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第８回大阪狭山市教育委員会定例会議議事録 

 

                平成27年（2015年）８月17日（月） 

                午後１時30分    開議 

                市役所３階   委員会室 

 

出席委員（５名） 

  長谷 雄二  教育長 

  山崎 貢   教育長職務代理者 

  瀬川 武美  委員 

  阪本 栄   委員 

  長瀬 美子  委員 

 

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 

  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 報告第13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 

 

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、平成27年第８回教育委員会定例会

議を行います。 

 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。 

 それでは、平成27年第８回教育委員会定例会

議を開会いたします。 

 なお、議事録の署名委員は、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。 

 教育長報告につきましては、一覧表にしてお

ります。 

 なお、主な報告につきましては、７月30日、

平成27年度学校給食会第１回理事会、８月５日、

平成27年度南河内地区市町村教育長連絡協議会

研修会で三重のほうに参りました。 

 ８月８日、平和を考える市民のつどい、８月

11日、同和対策審議会答申50周年記念集会に出

席いたしました。 

 以上でございます。 

 それで、ただいま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か。は

い。 

 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、報告

第13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。 

こども育成室長（田中安史） 

 報告第13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、各担

当のほうから順次ご説明いたします。 

 まず、こども育成室所管分でございます。 

 最終の資料のほう、ご覧ください。 

 このたびの補正予算は、幼稚園就園奨励費の

増額に係る歳入歳出予算の補正及び子育て世帯

臨時特例給付金の国庫補助金の返還金に係る歳

出予算の補正の２点でございます。 

 幼稚園就園奨励費につきましては、私立幼稚

園に就園する児童の保護者の経済的負担を軽減

する目的で平成27年度の当初予算において計上

していたものでございますが、このたび就園奨

励費補助金の申請の受け付けを行いました結果、

申請人数等の増加によりまして予算の増額補正

を行うものでございます。 

 歳出の欄、上から４段目、幼稚園就園奨励費

補助金の項目をご覧ください。 

 当初予算の見込みが対象児童数449人、予算

4,650万円に対しまして、申請実績が461人に今

後の追加申請見込み人数を加えた481人となり、

予算額にいたしまして500万6,000円を増額し、

補正後の予算額を5,150万6,000円とするもので

ございます。 

 この歳出の財源となります歳入でございます

が、歳入の項目のほうをご覧ください。 

 幼稚園就園奨励費国庫補助金で、補助率が３

分の１でありますことから、500万6,000円の３

分の１である166万9,000円を増額し、補正後の

予算額を1,716万9,000円とするものでございま

す。 

 続きまして、子育て世帯臨時特例給付金につ

いてでございますが、こちらは消費税率の引き

上げによる子育て世帯の影響を緩和するなどの

観点から、臨時的な給付措置として昨年度に給

付金を支給し、その事務費と事業費に対して国

庫補助金が概算金額にて交付されているところ

でございます。このたび、実績報告によりまし

て費用を算出、精算いたしましたところ、国庫

補助金が超過交付となりましたので、返還金と

して歳出の補正をするものでございます。 

 歳出の欄、１段目が子育て世帯臨時特例給付

金の給付事務費国庫補助金超過交付返還金、２
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段目が給付事業費国庫補助金超過交付返還金と

なっております。補正金額は、事務費分の返還

金で35万8,000円、事業費分の返還金で93万円

となるものでございます。 

 参考ではございますが、子育て世帯臨時特例

給付金の支給実績といたしましては、給付対象

者数6,671人ございました。その事業費が6,671

万円、事務費のほうは711万3,000円の実績とな

っております。 

 以上、簡単ではございますが、こども育成室

所管分の説明とさせていただきます。 

 引き続き学校教育グループから説明させてい

ただきます。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 失礼いたします。学校教育グループからは、

上から３段目でございます、英語教育支援事業

といたしまして英語能力判定業務の委託料111

万円を補正予算として要求させていただきます。 

 英語能力判定業務でございますが、次代を担

う人材育成に向けて求められる教育改革、平成

26年４月15日の日本経済団体連合会のほうから

出ております改革案、これに基づきまして大学

入試のあり方が今後変容してまいります。それ

に伴いまして、大阪府立高等学校の英語学力検

定問題改革も、特にこれまでの英語教育への展

開に向けた施策としまして、読む・聞く・書

く・話すの４技能をバランスよく学習する内容

に変わってまいります。平成29年度の大阪府立

高等学校入学選抜から難易度が最も高い英語の

学力検定問題も大きく変わり、これまでの読む

ことを重視した入学選抜から、今後は読む・聞

く・書く、こういった３技能を均等化したテス

トへと移行していくことになっております。 

 そして、それに伴いまして、中学校でもこう

いった英語の４技能をしっかりとはかって、そ

して授業の内容の改革に当てるために、中学校

において英語能力を判定するテストを実施して

いきたいと考えております。この事業を行うこ

とを目的としまして、業務の委託料として先ほ

ど申しました101万円を今年度の補正予算とし

て要求させていただくものでございます。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、ご検討よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、歴史文化グループより報告いた

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。 

 歳出のみでございます。 

 社会教育費、市史編さん費、市史編さん事業

の需用費でございまして、子ども向けの市史

『おおさかさやまの歴史』を3,000冊再版する

ため、印刷製本費といたしまして90万4,000円

を計上するものでございます。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまのそれぞれの担当の説明について、

委員の皆様、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 瀬川委員。 

教育委員（瀬川武美） 

 英語能力の判定業務委託料とあるんですけれ

ども、委託業者といいますか、具体的にもう決

めていらっしゃるのかどうかというところなん

です。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 委託業者ですけれども、具体的な話は聞いて

おります。ただ、特にスコア型の英語の検定テ

ストということで、そのほかにも、いわゆる英

検、日本英語検定協会であるとか、あるいは、

そのほか、ＴＯＥＦＬとかＩＥＬＴＳ等々、ほ

かにも業者あるんですけれども、特にスコア型

で、判定されたスコアが中学校だけじゃなくて、

今後、高等学校へも持ち越していき、そして受

験者のそういったコミュニケーション能力がス
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コアによって判定される、こういう事業をいわ

ゆるＧＴＥＣという業者が行っております。そ

の業者からお話を聞かせていただいて、特に今

年度については本市のほうで、もしこれを行う

ことになれば、この金額でさせていただくとい

うことでお話を聞いております。 

 以上です。 

教育委員（瀬川武美） 

 ちょっといいですか。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、どうぞ。 

教育委員（瀬川武美） 

 ＧＴＥＣという業者の名前ですか。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 すみません。ベネッセコーポレーションでご

ざいます。 

教育委員（瀬川武美） 

 ベネッセは信頼できるところだと思うんです

けども、それはいいと思います。スコア型とい

うのは、ごめんなさい、私、余り知らないんだ

けども、英検とかＴＯＥＦＬとかＴＯＥＩＣと

か、そういうものよりももっと何か総合的なも

の、能力が高いのですか。 

教育長（長谷雄二） 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 外部検定試験というのがいろいろありまして、

これは大阪府の教育センターの部長をされてい

る方に直接相談をさせていただいてまいりまし

た。そしたら、英検とかＴＯＥＦＬとかＩＥＬ

ＴＳとかＧＴＥＣとか、いろんなものがあって、

今後、ＣＡＮ－ＤＯリストと連動させて、この

間選定していただきました来年度の事業の中で

どのような検定試験が本市の子どもたちにふさ

わしいかということを十分検討したほうがいい

ですということで、その中で１つ、ベネッセが

言っているＧＴＥＣというのもその一つとして

ふさわしいと、あと検定した成績が高校でもま

た引き続き役に立つみたいな形であればいいな

ということで、今ベネッセを中心に考えており

ますが、決定はまだいたしておりません。大体、

でも、予算としては、このぐらいのめどで全て

の子どもたち、検定ができるということで聞い

ております。 

教育委員（瀬川武美） 

 枠組みとして考えているんですね。 

教育部理事（田中典子） 

 そうです、はい。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにご質問、意見等ございませんか。 

 それでは、ほかにないようですので、了承し

てよろしいでしょうか。はい。 

 それでは、日程第１、報告第13号、平成27年

度一般会計補正予算（教育委員会関係）につい

て了承いたします。 

 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。ありがとうございました。 

                  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 委員 

 

 

  教育委員会 委員 

 

 

  教育委員会事務局職員 


