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教育長（長谷雄二） 

 それでは、平成27年第９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。よろしくお願いします。 

 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、ただいまから

お話しさせていただきます。 

 ８月17日、各教育委員の先生方と大阪狭山市

総合教育会議の第１回会議に参加いたしました。 

 ８月26日、子ども・子育て推進本部会議が開

かれました。 

 同じく26日、第65回大阪狭山市社会を明るく

する運動推進委員会のほうに、山﨑委員と出席

いたしました。 

 ８月28日、大阪府都市教育長協議会８月定例

会がございました。 

 ９月１日、９月10日、９月11日、それぞれ本

会議代表質問・個人質問が開会されました。 

 つけ加えまして、９月３日、後ほど担当のほ

うから報告ございますが、児童生徒の健全育成

に関する学校・警察相互連携制度の協定書締結

に大阪府警本部のほうへ出向きました。 

 ９月15日、本願寺の堺別院、北の御坊のほう

へ教育委員会の各部長、担当課長と別院のほう

に見学に行きました。 

 以上でございます。 

 ただいまの私の報告で、委員の皆様、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

 それでは、本日の議案でございますが、日程

第１、議案第32号、大阪狭山市立学校の府費負

担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規

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。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 失礼します。 

 大阪狭山市立学校の府費負担教職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正す

る規則についてご説明いたします。 

 本規則は、平成24年の児童福祉法の改正によ

り、放課後児童健全育成事業の対象が小学校に

就学しているおおむね10歳未満から小学校に就

学している児童に改正されたことにより、府立

学校等教職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る規則の一部が改正されることに伴い、本市に

おきましても府費負担教職員等に関する規則の

一部、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

規則の一部を改正するものです。 

 変更点につきましては、議題にもありますよ

うに、第４条２第２号中の「小学校の第１学年

から第３学年までの子のある職員」を「小学校

に就学している子の職員」に改めるものでござ

います。 

 よろしくお願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、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。 

 ないようですので、日程第１、議案第32号、

大阪狭山市立学校の府費負担教職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する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２、議案第33号、平成27

年度大阪狭山市教育委員会文化教育功労者表彰

被表彰者の決定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） 

 議案第33号についてご説明させていただきま
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す。 

 文化教育功労者表彰の表彰候補者の推薦につ

きましては、８月から各グループ等を通じまし

て、各学校園、社会教育関係団体等各種団体の

方に広く周知を求めました。９月１日に推薦を

締め切らせていただきまして、各種団体等より

ご推薦をいただきました。この推薦を受けまし

て、９月15日に大阪狭山市教育委員会表彰規定

第５条に基づきまして表彰選考会を開催し、慎

重に審議いたしました。 

 候補者一覧表をごらんください。 

 氏名のほか、住所、生年月日、そしてお手元

のほうに、こちらの別紙を配らさせていただい

ていると思うんですけれども、こちらの別紙に

書いてある規定に基づきまして、今回の表彰該

当の根拠規定を記載しております。また、その

右側に所属と功績を記載させていただいており

ます。 

 それでは、簡単に候補者の方々についてご説

明申し上げます。 

 まず、１番の方でございますが、根拠規定第

１号の１で、全国大会へ出場され、小学校３年

生女子の部で優秀な成績をおさめられました。 

 ２番及び３番の方でございますが、根拠規定

第１号の１でクラブ活動を通じまして大阪府代

表選手として全国大会へ出場され、優秀な成績

をおさめられました。 

 ４番の方につきましては、根拠規定第２号の

１で、市の教職員研修の分野で指導的な役割を

務めるなど、教職員の規範となり、本市の学校

教育の振興に大いに貢献された方でございます。 

 ５番から15番の方につきましては、根拠規定

第３号の１、文化・スポーツ活動等において関

係団体の育成や地域への振興等、10年以上にわ

たり顕著な功績をおさめられた方々でございま

す。 

 16番目の方につきましては、根拠規定第４号

の２、学校医として通算15年以上勤務していた

だき、本市の学校保健の推進に大いに貢献して

いただいた方でございます。 

 以上、16名の方を選考会におきまして平成27

年度の文化教育功労者受賞候補者として選考い

たしましたので、ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

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、

委員の皆様、ご意見、ご質問等ございませんか。 

教育委員（山崎 貢） 

 ちょっと質問なんですけれども。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、山﨑委員。 

教育委員（山崎 貢） 

 ４番の上田惠津子先生、非常に以前からいろ

んな面で活躍していただいている先生、私もよ

く知っているんですけれども、この方は退職さ

れているんですか。 

教育部理事（田中典子） 

 そうです。昨年退職されました。 

教育委員（山崎 貢） 

 今、どこかにお勤めですか。 

教育部理事（田中典子） 

 いえ。今はちょっとボランティア的に時々来

ていただいている程度で。昨年度末で退職され

ました。 

教育委員（山崎 貢） 

 ということは、１年早く辞められているので

すか。 

教育部理事（田中典子） 

 １年ではないです。 

教育委員（山崎 貢） 

 いや、非常に優秀な先生については、いわゆ

る現役のときに、たまたまこの方は退職されて

しまったと思うんやけれども、現役のときに表

彰していただいて、さらに、それをもとにその
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先生が学校現場のほうで指導的な立場で活躍し

ていただいたら、大変それぞれの学校として非

常にいいんじゃないかと思うんですけれどもね。 

教育部理事（田中典子） 

 おっしゃることごもっともでして、この先生、

府で表彰されるときには現役だったんです。ま

だ続けられるものと思っておりまして、翌年市

でいつも表彰していただくんですけれども、表

彰されたのちに退職されてまして、市の表彰で

は、今回は元という形になってしまいました。 

教育委員（山崎 貢） 

 ということは、府で表彰された先生を市のほ

うが追随するということですね。１年遅れて。 

教育部理事（田中典子） 

 はい。 

教育委員（山崎 貢） 

 市独自やったらだめなんですか。府の表彰に

かかわらず、市としてこの先生というのはあっ

てもええかなと思うんですけれども。 

教育部理事（田中典子） 

 そうですね。これまでは、前例はありません

が、また検討するようにいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 ほかにございませんか。 

 少し私のほうからつけ加えになりますが、今

回から教育委員会のこの表彰選考委員会のメン

バーに表彰委員会のほう、私が主催ということ

で、今年度から大阪狭山市学校園の小中学校校

長会の会長さん、それから小中学校園の教頭会

の代表のお２人を表彰審査の委員のメンバーと

して今回からつけ加えさせていただいておるこ

とを、ちょっと後になりますが報告させていた

だきます。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、山﨑委員のご意見のほうも踏まえ

まして、また来年度以降、審査のほう、慎重か

つご意向に沿うような形で審査のほうよろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは、平成27年度大阪狭山市教育委員会

文化教育功労者表彰被表彰者の決定については

承認されました。 

 続きまして、日程第３、議案第34号、大阪狭

山市指定文化財の指定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） 

 失礼します。 

 議案第34号、大阪狭山市指定文化財の指定に

ついてご説明申し上げます。 

 この狭山藩陣屋上屋敷図・下屋敷図は、狭山

藩陣屋の空間構成を知る上での基本資料で、幕

末の陣屋の様子を描いたとされております。陣

屋内の道の位置、屋敷地の配置や居住者の氏名

などを知ることができる唯一の資料でございま

す。現在は、大阪狭山市市史編さん所で保管し

ております。狭山藩旧家老、江馬家に伝来し、

戦後に江馬キン氏から都築氏へ譲渡されたと推

定されております。成立の年代は、従前より明

治初期と推定されていたものの、それを直接示

す記載はございません。しかし、図内に残る人

名から、明治２年の情報をもとに明治29年に書

かれたものと判断されております。この狭山藩

陣屋上屋敷図・下屋敷図につきましては、平成

27年８月24日に開催しました大阪狭山市文化財

保護審議会からの指定についての答申を頂戴し

ました。 

 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。 

教育部長（橋上猛雄） 

 現物を。 

教育長（長谷雄二） 

 はい。そしたら部長、現物のほうを提示お願

いします。 

教育部長（橋上猛雄） 
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 まず上屋敷図でございます。北を上にすると

こういう感じになります。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 はい。 

教育部長（橋上猛雄） 

 右側に上池、下池というのが描いております。

この下池は、今でもある池であります。その横

の黒枠のところが、これが御殿になっておりま

す。これが上屋敷、これが２代の氏信のときに

築造が始まりました。始まったのが1616年とい

うことで、来年がちょうど400年ということに

なります。これが、上屋敷。 

 もう一つ、下屋敷というのがあります。下屋

敷のほうは、これは５代の氏朝のときにつくっ

たものであります。昔のさやま遊園の所につく

られました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ああ、こっち側のほうやね。 

教育部長（橋上猛雄） 

 はい。それで、それが下級武士、家臣がふえ

てまいりまして、それによって家なども増築し

たということで、これが下屋敷。上のほうが狭

山池になります。こんな感じで下屋敷図。これ

が、今現在、残っております狭山の陣屋の跡地

という唯一の資料ということになりますので、

教育委員会が諮問したものでございます。 

教育委員（山崎 貢） 

 上屋敷と下屋敷の間というのはどうなってい

るんですか。くっついているんですか。 

教育部長（橋上猛雄） 

 はい。ここ、並松といって、ちょうど、末永

先生のおうちのあたりですね。これが並松とい

うところですけれども、このすぐ北側が上屋敷

になりますので。それだけでは場所が分からな

いですね。ほとんど隣接しております。 

教育委員（瀬川武美） 

 今の陣屋跡ってありますでしょう。あそこが

下のほうですか。 

教育部長（橋上猛雄） 

 いや、これ、上屋敷と下屋敷で陣屋というん

ですね。陣屋の中に上屋敷と下屋敷があったと

いうことになります。藩主が住んでいたのが、

ここの黒枠の部分で、ここに藩主が。その周り

に結構高位の、位の高いものたちの家があった

ということになります。家の大きさが、ほとん

ど全部違いますので、それを見ていただきまし

たら。 

教育長（長谷雄二） 

 それでね、先ほど教育長報告の中で、９月15

日、教育委員会の幹部で本願寺の堺別院、あの

北の御坊を見学というのが……。 

教育部長（橋上猛雄） 

 ここの      

教育委員（瀬川武美） 

 門ですね。 

教育長（長谷雄二） 

 はい。 

教育部長（橋上猛雄） 

 南の表門。この下のほうに。 

教育委員（瀬川武美） 

 これですね。 

教育部長（橋上猛雄） 

 はい。 

教育長（長谷雄二） 

 今地図でお示しいただいております南側の大

手門の門が移築されて、いわゆる堺の本願寺の

堺別院の門に移っているということなんです。

当日行かせていただいたら、内側から向いて右

側の屋根瓦が、まだ東小学校の校章、三ツ鱗の

紋がちゃんとそのまま残っておりました。今議

会で、議員の方があれをもとの陣屋のところに

戻すことはできないのかというご質問がござい

まして、経過も含めて、なかなかそれについて

はもう難しいというお答えはしておりますが。
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部長、これで私の説明間違いございませんか。 

教育部長（橋上猛雄） 

 ありがとうございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、実物も含めまして、ただいまの説

明いたしました件につきまして、委員の皆様、

ご意見、ご質問等は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３、議案第

34号、大阪狭山市指定文化財の指定については

承認されました。 

 続きまして、日程第４、報告第14号、平成26

年度（2014年度）大阪狭山市一般会計決算（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。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（能勢 

温） 

 報告第14号、平成26年度（2014年度）大阪狭

山市一般会計決算（教育委員会関係）について

ご説明申し上げます。 

 13ページをごらんください。 

 まず、一般会計の歳入決算額につきましては、

193億342万2,535円、歳出の決算額は186億

2,275万5,795円、歳入歳出差し引き額は７億

2,758万6,740円ということになっておりまして、

前年度比較におきましては、歳入では3,693万

8,800円、0.19％の増、歳出で１億6,423万

8,638円、14.9％の減少となっております。全

体的な予算規模の微増ということはございまし

たが、歳入歳出の収支につきましては、平成26

年度も黒字の決算額でございました。ただ、消

費税アップによる消費低迷から、経済情勢はま

だまだ曇り空であり、市税の伸び等は期待でき

ません。また、歳出で公債費の占める割合が非

常にまだまだ高く、今後２年間は職員の定年退

職者を大幅に迎えることになります。そのため、

退職手当等の人件費の伸びや市民の高齢化を勘

案しますと、今後も扶助費等が高い水準で推移

すると思われることから、こうした要素から、

本市における財政状況は依然として厳しい状況

が今後も続くだろうと予測されております。 

 この９月議会におきまして、各科目の決算内

容について審議されまして、市税と自主財源の

確保が厳しい中で、財政調整基金を取り崩すこ

となく当初の各事務事業の目的達成を効率的に

執行されたというような評価をいただきまして、

決算認定はいただいております。 

 こうした中での教育費の決算でございますが、

上から４行目のところですけれども、平成26年

度の教育費の歳出は19億6,430万1,715円、対前

年度比３億204万5,287円、18.2％の増加となっ

ております。 

 増加の主な原因といたしましては、市立第七

小学校他トイレ改修工事や市立山本テニスコー

ト改修工事等、ハードの整備をしたことによる

ものです。 

 そのほか、決算の内容につきましては、別紙

で増加の原因等につきまして書いたペーパーを

お配りしておりますので、そちらのほうを見て

いただけたらと思います。 

 あと、お手元のほうにこの決算とは別でござ

いますが、例年どおりまちの報告書のほうをお

配りさせていただいております。またこちらの

ほうもご一読いただきまして、その内容で質問

等がございましたら教育総務グループまでお問

い合わせいただけたらと思います。 

 簡単な説明ですが、これで終わらせていただ

きます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、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でしょう

か。 

 それでは、日程第４、報告第14号、平成26年

度（2014年度）大阪狭山市一般会計決算（教育

委員会関係）については承認されました。 
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 続きまして、日程第５、報告第15号、小規模

保育事業所の開設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） 

 報告第15号、小規模保育事業所の開設につい

てご報告いたします。 

 ご報告に先立ちまして、修正を１カ所お願い

いたします。 

 議案書17ページでございます。幼稚園保育所

子育て支援拠点施設の位置図というところで、

図の左側、上のほうに山本幼稚園とございます

が、山本こども園の間違いでございます。修正

のほうよろしくお願いいたします。 

 あらためまして報告いたします。 

 議案書の16ページ、ごらんください。 

 小規模保育事業所の開設ということで、今回

開設される事業所は、事業類型といたしまして

小規模保育事業Ａ型ということになります。事

業所名はサニーサイド、事業者名はハイマスト

合同会社です。所在地は、大阪狭山市山本東18

番地の25、定員は12名、職員数は10名でござい

ます。施設といたしましては、建物として木造

２階建て、延べ床面積104.32のうち１階部分を

主に使用して施設といたしております。開所時

間につきましては、７時30分から18時30分、保

育時間は８時30分から16時30分でございます。

食事の提供は、自園調理にて行います。 

 事業開始の予定日につきましては、平成27年

10月１日でございます。 

 以上で、簡単ではございますが、小規模保育

事業所の開設についてのご報告とさせていただ

きます。 

 それから、すみません、追加です。 

 位置図のほうの場所なんですけれども、先ほ

ど修正いただいた山本こども園の右横ですか、

申請事業所というところがその場所となります。

こちらのほうは、国道310号の池之原北交差点

の西側となっております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの報告について、ご質問、

ご意見ございませんでしょうか。 

 はい、山崎委員。 

教育委員（山崎 貢） 

 大阪狭山市では初めての小規模保育事業なん

でしょうか。 

こども育成室長（田中安史） 

 はい、そうでございます。 

教育委員（山崎 貢） 

 この事業所名とか事業者名というのは、私は

わからないんですけれども、サニーサイドとか

ハイマスト合同会社とか。主にどんな事業をさ

れているのか、また、いわゆる保育・子育て等

に経験のある事業所なのか、ちょっともしあれ

ば聞かせてください。 

こども育成室長（田中安史） 

 事業所名はサニーサイドということで、園の

名前ということになります。こちらのほうが初

めてということで、そういう名前をつけられて

いるんですけれども、大阪狭山市では初めての

小規模保育事業ということになります。 

 事業者なんですが、ハイマスト合同会社とい

うことで、合同会社いうことで、去年なんです

けれども、立ち上げたということで、新しい会

社です。それから、主な事業といたしましては、

この保育事業を中心にやってられて、ほか、音

楽関係ですとかいうのも、定款には上がってい

るんですけれども、実際やられている事業とい

たしましては、この今回の小規模保育事業のみ

ということでございます。 

 それから、サニーサイドの事業所のほうなん

ですけれども、施設長のほうが保育士の経験を

有する方でございまして、その方が施設長とな

られて事業をされるということでございます。 
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 ハイマスト合同会社につきましても、サニー

サイドの事業所につきましても、今回初めてと

いうことでございますが、施設長に関しまして

は、その保育士の経験がありということでござ

います。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいですか。 

 はい、長瀬委員お願いします。 

教育委員（長瀬美子） 

 市としての見通しをお伺いしたいんですけれ

ども、定員12名で出していただいていますが、

実際この地域なりほかからのことも含めて、大

体充足予想というのはどうなってますでしょう

か。 

こども育成室長（田中安史） 

 実は、10月１日開始予定ということでござい

ますが、現地調査等々いたしまして、開始の見

込みがある一定立っておりますので、ただいま

待機児童ということで保育所に入れていない児

童がおりますので、その方々にご案内を今回差

し上げております。その中で、０歳児と１歳児

につきましては、各定員の数、０歳児３名、１

歳児４名の希望が出てきております。ですから、

現在７人の一応希望が出ておるというところで

ございます。 

 以上でございます。 

教育委員（長瀬美子） 

 もう一つだけよろしいですか。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、お願いします。 

教育委員（長瀬美子） 

 連携保育所というか、ご協力をしていただけ

る園がどちらかに決定しているかどうかという

ことと、その子たちがもう少し大きくなったと

きの他園での受け入れの見通し、お願いします。 

こども育成室長（田中安史） 

 連携保育所ということで、２歳児が５名とい

うことで、この子どもたちが卒園といいますか、

出られた後の引き受け先といいますか、そちら

のほうの３歳児以降の保育というところで、連

携の保育所を、市内の保育所を５つを捉えてお

ります。それから、市外の幼稚園を１か所とい

うことで、計６人分の教育・保育ということで

確保をいたしております。 

 それから、集団保育ですとか代替保育、あと

教育・保育提供終了後の提供というところで、

中心となります連携の保育所が山本こども園と

いうことになっております。連携施設のほうか

らは、全て承諾書のほういただいております。 

 以上でございます。 

教育委員（長瀬美子） 

 ありがとうございました。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 それでは、ほかにないようですので、日程第

５、報告第15号、小規模保育事業所の開設につ

いては承認されました。 

 続きまして、本日お配りさせていただきまし

た追加議案でございます。Ａ４横とじの分でご

ざいます。日程第６、報告第16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。 

 担当に報告を求めます。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（能勢 

温） 

 報告第16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

申し上げます。 

 こちらのほうですけれども、去る８月17日の

総合教育会議の中で、小学校のエアコンの設置

についてはそれに向けて検討していくという形

で方向性を示していただきました。それに関し

て今議会でも質問をいただいております。その
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中で、とりあえずどこの場所につけるかという

のはまだ決定しておりませんが、先に工事費の

トータルが出ないことには計画もなかなか立て

にくいということで、急遽市長のほうから補正

予算を計上して実施設計をしてくださいという

指示がございましたので、今回その補正予算を

上げるものでございます。 

 こちらのほうは、最後の次のページでありま

すが、小学校整備費、小学校整備事業の委託料

といたしまして、1,188万4,000円を計上させて

いただいております。 

 こちらのほうですが、業務期間ですけれども、

契約締結日の翌日、こちらは平成27年10月末を

予定しております。から、平成28年３月28日ま

での期間となります。 

 設計範囲についてですが、市立東小学校他５

校、第七小学校は除きます。というのは、第七

小学校につきましては、先月契約締結が済んで

おります大規模改造工事実施設計業の中で設計

していただくようになっておりますので、第七

小学校を除く６校についてのエアコン設置の実

施設計業務ということになります。 

 なお、こちらのほうは、一応全ての普通教室

で集中制御タイプの機械を設置する工事の実施

設計ということになります。 

 なお、今年度施行予定でありました東小学校

の東棟の教室につきましては、設計が済んでお

ります。そのため、この設計図をもとに、去年

やった実施設計書を再活用していただきまして、

ただ、キュービクルとか電気の需要量が変わり

ますので、その辺の変更は出てくるかと思いま

すが、去年やった実施設計業務が無にならない

ような形での発注を考えております。 

 また、あと、工事が複数年にわたる可能性も

ございます。また施行場所、要するにエアコン

を設置する教室についても変更が考えられるこ

とから、そちらのこの設計に当たりましては労

務単価の変動や物価変動を正確かつ容易に反映

できるような積算書及び設計図を作成していた

だくということを仕様書の中に盛り込んでおり

ます。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 今の報告、質問、ご意見ありませんでしょう

か。 

 ないようですので、日程第６、報告第16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。 

                  以上 
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