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教育長（長谷雄二） 

 それでは、平成27年第11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

りますが、主な報告につきましてお話しさせて

いただきます。 

 10月22日、平成27年度第３回南河内地区指導

主事全体研修会に参加し、挨拶及び研修会のほ

うにも参加いたしました。 

 10月27日、火曜日、平成27年度市町村教育委

員会教育長説明会がございました。 

 内容につきましては、来年度以降の大阪府立

高校入試制度についての説明でございました。 

 10月29日、30日、両日近畿都市教育長協議会、

研究協議会、京都丹後の宮津市で行われ参加い

たしました。 

 11月３日、文化の日でございます。大阪狭山

市教育委員会文化教育功労者表彰式のほうに、

山崎委員、長瀬委員とともに参加いたしました。 

 11月６日、平成27年度大阪府市町村教育委員

会研修会に参加いたしました。参加は私でござ

います。内容につきましては、食育とは何かの

テーマの講演でございました。資料については、

先ほど各委員のほうにお配りさせていただきま

した。 

 11月９日、平成27年度南河内区市町村教育委

員会研修会に山崎委員、瀬川委員、私、３名が

参加いたしました。 

 11月10日、大阪府都市教育長協議会秋季研修

会が岸和田市で開かれました。内容につきまし

ては、岸和田市の幼稚園視察及び文化財の見学

でございました。詳しくは、また、ご報告をさ

せていただきたいと思います。 

 11月14日、狭山池シンポジウム2015を開催し、

参加いたしました。 

 11月16日、南河内区市町村教育長連絡協議会、

臨時教育長協議会が開催されました。案件につ

きましては、大阪府立富田林高校附属富田林中

学校の設立に当たっての説明でございました。 

 以上、教育長活動報告でございます。 

 ただいま、私の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、本日の議案でございますが、日程

第１、議案第36号、大阪狭山市立小学校及び中

学校の管理運営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。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 議案第36号、大阪狭山市立小学校及び中学校

の管理運営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。 

 本市では、昨年度まで小・中学校ともに二学

期制をとりいれてまいりましたが、公立高等学

校、入学者選抜制度の三学期制を踏まえた年間

スケジュールや他市町村との部活動や行事等で

の日程調整などから中学校につきましては、今

年度から三学期制にしております。小学校につ

きましても、学校行事や学習評価など教育課程

全体を今年度１年かけて見直し、次年度から三

学期制にしていきたいと考えており、管理運営

に関する規則の一部を改正するものでございま

す。 

 ３ページをごらんください。新旧対照表をつ

けております。 

 別表中の小学校の学期の項を中学校にあわせ

まして、第一学期を４月１日から、８月20日ま

で。第二学期を８月21日から12月31日まで。第

三学期を１月１日から３月31日までに改め、平
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成28年４月１日から施行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。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの説明について、委員の皆様、ご意

見、ご質問等はございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにご意見、ご質問等ないようですので、

本案を原案のとおり可決することにご異議ござ

いませんか。 

 異議なしと認めます。 

 日程第１、議案第36号、大阪狭山市立小学校

及び中学校の管理運営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、報告第18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。 

教育総務グループ課長（能勢 温） 

 報告第18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。 

 こちらのほうですが、担当グループが教育総

務グループ、学校教育グループ、こども育成室

と３つの課にまたがっております。 

 まず、教育総務グループ、その後、学校教育

グループ、最後にこども育成室のほうから説明

をさせていただきたいと思います。 

 ６ページをごらんください。 

 内容は、小学校費、小学校整備費、小学校整

備事業工事請負費についてでございます。 

 内容は、東小学校普通教室改修工事費といた

しまして、521万7,000円。こちらのほうですが、

平成28年度東小学校の新１年生のクラスが５ク

ラスの予定となっております。現在、東小学校

普通教室の保有数が25となって、今、余裕教室

がない状況でございます。それで１教室クラス

がふえるということで、現在、放課後児童会で

使っている教室を普通教室に、春休みの間に改

修工事をさせていただきまして、新学期を迎え

る準備をさせていただきたいということで、こ

の補正予算をあげさせていただいております。 

 以上でございます。 

 次は、学校教育です。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 学校教育でございます。 

 学校教育のほうは、中学校費、中学校管理費

の中で中学校教科書指導書等購入事業にかかわ

るものでございます。 

 今年度中学校の教科用図書の採択が行われ、

来年度新しく中学校での使用が行われます。そ

れに伴いまして、中学校で使用する教科書及び

その指導にかかわります指導書のほうを購入し

たいと考えております。それに伴います経費で

ございます。 

 以上でございます。 

こども育成室長（田中 安史） 

 続きまして、こども育成室からご説明いたし

ます。 

 こども育成室の所管分でこのたび要求いたし

ます補正予算は、歳入で８項目、合計金額で１

億4,095万1,000円、歳出で５項目、合計金額で

１億7,455万8,000円となっております。 

 その大部分が保育所、幼稚園、認定こども園

の歳入でいう保育料や歳出の給付費の関係とな

っております。 

 補正に至った背景といたしましては、本年度

から、子ども子育て支援新制度が施行し、財政

支援の仕組みが大きく変わりました。 

 当初予算計上時には、国から詳細な情報が提

示されていなかったため、暫定的な情報を参考

に市町村である程度推定しながら予算を積算す

るという状況がございました。 

 補正が必要となった主な理由といたしまして

は、１つ、公立施設の公定価格を低く設定して
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いたが、国が示す基準によって公定価格を設定

することとしたため、施設型給付費が大幅な増

額となったこと。この公定価格というのは、認

定こども園、保育所、幼稚園を利用する際に必

要とされる全体の経費でございます。 

 ２つ目は、１号から３号認定の子どもの利用

者負担額、いわゆる保育料でございますけれど

も、これと施設型給付費を当初は民生費で一括

計上しておりましたが、教育利用の１号認定子

ども分を教育費に組みかえたこと。 

 ３つ目は、公定価格に係る本市の地域区分が

100分の６地域から、100分の15地域に改定され

たことによりまして公定価格が上昇し、経費が

増加したこと。 

 ４つ目は、民間幼稚園の大部分が新制度へ移

行しない状況であったため、当初暫定的に組ん

でいた施設型給付費を利用実績によって補正し

たことの、大きく４つの理由がございます。 

 それでは、歳入歳出、個別の項目ごとに説明

させていただきます。 

 歳入でございます。 

 使用料及び手数料ですが、上から３行は保育

料となっております。 

 １行目、民生使用料の認定こども園保育料で

要求額は7,241万4,000円、内容といたしまして、

市立こども園の利用者負担額と施設型給付、こ

ちら２号３号認定の子どもの分ですけれども、

これが内容となっております。 

 補正の主な理由といたしまして、低く設定し

ていた公立施設の公定価格の設定を国基準にし

たことによる施設型給付費の大幅な増額と、１

号認定こども部分を教育費へ組み替えしたこと

によるものでございます。 

 ２行目です。 

 教育使用料の幼稚園保育料で、要求額は

2,933万5,000円。内容は、市立幼稚園の利用者

負担と施設型給付費でございます。補正の主な

理由といたしまして、低く設定していた公立園

の公定価格の設定を国基準にしたことによる施

設型給付の増額と、多子軽減による利用者負担

の減額によるものでございます。 

 ３行目、教育使用料の認定こども園保育料で

すが、こちらのほうは、要求額は3,060万8,000

円となっており、内容は市立こども園の利用者

負担額と施設型給付費、こちら１号認定子ども

分となっております。 

 補正の主な理由といたしましては、１号認定

子ども部分を教育費で組み直したということで

ございます。 

 ４行目、５行目は、国庫支出費となります。

４行目、民生費の子どものための教育・保育給

付費国庫負担金は、要求額が461万4,000円、内

容といたしまして、保育認定子どもの民間施設

の施設型給付費及び地域型保育給付に係る国庫

負担金でございます。 

 主な理由といたしまして、本市の地域区分が

改定されたことにより、公定価格が上昇、経費

が増加したためということでございます。 

 ５行目でございますが、教育費の子どものた

めの教育・保育給付費国庫負担金でございます。 

 要求額が71万1,000円、内容は、教育認定子

どもの民間施設の施設型給付に係る国庫負担金

でございます。 

 補正の主な理由といたしまして、民間幼稚園

の大部分が新制度へ移行しない状況であったた

め、暫定的に組んでいた施設型給付費を利用実

績によって補正したものでございます。 

 次の３行は、府支出金でございます。 

 ６行目、民生費の子どものための教育・保育

給付費府負担金は、要求額230万7,000円、内容

といたしまして、保育認定子どもの民間施設の

施設型給付費及び地域型保育給付費に係る府負

担金でございます。 

 主な理由といたしまして、本市の地域区分が
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改定されたことにより、公定価格上昇、経費が

増加したためということで、民生費の国庫負担

金と同じ内容でございます。 

 ７行目です。 

 教育費の子どものための教育・保育給付費府

負担金は要求額35万5,000円、内容といたしま

して、教育認定子どもの民間施設の施設型給付

費に係る府負担金でございます。 

 こちらの補正の主な理由は、民間幼稚園の大

部分が新制度へ移行しない状況であったため、

暫定的に組んでいた施設型給付を利用実績によ

って補正したものでございます。こちらは、教

育費の国庫負担金と同じでございます。 

 ８行目です。施設型給付費等地方単独費用府

補助金でございます。要求額は60万7,000円、 

こちらの内容ですが、私立施設の教育認定子ど

もに係る公定価格のうち、地方単独費用部分

27.5％ございますけれども、こちらに係るとこ

ろの府の補助金でございます。 

 補正の主な理由といたしまして、民間幼稚園

の大部分が新制度へ移行しない状況であったた

め、当初予算に計上しておりませんでしたが、

利用実績によって補正をするものでございます。 

 以上、歳入の合計額で、補正前が５億3,015

万円、補正後６億7,110万1,000円、要求額が１

億4,095万1,000円となっております。 

 続きまして、歳出でございます。 

 民生費の細目、子ども子育て支援給付事業と

教育費の細目、子ども子育て支援給付事業の４

項目につきましては、給付費となっております。 

 10行目の民生費の保育所給付費は、要求額

2,886万7,000円、内容といたしまして、市内、

他市の保育所に通園する２号・３号認定子ども

に対する公定価格の合計額でございます。 

 補正の主な理由といたしまして、地域区分の

公定価格の上昇が約6,000万円の増でございま

す。それと、利用児童の年齢内訳の変更や、他

市保育所利用の児童の減少によりまして、こち

らで、約3,000万円の減となっております。 

 要求額のほうが2,886万7,000円ということで

ございます。 

 ２行目の民生費の施設型給付費は、要求額は

7,372万4,000円で、こちらの内容といたしまし

て、市立山本、他市のこども園に通園する２

号・３号認定子どもに対する給付費でございま

す。 

 補正の主な理由といたしましては、山本こど

も園で486万4,000円の減ですが、こちらは公定

価格の上昇により経費の増額と１号認定子ども

を幼稚園費に組み替えたことによるものでござ

います。 

 それと、市立のこども園ですけれども、こち

らのほうが7,773万3,000円の増加でございます。 

 公立の公定価格の設定を国基準にしたことに

よる施設型給付費の増額が原因でございます。 

 ３行目の、民生費の地域型保育給付費は、要

求額が917万円、内容といたしまして、小規模

保育事業、事業所保育事業を利用する３号認定

子どもに対する給付費でございます。 

 主な補正理由といたしまして、市内の事業所

内保育事業所で従業員枠として利用があったこ

と、10月に小規模保育事業所が開園したことな

どでございます。 

 最終行の教育費の施設型給付費は、要求額

6,255万1,000円で、内容といたしまして、市立

山本、他市のそれぞれのこども園及び市立幼稚

園に通園する１号認定子どもに対する給付費で

ございます。 

 補正の主な理由といたしまして、市立の幼稚

園は、低く設定していた公立施設の公定価格の

設定を国基準にしたことによる3,257万5,000円

の増額でございます。 

 それと、市立のこども園は、１号認定こども

分を教育費で計上したことによる2,721万8,000
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円の増額でございます。 

 最後ですけれども、給付費以外の歳出補正で、

４行目でございますが、児童扶養手当国庫負担

金超過交付返還金につきましては、要求額24万

6,000円でございます。 

 こちらの主な補正の理由といたしまして、平

成26年度の児童扶養手当に対する国庫負担金が

超過交付となったため、こちらは、年金受給者

の返還分でございますけれども、こちらが補正

の理由となっております。 

 以上、教育委員会関係の歳出の総合計といた

しまして、補正前の額で９億5,283万1,000円。

補正後の額で11億3,743万円。要求額で１億

8,459万9,000円となっております。 

 以上、簡単ではございますが補正予算の説明

とさせていただきます。 

教育長（長谷雄二） 

 教育総務グループ、学校教育グループ、こど

も育成室のほうからの補正予算の説明でござい

ました。一括してご質問、ご意見等ありました

ら、よろしくお願いします。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 こども育成室のほうは、新制度によって当初

暫定的に組んでいた予算が精査されて、新たに

このような補正予算になったということですね。 

こども育成室長（田中 安史） 

 そうでございます。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 わかりました。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、ほかにご意見、ご質問等な

いようですので、本案を原案のとおり可決する

ことにご異議ございませんか。 

 それでは、異議なしと認めます。 

 日程第２、報告第18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。 

 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。 
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