形でそ

の規程に反しているとか、そういうようなこと

は起こってないんでしょうか。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（能勢 

温） 

 幸いと申しますか、今のところ、後援をした

後で何かトラブルがあったというのは無いと思

います。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。 

教育委員（山崎 貢） 

 はい、結構です。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ほかにないようですので、日程第

１、議案第27号、大阪狭山市教育委員会の後援

に関する規程の一部を改正する規程については

承認されました。 

 それでは、続きまして、日程第２、議案第28

号、大阪狭山市狭山池総合学術調査委員会規則

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。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 議案第28号、大阪狭山市狭山池総合学術調査

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。 

 今回の改正理由につきましては、平成27年３

月10日に、狭山池が国史跡に指定されましたこ

とに伴いまして、狭山池を適切に保存管理して

いくための基本方針、方法、現状変更等の取扱

基準となります史跡狭山池保存管理計画を策定

する必要がございます。 

 このことから、大阪狭山市狭山池総合学術調

査委員会の会議におきまして必要と認めるとき

は、委員以外の関係者の出席を求め、その意見

を聞き、または資料の提出を求めるため、関係

者の出席に係る規定を追加するものでございま

す。また、あわせまして、委員会において必要

があると認めるときは、作業部会を設置できる

よう規定を追加するものでございます。その他、

字句整備を行うため、所要の改正を行うもので

ございます。 

 それでは、改正概要につきまして、新旧対照

表に基づき説明いたします。 

 議案書８ページをお願いいたします。 

 第１条につきましては、狭山池総合学術調査

委員会を大阪狭山市狭山池総合学術調査委員会

に改めるものでございます。 

 第２条第１項につきましては、委員の定数を
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10名以内から15名以内に改めるものでございま

す。 

 第６条第１項につきましては、狭山池総合学

術調査委員を大阪狭山市狭山池総合学術調査委

員に改めるものでございます。 

 第７条につきましては、新たに委員会に委員

会以外の関係者の出席を求めるため、規定を追

加するものでございます。 

 第８条につきましては、史跡狭山池保存管理

計画案の策定及び調整などを行うため、委員会

が必要と認めるときは、作業部会を設置できる

よう規定を追加するものでございます。 

 その他、今回の一部改正に伴いまして、条の

繰り下げ等、所要の改正を行っております。 

 最後に、附則でございますが、この規則の施

行期日を公布の日と規定しております。 

 以上、簡単な説明ではございますが、ご承認

いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの担当の説明について、ご意見、ご

質問等、委員の皆様ございませんでしょうか。 

教育委員（山崎 貢） 

 ちょっと質問なんですけども、委員を15名に

増やすということは、これで狭山池の国史跡に

伴う、これからのいろんなことに関しての取り

組みが充実するということで私は良いと思うん

ですけども、次の29号の調査委員会の委員の名

簿、次の29号に関係するんですけどね。本年９

名、これ、数を見たら９名ということなんで、

その辺余力を残しているのか、その辺どうなん

でしょう。 

教育部長（橋上猛雄） 

 ご指摘のように、次の議案におきまして総合

調査委員会の委員を３名増やすということにな

っておるんですけども、一応当初の６名におき

ましては、考古学あるいは歴史学が中心でござ

いました。 

 今回狭山池の保存管理計画を作成するに当た

りましては、環境科学あるいは土木工学あるい

は文化的景観というような方たちの、専門の方

たちの委員も増やすということで、今回９名に

させてもらっております。 

 ただ、今後とも、いろんな委員会の委員の展

開によりましては、また新たな専門の委員の方

の招聘が必要であるということも可能性があり

ますので、あえて９名ではなく、15名にしたわ

けでございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

教育委員（山崎 貢） 

 はい、分かりました。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。ほかございませんでし

ょうか。 

 それでは、ほかに無いようですので、日程第

２、議案第28号、大阪狭山市狭山池総合学術調

査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３、議案第29号、大阪狭

山市狭山池総合学術調査委員会委員の委嘱につ

いてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 議案第29号、大阪狭山市狭山池総合学術調査

委員会委員の委嘱についてご説明いたします 

 議案書の10ページをお願いいたします。 

 先ほども説明させていただきましたけども、

平成27年３月10日に狭山池が国史跡に指定され

たことに伴いまして、狭山池を適切に保存管理

していくため、史跡狭山池保存管理計画を策定

する必要がございます。 

 このことから、この委員会に新たに３人の方

を委員に委嘱するものでございます。 

 任期は平成27年７月22日から平成30年７月21
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日までの３年間でございます。 

 以上、簡単な説明ではございますが、ご承認

いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、今の説明について、ご意見、ご質

問等はございませんでしょうか。よろしいです

か。 

教育委員（山崎 貢） 

 新たに委員になられた方で、初めて女性の方

を入れられたということと、それから、非常に

若い学者が入ったということでは、大変私はう

れしいなと思っております。 

 もちろん、年配の方も非常にすぐれた業績を

残される方が多いですし、私も知っている先生

方が何人かおるんですけれども、今後の大阪狭

山の歴史文化の発展を考えた上で、若い女性の

先生方も入っていただくということは大変良い

ことだなと思っております。 

 以上です。 

教育委員（阪本 栄） 

 現職の６人と新たな３人の候補者というのは、

任期はそろっているんですか。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 任期は違っております。 

教育委員（阪本 栄） 

 現職の方６人は同じ任期で。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 そうでございます。 

教育委員（阪本 栄） 

 そうですか、分かりました。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ほかに無いようですので、日程第

３、議案第29号、大阪狭山市狭山池総合学術調

査委員会委員の委嘱については承認されました。 

 続きまして、日程第４、議案第30号、大阪狭

山市文化財保護審議会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。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 議案第30号、大阪狭山市文化財保護審議会委

員の委嘱についてご説明いたします。 

 議案書の12ページをお願いいたします。 

 大阪狭山市文化財保護審議会委員の任期が平

成27年７月22日で満了することに伴いまして、

７人の委員を再任いたしたく提案するものでご

ざいます。任期は、平成27年７月23日から平成

29年７月22日までの２年間でございます。 

 以上、簡単な説明ではございますが、ご承認

頂戴しますよう、よろしくお願い申し上げます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの担当の説明について、

ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

 それでは、無いようですので、日程第４、議

案第30号、大阪狭山市文化財保護審議会委員の

委嘱については承認されました。 

 本日の議案は以上４点でございます。 

 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。どうもご苦労さまでした。 

                  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。 

  教育委員会教育長 

 

 

  教育委員会教育長職務代理者 

 

 

  教育委員会 委員 

 

 

  教育委員会事務局職員 


